《北陸新幹線糸魚川駅開業１年前カウントダウンイベント》実施概要
◆ 日 時：

２０１４年３月１６日（
日） 10：00〜15:30（
予定）

◆ 詳 細①：（糸魚川駅自由通路）

◆ 会 場：

・糸魚川駅自由通路 〔セレモニー〕
・ヒスイ王国館 〔
その他イベント〕

◆ 内 容：

〔セレモニー〕

カウントダウンボード除幕式

カウントダウンボード除幕式／「お道ようプロジェクト」発表

「1年前カウントダウンイベント」のメイン施策として、「
プラレール・
カウントダウン
ボード（仮）」の除幕式を実施。北陸新幹線開業までの1年間、プラレールと共に
カウントダウンしていくことで、糸魚川だけの限定感を演出。（イメージ別紙）

／鉄道フォトコンテスト応募開始／スタンプラリー当選者発表

「おみちようプロジェクト」発表

／北アルプス日本海広域観光連携会議ポスター発表

糸魚川市（市民）が北陸新幹線開業に向けて、1年間を掛けて「迎え入れ」
の準備
をしていく「おみちようプロジェクト」の内容を発表。6ヶ月前・
3ヶ月前・
前夜祭など、
カウントダウンイベントの全てを「おみちようプロジェクト」と位置付けし、
来訪者へのホスピタリティ意識など、一体感を持って北陸新幹線開業を迎える。

／駅舎1階施設名称・キハ車両カラーリング応募開始
／プラレール企画発表／グランクラスシート体験（JR西）

鉄道フォトコンテスト応募開始

／ミニコンサート（JR西）

北陸新幹線開業までの1年間、糸魚川の「自然」（
四季）
と「鉄道」をテーマにした
鉄道フォトコンテストを実施。（詳細未定）

〔その他イベント〕
プラレールプレイコーナー／ワークショップコーナー

プラレール企画発表

／近隣市町村物産販売コーナー／ふるまい鍋コーナー

プラレールとのコラボレーションによる企画、展開を発表

◆ スケジュール：（想定）
≪糸魚川駅自由通路≫
6:00

グランクラスシート体験（JR西）
≪ヒスイ王国館≫
プラレール

ワークショップ

物産販売

ふるまい鍋

〜前日の搬入・準備等については要調整〜

ミニコンサート（JR西）
地元出身「伊藤敏博氏」によるトーク＆ライブ（JR様/ 詳細未定）
セレモニーの中に取り入れ、賑やかしを演出。

7:00
◇搬入・準備
（7：00〜10：00）

◇搬入・準備（7：00〜9：00）

8:00

◇搬入・準備
◇搬入・準備
（8：00〜11：00）
（8：00〜11：00）

糸魚川駅での集客を狙い「
グランクラスシート」を設置。（JR様/ 詳細未定）
順番に参加いただき記念写真を撮るなどで、賑やかしを演出。

◇搬入・準備
（8：00〜11：00）

◆ 詳 細②：（ヒスイ王国館）

9:00
◇リハーサル（9：00〜9：45）

10:00
11:00
12:00

プラレールプレイコーナー

◆１年前カウントダウン
式典・セレモニー（10：00〜11：00）
●グランクラスシート
体験
（11:00〜15:30）

◆近隣市町村
物産販売コーナー
（10:00〜15:30）
◆プラレール
プレイコーナー
（11:00〜15:30）

◆ワークショップ
コーナー
（11:00〜15:30）

◆ふるまい鍋
コーナー
（11:00〜14:30）

セレモニーで発表した「プラレール」とのコラボレーション感を醸成するため、
自由に遊べるプレイコーナーを設置。
新幹線に関連した商品アイテムを準備（北陸新幹線は要調整）
すると同時に、
糸魚川らしい展開を工夫して、子どもたちにも北陸新幹線開業を意識付ける。

ワークショップコーナー
13:00

先日（12/ 1）
の駅舎完成イベントで好評だった「
ワークショップコーナー」
を設置。
前回同様に親子でオリジナル缶バッジ制作をしてもらう。（
オペレーション要検討）
※式典・セレモニーでは「おみちよう缶バッジ」
（
限定100個）を配布。
（6ヶ月前・３ヶ月前・前夜祭などでも配布し、全て集めると開業時に特典を付与）

14:00
15:00

近隣市町村物産販売コーナー
16:00
17:00

先日（12/ 1）
の駅舎完成イベントの際に自由通路で行った「
物産販売コーナー」
を
ヒスイ王国館で実施し、駅からの誘引を図る。
〜終了次第で撤去・搬出〜

18:00
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ふるまい鍋コーナー
ヒスイ王国館に「ふるまい鍋コーナー」を配置し、駅からの誘引を図る。（
詳細未定）
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｢北陸新幹線糸魚川駅開業１年前カウントダウンイベント｣
実施計画（案）
１

開 催 日

平成26年３月16日（日）

２

実施主体

北陸新幹線糸魚川駅開業記念事業実行委員会
ＪＲ西日本金沢支社

３

目

的

北陸新幹線開業に向け、地域全体の開業気運を盛り上げるとともに、
開業前後の交流人口拡大と糸魚川駅の利用促進を図る。

４

目

標

・市内のより多くの方々に北陸新幹線開業をＰＲし、迎え入れの準備に
つなげていく。
・北アルプス日本海広域観光連携会議参加市町村と連携し、糸魚川駅開
業をＰＲしていく。

５

来場者数

約5,000人（目標）

６

時

間

10：00〜15：30（予定）
・カウントダウンセレモニー 10：00〜11：00
・その他イベント 10：00〜15：30

７

会

場

糸魚川駅自由通路特設会場、ヒスイ王国館

８

駐 車 場

ヒスイ王国館（有料）、猪又建設・谷村建設等（無料臨時駐車場）

９

入 場 料

無料（飲食、物販は有料）

10

スケジュール・内 容
＜糸魚川駅自由通路＞
■カウントダウンセレモニー（10：00〜11：00）
⑴開会
⑵主催者挨拶
⑶来賓挨拶
⑷来賓紹介
⑸お道ようプロジェクト発表
⑹（北アルプス日本海広域観光連携会議ポスター等発表）
⑺ゆるフォト・鉄道フォトコンテスト告知
⑻（新幹線駅舎１階施設名称募集・キハ車両カラーリング投票告知）
⑼（いといがわイベントスタンプラリー当選者発表）
⑽プラレール企画発表

⑾カウントダウンボード除幕式
⑿ミニコンサート
⒀閉会
※お道よう缶バッジ（限定 100 個）配布
※ジオまる、ぬーな、ブラック番長、（えびちゃん）登場
■グランクラスシート展示・乗車体験（11：00〜15：30）
・乗車体験は、200 組限定（50 組/1 時間×4 時間） ※当日、整理券配布
・乗車体験は、1 組が概ね 1 分間（写真撮影含む）
■新幹線開業ＰＲブース、北アルプス日本海広域観光連携会議ＰＲブース設置
・糸魚川駅舎の模型、北陸新幹線顔出しパネル 等

＜ヒスイ王国館ホール等＞
■その他イベント（10：00〜15：30）
・プラレールプレイコーナー
・鉄道ジオラマ展示コーナー
・ワークショップコーナー（オリジナル缶バッジ制作）
・近隣市町村物産販売コーナー
北アルプス日本海広域観光連携会議参加市町村、塩尻市（姉妹都市）、糸魚川地酒
の魅力発信実行委員会 等
・軽食コーナー
ヒスイ王国館テナント会、（ふるまい鍋）
・飲食、休憩コーナー

＜会場図（案）＞
ｸﾞﾗﾝｸﾗｽｼｰﾄ体験
ｾﾚﾓﾆｰ会場
PR ブース設置

自由通路

連絡通路

ヒスイ王国館２階

《姫川》

《万葉》

・ｾﾚﾓﾆｰ控室

・プラレール
・鉄道ｼﾞｵﾗﾏ展示
・缶ﾊﾞｯｼﾞ制作 等

・飲食コーナー

《明星》
・物産販売
・軽飲食販売

ヒスイホール

・休憩コーナー

在来線
糸魚川駅
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北陸新幹線糸魚川駅見学会（案）
≪開業１年前の駅を見てみよう！≫

１ 事業概要

北陸新幹線糸魚川駅の２階部分の内装が３月末現在で完了することから、見学会を４
月中旬に開催する。

２ 目

的

平成 27 年春の北陸新幹線糸魚川駅開業に向けた機運の醸成を図る。

３ 主

催

北陸新幹線糸魚川駅開業記念事業実行委員会

４ 日

時

平成 26 年４月 13 日（日） 10:00〜16:00

５ 会

場

北陸新幹線糸魚川駅 ２階施設、コンコース・３階ホームの一部

６ 内

容

北陸新幹線糸魚川駅２階コンコース・３階ホームの一部を見学してもらう（70 人×6
回、計 420 人）
。参加費無料。
【日程案】
Ａ①10:00 受付開始（ヒスイ王国館２階「明星」
）
→10:15 注意事項説明・駅へ移動・見学→11:00 解散
Ａ②11:00 受付開始
→11:15 注意事項説明・駅へ移動・見学→12:00 解散
Ａ③12:00 受付開始
→12:15 注意事項説明・駅へ移動・見学→13:00 解散
Ｂ④13:00 受付開始
→13:15 注意事項説明・駅へ移動・見学→14:00 解散
Ｂ⑤14:00 受付開始
→14:15 注意事項説明・駅へ移動・見学→15:00 解散
Ｂ⑥15:00 受付開始
→15:15 注意事項説明・駅へ移動・見学→16:00 解散

７ 周知方法

おしらせばん３月 10 日号とホームページ、チラシ等で周知
※北アルプス日本海広域観光連携会議加盟自治体（大町市、白馬村、小谷村、朝日町、
上越市）の広報紙でも周知してもらう。

８ 申込方法

往復ハガキによる申込

９ 募集要領

応募資格／どなたでも（ただしヘルメットを被ることができる方に限る。また、小学
生以下は保護者同伴）
定

員／420 人（70 人×6 回）※定員を超える場合は抽選

参 加 費／無料
日

程／Ａ（午前・正午の部）
１回目 10:00 〜11:00、２回目 11:00 〜12:00、３回目 12:00 〜13:00
Ｂ（午後の部）
１回目 13:00 〜14:00、２回目 14:00 〜15:00、３回目 15:00 〜16:00

応募方法／往復ハガキでご応募ください。ハガキ１枚で５人まで申し込みできます。
希望日程※、希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、氏名、電話番号を
明記のうえ、お申し込みください。
※希望日程はＡかＢのいずれかをご記入ください。時間を選ぶことはで
きません。抽選のうえ、当選者宛ての返信ハガキに記載します。
募集期間／３月 10 日（月）〜３月 25 日（火）17:00 必着
※各回の参加希望者が定員を超える場合には、抽選を行う。
（３月末に結果発送予定）
そ の 他／ヘルメットをご持参いただき（ある人）歩きやすい服装と靴でご参加くだ
さい。
申込・問合先／〒941-8501 糸魚川市一の宮 1-2-5
糸魚川市 都市整備課 新幹線推進係

☎025-552-1511

往復ハガキ記入例

︵ご自分の住所︶

︵代表者の住所︶

※何も記入しない︒

糸魚川市一の宮１︲２︲５

新幹線推進係

糸魚川市 都市整備課

代表者の郵便番号

︵代表者のお名前︶様

返信

往信

941-8501

4/13 糸魚川駅見学会
①希望日程
②希望者全員の氏名・年
齢
③代表者の住所・氏名・
電話番号
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開業１年前の駅を見てみよう！

北陸新幹線糸魚川駅

見

学会

平成 27 年春の開業を約１年後に控えた北陸新幹線糸魚川駅の
見学会を開催します。

と き：平成 26 年４月 13 日㊐
ところ：北陸新幹線糸魚川駅
日程

︵代表者の 住所︶

︵代 表 者の 名前 ︶ 様

応募資格

代表者の郵便番号

※何も 記入 しな い︒

１回目 13:00 〜14:00
２回目 14:00 〜15:00
３回目 15:00 〜16:00

糸魚川市一 の宮１ ︲２︲ ５

Ｂ（午後の部）

941-8501
糸魚川 市 都市整 備課
新 幹線 推進 係

１回目 10:00 〜11:00
２回目 11:00 〜12:00
３回目 12:00 〜13:00

返信

Ａ（午前・正午の部）

往信

募集
要領

往復ハガキ記入例

4/13 糸魚川駅見学会
①希望日程
②希望者全員の氏

どなたでも（ただしヘルメットを被ること
名・年齢
ができる方に限る。また、小学生以下は保
③代表者の住所・氏
護者同伴）
名・電話番号
定
員 420 人（70 人×6 回）
※定員を超える場合は抽選
参 加 費 無料
申込方法 往復ハガキでご応募ください。ハガキ１枚で５人まで申込可能。希望日
程※ 、希望者全員の氏名、年齢、代表者の住所、氏名、電話番号を明記
のうえ、お申し込みください。
※希望日程はＡかＢのいずれかをご記入ください。時間を選ぶことはで
きません。抽選のうえ、当選者宛ての返信ハガキに記載します。
申込期限 ３月 25 日（火）17:00 必着
※各回の参加希望者が定員を超える場合は、抽選を行う。
（３月末結果発送予定）
そ の 他 ヘルメットをお持ちの方はご持参ください。
応 募 先 〒941-8501 糸魚川市一の宮 1-2-5
糸魚川市 都市整備課 新幹線推進係

主催・問合先 北陸新幹線糸魚川駅開業記念事業実行委員会
（事務局 糸魚川市役所 都市整備課 新幹線推進係 ☎025-552-1511）

