
- 1 -

新潟県市町村データ一覧 （いわゆる平成の大合併前、2004～2005年に実施した111の市町村アンケートの結果です。2015年3月、表の体裁を修正。） 作成：板垣俊一

(1)市町村名／人口 (2)特産品 (3)海外姉妹都市 (4)地域の自慢 (5)地元学講座 (6)郷土学習施設 (7)主な伝統芸能 (8)合併後

1 両津市 鮮魚 おけさ柿 干シシイ なし 景勝に富んだ海岸線ほか豊な自 両津郷土博物館 佐渡市

17,037人 タケ 佐渡産コシヒカリ 然 様々な伝統芸能や行事

（2004.02.29現在） 佐渡牛

2 相川町 無名異焼 裂織 なし 人間国宝が２人(三浦小平二・伊 佐渡相川ふれあいガイド 相川郷土博物館 相川技能 佐渡おけさ 鬼太鼓 佐渡市

9,148人 藤赤水) 佐渡金山と金山遺跡群 (教育委員会) 佐渡金銀 伝承展示館 史跡佐渡金山

（2004.02.01現在） 名勝外海府海岸 大佐渡山脈 山友の会(民間) 草の会 佐渡版画村美術館 佐渡

豊な食文化 (民間) 奉行所

3 佐和田町 いごねり(海産加工品) 蝋 なし 乙和池の浮島(天然記念物) 真 なし 佐渡博物館 能 佐渡市

9,896人 型鋳金 佐与吉人形 沢根 光寺のブナ(天然記念物)

（2004.02月末現在） だんご

4 金井町 コシヒカリ おけさ柿 ル なし(夏に「ダイナミ 町営・私営スキー場 花と触れ 生き活き塾(民間) 平泉 金井歴史民俗資料館 能 鬼太鼓 春駒 文弥人 佐渡市

7,151人 ・レクチェ(洋梨) さくら ックサマーキャンプ」 合う町づくり 風力・太陽光を ぜいご宿(民間) 形

（2003.12月末現在） んぼ しいたけ トルコキ というものでカナダ 利用したエネルギー事業推進

キョウ 繁殖牛 無名異焼 へホームステイする 世阿弥・順徳上皇配流の地

(陶器) 事業は行っています)

5 新穂村 コシヒカリ おけさ柿 中国陝西省洋県 朱鷺 新穂ふるさと講座(教育 新穂歴史民俗資料館 トキ のろま・説経人形 鬼太鼓 佐渡市

4,700人 委員会) 資料展示館

（2004年現在）

6 畑野町 佐渡米 おけさ柿 キウイ なし 豊かな自然に育くまれた農林水 むっさんこ塾(民間) なし 文弥人形 春駒 民謡（田 佐渡市

5,249人 フルーツ 佐渡わかめ 一 産物 佐渡海洋深層水利活用施 遊び神事）

（2005年現在） 夜干いか 山菜類 陶芸品 設 郷土芸能

竹細工 裂き織り 海洋

深層水の塩

7 真野町 海産物 果物（柿 リンゴ なし 真野公園の桜 歴史講座(教育委員会) なし 文弥人形 能 狂言 鬼太 佐渡市

6,084人 モモ ブドウ） 鼓

（2004.11月末現在）

8 小木町 おけさ柿 竹細工 なし 伝統的建造物群保存地区(宿根 小木民俗博物館 佐渡考古 ちとちんとん 太口神楽 佐渡市

木) アースセレブレーション 資料館 海運資料館 小獅子舞 (田遊び神事)

(国際交流) 小木港祭り たら

い舟 蓮華峰寺

9 羽茂町 おけさ柿 コシヒカリ 鮎 なし 美しい海岸と豊かな自然 なし つぶろさし 鬼太鼓 佐渡市

の石焼

10 赤泊村 ベニズワイガニ 米 おけ なし 民話の像 なし 赤泊総合文化会館 なし 佐渡市

3,008人 さ柿 日本酒

（2004.11.01現在）

11 新潟市 新潟漆器 アメリカ合衆国 ガ 水の都 萬代橋 新潟市歴史博物館 新潟県 新潟市

ルベストン市 ロシ 政記念館 新潟市埋蔵文化

ア ハバロフスク市 財センター

ウラジオストク市

中国 ハルビン市

フランス ナント

市(交流協定都市)
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12 黒埼町(新潟市黒埼 黒埼茶豆 砂時計 なし 黒埼茶豆 砂時計 高齢化率の 黒埼常民文化史料館 板井の手踊り 木場の棒踊

支所) 低い若い町 新潟ふるさと村 り 黒鳥のナギナタ踊り

27,372人 田園風景 花笠踊り

（2004.12月末現在）

13 新井市 新井米 日本酒(地酒) 味 スロベニア国 スロ 道の駅あらい(年間300万人あま 斐太史跡保存会(民間) 新井市郷土資料室 春駒 かめかち唄 妙高市

27,738人 噌 香辛料(かんずり) そ ベニグラデッツ りの立寄) ＡＲＡＩマウンテン 鳥坂城跡保存会(民間)

（2004.12.01現在） ば 山ウド 自然薯 平丸 ＆スパ(スキー場) 斐太県民休 水上の歴史に親しむ会

スゲ細工 干草石(石材) 養地 (民間)

14 加茂市 桐たんす 桐小物 屏風 友好都市：コムソモ 福祉のまち 県木｢雪椿｣の群生 ふるさと歴史探訪クラブ

32,799人 建具 梨 ル・レクチェ リスク・ナ・アムー 地 北越の小京都 (民間)

（2004年現在） (洋梨) レ市(ロシア) ツー

ポー市(中国)

15 五泉市 キウイフルーツ メロン なし 花－水芭蕉、桜、チューリップ、 五泉ふくろう大学(生涯

38,428人 いちご れんこん さとい ぼたん、コスモス 泉－胴腹(ど 学習課) まちづくり未

（2004.11月末現在） も｢帛乙女｣ チューリップ っぱら)清水、吉(よし)清水 織 来塾(民間) 五泉トチ守

の球根 ぼたんの苗木 切 物･ニット－絹織物、シルク製品 りの会(民間) 五泉トゲ

り花 ソを守る会(民間)

16 栃尾市 あぶらげ てまり ニット なし 味・大きさ日本一のあぶらげ とちお観光ボランティア 農林業資料館 道の駅Ｒ29 岩戸舞 広大寺 栃尾甚句 長岡市

23,965人 ・織物 日本酒 米 和菓 水と織物とみどりのまち 守門 ガイド 0とちお 東町神楽 栃堀神楽 荷

（2005.05月現在） 子 みそ・しょうゆ 山 杜々の森名水公園・湧水 頃神楽 菅畑神楽

とちお祭他多彩な祭り しだれ

桜 ほだれ様 上杉謙信旗揚げ

の地(栃尾城跡、秋葉公園、常安

寺)

17 豊栄市 仏壇 ヨシあし和紙（ヨシ ロシア連邦ユダヤ自 水の公園福島潟 高森の大ケヤ 早通地域結び実行委員会 豊栄市博物館 横井の丘ふ 他門神楽 嘉山神楽 内島 新潟市

50,286人 で作った和紙) 日本酒 治州ビロビジャン市 キ 葛塚市 (民間) 岡方さがし隊 るさと資料館 水の駅「ビ 見神楽 内沼神楽 高森い

（2004年現在） やきなす (民間) 木崎エリアネッ ュー福島潟」 ざや神楽 正尺神楽 長場

トワーク(民間) 神楽 葛塚盆踊

18 見附市 ニット･織物製品 六角凧 ブラジル マイリン 健康なまちづくり みらい市場 見附の歴史研究会(民間) 見附市民俗資料館 ネーブ 小栗山不動院の獅子舞

43,990人 ケ市(昭和48年提携) 見附今町･中之島町大凧合戦 めだかの学校(民間) ルみつけ・まちの駅

（2004.12月現在） 大平森林公園 定期市

19 村上市 村上木彫堆朱 村上茶 鮭 なし 瀬波温泉 村上大祭、瀬波大祭、 村上町屋商人会(民間) イヨボヤ会館(鮭の博物館) 鍛冶町のお囃子

30,916人 米 村上牛 日本酒 岩船大祭 鮭、鮭料理 城下町、 村上トライあんぐる(民 おしゃぎり会館(郷土資

（2004.12月現在） 町屋 間) 料館) 村上地方民俗資料

館

20 燕市 米 畜産 果物 野菜類 アメリカ合衆国 ウ 県天然記念物八王寺の白藤 飛 燕郷土史研究会(民間)

44,083人 金属ハウスウェア(テーブ ィスコンシン州 シ 燕夏まつり 戸隠神社春季秋季

（2004.11月末現在） ルウェア、キッチンウェア) ェボイガン市 祭礼 燕製品青空即売会

金属洋食器

21 三条市 包丁・利器・工匠具などの 姉妹都市 カナダ 三条鍛冶 三条まつり 三条凧 三条歴史研究会(民間) 三条歴史民俗産業資料館 三条神楽 下須頃獅子舞

84,896人 金物 バーン市 友好都市 合戦 保内の植木 万葉の藤 木場神楽 先供(奴)祭り囃

（2004.11.30現在） 中華人民共和国湖 子

北省鄂州市
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22 糸魚川市 ヒスイ製品 地酒 甘えび なし ヒスイ フォッサマグナ 泉質 フォッサマグナミュージ フォッサマグナミュージア 天津神社の舞楽 根知山寺

31,508人 などの鮮魚 海産物 くし のちがう７つの温泉 ５つの酒 アム友の会(行政) 長者 ム ジオパーク 長者ヶ原 の延年

（2004.12.01現在） 型かまぼこ えご コシヒ 蔵 海抜０ｍから2,800ｍの広大 ヶ原遺跡友の会(行政) 考古館 相馬御風記念館

カリ みそ 笹寿司 山菜 な自然 奴奈川塾(行政) 御風会 塩の道資料館

加工品 くるま麩 マキノ (民間) バタバタ茶の会

式飴 糸魚川真柏 (民間) 奴奈川姫の郷ガ

イド協会(民間)

23 十日町市 魚沼産コシヒカリ そば イタリア コモ市 国宝火焔形土器 十日町雪まつ 十日町市博物館友の会 十日町市博物館 きもの歴 赤倉神楽 中条大の坂(盆

42,745人 (生そば・乾そば) きのこ り 当間高原リゾート 絹織物 (民間) 史館 踊り) 新保広大寺節 下

（2004.12.10現在） (エノキほか) 魚沼産コシヒカリ 条天神ばやし 下条よいや

さ 菅沼神楽 飛渡合わせ

おけさ

24 小千谷市 魚沼産コシヒカリ 地酒 なし ちぢみの里 錦鯉の里 花火 小千谷市総合文化協会 市立図書館資料室 巫子爺 大々神楽(魚沼神

41,587人 そば 米菓 味噌・味噌漬 牛の角突き 山本山高原 船岡 (民間) 社) 小千谷豊年獅子舞

（2004.11月末現在） 縮 紬 錦鯉 公園 熱気球おぢや風船一揆 古文書会(民間)

25 上越市 岩の原ワイン 雪下駄 バ オーストリア共和国 春日山城 日本スキー発祥の地 上越市立総合博物館 上越 八社五社（民謡・踊） 米

135,507人 テンレース 笹団子 ささ のリリエンフェルト 高田城跡の観桜会 雁木通り 市埋蔵文化財センター 日 大舟（民謡） 獅子天狗舞

（2004.12.01現在） 飴 お麩 米 大豆 市 中華人民共和国 岩の原葡萄園 本スキー発祥記念館 春日 (西横山の小正月行事)

の琿春市 大韓民国 山城史跡広場・ものがたり

の浦項市 館

26 新津市 サツキ アザレア 盆栽 なし ひつじぐさ 吉田東伍の実家 新津市民大学(生涯学習 新津市鉄道資料館 新津地 なし 新潟市

68,099人 八珍柿 チューリップ 三 花卉・花木 はさぎ並木 桂家 課) 郷土に親しむ会(民 域学園(郷土資料室) 石油

（2004.11月末現在） 色だんご 笹だんご の文化 間) 新津市古文書研究 の世界館

会(民間)

27 新発田市 米 日本酒 韓国 議政府市 米 新発田城 城下町 温泉 なし ふるさと会館 カリオン文 なし

91,304人 国 オレンジシティ 化館

（2004.11月現在）

28 長岡市 コシヒカリ 米菓 仏壇 姉妹都市－アメリカ 米百俵の精神 長岡まつり 火 長岡図書館友の会(行政) 長岡市科学博物館 長岡市 巫女爺

192,326人 日本酒 合衆国 フォートワ 焔土器 花と緑 信濃川 長岡郷土史研究会(民 郷土資料館 藤橋歴史の広

（2004.12.01現在） ース市 友好都市－ 間) 古志の会(民間) 場 長岡戦災資料館 新潟

ドイツ連邦共和国 県立歴史博物館 如是蔵博

バンベルク市、トリ 物館 山本五十六記念館

アー市

29 柏崎市 大久保鋳物 タラの粕汁 (友好都市への一歩と 米山福浦八景 ぎおん柏崎まつ 柏崎刈羽郷土史研究会 柏崎市立博物館 柏崎ふる 綾子舞 おいな（盆踊り）

85,667人 モゾク(モズク) して交流をつづける り えんま市 綾子舞 柏崎刈 (民間) 石仏に親しむ会 さと人物館 伝承の里綾子

（2004.11月末現在） 中国峨嵋山、宜昌が 羽原子力発電所 (民間) 良寛貞心会(民 舞会館 柏崎遺跡考古館

ある) 間) 植物友の会(民間)

30 白根市 果物 仏壇 コシヒカリ なし 白根大凧合戦 洋梨(ルレクチ 小林の歴史を語る会(民 しろね大凧と歴史の館 浜おけさ 白根神楽舞 新 新潟市

40,567人 食用菊(カキノモト) 切花 ェ)発祥地 自然景観(桃畑、田 間) 飯田獅子舞 臼井棒踊り

（2005年現在） ・球根(チューリップ) サ 園、信濃川、中ノ口川)

ツキ・ユリなど花卉
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31 山北町 しな布 赤かぶ アク笹巻 なし 笹川流れ 筥堅八幡宮社叢 ボ 郷土史研究会(民間) なし 日本国太鼓 獅子舞

7,859人 き タモチ祭 明峰・日本国 大川

（2004年現在） のコド漁(鮭漁)

32 関川村 清酒 猫ちぐら 生しいた なし なし せきかわ歴史とみちの館

7,395人 け コシヒカリ 渡辺邸 せきかわ観光情報

（2004年現在） センター

33 荒川町 クロッカスの球根 クロッ なし 海・山・川・平野 住環境(教 郷土史研究会(生涯学習

11,534人 カスの球根を使用した和菓 育、医療、商業、交通) 課)

（2005.01.01現在） 子 岩船産コシヒカリ 村

上牛

34 神林村 コシヒカリ やわ肌ねぎ なし お幕場大池公園 ポーラスター 郷土史研究会(生涯学習 なし 獅子舞 剣舞 鳥刺舞

10,989人 もち製品 味噌 醤油 ハ 神林 塩谷海岸 課)

（2005年現在） ム・ソーセージ いり豆

おかき

35 朝日村 朝日産コシヒカリ シルク なし 雄大な大自然 歴史遺産(奥三面 朝日村長寿大学郷土史ク 奥三面歴史交流館 鳴海金 大須戸能 大場沢獅子舞

12,091人 フラワー 山菜加工品 陶 遺跡群、鳴海金山等) 素朴な人 ラブ(社会教育課) 山

（2005.01.01現在） 芸(大行焼) 情 朝日産のコシヒカリ 伝統

芸能（能・獅子舞）

36 粟島浦村 竹炭 なし 自然 ワッパ煮 鮮魚 温泉 体験学習学校(教育委員 資料館 獅子舞

396人 ジャガイモ・豆 会)

（2004年現在）

37 安田町 ヤスダヨーグルト 三角油 なし サントピアワールド 安田フラ 吉田東伍記念博物館友の 吉田東伍記念博物館 安田 小松盆おどり 久保神楽 阿賀野市

10,393人 あげ 庵地焼 安田焼 安 ワーガーデン 温泉 保田の三 会(行政) 白川荘を歩く 民俗資料館 八幡四役者踊り

（2004.11月末現在） 田瓦(鬼瓦) 麺 椿華園の 度栗 安田八幡宮例祭 安田ふ 会(民間)

椿 新保こんにゃく 安田 るさとだしの風まつり

もち 草水石(桜御影石)

38 京ヶ瀬村 コシヒカリ 切花(チュー なし 清流・阿賀野川 肥沃な農地 梅護寺数珠掛ザクラを守 京ヶ瀬地区民俗資料館 阿賀野市

8,180人 リップ、ユリ) 健康草履 ふるさと公園 越後七不思議(数 る会(民間)

（2004.11月末現在） 珠掛桜、八房の梅) 裸詣り

39 笹神村 有機米 竹製品(竹カゴ類 なし 温泉 有機米 なし 笹神地区郷土資料館 阿賀野市

9,408人 等)

（2003年現在）

40 水原町 山口人形(土人形) なし 瓢湖 山口人形 椿餅 五頭郷土文化研究会(民 水原農業歴史資料館 水原 なし 阿賀野市

20,840人 間) 水原史学会(民間) 代官所

（2003年現在）

41 聖籠町 果物（さくらんぼ、ぶどう、 中国黒龍江省ハルビ 海水浴場 公園 史跡 温泉 民俗資料館 蓮潟神楽 亀塚練馬

13,855人 なし） ン市 町民会館

（2004.11月末現在）

42 加治川村 米 みそ もち そうめん 大韓民国京畿道漣川 橡平桜樹林 県天然記念物お葉 住田地域ホタル保護研究 なし 下小中山獅子舞 大野神楽

7,272人 郡全谷邑 付き銀杏 奥山荘城館遺跡 会(民間)

（2004.11月末現在）
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43 紫雲寺町 紫雲寺産大豆使用の豆腐 アメリカ合衆国ミズ 四季折々の自然に恵まれた環境 なし 漁村民俗資料館 稲荷岡神楽 五ケ字神楽

8,088人 しうんじパイオニアポーク ーリ州セントジェイ 土地柄・人柄 地域ぐるみで 藤塚浜大漁太鼓

（2004.03.31現在） いちご(越後姫) 地酒 ムズ市(1998年12月姉 取り組むイベント 環境・健康

紫米のアイスクリーム 妹都市提携) にやさしい施設 福祉

44 中条町 チューリップ ミネラルウ アメリカ合衆国イリ 白砂青松 日本一小さい櫛形山 特定非営利活動法人ふる 奥山荘歴史館 板額太鼓 獅子舞

27,483人 ォーター「どっこんすい」 ノイ州カーボンデー 脈 チューリップ 乙宝寺三重 さと奥山の荘(民間) 板

（2004.12.10現在） やわ肌ネギ 乙まんじゅう ル市 塔 板額御前 額会(民間)

45 黒川村 ジャージーヨーグルト ジ なし 自然 観光施設 農産物加工販 臭水遺跡保存会(商工観 黒川村郷土文化伝習館 シ 坂井神楽

6,110人 ャージーアイス 黒豚 牛 売施設 光課) ンクルトン記念公園

（2004.11月末現在） 肉 地ビール ミネラルウ

ォーター 健康茶 味噌

味噌漬け チーズ 米

46 小須戸町 花木 盆栽類(特にボケは なし なし なし 神楽 新潟市

10,523人 有名) しのぶ細工 えだ

（2004年現在） まめ・大豆

47 村松町 栗 銀杏 りんご 地酒 なし 村松町郷土史研究会(民 村松町郷土資料館 蒲原神楽 五泉市

20,311人 米 三千本を越す桜の村松公園 さ 間) 村松お城の会(民

（2005.6.1現在） くらんど温泉 慈光寺と杉並木 間) 文化財ボランティ

清流仙見川 城下町の町並み アガイド講座(行政) 歴

城跡公園 黄金の里の銀杏 史文化財講座(行政)

48 横越町 長いも 梨 スイートコー 北方文化博物館 大栄寺 木津 横越の歴史講座(行政) 北方文化博物館 横越町文 新潟市

11,651人 ン 豚肉(横越ポーク) 鮭 薬師火祭り 棧俵神楽 チュー 書館

（2004.11.30現在） しじみ 川がに チュー リップ

リップ

49 亀田町 梅 梨 梅の里づくり構想 ＪＲ亀田駅 かめだ学会(民間) 亀田町郷土資料館 芦沼館 亀田木遣り 袋津燈篭 新潟市

32,990人 周辺整備 亀田町地域新エネル

（2004年現在） ギービジョン

50 岩室村 なし なし 岩室温泉 岩室甚句(民謡) 海、 かっぽう着隊(民間) 岩室温泉芸妓踊り 篠笛 新潟市

9,918人 山、平野の自然 神楽舞い 棒使い

（2004年現在）

51 弥彦村 弥彦むすめ(枝豆) ところ なし 弥彦山 弥彦神社 越後文化発 ふるさとの歴史と自然に 旧武石家住宅 弥彦村ふる 弥彦神社灯篭おし 舞楽

8,652人 天 ジャンボしいたけ 玉 祥の地 ふれあうセミナー(行政) さと学校 矢作里神楽

（2005年現在） うさぎ 弥彦良寛会(民間) 古

文書クラブ(民間)

52 分水町 鎚起銅器(彫金、鋳金、鍛 なし 大河津分水路 三千余本の桜並 信濃川大河津資料館友の 良寛史料館 信濃川大河津 なし

15,546人 金) 木 良寛と国上山 会(行政) 分水町郷土史 資料館

（2004.12.01現在） 研究会(民間)

53 吉田町 米(コシヒカリ) きゅうり アメリカ合衆国ミシ 七つの工業団地 漢学塾｢長善 吉田町郷土史研究会(民 吉田町史料館 下中野御神楽舞 粟生津日

25,477人 食用菊 みそ 金属ハウ ガン州ダンディ村(平 館｣ 米納津隕石 ビジョンよし 間) 枝神社太々神楽

（2004.04.01現在） スウェア 電気機械器具 成６年) だ

金属製品

54 巻町 柿 からし巻 鯛車 桐下 なし 豊かな自然 郡の中心 米百俵 巻町郷土資料館友の会 巻町郷土資料館 のぞきからくり

29,892人 駄 酒造蔵元 西瓜 メロ ゆかりの三根山藩 福井地区の (社会教育課)

（2004年現在） ン 柚餅 螢
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55 西川町 枝豆 そら豆 カリフラワ なし おいしいお米 越後善光寺 池 なし なし 代官太鼓 新潟市

12,586人 ー 米 清酒 加工みそ 田満寿夫の天井絵(桑山諏訪社)

（2004年現在） ま鴨 越後にしかわ時代激まつり

西川まつり(越後傘ぼこ行列等)

56 味方村 米 ねぎ ひょうたん細工 なし 白根味方大凧合戦 豪農の館(笹 なし 笹川邸 曽我・平澤記念館 西白根神楽舞 新潟市

4,520人 〆縄 川邸) ２人の偉人曽我量深・平

（2004.11月末現在） 澤興 のどかな田園風景

57 潟東村 米 なし 田園風景 カモねぎまつり 国 なし 樋口記念美術館 歴史民俗 国見神楽舞 新潟市

6,311人 見神楽舞 資料館

（2004.10月末現在）

58 月潟村 梨 鎌 まゆ玉 なし 角兵衛獅子 梨 朝市 手打鎌 なし 郷土物産資料室 角兵衛獅子 新潟市

3,828人 保存電車

（2004年現在）

59 中之口村 米 日本酒 豆菓子 スゲ なし 果樹栽培 自然 スポーツ施設 小吉水辺の会(民間) 中之口村先人館 中之口資 鈴踊り 新潟市

6,393人 笠 手打鎌・包丁 ハーブ 人情味 身近な行政 料館

（2004.01.01現在） 玉子 果物

60 田上町 桃 梅 竹炭 なし 温泉 護摩堂山 豪農の館(田巻 田上町郷土研究会(民間) 田上町民俗資料館 田上甚句太鼓 川前神楽

13,701人 邸) 了玄寺(越後七不思議) 総

（2004.12月現在） 合公園ＹＯＵ・遊ランド

61 下田村 ひこぜん さつまいも 千 なし ひめさゆり しただふるさと祭 下田村文化財調査研究会 漢学の里・諸橋轍治記念館 葎谷太鼓

11,397人 年悠水 り 八木ケ鼻 いい湯らてい (民間) 下田村郷土資料館

（2004年現在） カヌー

62 栄町 米(コシヒカリ) なし なし なし なし 栄神楽

11,883人

（2004年現在）

63 中之島町 コシヒカリ レンコン ワ なし 大口レンコン 大凧合戦 大竹 なし 大竹邸記念館 中之島町民 池之島神楽 中野東村神楽 長岡市

12,759人 イン風レンコン酒｢蓮の花｣ 邸記念館 稲島稲荷神社 万本 俗資料館 灰島新田神楽 末宝神楽

（2004.11月末現在） 健康パワー味噌 桜

64 津川町 自然薯 清酒 味噌 漬物 なし 狐の嫁入り行列 とんぼ(雁木） つがわ歴史教室(社会教 津川町郷土資料館 阿賀の なし 阿賀町

5,237人 なめこ しいたけ 米 の街並 会津街道 育課) ふるさと発見 館

（2004年現在） 教室(社会教育課) 阿賀

路の会(民間)

65 鹿瀬町 東蒲まぼろし米 なし 自然美 東蒲まぼろし米 なし 奥阿賀ふるさと館 なし 阿賀町

2,767人

（2004年現在）

66 上川村 東蒲まぼろし米(コシヒカ なし みかぐら温泉 自然と人情 野 寿大学 歴史を訪ねる会 上川村郷土資料館 御神楽太鼓 阿賀町

3,490人 リ) 山菜加工品 中ザクラ

（2003.03末日現在）
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67 三川村 三川豆腐 コシヒカリ 自然 地域住民の団結力・人間 みかわ史探会（教育委員 阿賀野川文化資料館 石戸獅子舞 綱木稲虫おく 阿賀町

4,150人 性 歴史・文化遺産 郷土料理 会） り

（2004年現在）

68 越路町 米 せんべい 琴 日本酒 なし 天然ガス 重要文化財の長谷川 越路町大地の会(民間) 越路町郷土資料館 長谷川 菅沼神楽 飯塚巫子爺と若 長岡市

14,442人 邸 越後杜氏 越路町ホタルの会(民間) 邸 衆の手踊り 不動沢巫子爺

（2004.09月末現在）

69 三島町 地酒 そうめん そば み なし 蓮花寺の大杉 地酒 木造金剛 ふるさと講座(教育委員 三島町郷土資料館 神楽舞 長岡市

7,442人 そ のこぎり 仏壇 力士立像 スポーツ 会)

（2004年現在）

70 与板町 越後与板打刃物 なし 与板十五夜まつり 楽山苑 た 良寛の里活性化研究会 歴史民俗資料館

約7,500人 ちばな公園 歴史的人物（直江 (民間)

（2004年現在） 兼続・中川清兵衛） 史跡 与板町ガイド会(民間)

71 和島村 手まり 桐箱 畳の置き台 仏領ポリネシア タ オートキャンプ場 良寛の里 歴史民俗資料館 弓踊り

4,821人 おこわだんご みそ 日 ヒチ 西タイアラプ 八幡林遺跡 住雲園

（2004.01.01現在） 本酒 もち 和菓子 連合村

72 出雲崎町 紙風船 良寛牛乳 魚の浜 なし 自然・歴史・風景 漁業 良寛 出雲崎妻入りの街並景観 天領出雲崎時代館 出雲崎おけさ

5,606人 焼 梅ぼし いかの白づく 生誕の地 紙風船 推進協議会(教育委員会)

（2004年現在） り

73 寺泊町 鮮魚 米 なし 海と夕日 魚の市場通り 史跡 なし 寺泊町民俗資料館 寺泊町 塩たき節 萬歳の若水 越

11,835人 水族博物館 後追分

（2004.10月末現在）

74 山古志村 （中越地震により全村民避難のためアンケートの回答無し） 長岡市

2,014人

（2004.10.01現在）

75 川口町 魚沼産コシヒカリ 山菜 なし 豊かな自然 おいしい米 なし

5,530人

（2004.10.01現在）

76 堀之内町 花卉(ユリの切花) 魚沼コ なし 宮柊二記念館 石川雲蝶彫刻群 なし 大の阪踊り 魚沼市

9,556人 シヒカリ タラの芽 多くのお祭り 花卉生産 十

（2004.10.１現在） 五夜祭りの屋台ばやし

77 小出町 魚沼産コシヒカリ 山菜 なし 豊かな自然 おいしい米 大池川を語る会（民間） 魚野川改修資料館 屋台囃子 魚沼市

12,945人

（2002.03.31現在）

78 湯之谷村 魚沼産コシヒカリ 自然薯 なし 温泉 利雪・親雪 生活基盤の なし 交流センター「ユピオ」 魚沼市

6,459人 山菜 整備

（2004.10月末現在）

79 広神村 魚沼産コシヒカリ 山菜 なし 豊かな自然 おいしい米 なし なし 滝之又神楽 魚沼市

9,117人

（2002.03.31現在）
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80 守門村 魚沼産コシヒカリ 山菜 なし 豊かな自然 おいしい米 守門の昔を語る会（民間） 目黒邸資料館 魚沼市

4,969人

（2002.03.31現在）

81 入広瀬村 魚沼産コシヒカリ 山菜 なし 豊かな自然 おいしい米 なし なし 魚沼市

2,048人

（2002.03.31現在）

82 湯沢町 魚沼コシヒカリ 地酒 なし 16ヶ所のスキー場 世界最大級1 なし 湯沢町歴史民俗資料館(雪 なし

8,846人 66人乗りロープウェー 国館)

（2004.12.01現在）

83 塩沢町 魚沼産コシヒカリ 越後上 セルデン町(オースト 魚沼産コシヒカリ バラエティ なし 鈴木牧之記念館

20,583人 布 リア) リレハンメル に富んだ６つのスキー場 鈴木

（2004年現在） 市(ノルウェー) ア 牧之 越後上布 巻機山

シュバートン郡(ニュ

ージーランド)

84 六日町 魚沼コシヒカリ 清酒 なし 温泉 スキー場 雪まつり 上田史談会(民間) 飯綱考古博物館 五十沢歌舞伎 南魚沼市

28,405人

（2004.11.01現在）

85 大和町 米 ワイン スイカ 日本 なし 自然 純朴な人情 おいしい農 十月会(民間) なし 大前神社翁式三番 若宮八 南魚沼市

15,638人 酒 産物 医療福祉 学園都市 幡宮神楽舞

（2002.03.31現在）

86 川西町 〆縄 川西産コシヒカリ なし 国指定重要文化財｢星名家住宅｣ なし 川西町歴史民俗資料館 千手露香 神楽獅子舞 神 十日町市

7,985人 光を体感｢光の館｣ 赤谷十二 楽剣の舞 天神ばやし

（2005年現在） 社の大ケヤキ 小白倉地区の景

観

87 津南町 魚沼産こしひかり 雪味人 (韓国驪州郡とホーム 日本有数の河岸段丘 米・高原 なじょもん友の会(教育 なじょもん 歴史民俗資料 赤沢神楽

12,190人 参 アスパラガス ユリ切 スティを通じての国 野菜 竜ヶ窪の池 ひまわり畑 委員会) 自然に親しむ 館

（2004年現在） 花 地酒 きのこ 山菜加 際交流を行っている) 紅葉の秋山郷 会(民間)

工品 木工芸品(座卓、テ

ーブル、盆など種類豊富)

88 中里村 魚沼コシヒカリ 雪下ニン なし 日本一の河岸段丘 魚沼コシヒ ときめき大学(生涯学習 なし 田代の神楽 清津峡太鼓 十日町市

6,274人 ジン ユリ切り花(主にカ カリ 日本一の豪雪地帯 山と 課) 夢先案内人(民間)

（2004年現在） サブランカ) 河が織りなす自然景観 元気印応援隊(民間)

地方自治組織を学ぶ会

(民間)

89 高柳町 米 和紙 清酒 なし 里山の風景 生活文化 ものづ なし 縁の館 高志の生紙工房 しげさおどり 奉納角力大

2,277人 くり 会 (稲虫送り) (とり追

（2005年現在） い)

90 小国町 小国和紙 八石米 八石な スイス ロマンモテ こしひかり 越後おぐに森林公 ふるさと散歩道(教育課) 小国町民俗資料館 財団法 巫女爺踊り 長岡市

7,179人 す ぎんなん ィエ町(1986年４月) 園 小国和紙 交通アクセスの 成人講座(民間) 人山口育英奨学会 紙の美

（2004.03.31現在） よい立地条件 人情味のある町 術博物館

民性
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91 刈羽村 砂丘桃 米 アメリカ合衆国カリ 史跡 充実した生活環境 刈羽村郷土研究会(民間) 刈羽村民俗資料収納庫 (滝谷灯籠押し合い祭り)

5,047人 フォルニア州ハーフ

（2004.12月末現在） ムーンベイ市

92 西山町 八珍柿 枝豆 刈羽焼(陶 中国江蘇省淮安市楚 石地海岸 大崎雪割草の里 白 ふるさと学級(公民館) (財)田中角栄記念館 旧西 江戸奉納相撲 物部神社の

6,886人 芸) 州区との交流(1995年 鳥飛来地 演劇集団｢西山かたく ふるさと塾(教育委員会) 山町公民館 神楽舞 石井神社の大和舞

（2004.12月現在） 10月締結) り一座｣ 古代の遺跡 多岐の会(民間) 別山

地域ビジョンづくり(民

間)

93 安塚町 笹だんご お山の大将(菓 なし 100万本の柳葉ヒマワリ 雪を利 なし なし 上越市

3,613人 子) 日本酒 かやぶき民 用した雪冷房 スキー場 温泉

（2004年現在） 家(昔の民家の模型)

94 浦川原村 コシヒカリアイス ぶどう なし 国天然記念物｢虫川の大杉｣ 温 なし なし 雅楽 神楽 上越市

4,267人 泉 山本観光ぶどう園

（2004年現在）

95 松代町 米 山菜 ナス シシトウ なし 自然 素朴な人情 コシヒカリ なし 松代町郷土資料館 松代町 松苧太鼓 苧島神楽 室野 十日町市

4,135人 乾めん あんぼ（おやき） 各種イベント・祭り 大地の 雪国農耕文化村センター 神楽 奴奈川太鼓

（2004.10月末現在） わら工芸品(特に〆縄) 芸術祭

96 松之山町 野島こけし しんこもち なし 日本三大薬湯・松之山温泉 ブ 里山学会(行政) 森の学校キョロロ 湯山神楽 上川手歌舞伎 十日町市

2,911人 ナの原生林 棚田 コシヒカリ

（2004年現在） 日本有数の豪雪地

97 大島村 じねんじょ 山菜加工品 なし ほたるの里 山里文化を活かし なし 大山広場民俗資料展示室 なし 上越市

2,401人 日本一のところてん た都市との交流 音楽に親しむ

（2004年現在） 地域づくり

98 牧村 雪太郎大根 ワラ細工(し なし 弘法清水(名水百選) 牧村米 今清水村農耕文化研究会 歴史民俗資料館 切光神楽 上越市

2,785人 め縄・宝船) 木工品(菓子 美しい景色 (民間)

（2004.12.01現在） 器、茶たく、お盆)

99 柿崎町 ハマナスジャム ハマのビ なし 米山 夕陽 柿崎川ダム 坂田 ふるさと楽習塾(教育課) なし なし 上越市

11,907人 ーナス（ようかん） そば 池 大出口泉水

（2004.11月末現在） 地酒

1 大潟町 じゅんさい いちじくを使 なし 防風林 湖沼群 人魚塚像 温 ふるさと散歩道(行政) なし 米大舟(民謡) 八社五社 上越市

00 10,465人 用した加工品 泉 伝説の町 (民謡)

（2004年現在）

1 頸城村 くびきの押し寿司 なし コシヒカリ 希望館 農業資料館 坂口 上越市

01 10,029人 記念館

（2004年現在）

1 吉川町 上越市

02

1 妙高高原町 高原野菜 スイス ツェルマッ 自然 温泉 スキー 水 芸術 郷土史愛好会 関川の関所「道の歴史館」 須弥山太鼓 赤倉温泉子ど 妙高市

03 6,363人 ト 妙高高原ビジターセンタ も太鼓

（2005.01.01現在） ー

1 中郷村 辛味子（真赤な唐辛子を原 なし 松ヶ峯の桜 スイッチバックの なし はーとぴあ中郷 岡沢春駒 上越市

04 4,977人 料とした香辛料) 大豆パ 駅 ３つの清流と緑

（2004.11.30現在） ウダー 雪中みそ漬け
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1 妙高村 日本酒 山もち オーストリア シュ 妙高山 斑尾高原 関山神社 なし 雪国資料館 棒使い(関山神社) 妙高市

05 4,930人 ルンス村 チャグン 名湯・秘湯 豊かな自然

（2004.10.31現在) ス村(Ｈ16.10調印)

1 板倉町 米 なし 地すべり資料館 増村朴斎 関田神楽 上越市

06 7,851人 記念館 いたくら郷土館

（2003.11月末現在）

1 清里村 なし 星のふるさと館 県内ただひと なし 清里村歴史民俗資料館 梨平古代詞 上越市

07 3,300人 つの｢櫛池隕石｣ 県内最深の天

（2004年現在） 然湖｢坊ヶ池｣

1 三和村 つのなす 地酒 ぶどう 中国黒龍江省ハルビ おいしいお米と地酒 県内最大 なし 米と酒の謎蔵(民俗資料館) 春駒 井ノ口古代詞 島倉 上越市

08 6,422人 ン市 呼蘭県康金鎮 規模の｢さんわ保育園｣ 獅子舞神楽

（2004.11月末現在） と友好交流協定を締

結(Ｈ14.４月)

1 名立町 ヤーコン(高原野菜) 幻魚 なし 自然 人 うみてらす名立 名立町好齢者大楽院(教 なし 獅子舞 上越市

09 3,321人 (深海魚) 育課)

（2004.12.01現在）

1 能生町 すげ笠 すげ細工 よもぎ なし 白山神社春季大祭 はだか胴上 ふるさと学習サークル 歴史民俗資料館 白山神社 なし 糸魚川市

10 10,479人 越の丸なす 海産物一般 げ (民間) 宝物殿 海の資料館 雪崩

（2004.11月末現在） 資料館

1 青海町 なし なし 海産物 翡翠 青海町自然史博物館友の 青海町自然史博物館 (竹のからかい) 糸魚川市

11 9,827人 会(民間) きらら自然の

（2004年現在） 会(民間)

（空白の欄は回答がなかった部分。）


