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令和3年度委員長の長部茂幸です。
新型ウイルス禍はまだまだおさまらず、医療関係者をはじ
め、飲食関係その他どの分野においても大変な日常の最
中が続いております。そんな中でも、日常を送ることは決
してとどまることはありません。そんな日常の中に笑顔を
生み出す取り組みにチャレンジしていきます。農 ×〇〇で
地域活性化！をコンセプトに、地場産農産物をより楽しく
美味しく食べてもらい、地域の魅力づくりに展開できる事
業を行っていきます。ぜひとも皆様からのご支援、ご協力
の程宜しくお願いいたします。

 

ながおか農challeプロジェクト実行委員長
／長部農場

長部　茂幸

氏名 役職 所属

大島　健  副委員長 有限会社大島鉄工所 

神林　孝之 監事 ＪＡ越後ながおか

金子　岳久 監事 ＪＡ越後さんとう

伊藤　一郎 委員  長岡青年農業士会／ITファーム 

岩渕　高雄  委員  長岡青年農業士会／岩渕ファーム

橋場　英範  委員 長岡青年農業士会／橋場農場 

金崎　優 委員  ポマト倶楽部／K-Farm 

石本　美喜  委員  NPO法人思いのほか

桑原　隆行  委員 creaBox 

八木　綾乃  委員 web関連会社 

野崎　浩太 委員 有限会社野崎家

佐藤　ますみ 委員 農事組合法人大川戸農業生産組合

野中　大輔  事務局長  株式会社ひとつぶ 

大井　克典  事務局 長岡地域振興局農林振興部 

大竹　聡史 事務局 長岡市農林水産部 

白井　健太郎  事務局 神谷生産組合株式会社 

ご挨拶 

令和３年度ながおか農challeプロジェクト実行委員会 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　本年度は、「枝豆」を軸とした事業を大きく分けて２つ展開していきます。

一つ目は、「第5回世界えだまめ早食い選手権 / EDAMAME FESTA 2021」の開催です。改め
て‟長岡に枝豆在り“とすべく、当会のシンボルを復活させます。参加者や来場者は新潟県
民限定とし、ウイルス対策を万全に整えて楽しめるイベントにしたいと考えてます。

二つ目は、日々の食卓に笑顔をプラスしたいということから「世界えだまめの日」の立ち上
げです。多くの人数が集まる祭り的なイベント型ではなく、日常の中でも枝豆を楽しむ機会
を創り、各家庭や少数の集まりであっても、ひとつのことを地域として共有することで連帯
感を生み出したいです。

それらに連携して、皆さんが枝豆で楽しむ姿を沢山集める「えだまめスマイルフォトコンテス
ト」や食育事業としての「えだまめこども週間」の取り組みにより、子供たちが地場産農産物
に触れる機会を創り、単発のイベントのみでない農業の「楽しみ」を創り広げていきます。

世界では枝豆のことを「EDAMAME」と表記されます。ワールドワイドな「えだまめ
(EDAMAME)」の力はまだまだ発掘ができる。ぜひ皆さんの力を合わせて長岡を「えだまめ
シティ」に！長岡を緑色に染めましょう！

ながおか農challeプロジェクト実行委員会　長部茂幸

 

 

令和３年度事業計画 

【事業１】「第5回世界えだまめ早食い選手権　/　EDAMAME FESTA 2021」　概要 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日時：令和3年7月11日（日）10:00~16:30

会場：アオーレ長岡

主催：ながおか農challeプロジェクト実行委員会

構成団体／長岡地域若手農業者、JA越後ながおか、JA越後さんとう、長岡地域振興局
農林振興部、長岡市農林水産部農水産政策課

協力団体／新潟県青年農業士会長岡ブロック、ポマト倶楽部、ルレーブ越路２１、JA越後
ながおか枝豆生産部会　他

内容：第5回世界えだまめ早食い選手権　10:00~16:30（予定）

団体の部（３人１チーム）　３０チーム　※新潟県民限定

650gに盛りつけられた枝豆を食べる早さで順位を競い合う

入賞には賞金、賞品あり（長岡産の野菜や長岡地域商品など）

EDAMAME FESTA 2021　10：00～16：30（予定）

長岡産の食材（特に枝豆）にこだわった飲食、加工品などの販売ブース

長岡の産業や観光資源をベースにした体験ブースやツアーの構築

トラクターや枝豆選別機など子供たちの体験アトラクションブース

※新型コロナウイルス感染症対策を講じて行います。出店ブース ２）および3）について
は内容が異なる場合があります。

目標：目標動員数　5,000人（来場者は県内在住者に限定）
※新型ウイルス感染状況によってはご来場を制限させていただく場合があります



 

日時：令和３年８月８日（日）

 

実施内容：

市内小売店・直売所・飲食店にて２週間前より掲示物（ POP等）の設置を行う
消費喚起活動。

HPをはじめとするSNSや広報誌等の紙媒体による紹介

 

実施店舗：

市内スーパー、 JA直売所、道の駅、飲食店など約 50店舗（仮）

 

目標：８月８日にすべての店舗で枝豆が消費され、なくなること。

　　　その日の食卓で市民全員が枝豆を楽しむこと。

 

　〇「えだまめスマイルフォトコンテスト」

　募集期間　令和３年７月１１日～９月１１日（予定）

　実施内容　枝豆を食べている笑顔の写真を SNS（Instagram）に投稿してもら
い、その中からベストショットを表彰する取り組み

　〇「えだまめこども週間」

　実施期間　令和３年７月１２日～７月２３日（予定）

　実施内容　幼稚園・保育園・小学校を対象として、おやつや給食に長岡産
枝豆を食べてもらう取り組み

【事業２】「世界えだまめの日」概要  

【付随事業】  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協賛プランの概要について 

▶協賛プランにより、どのメニューが適用されるかに違いがございます。 
▶次のページより、各協賛メニューを写真等と共にご説明しております。 
　どの協賛プランが適用されるかをご確認ください。 
 
※協賛の申込みについては、WEB上にて申込みが可能です。（FAXも可） 
※協賛金については、銀行振込にてお願い致します。 
※協賛メニューについては、実行委員会のメンバーにお問い合わせください。 

協賛プラン  金額（円）
協賛メニュー（次ページより詳細あり） 

A  B   C  D  E  F 

金マメ 100,000   ●  ●  ●  ●  ●  ● 

銀マメ 50,000   ●  ●  ●  ●  ● 

銅マメ  30,000   ●  ●  ●  ●   

エダマメ  10,000   ●  ●  ●  ○  

（参考）EDAMAME FESTA 2021出店希望の方  

▶「EDAMAME FESTA2021」内にて出店いただけます。 
▶１ブース（2m×2m）につき、下記の出店料を頂戴いたします。 
　「長岡産食材販売」・・・・・・１，０００円 
　「加工品販売」・・・・・・・・５，０００円 
　「飲食販売」・・・・・・・・１０，０００円　※ガス使用等により料金変動あり  
　「その他」・・・・・・・・・・５，０００円 
 
※協賛の中に出店料は含まれません。何卒、ご容赦頂きたいと思います。 
※出店については、別途出店募集案内をお送りさせていただきます。 
※協賛と合わせて出店をご希望される場合、申込みフォームにて、出店希望の欄に 
　チェックしていただき、送信をお願い致します。。 

銅

エ

銀

金

令和３年度農チャレ事業 の趣旨にご賛同の上、ご協賛いただける企業様を募集しており
ます。下記4種類の協賛プランをご用意させていただきました。 
貴社の認知度や魅力度の向上、企業イメージアップにお役立てください。 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※新型ウイルス感染状況によっては、会場内にて、飲食を制限させて頂く場合がございます



A：　協賛ステッカーの進呈  

B：　HPへの社名およびリンク掲載

C：　スクリーン社名表示＆アナウンス  

ステッカーデザイン例

【詳細内容】
 
・公式スポンサーステッカーを１枚贈呈 
　させていただきます。 
 
・車両やドア等に貼り付け可能です。 
 
・強力接着で雨天時でも長期間掲示可能です。 
 
・今年度は協賛資料に同封させていただきました。
よろしければご使用ください。 
 
・デザインは変更になる場合がございます。 

【詳細内容】
 
・公式HPにて、社名又は 
　ロゴを掲載致します。 
　合わせて、会社HPへの 
　リンク掲載も致します。 
 
・掲載サイズは一定です。 
　スマホ／PCで、レスポ 
　ンシブルに表示されます。 

株式会社○○　　○○有限会社

株式会社○○　　○○株式会社

株式会社○○　　営農法人○○

株式会社○○　　株式会社○○

株式会社○○　　有限会社○○

株式会社○○　　有限会社○○

【詳細内容】
 
・当日、選手権はホールAで選手のみで実施、
観客や来場者はホールなどのスクリーンにて観
戦します。 
 
・観戦者はスクリーンを通して観戦するため社
名などを目にする機会があります。 
 
※新型ウイルス感染状況によっては来場者を制限
させていただく場合があります。
その際は、動画配信内にて表示とアナウンスに代
えさせて頂きます。  

金 銀 銅 エ
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D：えだまめ選手権内掲示＆市作成えだまめ冊子内掲載
 

パネルデザイン例（2019年度ベース）
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【詳細内容】
（えだまめ選手権内掲示） 
・会場内複数個所に設置するパネルパーテーション掲示 
※新型ウイルス感染状況によっては来場者を制限させていただく場合があります。  
その際は、参加選手のバックパネルとして掲示し、動画配信内にて広告させて頂きます。

 
・協賛プランにより、ロゴ又は社名のサイズは変わります。
　銅マメプラン以上で貴社のロゴを使用可能、エダマメプランは所定の書体表示とさせて
頂きます。 
 
（市作成えだまめ冊子内掲載） 
・事業２、付随事業と連携し、市が作成するえだまめ冊子の中に協賛企業を掲載いたし
ます。市内各所にて多数配布予定です。 



E：　えだまめ選手権内CM

【詳細内容】 
 
・世界えだまめ早食い選手権の大会内にステージ上の巨大スクリーンにて、 
　貴社のCM等を流させていただきます。 
 
・下記の中から、実施できる内容を選択することができます。 
　１）貴社作成のCM又は映像 
　２）音声CM （スクリーンに画像の表示も可能） 
　３）MCによる会社紹介（スクリーンに画像の表示も可能） 
 
・事前にデータを頂き、こちらで協賛プランに応じて、配置させていただきます。 
　（どこに設置できるかは選べませんのでご了承ください。） 
 
・もしCMやムービー、音声等が必要な方おりましたら、実行委員内に在籍する 
　クリエイターにより、企画および製作もさせていただきます。ご相談下さい。 
　（別途、費用を頂戴いたします。） 
 
・今年はコロナ対応での開催となり密を避けるため、長めに映像が流れます。 
 

※新型ウイルス感染状況によっては来場者を制限させていただく場合があります。
その際は、動画配信内にて CMを挿入させて頂きます。  

金 銀

※第４回選手権の様子
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F：　えだまめ選手権会場内特設掲示  

【詳細内容】
 
・世界えだまめ早食い選手権のメインステージの両サイドに設置する 
　パネルパーテーションに社名またはロゴを掲示致します。 
 
・サイズは「縦60cｍ　×　横200cｍ」（予定） 
 
・ご希望があれば、メッセージ等の記載も可能です。 
 

※新型ウイルス感染状況によっては来場者を制限させていただく場合があります。
その際は、大会会場内にて設置し（選手バックパネル等）動画配信内にて広告をさせて

頂きます。  

 

200cｍ

60cｍ

メッセージ等があれば。

プ三 金 

金
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①WEB上での簡単申込みの方（スマホ／PC利用者） 

②協賛プランへのお申込み（FAX利用者） 

　協賛プランへのお申込みにつきまして、①WEB　②FAXの２通りにて、
お申込みが可能ですので、貴社のご都合の良い方法にてお申込みください。

【申込期限：令和３年５月３１日まで】

協賛プランへのお申込みについて 

【スマホ利用者向け】
①お持ちのスマホをご用意ください
②カメラ又はQRコードリーダーアプリを起動
③右のQRコードを読み取り
④表示されたお申込みフォームにご入力ください。
⑤入力内容を確認後、送信ください。
⑦後日、担当者よりご連絡させていただきます。

【PC利用者向け】
①こちらのURLを検索ください。[ https://edamame.world/sponsorship/]
　※または、実行委員よりURLをSNSやメールにて送信させていただきます。
②WEB上に表示されたお申込みフォームにご入力ください。
⑤入力内容を確認後、送信ください。
⑦後日、担当者よりご連絡させていただきます

【FAXによるお申込みの方】
①協賛企業申込書を実行委員よりお受け取り下さい。
②ご記入いただき、内容を確認後、FAXにてご送付ください。
③後日、担当者よりご連絡させていただきます。

FAX送信先:

ながおか農challeプロジェクト実行委員会　事務局
（長部農場　事務所内）

０２５８−３２−７７３３

10



（１）協賛金額　　：上記表をご参照ください。
（２）募集期間　　：令和３年５月３１日まで
（３）受入金融機関：

　　ゆうちょ銀行　記号１１２４０　番号３７５１５６１１

　　（他金融機関からお振込みをされる場合）
　　［店名］一二八（読み　イチニハチ）　［店番］１２８　
　　　普通預金　番号３７５１５６１
　　　ながおか農challeプロジェクト実行委員会
　　　（ナガオカノウチャレプロジェクトジッコウイインカイ）

〇振込手数料込の金額で、お振込みをお願いいたします。
（振込手数料はこちらで負担致します）
〇本協賛金につきましては、協賛金控除は認められませんのでご留意ください。
〇現金納入の場合は領収書を準備しております。

【お問い合わせ先】
ながおか農challeプロジェクト実行委員会

実行委員長　　　長部 茂幸　TEL : 080-1139-9297　
事務局長　　　野中 大輔　TEL : 080-1351-5971

協賛金の入金について（ご案内） 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【キャンセルポリシー】
令和3年度の協賛にあたっては、「第5回世界えだまめ早食い選手権 / EDAMAME 
FESTA 2021」を含む当会の全事業においての協賛とさせて頂きたく考えております。
そのため新型ウイルスの情勢変化に伴い、「第5回世界えだまめ早食い選手権 / 
EDAMAME FESTA 2021」が中止となった場合も、大変申し訳ございませんが、協賛金の
返金はございません。
HPを含む別事業においても協賛企業のPRをさせて頂きますのでどうぞご容赦願いま
す。


