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平成 29 年 10 月 25 日 

 報道機関各位 

新潟県小千谷市役所 

                           小千谷市城内 2丁目 7番 5号 

 

                            

「小千谷市原子力防災訓練」実施 

 

小千谷市では、柏崎刈羽原子力発電所の過酷事故を想定し、災害発生時の行動を市民

に確認してもらうことを目的として、「平成 29 年度小千谷市原子力防災訓練」を実施し

ます。 

 

■原子力防災訓練 

 ◆日時     11 月 17 日（金）午後 4 時～5時 

11 月 19 日（日）午前 8 時 30 分～午前 10 時 30 分 

 ◆会場     11 月 17 日（金）小千谷市役所 

11 月 19 日（日）千田中学校、総合体育館 

■事故想定 

 柏崎沖を震源とする地震が発生し、小千谷市で震度 5弱、柏崎市・刈羽村で震度６強

を観測した。この地震により東京電力柏崎刈羽原子力発電所では、直流電源盤での火災

発生等により冷却機能が喪失して炉心が損傷した。その後、原子炉格納容器内の圧力が

限界値を超えたため、格納容器ベントを実施することとなった。 

■訓練項目 

 ◆11 月 17 日（金）            ◆11 月 19 日（日）※住民参加型 

 （1）災害対策本部設置訓練        （5）住民情報伝達訓練 

（2）職員参集確認訓練          （6）住民屋内退避訓練 

 （3）災害情報伝達訓練          （7）避難行動要支援者避難訓練 

（4）ＴＶ会議システム情報伝達訓練    （8）広域避難訓練 

■参加機関 

 小千谷市、原子力規制委員会 原子力規制庁（柏崎刈羽原子力規制事務所）、新潟県、

小千谷警察署、小千谷市消防本部、小千谷市消防団、長岡移動電話システム株式会社

（ＦＭ長岡）、千谷自主防災会、東京電力ホールディングス株式会社 

■その他 

11 月 19 日（日）の訓練は、住民参加型の訓練です。 

広域避難訓練では、千田中学校（バスが迎えに来る一時集合所）から、市の用意した

バスで、市外の避難経由所に見立てた総合体育館に避難します。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市危機管理課 担当／丸山・笹崎 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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すぎなみから現代アートがやってくる！ 

「おぢゃ～る現代アートシアター展」開催 

 

交流自治体、杉並区の阿佐ヶ谷美術専門学校生による現代アート展、「おぢゃ～る現

代アートシアター展」を開催します。 

同専門学校イメージクリエイション科学生による、ビデオ・インスタレーション※展

覧会のほか、子どもたちのオリジナル錦鯉イラストの展示や、闘牛をモチーフとした映

像投影など、おぢゃ～る体育館が現代アート美術館に変身します。 

なお、同専門学校による作品制作、展示は昨年（廃屋アート美術館）に続き 2 回目で、

今回は学生・ＯＢ・ＯＧ合わせ約 20 名がおぢゃ～るで 4 日間の制作合宿を行います。 

 

※ビデオ・インスタレーションとは、現代美術における表現手法の一つ。 

ビデオを使った芸術である「ビデオアート」と、場所や空間全体を作品化して体験させる芸

術である「インスタレーション」を組み合わせたもの。 

 

■おぢゃ～る現代アートシアター展 

 ◆日時     11 月 13 日（月）～26 日（日） 午前 10 時～午後 4 時 

 ◆会場     おぢゃ～る体育館（山本 1216-3） 

 ◆内容     ビデオ・インスタレーション展示 

オリジナル錦鯉イラスト展示（市内児童作品） 

角突きモチーフアート動画（市内児童作品）投影 など 

 ◆入場無料 

 

■制作スケジュール 

 ◆制作合宿日程     11 月 10 日（金）～13 日（月） 

 ・錦鯉ワークショップ  11 月 11 日（土）午後 1時～3 時 おぢゃ～る 

   子どもたちが錦鯉の台紙に色を塗ったり絵を描いたりして、展示用のオリジナル

錦鯉をデザインします。 

・「つの」ワークショップ 11 月 12 日（日）午後 1時～3 時 おぢゃ～る 

   子どもたちと牛の角突きをイメージした「つの」を作り、動画を撮影します。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

小千谷市市民の家・小千谷信濃川水力発電館「おぢゃ～る」 担当／近藤 

TEL：0258-82-2478  FAX:0258-86-6178 E-mail：ojr@city.ojiya.niigata.jp 
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小千谷市展・総合文化展 一般公開 

 

第 37 回小千谷市展と総合文化展を開催します。芸術の秋にふさわしい力作の数々を

ご覧ください。 

 

◆第 37 回小千谷市展 

■日  時／11 月 2 日（木）～5 日（日） 

午前 9 時～午後 6 時（最終日 5 日は午後 4 時まで） 

＊最終日の終了時刻を 1 時間繰上げました。 

■会  場／東小千谷体育センター（勤労青少年ホーム隣接、薭生乙 1234） 

■展示内容／ 

・市展＝日本画、水墨画、洋画・版画、書道、写真、工芸・彫塑  

・総合文化展＝菊花、盆栽 

       ＊上記以外の展示は、下記日程により楽集館で行います。 

■入場無料 

■表彰式／11 月 3 日（金・祝）午前 10 時～勤労青少年ホーム軽運動場 

■その他／今年度は、楽集館での市展秀作展は開催しません。 

 

 

◆総合文化展 

■日  時／11 月 16 日（木）～19 日（日） 

午前 9 時～午後 5 時（最終日 19 日は午後 4 時まで） 

■会  場／小千谷市民学習センター「楽集館」3 階ホール 

■展示内容／ 

◆総合文化展＝鎌倉彫、絵手紙、押花、フラワーアレンジメント、パッチワーク 

      ＊菊花、盆栽は市展会場で同時開催します。 

■入場無料 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市生涯学習課社会教育係 担当／長谷川・林 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 
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小千谷小学校ＰＴＡが優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰を受賞 

 

このたび、小千谷小学校 PTA が、日頃の PTA 活動の功績を認められ、平成 29 年度

優良 PTA 文部科学大臣表彰を受賞します。 

この表彰は、PTA の本来の目的・性格に照らし、優秀な実績を上げている PTA を表

彰し、PTA の健全な育成、発展に資することを目的としているものです。 

 

 

  ～ 評価されたポイント ～ 

 

★平成 28 年度開催の市 PTA 連合会の研究大会において、主管校としてネットモラルに 

関する講演会を企画・開催し、この学びをリーフレットにして全 PTA 会員に配布し 

て啓発したこと、併せてポスターを作成し、市内全小中学校と市教育委員会に送付し、

市全体としてこの問題に取組んだこと。 

 

 ★PTA 各学年で、委員長が学習ボランティアのコーディネーターとなって、学習支援 

のためのボランティアの人材確保を行っていること。 

 

 小千谷小学校開校 150 周年記念事業実現に向けて、PTA として親子での資源回収を

行い、記念イベントを企画するなどして、学校、地域、保護者みんなで節目の年を祝い、

児童の心に残る取組にするために、それぞれの立場でできることを精力的に行っている

ことが評価されました。 

 

 ■表彰式日時／11 月 17 日（金） 

午後 1 時 30 分～ 

 ■表彰式会場／ホテルニューオータニ（東京都千代田区紀尾井町） 

 

 

 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会生涯学習課社会教育係 担当／長谷川・林 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 
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