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平成 24 年 1 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 

                            

 

行政組織の機構改革(案)がまとまりました 

 

小千谷市では、行政改革実施計画(組織の再編)に基づき、市民ニーズや社会の動向を

見据えた組織づくりをめざしており、平成２４年４月１日に機構改革を行うこととして、

市議会第１回定例会（２月２８日招集予定）に関係条例案を提案します。 

 

 

■機構改革の概要 

 ◆「危機管理課」を新設 

東日本大震災による福島第一原発事故を受け、柏崎・刈羽原発から３０km 圏

内（ＵＰＺ＝緊急防御措置区域）に位置する当市においても、原子力災害を想定

した対応が喫緊の課題となっている。また、近年の自然災害や感染症、さらにテ

ロリズムの脅威など、住民の身の回りの安心・安全を脅かすさまざまな危機事象

が発生していることから、災害等に対する応急対策の迅速かつ的確な推進が求め

られている。このようなことから、あらゆる危機に対応し得る総合的な危機管理

体制をより一層充実・強化し、「安心安全なまちづくり」の更なる推進及び防災

力の強化を目的として「危機管理課」を市長部局に設置する。 

○「危機管理課」を設置し、同課内に「危機管理係」及び「原子力安全対策係」

を置く。 

 

◆業務統合等による係の再編 

  【ガス水道局関係】 

○ガス水道局業務課に「お客様係」及び「宅内設備係」を置き、従来の「業務

係」及び「下水道係」を廃止する。 

    ○ガス水道局施設課に「維持管理係」を置く。 

   【生涯学習スポーツ課関係】 

   ○従来の「管理係」を廃止する。 

 

 ※機構改革（案）の組織図を添付しています。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課 企画経営係 担当／大矢 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail： plan@city.ojiya.niigata.jp 
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儀式／議案審査／条例・規則審査／異議・不服の申立て／選挙／庁舎管理

庁用車管理／市有財産の管理／普通財産の取得・処分／住居表示／町内会

職員の任免・給与・勤務条件／人事評価／研修・福利厚生

公務災害／臨時職員

危機管理／防災会議／災害対策本部／災害救助／国民保護

水防／自主防災組織の育成指導

危機管理／防災会議／災害対策本部／災害救助／国民保護

水防／自主防災組織の育成指導

原子力安全対策

市長・副市長の秘書／名誉市民／褒賞・表彰

市報／市ホームページ／広聴／報道機関との連絡調整

市政の総合企画・連絡調整／総合計画／行政改革／広域行政

行政組織／非核平和／特命事項や政策の調査・研究／ふるさと納税

予算編成・執行管理／決算統計／財政計画／市債／財政状況の公表

建設工事などの入札・契約／物品の取得・処分

まちづくり・地域活性化（ＪＲ共生策・中山間地域支援など）

復興計画／復興基金／定住促進／市民協働の推進／ＮＰＯ

法人市民税・たばこ税・鉱産税・軽自動車税・入湯税の賦課

納税証明／税等の収納／督促滞納整理／原付等の標識交付

固定資産の評価／固定資産税・都市計画税の賦課

固定資産証明・公簿閲覧

戸籍／住民登録／印鑑登録／埋火葬許可／人口動態調査／外国人登録

自動車臨時運行許可／支所・連絡所／一般旅券発給

□片貝支所　□連絡所（東山・岩沢・真人・川井）

□住民票交付センター

人権擁護／行政相談／消費者行政／多重債務相談／無料法律相談

自衛官募集／男女共同参画推進／防犯／交通安全

環境保全／公害防止／墓地／害虫駆除／畜犬登録・狂犬病予防注射

鳥獣保護・狩猟／合併処理浄化槽／新エネルギー

廃棄物の収集・運搬・適正処理／資源愛護／資源再利用

廃棄物処理施設の管理運営／斎場

□衛生センター清流園　□時水清掃工場 □クリーンスポット大原　

□斎場

身体・知的障がい者福祉／生活保護／民生委員児童委員

日本赤十字／保護司会  

□総合・地域福祉センター　□克雪管理センター

□障害者支援センターひかり工房

児童福祉／家庭児童相談室／ひとり親福祉／子ども手当

幼稚園／認定こども園   

□保育園［11］　□児童遊園［5］　□母子生活支援施設

□子育て支援センター

まちづくり推進室

財政係

まちづくり推進係

企画経営係

総務課

企画政策課 秘書広報係

職員係

原子力安全対策係

危機管理室 危機管理室

危機管理課

資産税係

生活安全係

市民係

衛生施設係

福祉係
社会福祉課
(社会福祉事務所)

市議会 議会事務局

税務課

市民生活課

市　長 副市長

庶務議事係

危機管理係

情報統計係

管理収納係

市民税係

子育て支援係

環境対策係

庶務管財係

本会議／委員会／請願・陳情／会議録調製／傍聴

文書管理／情報公開／公告式／統計／情報化の推進

個人市・県民税の賦課／国保税の賦課／介護保険料の賦課
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□養護老人ホーム　□シルバーワークプラザ　□老人憩の家

介護認定・認定調査／介護認定審査会／介護保険証

介護保険の給付

医療対策／予防接種／感染症予防／人間ドック

乳児・子ども医療費助成／献血

健康づくり／母子保健／歯科保健／精神保健福祉／健康診査

がん検診／栄養指導　

□障害者支援センターさつき工房

農業施策／生産調整／農畜産物の生産・振興／水産業振興

制度資金／後継者対策　

□農業管理センター　□農業者等就労施設［5］

□山本山育成牧場　□堆肥センター　□錦鯉振興センター

農業委員会／農地利用集積／農地保有合理化

農業者年金

農地、農林業用施設の整備／農林道整備／農業水利

農林水産施設災害復旧／保安林／森林整備・保全

□クラインガルテンふれあいの里

□マウントパーク鏡池　□真人ふれあい交流館　

物産宣伝・販路拡張／中小企業資金／商工団体育成

企業立地／計量器

観光開発・宣伝／観光行事／観光施設管理

露店市場の管理

□総合産業会館サンプラザ □錦鯉の里

□地域間交流センター（ちぢみの里）

道路、橋、河川の維持管理／道路、河川の占用・使用許可

道路除雪／融雪施設維持管理／車両センターの管理

道路、橋、融雪施設の設計・施工／河川、砂防の設計・施工

公共土木施設災害復旧

市有建築物の設計・監督、営繕／克雪住宅

木造住宅耐震化　　□市営住宅［21］

土地の利用・規制／開発行為の指導・許可／都市公園

建築確認申請／被災者生活再建支援

現金の出納・保管／有価証券の出納・保管／財産の記録管理

物品の出納・保管／決算の調製

保健係

高齢福祉係

健康センター

地域包括支援センター

介護保険係

予防係

保健福祉課

建設課

農林課

商工観光課

観光係

農村支援係

国保年金係

商工振興係

会計課会計管理者

管理克雪係

出納係

建築住宅係

国土調査係

都市計画係

農業振興係

農業委員会係

農地林務係

工務係

高齢者福祉／介護予防／高齢者総合相談

国民健康保険の給付／後期高齢者医療／老人保健／国民年金

グリーン・ツーリズム／アグリビジネス創出支援

国土調査／公共基準点管理／市道、河川などの境界確定
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教育委員会の庶務／教育委員会職員の任免・服務

学校予算の経理／学校の設置・統廃合／教育行政相談

児童生徒の就学・就学援助／教職員の任免・服務

学校保健／学校給食／スクールバス／育英事業

生涯学習／芸術・文化活動支援／青少年教育／国際交流

放課後児童健全育成／放課後子ども教室／文化財

□市民学習センター　□市民の家

スポーツの普及／体育指導委員／学校体育施設の開放

□総合体育館　□吉谷トレーニングセンター　□スポーツ広場（片貝・南部）

□白山運動公園　□信濃川河川公園　□千谷運動公園　

公民館事業・分館活動

片貝地区公民館／東山地区公民館

□市民会館　

選挙管理委員会

固定資産評価審査委員会

公平委員会

スポーツ振興係

小学校［11］

中学校［5］

青少年育成センター

公民館係

教育センター

学校給食センター

図書係図書館

公民館

勤労青少年ホーム

生涯学習スポーツ課

生涯学習係

監査委員事務局

管理係

教育委員会 教育長 学校教育課

監査委員

農業委員会

監査係

農業委員会係農業委員会事務局

学事係

庶務係

図書貸出／資料相談／西脇順三郎記念室／図書館協議会

監査／決算審査／出納検査／監査公表
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消防組織／予算・決算／消防職員の任免・給与・勤務条件

委託事務／消防統計／消防団

警防計画／消防救助訓練／災害（火災を除く）損害調査／消防水利

消防機械器具整備／救助対策／防火・防災団体の訓練指導／消防施設

救急対策／普通救命講習等救急啓発／救急資器材整備

救急統計／救急訓練

火災予防査察及び違反是正／消防用設備検査及び指導

防火管理者講習／火災原因調査／防火協力団体の指導育成／防火相談

危険物製造所等の許認可／危険物製造所等の規制／危険物規制事務

危険物製造所等の査察及び違反是正／危険物安全協力団体の指導育成

公営企業運営委員会／ガス・上下水道・工業用水道の事業計画

請負・売買契約／工事店の指定／公営企業職員の任免・服務

使用の開始・中止受付／使用量・料金・使用料／検針

需要開発／業務統計

受託工事／ガス消費機器の周知・調査／器具の販売

需要家工事／ガス等不正使用の取締り／排水設備の普及指導

□浄水場　□ガス供給所

消防署

供給係

川口出張所

総務課

警防課

予防課

維持管理係

救急係

危険物係

予防係

市　長 庶務係

工務係

お客様係

ガス水道局

宅内設備係

施設課

業務係

下水道係

業務課

市　長 消防本部 庶務係

通信指令係

警防係

供給計画／水質検査／ガス・水道・工業用水道の供給

消防通信／気象観測／災害情報／消防広報／消防年報

ガス・上下水道の建設改良計画／ガス・上下水道施設の設計・施工

下水道施設の維持管理／ガス工作物等（管路）の維持管理／下水道台帳
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報道資料２ 
 

平成24年1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 

                            

 
「自治体スクラム支援会議ＩＮおぢや」の開催について 

 

「自治体スクラム支援会議」は、東京都杉並区と同区が災害時相互援助協定を結んでいる４自治

体で構成する会議で、東日本大震災で大きな被害を受けた福島県南相馬市に対し、初動対応から今

日まで連携・協力しながら支援するとともに、災害時における基礎自治体の自主活動を一層促進す

るために必要な災害救助法の改正に向けた取り組みを推進していくことを目的に、平成23年4月

8日に設立された組織です。 

今回は当市を会場として、南相馬市の今後の支援の方向性やスクラム支援会議のあり方等につい

て協議するとともに、昨年 10 月にオープンした「おぢや震災ミュージアムそなえ館」を視察しま

す。 

 

■自治体スクラム支援会議ＩＮおぢや 

  

◆日時     平成24年２月４日・５日（日） 

 ◆日程      2月4日 15:00～○市内施設視察１（錦鯉の里） 

          2月5日  9:00～○自治体スクラム支援会議（おぢや震災ミュージアムそなえ館） 

                  ○市内施設視察２（おぢや震災ミュージアムそなえ館） 

 ◆会議会場   おぢや震災ミュージアム「そなえ館」（小千谷市上ノ山4-4-2：℡0258-89-7480） 

◆参加自治体  東京都杉並区（田中良区長） 

        福島県南相馬市（桜井勝延市長） 

        北海道名寄市（加藤剛士市長） 

        群馬県東吾妻町（中澤恒喜町長） 

        新潟県小千谷市（谷井靖夫市長）          

◆会議内容   ○今後の南相馬市への支援について 

○「水平的支援」の法制化と仕組みの充実に向けた取り組みについて 

         ○今後の自治体スクラム支援会議について 

 ◆おぢや震災ミュージアム「そなえ館」見学 

 

                               

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市総務課 担当／総務課長：渡辺、危機管理室長：新保 

TEL：0258-83-3506  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料３ 
平成２４年１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 

                            

白と光の祭典 
第３６回おぢや風船一揆 が開催されます。 

 

小千谷市で、２月２５日(土)～２６日(日)に白と光の祭典「おぢや風船一揆」が開催され

ます。 

純白の雪原を熱気球が色鮮やかに彩る「おぢや風船一揆」は、雪国越後の冬の風物詩とな

っています。 

「おぢや風船一揆」では、日本を代表する熱気球大会「2012 日本海カップクロスカントリ

ー選手権」が開催され、全国各地から色とりどりの熱気球約 40 機が参加し県知事賞を目指し

て競技が行われます。 

また、２月２５日(土)の夜には、熱気球(巨大提灯)・花火・雪灯籠の光の競演「グローバ

ルーンフェスティバル」の幻想的な世界が楽しめます。 

 

■熱気球競技大会「2012 日本海カップクロスカントリー選手権」(競技フライト) 

 ◆離陸予定日時  ２月２５日(土) 午前８時、午後２時 

          ２月２６日(日) 午前８時 

   ◆会場         小千谷市西中会場 

 ※同会場では、２月２５日(土)13:00～13:30、紙熱気球「ぼこ」上げ大会を開催します。（天候等の事情に

より実施できない場合は、翌２６日(日)7:00～7:30 に順延) 

 

■雪原イベント 

◆日時           ２月２５日(土) 午前９時～午後６時３０分 

2 月２６日(日) 午前９時～午後１時 

  ◆会場           小千谷市平沢会場(イオン小千谷店北側) 

◆内容      雪像コンテスト、熱気球試乗体験、イベント広場、小千谷縮雪さらし、

グローバルーンフェスティバル、子供向けイベント、うまいもの広場 

ほか 

 

※熱気球競技大会及び熱気球試乗体験は、安全のため気象条件によっては中止になることがあります。 

また、スケジュールは、天候等の事情により変更や中止になることがあります。 

※詳細は、小千谷観光協会ホームページをご覧ください。http://www.ojiyakanko.com 

         

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工観光課観光係 担当／小林・関根 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料４ 

 

 

平成 24 年 1 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 

                            

おぢやクラインガルテンふれあいの里 利用者募集 
「ふれあいの里で、農的暮らしをはじめてみませんか」 

 

小千谷市では、「おぢやクラインガルテンふれあいの里」の平成 24 年度利用者を募集

しています。 

ふれあいの里には、田舎暮らしを目的とした畑付きの宿泊施設を 1 年契約で利用する

滞在型農園と、宿泊施設を伴わない畑だけを利用する日帰り型農園があります。敷地内

の管理棟には管理員や農業指導員が常駐して、宿泊する方の日常生活相談や、畑利用者

への栽培指導などを行っていますので、初めての方でも安心です。 

大河信濃川を望み、魚沼三山を眺望できる絶景の地で農的な暮らしをはじめてみませ

んか。 

 

■おぢやクラインガルテンふれあいの里 

 ◆滞在型農園：全 30 区画（小千谷市以外に住所を有する方が対象です。） 

  ・主な設備  １LDK（ロフト付）40 ㎡、バス、トイレ、エアコン、車庫 25 ㎡、

光回線インターネット接続可能、専用農園 200 ㎡、農業指導、農

機具貸出し有り 

  ・利用料   396,000 円（光熱水費は別途実費） 

  ・募集区画  8 区画 

 ◆日帰り型農園：全 84 区画（小千谷市内、市外の方、誰でもご利用いただけます。） 

・区画面積  50 ㎡／1 区画 

・利用料   9,600 円／年 

  ・主な設備  管理棟において休憩できるほか、農業指導、農機具貸出しあり 

  ・募集区画  48 区画 

◆所在地    小千谷市大字塩殿甲 1814-2（関越道越後川口 IC から車で 3 分） 

◆契約期間   平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日（1 年間） 

        ※5 年まで継続可能（条件によって更に更新有り） 

■募集要項 

◆申込方法   申請書、アンケート、（滞在型農園利用の場合、代表者の経歴書、

住民票も添付）を提出してください。 

◆申請書類等  市のホームページ（http://www.city.ojiya.niigata.jp）からダウンロ

ードされるか、お問い合わせいただければ郵送でお届けします。  

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市農林課農村支援係 担当／波間・広川 

TEL：0258-83-3510  FAX:0258-83-2789 E-mail：nourin@city.ojiya.niigata.jp 
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