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「小千谷市総合防災訓練｣を行います 

小千谷市では 9月 30 日（日）に地震発生を想定した総合防災訓練を行います。 

この訓練は、大規模災害に備え、自主防災会、防災機関・団体間の協力関係を深める

とともに、市民のみなさんから「自らの身体と財産は自ら守る」という防災意識に対す

る理解と意識を高めてもらうために行うものです。 

なお、市内全世帯等に現在配付中の緊急告知ラジオの起動試験放送を市内全域で行い

ます。 

 

■日時 9 月 30 日（日）午前 8時 30 分～午前 11 時 30 分 

■会場 小千谷小学校グラウンドほか 

■訓練対象地区 西小千谷地区 

■主な訓練内容 救護本部設置訓練、被害情報等収集伝達訓練、避難広報訓練、住民避

難訓練、災害時要援護者安否確認・避難訓練、避難所開設訓練、応急

救護所設置訓練、トリアージ訓練、負傷者応急処置訓練、応急給水・

仮設給水栓設置訓練、衛星携帯電話による通話訓練、災害ボランティ

アセンター立上げ訓練、燃料輸送及び給油取扱所被害状況収集訓練、

炊き出し訓練、初期消火訓練、火災防ぎょ訓練、はしご車による高所

救出訓練、消防防災ヘリコプターによる救出訓練 

 ※雨天の場合、訓練の一部を中止し、または訓練の内容を変更するこ

とがあります。 

■展示・体験コーナー 

 土石流体験装置、負傷者応急処置体験、消防防災ヘリコプター、ミス

トドラゴン（消防バイク）の展示、非常用保存食・防災資機材・防災

物品の展示、安全安心情報メールの登録 

■緊急告知ラジオ起動試験放送 

 午前 8時 30 分、午前 9時 30 分 

■その他 ・当日会場周辺では救急車や消防車などのサイレンを鳴らします。 

 ・会場周辺の駐車場は限りがあるので、車での来場はお避けください。 

 ・周辺で交通規制をする場合があります。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市危機管理課危機管理係 担当／渡辺・田辺 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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特別支援学校開校に向けたプロジェクト・チームを設置しました 

 

特別支援学校の設置・開校を目指して、下記のとおりプロジェクト・チームを設置し

ました。 

 

 

  

◆名 称：「特別支援学校設置・開校準備プロジェクトチーム」 

 

◆目的・事務：小千谷市立特別支援学校の設置・開校へ向けた連絡調整および計画策定

に関すること 

 

◆設置期間：平成 24 年 8 月 20 日～平成 26 年 3 月 31 日 

 

◆構 成：総括者 1 名（学校教育課）を含む職員 6名体制 

（学校教育課・社会福祉課・健康センターの職員で構成） 

 

◆庶務事務担当：学校教育課 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市学校教育課 担当／堀澤 

TEL：0258-83-3519  FAX:0258-83-5779 E-mail： school@city.ojiya.niigata.jp 

 



報道資料３ 
 

平成 24 年 8 月 29 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 

                            

非核平和推進事業 
非核平和都市宣言 20 周年記念講演会を開催します 

 

小千谷市では、国の非核三原則の堅持と核兵器の廃絶による平和を求め、平成 4 年 6 月

に「非核平和都市宣言」を市議会で議決しました。 

 今年度は、非核平和都市宣言から 20 周年を迎え、これを記念して非核平和講演会等を

開催します。 

 

■非核平和都市宣言 20 周年記念講演会 
 ◆日時     9 月 13 日（木） 午後 2 時 

 ◆会場     小千谷市市民会館大ホール 

◆概要 

○記念講演 

演題：「平和と人権について考える」 

講師：スティーブン・リーパーさん【（公財）広島市平和文化センター理事長】 

1947 年米国生まれ。米国・ウェストジョージア大学大学院（臨床心理

学修士課程）修了。広島 YMCA 講師、（有）トランズネット取締役、（株）

モルテン海外渉外アドバイザー、平和市長会議米国代表、同財団専門員

などを歴任し、2007 年 4 月に理事長に就任。 

    ○中学生体験発表会 

広島平和記念式典に参加した中学生 5 名による体験発表 

◆定員   １００名程度（一般） 

◆その他  入場無料 

      講演会には、市内 5 中学校の 3 年生（東中のみ 2 年生）が参加し平和学習 

を深めます。 

      一般の方も聴講できますのでぜひご来場ください。（事前申し込み不要） 

      手話通訳と要約筆記がつきます。 

 

■原爆記録パネル展 
 ◆受付期間   9 月 4 日（火）～9 月 18 日（火） 

 ◆会場     小千谷市市民会館１階ホワイエ 

 ◆概要     非核平和の大切さをより多くの方から理解していただくため、原爆 

に関する写真などを展示します。 

 

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／勝野・長谷川 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan@city.ojiya.niigata.jp 
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臨時列車「SL 信濃川ロマン」号が小千谷市を走ります 

 

11 月 10 日（土）、11 日（日）の２日間、長岡駅十日町駅間を、臨時列車「SL 信濃

川ロマン」号が走ります。 

 この SL は、東日本旅客鉄道㈱と小千谷市・十日町市・長岡市が協力して運行するも

のです。 

 市では、SL の乗客に対する小千谷市の PR や沿線警備を実施するために「小千谷市

SL 運行記念事業実行委員会」を組織し、準備を進めております。 

 また、運行にあわせて、SL に乗車できる小千谷市民限定の旅行商品も販売されます。 

 

 

■「SL 信濃川ロマン」号運行について 

 ◆運行日    11 月 10 日（土）、11 月 11 日（日）  

 ◆運行区間   長岡駅～十日町駅間（１日１往復） 

◆市内停車駅  往路：小千谷駅 （午前 9時 25 分頃着、約 22 分間停車） 

（停車時間）    越後岩沢駅（午前 10 時 28 分頃着、約 8分間停車） 

復路：小千谷駅 （午後 3時 54 分頃着、約 2分間停車） 

 ◆車両     蒸気機関車（SL）＋客車３両（248 席） 

 

■小千谷市民限定旅行商品 

 ◆対象     小千谷市在住の方 

 ◆コース    ２コース（10 日（土）・11 日（日）共通）     

①往路：長岡駅（小千谷駅）－ＳＬ乗車－十日町駅 

復路：十日町駅－普通列車－長岡駅（小千谷駅） 

 

②往路：長岡駅（小千谷駅）－普通列車－十日町駅 

   復路：十日町駅－ＳＬ乗車－長岡駅（小千谷駅） 

 

◆定員     ①・②コースとも各日 28 人（延べ 112 人） 

◆申込方法   市報おぢや 9月 10 日号に掲載（申込者多数の場合は抽選） 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課まちづくり推進室 担当／岩田・和田

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan-ms@city.ojiya.niigata.jp 
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