
報道資料１ 
 

平成 27 年 1 月 28 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 

 

 

小千谷市行政改革実施計画（組織の再編）に基づき、平成 27 年 4 月 1 日から機構改

革を行うこととして、市議会第１回定例会（2 月 26 日招集予定）に関係条例案を提案

します。 

 

 

 

■機構改革の概要 

１．地方創生の動きを踏まえ、地域振興、移住・定住・交流促進の強化等を図るため、

企画政策課の「まちづくり推進室」と農林課の「農村支援係」を統合し、新たに「地

域振興課」を設置するもの 

＜地域振興課＞（新設） 

・「地域振興課」を設置し、「地域振興係」を置く。 

 

２．病院統合と新病院建設に向けた進捗状況に合わせて、これらに対応する体制を整理

するもの 

(１)病院跡地対策を含めた都市計画に関する業務及び中心市街地の再開発等、都市

整備の強化を図るための体制  

    ＜建設課＞ 

     ・建設課に「都市整備室」を設置し、「都市整備係」を置く。 

      （建設課の「都市計画係」は廃止） 

 

(２)病院との医療に関する連携を図るための体制 

    ＜保健福祉課＞ 

     ・保健福祉課に「病院連携室」を置く。 

      （総務課の「病院統合支援室」は廃止） 

 

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・勝野 

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



報道資料２ 
 

平成 27 年１月 28 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 
                            

「第 39 回おぢや風船一揆」の開催について 

 
2 月 28 日（土）～3 月 1 日（日）に、「おぢや風船一揆」が開催されます。カラフルな熱気球が、純白の雪原を

鮮やかに彩る「おぢや風船一揆」は、雪の小千谷に春を呼ぶ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「2015 日本海カップクロスカントリー選手権」が開催さ

れ、全国各地から約 40 機の熱気球が参加して競技が行われます。 

また、2 月 28 日（土）の夜には、熱気球・花火・雪灯篭の光の競演「グローバルーンフェスティバル」で、幻想

的な世界が楽しめます。 

  
■熱気球競技大会「２０１５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２８日（土） 午前８時、午後２時 

          ３月 １日（日） 午前８時 

◆会場       西中会場 

 

■雪原イベント 

◆日時       ２月２８日（土） 午前９時３０分～午後６時 

          ３月 １日（日） 午前９時３０分～午後３時 

◆会場       平沢会場（コメリ小千谷店北側） 

◆内容       熱気球試乗体験、グローバルーンフェスティバル、でこぼこランナー、 

          スノートレイン、小千谷縮雪さらし、闘牛ふれあい広場、凧の絵付け体験、

紙熱気球「ぼこ」上げ、ジャンボすべり台、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、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（http://ojiyakanko.com）をご覧ください。 

   

 

 

 

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／佐藤・島峰 

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



報道資料３ 
 

平成 27 年 1 月 28 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 

                            

 
「元気なまち小千谷」DVD を販売します 

 

 

市制施行 60 周年・中越大震災から 10 年の記念事業として、平成 26 年に開催された

記念行事などを収録した DVD「元気なまち小千谷」を作成しました。その DVD を希望さ

れる方に販売します。 

 

 

■販売価格 

 300 円／枚 

  

■販売場所 

 小千谷市企画政策課（小千谷市役所 3 階） 

 

■内容 

市制施行 60 周年・中越大震災から 10 年を記念した事業や小千谷市内のまつり、伝

統行事などを収録（約 11 分） 

 

※DVD は図書館で貸し出しもしています。 

※小千谷市ホームページに、約 3分間のダイジェスト版を掲載しています。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課秘書広報係 担当／吉原・阿部 

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



報道資料４ 
 

平成 27 年 1 月 28 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 

                            

平成 26 年度歯科保健講演会 

～美しく保つ自分ケア！歯とお口から実感できる元気のみなもと～を開催します  

 

市民が生涯にわたり歯とお口の健康を保てるよう、平成 24 年 3 月に「おぢや歯つら

つライフプラン（小千谷市歯科保健計画）」を策定しました。働き世代が元気に活躍す

るためには歯とお口の健康はなくてはならないものです。 

自覚症状がなくても大人の約 8 割が歯周病にかかっていると言われています。小千谷

市では定期的に歯科医院を受診する成人・高齢者は約１割と非常に少なく、さらに、歯

周病は生活習慣病や早産などとの関係が深いとも言われているため、日頃のケアと自覚

症状が出る前の定期受診が重要になります。 

講師に、歯とお口のトラブルを予防する秘訣や食事のとり方の重要性を県内各地で講

演されている鈴木公子先生をお招きし、楽しく歯とお口の健康について学ぶ講演会を開

催します。 

 

■歯科保健講演会 

 ◆日時     2 月 14 日（土）午後１時 30 分開演(１時開場）3 時 30 分終演予定 

 ◆会場     サンプラザ 3階大ホール 

◆内容     講演 「美しく保つ自分ケア！歯とお口から実感できる元気のみな 

もと～口の中から見えてくるもの～」 

         講師 鈴木
す ず き

 公子
き み こ

 さん（ひまわり歯科医院（柏崎市西山町）院長） 

◆その他    ▽市内福祉事業所自主製品販売コーナー 

▽講師書籍など販売コーナー 

◆入場無料 

◆事前申込み不要 

◆主催 小千谷市 

◆共催 新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部 小千谷北魚沼歯科医師会            

小千谷市魚沼市医師会 小千谷市保健推進員協議会  

小千谷市食生活改善推進委員協議会    

◆後援 小千谷商工会議所 小千谷青年会議所 新潟日報社 小千谷新聞社 

本件に対するお問い合わせ先／小千谷市保健福祉課健康センター保健係 担当／長部・稲川 

TEL：0258－83－3640 FAX：0258－82－8964 E-mail:kenko@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料５ 
 

平成27年 1月 28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 

 

小千谷産バターナッツかぼちゃ使用「シフォンケーキ」が 
首都圏ＪＲ駅のコーヒーショップで販売されます 

 

小千谷市と東日本旅客鉄道株式会社との共生策の一環として「カリフラワーのポタージ

ュ」に引き続き、小千谷産バターナッツかぼちゃを使用した「シフォンケーキ」が、2月 2

日（月）から首都圏ＪＲ東日本駅構内「ベックスコーヒーショップ」8店舗において3,000

食販売されます。 

販売される「シフォンケーキ」は小千谷市内の農業者が生産したバターナッツかぼちゃ

を使用しています。米粉 100％の生地に、バターナッツかぼちゃのペーストを練り込んだ

シフォンケーキにホイップクリームとバターナッツかぼちゃのピューレを添えた形で提供

されます。 

東日本旅客鉄道株式会社では、「地域再発見プロジェクト」として地域と連携しながら地

産商品など「地域のたからもの」を発掘、紹介する事業を展開しており、バターナッツか

ぼちゃのシフォンケーキもその一環で実現したものです。 

また、東日本旅客鉄道株式会社のホームページ「地域再発見プロジェクト」にバターナ

ッツかぼちゃの調理方法やレシピの情報を掲載して、小千谷市の特産物として情報発信に

ご協力をいただきます。 

今回の「バターナッツかぼちゃのシフォンケーキ」販売にあたり、市内生産者から 50

㎏のバターナッツかぼちゃと、80㎏のペーストを出荷しております。 

 

 

●東日本旅客鉄道株式会社のホームページ「地域再発見プロジェクト」 

http://www.jreast.co.jp/saihakken/index.html 

●バターナッツかぼちゃ生産者 

  ・（有）ファームランドえちご・うちがまき絆・ふれあいの里管理組合 

  ・村山 あや子（NPO法人グリーンライフおぢや） 

 

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／高橋・細川 

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



ドリンクセット￥650単品￥450

B U T T E R N U T  S Q U A S H

バターナッツかぼちゃ

シフォンケーキ

新潟県小千谷産
バターの様に

濃厚で

クリーミーな

かぼちゃ

 ※写真はイメージです。 ※価格には消費税が含まれています。2015.01 
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