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東日本大震災被災地へ職員を派遣します 

 

小千谷市では、平成 27 年度も東日本大震災被災地への職員派遣を継続します。 

南相馬市へは 5年目、浪江町には 3 年目となります。 

 

 

 

 

■平成 27 年度派遣職員（平成 27 年 4 月 1日～平成 28 年 3 月 31 日） 

◆福島県南相馬市：2人  

   総務課主幹 星野康之（再任用） 更新 

   総務課主幹 渡邊良平（再任用） 更新 

 ◆福島県浪江町：1人 

   総務課主幹 渡辺靖雄（再任用） 更新 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市総務課職員係 担当／山川 

TEL：0258-83-3506  FAX:0258-83-2789 E-mail：soumu@city.ojiya.niigata.jp 
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～復興への１０年間の想い～ 
小千谷市復興計画・復興検証記録誌を発行しました 

 

中越大震災復興市民検証記録誌作成委員会（委員長：西脇英郎）は、小千谷市の中越

大震災からの復興プロセスの記録である復興計画・短期検証・中期検証、そして総括の

長期検証の他、新たに同委員会で作成した冊子を加えた５冊をセットにした小千谷市復

興計画・復興検証記録誌を発行しました。 

中越大震災からの復興に直接立ち会った市民有志と有識者で組織した同委員会は、東

日本大震災の被災地に震災の経験と教訓を伝えたい、市民と行政が一体となって１０年

間の継続的な復興への取り組みを一つの参考例として役立てていただきたいという思

いで記録誌を作成しました。 

今回新たに作成した冊子には、復興へ向けて歩んできた１０年間の市民の想いや小千

谷の復興を見続けた有識者の評価などが掲載されております。また震災以降、復興計画

策定から計画実施、そして進捗状況の検証のすべてに渡って市民と行政が協働して継続

的に行ったこの１０年間のサイクルを「小千谷モデル」と紹介しております。 

この記録誌は、東日本大震災で被災した東北３県の全ての自治体や関係機関に配布さ

れる予定です。 

 

■小千谷市復興計画・復興検証記録誌（５冊セット） 

 ◆冊子集  ①『復興への１０年間の想い』平成２７年３月発行 

②『小千谷市復興計画』平成１７月７月発行 

③『小千谷市復興検証短期検証』平成２０年５月発行 

④『小千谷市復興検証中期検証』平成２３年８月発行 

⑤『小千谷市復興計画の長期検証（総括）』平成２６年１０月発行 

 ◆発行者  中越大震災復興市民検証記録誌作成委員会（委員長：西脇英郎） 

（西脇英郎氏は長期復興検証時の復興推進委員会副委員長） 

◆発行部数 ２００部 

◆配布先  東日本大震災の被災自治体（岩手・宮城・福島の全市町村）をはじめ、

関係機関に配布・寄贈します。 

 ◆その他  新潟県中越大震災復興基金（記録・広報事業）を活用し作成されました。 

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／増川・遠藤

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

※4 月からは地域振興課地域振興係 TEL：0258-83-3556 
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残雪の山なみ・ブナの新緑・野鳥のさえずり～河岸段丘を歩いてみよう 

「第 28 回信濃川河岸段丘ウォーク」を開催します 

 

信濃川の河岸段丘を眺め、春の自然を楽しみながら歩く「第 28 回信濃川河岸段丘ウ

ォーク」を 4 月 29 日(昭和の日)に開催いたします。 

昨年は天候にも恵まれ、2,465 人の方にご参加いただきました。今年もみなさまのご

参加をお待ちしております。 

 

■第 28 回信濃川河岸段丘ウォーク 

 ◆期日 4 月 29 日（昭和の日） 
 ◆会場 コース・参加料 
＜参加料金＞ ※当日料金は以下の料金に大人500円、中学生以下300円が加算されます。 

コース 出発場所 出発時刻 ゴール場所 参 加 料 

津南 50km JR 津南駅前町営駐車場 午前 6時 30 分
小千谷市 

サンプラザ 

大人   2,000 円

中学生以下1,500円

川西 25km 
十日町市千手中央コミュ

ニティセンター 

午前 10 時 

大人   1,500 円

中学生以下1,000円
津南 23km JR 津南駅前町営駐車場 十日町市 

キナーレ 中里 15km 十日町市中里体育館 
大人   1,000 円

中学生以下 500 円小千谷 12km 小千谷市総合体育館 
小千谷市 

サンプラザ 

＊コース名が変更になりました。 
＊津南 50km・川西 25km・津南 23km・中里 15km コースの出発時刻に合わせて、各出

発場所へ臨時バス（有料）を運行します。（300 円～900 円） 

 ◆申込方法 要項添付の払込取扱票に必要事項を記入の上、窓口または郵便振替、 
郵送にてお申込みください。インターネットからのお申し込みもでき 
ます。 

◆申込締切 窓口：4 月 20 日（月） 午後 5 時まで 

インターネット：4 月 10 日（金） 

郵便振替・郵送：4 月 10 日（金） 当日消印有効 

◆申込窓口 信濃川河岸段丘ウォーク実行委員会事務局（小千谷市総合体育館） 
       ▽十日町市総合体育館▽川西公民館▽中里公民館▽津南町教育委員会 
◆その他 参加賞・完歩賞▽豚汁、ドリンクサービス▽錦鯉の里無料見学 

 

その他参加特典、注意事項など詳細は添付の要項または大会公式ホームページをご覧く

ださい。http://www.skd-walk.com 
 
 
 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市教育委員会生涯学習ｽﾎﾟｰﾂ課ｽﾎﾟｰﾂ振興係 担当／波間・高田 

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



 
■同時開催：JR 小千谷発電所一般公開   

普段見る機会のない施設の見学ができます。入場は無料です。ぜひお越しください。 

◆日時／4月 29 日(祝)午前 10 時～午後 3時(雨天決行、荒天中止) 

◆会場／JR 小千谷発電所内（小千谷市山本 316） 

※駐車スペースに限りがあるため、お待ちいただく場合があります。 

◆内容／記念撮影コーナー、発電所施設見学会、発電所の歴史写真の展示、スーパーボー

ル＆人形すくいコーナー、模擬店コーナーなど 

◆お問い合わせ／JR 信濃川発電所℡0258-82-2702 
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楽集館企画展示「藤巻嘯月展」開催について 

 

小千谷市真人町出身の日本画家・藤巻嘯月（しょうげつ）の作品展を昨年に引き続き

開催します。小千谷周辺に残されている多くの作品の中から、選りすぐりの作品 27 点

（裏面に目録あり）を展示します。ぜひご覧ください。 

 

 

■期日／4月 25 日（土）～5月 6日（水・休） ※4 月 30 日（木）は休館 

■時間／午前 9時～午後 5時 

■会場／小千谷市民学習センター楽集館 小千谷市上ノ山 4-4-2 TEL：0258-82-8282 

■入場無料 

 

■藤巻嘯月プロフィール 

明治 11 年（1878 年）小千谷市真人町に生まれる。本名を直治と言い、明治時代に東京美術

学校（現：東京藝術大学）を卒業後、長岡師範学校などで教鞭をとりました。明治から昭

和初期に活躍した日本画家です。 

 

■今回の企画展の特徴 

昨年度初めて開催したところ、作品をお持ちの方から多く声をかけていただきました。 

その中から、保存状態のよいものを中心にお借りして展示を行います。 

 作品はどれも家庭の床の間を飾ってきたものが現在まで残されているので、いずれも

掛け軸（軸装）になります。さまざまな主題を自由に描きわける嘯月の才能の素晴らし

さをご覧いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

                                  裏面あり 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会生涯学習スポーツ課生涯学習係 担当／安達・篠田

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



 

別紙 目録（案） 

番号 主題 所有者 

１ 龍虎図（龍） 新潟市 柳様（川西町） 

２ 龍虎図（虎） 新潟市 柳様（川西町） 

３ 山水 北山 新藤様 

４ 芭蕉図 上越市 青木様 

５ 鳥と花 十日町市 丸山様 

６ 七福神 大崩 大渕様 

７ 山水 芋坂 大渕様 

８ 富士 芋坂 大渕様 

９ 加藤清正 芋坂 大渕絹子様 

１０ 鶏 真人町 原田様 

１１ 山水 小千谷 川井様 

１２ 山水 小千谷 カネ久様 

１３ 魚釣り 小千谷 田中様 

１４ 山水 真人町 藤巻 

１５ 聖徳太子 真人町 羽鳥様 

１６ 韓信 亀山様 

１７  上野様 

１８  上野様 

１９  丸山様 

２０  丸山様 

２１  丸山様 

２２ 山水 真人町 藤巻 

２３ 山水 真人町 藤巻 

２４ 老人と山羊 真人町 藤巻 

２５ 竹 吉谷 品田 

２６ 屏風 六曲 小千谷市寄贈 

２７ 屏風 六曲 小千谷市寄贈 
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「第 3 回国際錦鯉幼魚品評会」「越後立て鯉展示観賞即売会」が開催されます 

                            

4 月 25 日（土）、26 日（日）に第 3回国際錦鯉幼魚品評会及び越後立て鯉展示観賞即

売会が開催されます。 

 この国際錦鯉幼魚品評会は、一昨年から開催されている品評会であり、生産者が丹精

込めて育てた 12 ㎝～36 ㎝までの手軽に飼育できる錦鯉を一堂に集めて審査を行い、優

秀鯉が決定されます。また、同会場にて開催される越後立て鯉展示観賞即売会では、様々

な品種の錦鯉を観賞、購入することができます。 

 

■第 3 回国際錦鯉幼魚品評会／一般公開・表彰式 

【一般公開】 

◆日時     4 月 25 日（土）午後 3時～午後 5時 

4 月 26 日（日）午前 9時～午後 2時 

◆会場     小千谷市総合体育館前コミュニティプラザ 

◆入場料    無料 

◆出品者    国内及び海外の愛好者、生産者、流通関係者 

  ◆出品予定数  1,400 尾 

 

【表彰式】 

◆日時     4 月 26 日（日）午前 11 時～正午 

◆会場     小千谷市総合体育館 

◆内容     大会総合優勝、区分別総合優勝、最多出品賞などの表彰 

◆その他    一般の方も観覧できます。 

 

■越後立て鯉展示観賞即売会／一般公開・即売会 

◆日時     4 月 25 日（土）午前 9時～午後 5時 

        4 月 26 日（日）午前 8時 30 分～午後 1時 

◆会場     小千谷市総合体育館第 1 駐車場脇 

◆入場料    無料 

◆出品予定数  600 尾  

「第 3 回国際錦鯉幼魚品評会」に関するお問い合わせ先／全日本錦鯉振興会新潟地区

担当／間野・西脇 TEL：0258-83-3345  FAX:0258-83-5757  

「越後立て鯉展示観賞即売会」に関するお問い合わせ先／小千谷市錦鯉漁業協同組合

担当／広井・荒井 TEL：0258-41-1405  FAX:0258-41-1406  
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小千谷市では、市内で生産された農産物を使用した新たな商品開発を支援しています。   

今回は、小千谷市南部の真人地域振興団体「キラリ真人」が製造した「真人味噌」を使用して、

老舗和菓子店3社のご協力のもと、3種類の「みそ風味の菓子」を開発しました。 
 
○真人味噌を使用した新商品 

「真人みそ蒸し羊羹」  

【商品の紹介】 

白あん、小麦粉、本葛粉、寒天、砂糖を混ぜ合せ、

「真人味噌」を練り込みクルミを加えて蒸し上げま

した。みそとクルミの風味が美味しく調和しました。

価 格：1個  150円(税別) 

発売日：3月26日（木）  通年販売 

販売先：㈱松月堂  

【お問い合わせ先】 株式会社 松月堂  小千谷市平成1-3-11  TEL:0258-82-2618 

「みそすあま」  

【商品の紹介】 

小麦粉、上新粉、米粉、デンプン等を蒸しあげて、

熱いうちに砂糖と「真人味噌」を加えてつきあげま

した。みその香ばしい風味をお試しください。 

価 格：1切（厚さ 1.5cm） 135円(税込)  

発売日：3月26日（木）  通年販売 

販売先：堀儀菓子店  

【お問い合わせ先】 堀儀菓子店  小千谷市本町2-6-30  TEL:0258-82-2521 

 

「みそクッキー」  

【商品の紹介】 

クッキー用の生地に「真人味噌」を練り込みました。

焼き上げる事により、みその風味が増しアーモンド

プードルを加える事により、サクサクとした美味し

い食感に仕上がりました。 

価 格：1袋 380円(税込)  

発売日：3月26日（木）  通年販売 

販売先 ・サンプラザ売店 TEL:0258-83-4800  

・キラリ真人 ・こいしや・ちぢみの里 

【お問い合わせ先】 こいしや  小千谷市船岡2-3-2  TEL:0258-82-2805 

 

○真人味噌の生産者 

・キラリ真人（塚田秀子） 小千谷市真人町乙527    TEL:0258-86-3192  

農商工連携 「真人味噌」を使用した新商品のご紹介 

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／細川・高橋 

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

※4月からは地域振興課地域振興係 TEL：0258-83-3556 
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