
報道資料１ 
 

平成 27年 9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 

                            

 

「小千谷市総合防災訓練」を行います 

 

 

小千谷市では、10月 18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ことを目的としたものです。 

なお、市内全世帯等に配付してあります緊急告知ラジオによる起動・割込み放送と、

携帯電話への緊急速報メール等の配信訓練を行います。 

 

 

■日時      10月 18日（日）午前 8時 30分～11時 30分 

■会場      千谷運動公園（主会場）、千谷センター、市役所ほか 

■訓練対象地区  千田・高梨地区 

■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、住民避難訓練、避難

行動要支援者安否確認・避難訓練、指定避難所開設訓練、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、

倒壊家屋救出訓練、道路障害物撤去訓練、炊き出し訓練、初期消火

訓練、自衛消防隊消火訓練、河川増水対応訓練、ポンプ車による排

水訓練、火災防ぎょ訓練、交通事故救出訓練、自衛隊新潟救難隊ヘ

リコプターによる避難者救出訓練  

※雨天決行ですが、状況によっては訓練の一部を中止、または内容

を変更することがあります。 

■展示・体験コーナー 

地震動シミュレータ、降雨体験車、煙体験ハウス、自衛隊ヘリコプ

ター、災害対策本部車、ミストドラゴン、非常用保存食、防災資機

材・防災物品、災害情報などのメール配信の登録コーナー 

■緊急告知ラジオ起動・割込み放送、緊急速報メール配信：午前 8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。 

        ・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／遠藤・佐藤 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料２ 
 

平成 27年 9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 

                            

中越大震災ネットワークおぢや主催 

「住家の被害認定調査実地研修会」を開催します 

 

「中越大震災ネットワークおぢや」は、中越大震災の災害対応現場で得た知恵や教訓

を収集・記録、共有して、災害発生時における被災自治体の災害対応業務支援のための

情報の提供と経験職員等派遣の調整を行うことを目的として、平成 17 年に設立された

ネットワーク組織です。 

現在、新潟県内の 13 市町をはじめ、県外では杉並区や浦安市、東日本大震災で被災

した南相馬市など 75 の行政組織が参加し、事務局を小千谷市危機管理課と静岡県の常

葉大学に置いています。 

当協議会では、平成 20 年度から会員の自治体職員を主な対象として、災害時の「り

災証明」に関わる住家の被害認定調査の研修会を行っています。 

これは、参加者が中越大震災により被災した建物を利用した被害認定調査を実際に行

うことにより、それぞれの自治体で、また被災地への支援の一環として備えるものです。 

 

 

■研修会の概要 

 

◆日 時     10月 1日（木）・2日（金） 

両日とも午前 9時 30分～午後４時 00分 

◆会 場     座学：小千谷市民学習センター楽集館 

実習：荷頃地内 

◆内 容     災害時の「り災証明」に関わる住家の被害認定調査の研修会 

◆講 師     常葉大学大学院環境防災研究科 教授 田中 聡 氏 

◆参加者     両日とも 20団体 40名、合計 40団体 80名の予定 

◆主 催     中越大震災ネットワークおぢや（事務局：小千谷市） 

◆その他     ・荒天の場合、実地研修の内容を変更することがあります。 

        ・10月 9日（金）に、新潟県、群馬県、埼玉県に所在する自治体 

         を対象とした、同様の研修会が開催される予定です。 

 

 

 

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／山岸・佐藤 

TEL：0258-83-3515  （中越大震災ネットワークおぢや事務局） 



報道資料３ 
平成 27年 9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 

 

第 34回おぢや健康福祉まつり 

「健康福祉展」「福祉ふれあいフェスティバル」 

「トリム・ウォーキング大会」を行います 

  

「すこやか家族は早寝 早起き 朝ごはん」をメインテーマに、保健・医療・福祉等の

関係団体が力を合わせて開催します。健康や医療・福祉に関する展示や体験、専門家の

相談など盛りだくさんの企画でみなさんをお待ちしています。 

 

 

 

■健康福祉展 

 ◆日時     10月 11日（日）午前 10時～午後 3時 

 ◆会場     総合体育館 メインアリーナほか 

◆内容     市内の保健・医療・福祉団体等によるコーナー出展 

 

■福祉ふれあいフェスティバル 

◆日時     10月 11日（日）午前 10時～午後 3時 

 ◆会場     サンラックおぢや 

 ◆内容      社会福祉協議会・ボランティア団体等による催物の開催 

 

■第 38 回トリム・ウォーキング大会 

◆日時     10月 12日（祝）午前 8時 30分～午前 9時受付 

 ◆出発時間   12㎞コース：午前 9時 20分 8㎞コース：午前 9時 20分 

         わくわくコース（3.5ｋｍ）：午前 9時 30分 

 ◆発着場所   小千谷市総合体育館発着 

 ◆参加料    大人 500 円（当日申込み 700 円）、小・中学生 300 円（当日申込み

400円）、未就学児無料 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市健康センター保健係 担当／牛木・阿部 

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



報道資料４ 
 

平成 27年 9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 

                            

 

平成 27年度心の健康講演会の開催について 

 

 

平成 27年度心の健康講演会を開催します。今年の講演会は、心の相談窓口である「新

潟いのちの電話」と共催し、講演と津軽三味線の親子演奏、体験談により、心の健康づ

くりの大切さをお伝えします。 

 

 

■心の健康講演会の概要 

◆日時   10月 31日（土）午後 1時 30分から(開場 1時) 

◆会場   サンラックおぢや 3階大ホール 

◆内容   津軽三味線 母・竹育、息子・史佳が語る 

       史佳を「うつ」から立ち直らせた母の支えと津軽三味線の響き 

【第１部】講演「こころと薬の話」 

新潟いのちの電話理事長、新潟薬科大学名誉教授 及川紀久雄さん 

    【第２部】津軽三味線演奏とトーク 

新潟高橋竹山会・会主  高橋竹育
ちくいく

さん 

          三味線プレーヤー    史佳
ふみよし

Fumiyoshiさん 

◆聴講   無料 

◆申込   不要 

◆主催   新潟いのちの電話後援会 

◆共催   小千谷市、長岡地域振興局健康福祉環境部 

◆その他  手話通訳、要約筆記を行います。 

  

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市健康センター保健係 担当／横山・阿部 

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



報道資料５ 
 

平成 27年 9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 

                            

第 31回雪シンポジウム in小千谷 

「雪シンポジウム｣を開催します 

 

活力ある地域づくりと明るい雪国文化の創生を目的に、毎年県内市町村で開催されて

きた「雪シンポジウム」を小千谷で開催します。 

 基調講演のほか、２つのテーマのパネルディスカッションを行います。本当の雪の魅

力を知り、地域の活性化を考える良い機会です。皆様の参加をお待ちしています。 

 

●雪シンポジウム in 小千谷 

 ○日時     10月 30日（金）午前 10時から午後 5時 

 ○会場     小千谷市民会館大ホール 

■受付 

 ◆開始時刻   午前 9時 30分から 

■開会式 

◆開始時刻   午前 10時から 

■基調講演 

◆開始時刻   午前 10時 30分から 

 ◆内容     「１００年後も雪国であるために」 

 ◆講師     一般社団法人 雪国観光圏 代表理事  井口 智裕 氏 

■パネルディスカッション 

◆開始時刻   午後 1時から（第２セッションは午後 3時 05分から） 

◆内容     第１セッション「未来から雪とのつきあい方を考える」 

        第２セッション「雪国の魅力を活かした地域活性化とは」 

■閉会式 

 ◆開始時刻   午後 5時から 

■交流会 

 ◆開始時刻   午後 6時から 

 ◆会場     ホテルプラザ片山 

■その他 

 参加費は無料です。昼食・交流会参加（有料）を希望される場合は事前に申込みが必

要です。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市建設課管理克雪係 担当／髙橋・大平 

TEL：0258-83-3514  FAX:0258-83-2789 E-mail：kensetu@city.ojiya.niigata.jp 



 

報道資料６ 

  

平成 27年 9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 

                            

第９回小千谷産学交流研究会を開催します 

 

将来に向け活路開拓を目指す企業のみなさんを対象に産学交流研究会を開催します。

産学連携の縁を産み出す基調講演や、大学と企業等との連携活動に役立つポスター・セ

ッションが行われます。 

  

◆開催日：11月 11日（水） 

◆会場：サンプラザ 3階大ホール 

◆内容など 

時間 内 容 講師など 

13：00

～ 

ポスター・

セッション 

 

〇田村武夫さん（新潟大学准教授）：学生フォーミュラ大会出場に

よる魅力ある大学づくり 

〇高澤陽二郎さん（新潟大学特任助教）：半年以上にわたって企業

の課題に取組む長期・有償型インターンシップ 

〇村山敏夫さん（新潟大学准教授）：学生の力を活用した地域集落

活性化と地域創生 

〇山口智子さん（新潟大学准教授）：新潟市における新潟砂丘さつ

まいも”いもジェンヌ”プロジェクト 

〇佐野可寸志さん（長岡技術科学大学教授）、谷澤明日菜さん（長

岡技術科学大学）：道の駅を活用した地域活性化 

〇大竹剛史さん、寺谷大輝さん（長岡技術科学大学）：Technical 

Education Circle (TEC) 青少年の科学技術教育の推進 

〇佐藤栄一さん（新潟工科大学教授）：新潟工科大学における

Project Based Learning (PBL)の取組み      ほか 

15：30

～ 

基調講演 ○演題：「産学連携の現状と産学官連携ネットワークの構築に向け

た新たな取り組み」 

〇講師：野中敏さん（新潟県工業技術総合研究所所長） 

17：00

～ 

交流会  

※ポスター・セッション、基調講演への参加は無料。交流会のみ 2,000円。 

◆申込締切：11月 6日（金） 

※申込は下記の問い合わせ先となります 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工観光課商工振興係 担当／星野・井口 

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

 

 

 



報道資料７ 
 

平成 27年 9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 

                            

「ガス水道フェア 2015」を開催します 

 

「安全・安心・快適・ＥＣＯな暮らし」をキャッチフレーズに、ガス水道フェア 2015

を開催します。温室効果ガスの一つといわれるＣＯ２（二酸化炭素）の発生量が、他の

化石燃料に比べ少ない都市ガスをご利用いただけるよう、快適な暮らしを提案します。 

最新ガス機器の展示販売会のほか楽しい企画盛り沢山で皆さまのお越しをお待ちし

ております。 

 

 

■ガス水道フェア 2015 

 

 ◆日時  10月 31日（土）午前 10時 00分から午後 3時 30分まで 

 ◆会場  小千谷市総合産業会館 サンプラザ 大ホール 

◆開催内容  

  ・ガス水道ＰＲ展 

  ・ガス機器展示販売会 

       ＊最新ガス機器の展示（床暖房・融雪・ロードヒーティング等） 

＊ガラストップコンロ、ビルトインコンロ、ガスストーブ、 

炊飯器、エコジョーズ給湯器、温水ルームヒーター等の廉価販売 

  ・東山五人杵つき餅保存会による餅つき 

・スタンプラリー抽選会 

＊空くじなしの豪華景品。コシヒカリ新米 2合が 200 名様に当たります。 

  ・「よし太くん」とじゃんけん大会  

＊小学生以下のお子さまに限らせていただきます。 

    ・来場者に「よし太くん」焼きを 1個プレゼント 

     ＊10月 29日（木）朝刊折込チラシの引換券をお持ちください。 

 

※入場無料  

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市ガス水道局 業務課お客様係 担当／島田・長谷川 

TEL：0258-82-4115  FAX:0258-82-5551 E-mail：gasu@city.ojiya.niigata.jp 
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