
報道資料 1 
 

平成 28 年 3 月 24 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 

                            

                            

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 28 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 6年目、浪江町には 4 年目となります。 

 

 

 

 

■平成 28 年度派遣職員（平成 28 年 4 月 1日～平成 29 年 3 月 31 日） 

◆福島県南相馬市：1人  

   総務課主査 阿部圭太  新規 

 ◆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／吉越 

TEL：0258-83-3506  FAX:0258-83-2789 E-mail：soumu@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 3 月 24 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 

                            

 

西小千谷地区市街地まちづくり基本計画を策定しました 

 

現在の小千谷総合病院の跡地活用を検討するために市が設置した検討委員会から、活

用方針をまとめた「西小千谷地区市街地まちづくりに関する提言書」を提出していただ

きました。 

市ではこの提言を受け、西小千谷地区市街地のまちづくりの方向性を示す基本計画を

平成 28 年 3 月 17 日付で策定しました。 

 

【基本計画の概要】 

 ●集客機能の導入に向けた病院跡地の活用 

・核となる機能を「図書館」とする 

・機能（施設）を複合することにより相乗効果を生み出す 

 ●病院移転に併せた公共交通の機能強化 

  ・中心市街地と新病院を結ぶ新たな交通手段の確保 

 

【病院跡地の活用に関する今後の予定】 

 ●平成２８~２９年度 

  ・（仮称）小千谷総合病院跡地整備計画の策定 

  ・事業手法の決定 

  ・民間事業者の参画に関する手続き等の検討 

 ●平成３０年度以降 

  ・施設整備着手 

 

 

 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市建設課都市整備室 担当／上村・田中・真島 

TEL：0258-83-3514  FAX:0258-83-2789 E-mail：kensetu-tk@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 3 月 24 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 

                            

 

遠藤東京オリンピック・パラリンピック大臣講演会の開催について 

 

 

世界最大のスポーツイベントである 2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催まで

あと 4 年となりました。「小千谷縮 東京オリンピック・パラリンピック戦略会議」では、

この開会式における日本選手団着用ユニフォームへの「小千谷縮」素材の採用要請活動を

展開しています。 

このたび遠藤担当大臣を講師に迎え、「東京オリンピック・パラリンピックが地方にどの

ような影響を与えるのか、私たちはどのような心構えで迎えたらよいのか」などをテーマ

とした講演会を開催します。 

 

 

■遠藤大臣講演会の概要 

◆日時    4 月 16 日（土）午後 2時～3時（開場：午後 1時 30 分） 

◆会場    小千谷市産業会館サンプラザ大ホール 

        小千谷市城内１－８－２５ ℡0258-83-4800 

◆演題   「2020 年東京オリンピック・パラリンピック大会の成功に向けて」 

◆定員    200 人 

◆申込    4 月 4 日（月）までに電話またはメールでお申し込みください。 

◆その他   お車でお越しの方は市役所駐車場をご利用ください。 

◆申込先  企画政策課秘書広報係 TEL:0258-83-3507  

E-mail:plan-hk@city.ojiya.niigata.jp 

      商工観光課商工振興係 TEL:0258-83-3512 

            E-mail:kanko-s@city.ojiya.niigata.jp 

◆主催    おぢや未来創造会議 

      （小千谷市・小千谷商工会議所・小千谷織物同業協同組合・小千谷観光協

会・小千谷市金融団・越後おぢや農業協同組合） 

  

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／小川・矢久保

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan-hk@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 3 月 24 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 

                            

 

市民の家・小千谷信濃川水力発電館の愛称を募集します 

                            

「小千谷市民の家」と、東日本旅客鉄道株式会社と整備している「小千谷信濃川水力

発電館」が、新年度の外構工事を経て、7 月 21 日（木）にオープンします。 

これに合わせて、市民の憩いの場と、電気のふるさと信濃川を学習できる施設を合わ

せた愛称を募集します。 

 

■施設の概要／鉄骨造り 2階建て（一部平屋建て）1,437 ㎡ 

◇市民の家／960 ㎡ 1 階：研修室、食堂、厨房、ロビー、事務室など 

2 階：宿泊室（8人部屋 6室、2人部屋 1 室）、浴室 

風光明媚な山本山の中腹で、最大 90 人が泊まることができ、自然体験活動などを行

うことができる施設です。 

◇小千谷信濃川水力発電館／477 ㎡ 展示・情報コーナー 

JR 信濃川発電所の歴史、発電のしくみ、河川環境調査などのパネル展示や体験を通

じて学習できる施設です。 

◇体育館、前広場／既存の施設を利用します。河岸段丘上にあり、眼下に信濃川を眺め、

新潟平野に流れ行く様子を見ながらキャンプや野外活動に利用できます。 

■応募方法／応募用紙に必要事項を記入して応募してください。はがき、FAX、メール

で応募される場合は、必要事項を全て記入の上、送付してください。また、小千谷市

ホームページからも応募できます。 

■募集期間／平成 28 年 3 月 25 日（金）～5月 6日（金）（消印有効） 

■賞品／小千谷市特産品詰め合わせ 30,000 円相当 

■発表／6月 25 日号市報おぢやで発表します。また、受賞者には別途通知します。 

■応募先／〒947-0035 小千谷市大字桜町 4915 小千谷市生涯学習スポーツ課「市民の

家・小千谷信濃川水力発電館」愛称募集係 

TEL83-0077 FAX83-0078 メール syougai-sg@city.ojiya.niigata.jp 

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ポーツ課生涯学習係 

担当／内山・安達 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28 年 3 月 24 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 

                            

「企業紹介動画」を配信します 

 

小千谷市では、大学進学等で市外に転出した学生等に対して、市内企業への理解を深

めてＵ・Ｉターン就職を推進するため、企業紹介動画を作成しました。動画は、ネット

メディアの一つである動画投稿サイト YouTube で配信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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／小杉・星野 

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

■動画内容について 

 ◇動画の構成  ・役員からのメッセージ 

         ・若手社員の働く姿、インタビュー 

         ・企業の製品や事業内容の紹介    など 

 ◇動画の長さ  ３分程度／１社 

 

■視聴方法について 

 ◇YouTube（https://www.youtube.com/）で視聴できます。 

（「小千谷市商工観光課」で検索） 

 ◇小千谷市ホームページに、各社の動画へのリンクを掲載します。 

 

■動画作成企業（８社） 

・越後おぢや農業協同組合 ・（福）小千谷北魚沼福祉会 

・越後札紙㈱ ・秀和建設㈱ 

・エヌ・エス・エス㈱ ・㈱第一測範製作所 

・㈱オーシーエス ・ユキワ精工㈱ 

 

※平成 28 年度も作成し、完成したものから YouTube を利用し、配信します。 
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平成 28 年 3 月 24 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 

                            

おぢや桜まつりを開催します  

 
4 月 17 日（日）に、千谷工業団地内で｢桜まつり｣を開催します。 

 春の一日を、桜の花の下で、ご家族おそろいで過ごしてみませんか。 

 

◆ おぢや桜まつり ◆ 

■会場 千谷工業団地内 

 

■日程 4 月 17 日（日）午前 10 時～午後 3 時 

 

■主な行事内容
 

○「よし太くん」とジャンケン大会 

 1 回目：午前 10 時 10 分～10 時 25 分、2 回目：午後 0 時 40 分～０時５５分 

○キャラクターショー 

 １回目：午前 10 時 30 分～11 時、2 回目：午後 1 時～1 時 30 分 

○「万歩ぅ～ダンス」コンテスト 

 午前 11 時 30 分～正午 

○大ビンゴ大会 

 午後 2 時～ 

○闘牛ふれあい広場  

 午後 0 時 30 分～3 時 

○フアフア広場 

○うまいもの広場 

 

※雨天の場合、うまいもの広場と闘牛ふれあい広場は中止、その他の行事は、 

日本ベアリング㈱様体育館で実施します。 

 

 

 

 

 

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 
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平成 28 年 3 月 24 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 

 

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２９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２９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、過去 多の 2,744 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２９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 

＊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もお申込みできます。 

◆申込締切 窓口：4 月 18 日（月） 午後 5 時まで 

インターネット：4 月 10 日（日） 

郵便振替・郵送：4 月 10 日（日） 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 

 

 

裏面あり 



 

■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／発電所施設見学会、発電所の歴史写真の展示など 

◆お問い合わせ／JR 信濃川発電所℡0258-82-2702 

 

 

 

 

 

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 
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平成 28 年 3 月 24 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 4 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 23 日（土）、24 日（日）に第 4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、例年小千谷市総合体育館にて開催されていますが、今年

は会場を移しハイブ長岡（長岡市）での開催となります。 

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 4 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 23 日（土）午後 1時 30 分～午後 5時 

4 月 24 日（日）午前 9時～午後 2時 

◆会場     ハイブ長岡  長岡市千秋 3 丁目 315-11 

◆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 24 日（日）午前 11 時～正午 

◆会場     ハイブ長岡  長岡市千秋 3 丁目 315-11 

◆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 23 日（土）午前 9時～午後 5時 

        4 月 24 日（日）午前 8時 30 分～午後 1時 

◆会場     ハイブ長岡  長岡市千秋 3 丁目 315-11 

◆入場料    無料 

◆出品予定数  600 尾  

「第 4 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／風間・荒井 TEL：0258-41-1405  FAX:0258-41-1406  
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