
報道資料１ 

開催日時：平成２８年１２月２０日（火）午前９時３０分～午後３時 

会  場：小千谷市総合体育館（小千谷市大字桜町 4915 番地） 

対  象：市内中学 1・2 年生、県立小千谷西高等学校 3 年、小千谷高等学校 2 年 

日  程： 

9:30  メインアリーナ（小千谷中学校１年生対象） 

      ◆ふるさと小千谷を牽引する地域の産業・企業ＰＲ 

       市内企業がブース出展し、中学生を対象にした企業概要の説明や製品

の紹介、ＰＲ、質疑応答などを行います。 

10:00 サブアリーナ（市内５中学校２年生対象） 

      ◆「オンリーワンスクール新潟未来プロジェクト」等パネルディスカッ

ション 

       小千谷西高等学校の生徒が長期デュアルシステムによる企業実習等

の取組を経て就職に至るまで、小千谷高等学校の生徒が大学進学から就

職までの進路実現に向けた取組をそれぞれ関連する市内企業とパネル

ディスカッションします。     

  12:00 昼休憩 

 13:00 メインアリーナ（市内４中学校１年生対象）※午前中と同じ内容 

  15:00 閉会 

そ の 他：見学を希望される方は、サブアリーナで行うパネルディスカッションをご

覧いただけます。メインアリーナは入場できませんが、走路、観覧席から

見学することができます。 

主   催：小千谷市、小千谷市教育委員会、県立小千谷高等学校、県立小千谷西高

等学校 

 

平成 28 年 11 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 

「おぢや しごと未来塾」を開催 

 

市内中学生を対象に、ふるさと小千谷を牽引する地域の産業や企業を理解する

機会として「おぢや しごと未来塾」を開催します。 

この取組は昨年から始まり、小千谷市が、市内の産業界や高等学校と連携しな

がら「おぢやモデル」としてキャリア教育を推進するものです。 

市内の企業等が、Ｕターンを含めた将来の就職先の選択肢として意識されるよ

うに、中学生に対して早期の動機付けや啓発活動を行います。 

 「おぢや しごと未来塾」は、小千谷市、小千谷市教育委員会と県教育委員会よ

り「オンリーワンスクール新潟未来プロジェクト」の指定を受けた県立小千谷西

高等学校、そして県立小千谷高等学校が連携して実施するものです。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～キャリア教育推進事業・オンリーワンスクール新潟未来プロジェクト～ 

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 安達・福島 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan-kk@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28年 11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 

                            

～市の魚アピール第５弾～ 

  市の魚「錦鯉」マンホールカードでＰＲ 

 

平成 28年度は、小千谷市の魚「錦鯉」をより見えるようアピールする強化年度と位

置付け、小千谷市総合戦略における海外展開・販路拡大を引き続き推進する一方、世

界農業遺産及び日本農業遺産への登録を目指しています。 

今回、アピール第５弾として、マンホールカードを無料配布します。 

マンホールカードは、国土交通省や日本下水道協会などでつくる下水道広報プラッ

トホームが企画制作しており、これまで第１、２弾の制作機会に全国の自治体等の参

加により７４種類が制作されています。 

今回、下水道広報プラットホームより第３弾の制作希望の照会があり、４０の制作

枠に対して、約２５０件の応募があり、選考により当市が選ばれました。 

小千谷市においても下水道への関心を深めてもらうこと、またマンホールにデザイ

ンされた市の魚「錦鯉」を全国に広くＰＲするものです。  

 

 

■配付開始／平成２８年１２月１日～ 

 

■配布枚数／４，０００枚 

 

■配布場所／小千谷市ガス水道局 （小千谷市千谷川 1丁目 13番 1号） 

  

■配布時間／平日午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

      土日、祝日、年末年始はお休みです。 

 

■カードサイズ／縦 8.8㎝×横 6.3㎝ 

 

参考：下水道広報プラットホーム ホームページ http:///www.gk-p.jp/ 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市ガス水道局施設課供給係 担当／大渕・田中 

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

http://www.gk-p.jp/
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平成 28年 11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 

                            

心の健康講演会を開催 

 

思春期の心の健康と自殺予防をテーマに、思春期のゆらぎやすい心の理解と自らを傷

つけてしまう若者への対応について、実際の診療現場で関わっている精神科医師からの

講演を開催します。若者のすこやかな成長発達を願って関わる支援者に向けた研修会で

す。 

 

 

■心の健康講演会の概要 

◆日時   12月 3日（土）開場 1時 

      午後１時 30分～3時 30分（予定）      

◆会場   小千谷市総合産業会館サンプラザ 3階大ホール 

      小千谷市城内 1－8－25 

◆内容     講演／「若者の生きづらさに大人はどう向き合うか 

～思春期の自傷行為への理解と対応～」 

      講師／新潟県立精神医療センター診療部長 

         松﨑陽子さん（精神科医師） 

◆入場   無料 

◆申込   不要 

◆主催   小千谷市 

◆共催   長岡地域振興局健康福祉環境部、小千谷市精神障害者家族会 

◆その他  手話通訳、要約筆記を行います。 

保育ルーム（わんパークでの保育対応）を開設します。 

  

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・小西 

TEL：0258-83-3640  FAX:0258-82-8964 E-mail：Kenko@city.ojiya.niigata.jp 
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平成 28年 11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 

                            

～小千谷市公民館創設 70周年記念事業～ 

松原浩スライド・トーク「郷土の風景再発見」 

     ～写真でつづる小千谷の四季～ 開催 

 

長年、小千谷の風景写真を撮り続けているアマチュア写真家 松原浩さんによるスラ

イド・トークを開催します。 

松原さんがこれまで四季を通して撮影してきた数多くの小千谷の風景から、選りすぐ

りのシーンを集めて、スクリーンに映写しながら随想します。 

大画面で見る美しい風景写真と郷愁を誘う音楽に導かれながら、一枚の写真から広が

る「こころに映った風景」をともに旅してみませんか？ 

 

■期日／平成 28年 12月 23日（金・祝）  

■時間／午後 2時〜午後 3時 30分 

■会場／小千谷市民会館 大ホール （小千谷市土川 1-3-3） 

■入場無料・申込み不要（どなたでも参加できます） 

 

 

作者プロフィール 

松原 浩（まつばら ひろし） 

1961年東京杉並区生まれ、長岡市在住。長岡移住後 26年。越後を「故郷」と感じる。 

長岡技術科学大学教授、工学博士。化学が専門の「日曜・写真愛好家」。 

季節感・いのち・癒し をテーマに「こころに映った風景」の写真表現をめざす。JA

越後おぢや農協のカレンダー写真を手がける。アクアーレ長岡にて作品を常設展示。

日本自然科学写真協会会員。 

 

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／長谷川・内山 TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料５ 
 

平成 28年 11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 

                            

～Ｕ・Ｉターン就職推進事業～ 

「企業紹介動画」を新たに８社追加配信 

 

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、企業紹介動画を配信しています。 

今回新たに８社の企業紹介動画を追加配信しました。この動画は、ネットメディアの

一つである動画配信サービス YouTubeで視聴でき、すでに配信している８社と合わせて、

市内１６社の動画を配信しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

         ・職場の雰囲気           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で閲覧できます。 

 

■動画作成企業（８社 順不同、敬称略） 

・㈱片貝製作所（製造業） ・㈱浅田精機（製造業） 

・㈱フジ機工（製造業） ・小千谷タクシー㈱（運送業） 

・㈱トラスト（情報通信業） ・㈱わたや（サービス業） 

・水田㈱（製造業） ・㈱こだわり食品本舗（製造業） 

 

https://www.youtube.com/
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   平成 28 年 11 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 

                            

アグリビジネス新商品のご紹介 

 

小千谷市では市内の農業者が生産した農産物を利用した新たな商品化を支援して

います。 

一つ目は、「秘伝大豆」と言う珍しい大豆を使用した高級な豆腐です。「秘伝大豆」

は白目（しろめ）の青大豆で、東北地方の在来種から選抜され品種登録されました。

その特徴は、香りが高く甘味があり大粒で、枝豆としても美味しく食され、大豆とし

ては豆腐、味噌等の加工に適しています。収穫時期は晩成型で、10 月下旬から 11 月

上旬と言われています。  

 

 ■小千谷産秘伝大豆を使用したおぼろとうふ 

 真人健康食品生産組合の坂本代表は、付加価値の高い豆腐作りへのこだわりから、

２名の農業者の協力のもと、「小千谷産秘伝大豆」を栽培、収穫をし、その大豆を使用

したおぼろとうふを完成させました。数量限定となりますが、豆本来の深い味わいと

美味しさを御堪能ください。 

なお、小千谷産秘伝大豆を使用したおぼろとうふの販売終了後は、国産の秘伝大豆

を使用したおぼろとうふを販売します。 

 
    「秘伝・真人のおぼろ」         「小千谷産秘伝大豆」 

◆ 商品のお問い合わせ 

  ・真人健康食品生産組合 小千谷市真人町甲 586-7    TEL:0258-86-2870 

・販売期間  １２月１日～ 販売数量終了まで 

・販売数量  １日３０丁販売（合計４００丁）  

  ・販売価格  内容量４００ｇ  ２４０円（税込） 

 

◆ 販売先 真人とうふ小千谷店  小千谷市城内 2-12-32   TEL:0258-77-3347 

・営業時間  11 時～17 時、（毎週月・火曜日は定休日） 

   

◆ 生産者のお問い合わせ先 

 ・小泉和弘     小千谷市岩沢 736         TEL:0258-86-2838 

 ・横山博之     小千谷市大字川井 3219－7   TEL:0258-81-5222 

 

◆ 栽培面積 １０a  収穫量 １３０kg 

 
 

裏面あり 



 
二つ目は「バターナッツかぼちゃ」を使用したラーメン「カボチャの王様」        

の御紹介です。バターナッツかぼちゃは、小千谷市内においては生産量も増え、農産

物としてあるいは加工食品として、店頭に並べられる機会が多くなりました。 

 

■バターナッツかぼちゃを使用した「カボチャの王様」 

 小千谷市で栽培されている「バターナッツかぼちゃ」は、バターを思わせるねっと

り感で、お菓子や料理の材料として好評を得ています。 

今回、創作ラーメンの名店「麺やようか」の御協力により完成した「カボチャの王

様」は、ふんだんにバターナッツかぼちゃを使用して、鶏ガラスープと合わせ、かく

し味にカレースパイスを使用したラーメンになります。バターナッツかぼちゃと鶏ガ

ラスープの旨味に、スパイシーなカレー風味が美味しさを引き立たせます。ぜひ一度、

ご賞味ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 「カボチャの王様」         「バターナッツかぼちゃ」 

 

◆ 商品のお問い合わせ 

  ・麵やようか   小千谷市若葉 1-114   TEL:0258-83-0816 （水曜休み） 

・販売期間    １1 月２４日～１２月８日まで  １日 １０食限定 

  ・メニュー価格  ９００円（税込） 

   

◆ 生産者のお問い合わせ先 

 ・（有）ファームランドえちご   小千谷市高梨町 1003    TEL:0258-83-3044 

・ふれあいの里管理組合     小千谷市塩殿甲 1814-２   TEL:0258-83-1722 

 

◆ 栽培面積 １０a  収穫量 １３００ｋｇ 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市農林課農政・錦鯉戦略係 担当／細川・新保 

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