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令和元年 6月 26 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 

                            

若者の就労支援組織『おぢや・夢・ミライ応援団』を設立 

 

若年層を対象とした U・I ターン就労支援について、近年は就活ルールが見直される

など就労に関する情勢が大きく変わってきていることから、従来の就労支援組織である

「小千谷市キャリア教育推進協議会」を再構築し、若者の就労に関する【夢と希望ある

未来】の創出を応援するため『おぢや・夢・ミライ応援団』を設立します。 

市外へ進学した大学生等や市内の高校生、中学生に対して、各世代に応じた就労に関

する情報提供や支援を行い、若年層の地元就労を総合的に推進します。 

 

■設立の目的 

  若年層の U・I ターン就労を推進することで、小千谷市への定住促進と雇用機会の

確保を図るため、産・学・官が連携して若者を応援する組織『おぢや・夢・ミライ応

援団』を設立し、若者の就労に関する夢と希望ある未来を創出する。 

 

■活動内容 

 １．市内教育機関等が実施するキャリア教育推進事業に対する評価・提言 

 ２．市内経済団体・行政等が実施する U・I ターン就職推進事業に対する評価・提言 

 ３．県内外の大学や専門学校等の学生と市内企業を結ぶ交流事業の実施 

 ４．大学生等における市内企業へのインターンシップ及び企業体験の受入支援 

 ５．市内の県立高等学校における生徒の「ものづくり」に関する課外活動への補助及

びキャリア実習に要する交通費の補助 

 ６．市内高校生が取り組む「ものづくり」活動における研修施設の活用を支援 

 ７．その他、この組織の目的を達成するために必要な活動 

 

■構成団体 

 ○ハローワーク小千谷       ○新潟県長岡地域振興局 

○小千谷商工会議所        ○県立小千谷高等学校       

 ○小千谷鉄工電子協同組合     ○県立小千谷西高等学校 

 ○小千谷市            ○小千谷市教育委員会 

 

■事務局 

 小千谷商工会議所及び小千谷市商工振興課 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課地域産業係 担当／内山 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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■協定の概要 

◆協定による取組 ①市のホームページのキャッシュサイトをヤフーサーバー上に作成し、

アクセス負荷を軽減する。 

②平常時から避難所等の防災情報を周知 

③災害時の注意喚起などの緊急情報を周知  

◆協定締結日   令和元年 6 月 25 日 

 

■FM ながおか（コミュニティ FM）との連携による災害情報の発信 

Yahoo!防災速報アプリと FM ながおかの提供するコミュニティ FM 放送（インターネッ

トラジオ）を連携することにより、災害時の避難勧告や注意喚起など緊急情報や、災害コミ

ュニティ放送を Yahoo!防災速報アプリを通じて皆様にお伝えします。 

プッシュ通知による迅速な情報提供と、インターネットラジオによる災害時のコミュニテ

ィ放送からリアルタイムで情報をお知らせいたします。 

令和元年 6 月 26 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 

                            

Yahoo!防災速報アプリとコミュニティ FM 放送の連携による情報伝達を開始します 

ヤフー株式会社と災害協定を締結 

 

小千谷市は、ヤフー株式会社と「災害に係る情報発信等に関する協定」を締結し、

Yahoo!防災速報アプリを通じて災害に係る情報を迅速に発信いたします。 

また、長岡移動電話株式会社（FM ながおか）との協力により、同アプリを通じて災

害時の緊急放送（コミュニティ放送）についても配信いたします。FM 波を利用した自

動起動する緊急告知ラジオが手元に無くても、Yahoo!防災速報アプリに緊急情報が通知

され、災害情報の内容を確認いただけます。 

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・原子力安全対策係  担当／笹崎・佐藤 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 6 月 26 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 回国民文化祭・にいがた 2019 第 19 回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会 

開会式ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙに「片貝の木遣り」が出演 

 

国民文化祭開会式のオープニングフェスティバルにおいて、片貝伝統芸能保

存会が「片貝の木遣り」を披露します。「片貝の木遣り」は市の指定文化財で、

毎年浅原神社に奉納されています。 

 

 

◆日時   9 月 16 日（月・祝）午後 2時 30 分～5時（入場受付：午後 0時 30 分～2時） 

◆会場   朱鷺メッセ展示ホール<ウェーブマーケット> 

◆主催   文化庁、厚生労働省、新潟県、新潟県実行委員会、県内市町村、文化団体等 

◆入場料  入場無料※ただし入場には応募が必要です。申込多数の場合は抽選となります。 

◆応募方法 入場を希望される方は、インターネットまたは、はがきにてご応募ください。 

※詳細は新潟県ホームページをご覧ください。 

◆応募締切 7 月 16 日（火）必着 

◆当選通知 当選者へは、開会式のご案内を発送します。ご案内の発送は 8 月下旬の予定

です。 

◆その他  当選された場合、当日入場の際に本人確認をさせていただきます。代理の方

は入場いただけません。 

◆問合せ先 開会式事務局：025-385-7568(土日祝除く午前 10 時～午後 5時） 

新潟県庁文化振興課ホームページ https://niigata-futtotsu.jp/ 

 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会生涯学習課社会教育係 担当／長谷川・山﨑・岡元 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 

木遣りとは本来、その名のとおり

大きな材木などを運ぶ時、力を合

わせる為の掛け声から始まった

唄です。片貝まつりでは、古くか

ら各家庭で作った花火玉を浅原

神社に奉納する際に、町内や神社

で歌われてきました。 
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令和元年 6 月 26 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 回国民文化祭・にいがた 2019 第 19 回全国障害者芸術・文化祭にいがた大会 

小千谷市独自事業  

 

■「小千谷縮展～縮交易がもたらした小千谷の多彩文化～」 

◆開催期間：9 月 12 日（木）～23 日（月・祝） 

開催日 開催場所 事業内容 

9/12～16 明石堂 ・特別公開・ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 

9/12～23 織之座・匠之座 ・資料展示・絣織体験・高機展示 

 東忠 ・特別ランチﾒﾆｭｰ・絵紙展示 

 西脇邸 ・庭園一般公開・伝統芸能上演 

9/14～16、21～23 織之座 ・小千谷縮製作実演 

9/12～23 のうち一日 東忠 ・高校生による学習発表とﾌｧｯｼｮﾝｼｮｰ 

9/14～16、21～23 西脇邸 ・着付体験とまちあるき 

9/22 市内文化財 ・史跡巡り 

 

■「錦鯉発祥の地 小千谷東山の文化と歴史～特別開催 牛の角突き～」 

◆開催期間：10 月 5 日（土）・6日（日） 

開催日 開催場所 事業内容 

10/5 サンプラザ ①講演会 講師：愛媛大学 渡邉 敬逸（ひろまさ）准教授 

②パネルディスカッション 

 ・東京大学大学院 菅（すが） 豊教授 

 ・愛媛大学 渡邉 敬逸准教授 

 ・「新潟トガイ」飼育者 片岡 哲太郎氏 

 ・闘牛愛好家 鈴木 美奈子氏（村上市） 

 ・元全日本錦鯉振興会理事長 間野 泉一氏 

 ・闘牛アナウンサー 木島 良（りょう）氏 

③東山食文化体験（東山五人杵つき餅実演・試食） 

10/6 小千谷闘牛場 ①牛の角突き 特別開催 

②木喰観音堂 ご開帳(ｶﾞｲﾄﾞ付) 

③東山食文化体験（金倉そば試食） 

④アトラクション：東山小学校児童による「闘牛の歌」 

※錦鯉の里 無料公開 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会生涯学習課社会教育係 担当／長谷川・山﨑・岡元 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 6月 26 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 

                            

頑張るトップアスリート、ジュニアアスリートの活動を応援します 

令和元年度 トップアスリート・ジュニアアスリート決定 

小千谷市では、昨年度よりオリンピック・パラリンピック等に出場し、活躍するた

めに頑張るトップアスリート、ジュニアアスリートの活動を応援、支援しています。

今年度、小千谷市が応援、支援する 2 名のトップアスリート、6 名のジュニアアスリ

ートが決定しました。 
 
 

■トップアスリート 

 

山口大地さん 
（早稲田大学） 

BMX 競技 
20 歳 

【活動目標】 
2020 年の東京オリンピック代表枠を獲得

するため、選手の選考基準であるワールドカ

ップで日本人最上位を目指し頑張ります。 

 

 

郷 翔一朗さん 
（東洋大学） 
バイアスロン競技

19 歳 

【活動目標】 
インカレ優勝、サマーバイアスロン日本選

手権での上位入賞を目指し、来年度開催され

るバイアスロンのユニバーシアードで十分戦

えるように頑張ります。 

 
■ジュニアアスリート 
 
金箱紗葵（さき）さん（長岡商業高等学校 3 年、小千谷中卒）ソフトテニス 
インターハイ、国体出場しチームに貢献できるよう頑張ります。 

渡邉澪音（れお）さん（十日町総合高等学校 3 年、小千谷中卒）クロスカントリースキー 
全国大会での活躍を果たせるよう頑張ります。 

大渕莉子（りこ）さん（十日町高等学校 1 年、南中卒）クロスカントリースキー 
 インターハイ、国体での入賞を目指します。 
渡邉大貴（たいき）さん（十日町高等学校 1 年、小千谷中卒）クロスカントリースキー 
 インターハイ出場し、３年生ではインターハイ入賞を目指します。 
星野佑槙（ゆうま）さん（十日町総合高等学校 1 年、小千谷中卒）クロスカントリースキー 
 全国大会の出場を目指します。 

大橋陵人（りょうと）さん（関根学園高等学校 1 年、小千谷中卒）アルペンスキー 
 インターハイ出場を目指します。 

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課スポーツ振興室 担当／高橋・遠藤 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：sports-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和元年 6 月 26 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 

                            

令和元年度 

「中越大震災ネットワークおぢや」総会及び研修会を開催 

 

「中越大震災ネットワークおぢや」は、中越大震災を契機として、災害対応現場で得

た知恵や教訓を収集・記録、共有して、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 12 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 84 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。 

毎年、加入自治体職員を対象に災害対応能力を高めることを目的とした研修会を開催

しており、今年度は富士宮市を会場として行います。 

 

■中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会 

 
 ◆日 時     7 月 4 日（木）～5 日（金） 

 ◆会 場     富士宮駅前交流センター きらら 

（静岡県富士宮市中央町 5 番 7 号） 

電話番号 0544-22-8111 

 ◆対 象     会員自治体及びその他の自治体職員 

◆研修内容    〇4 日：研修会 

平成 30 年 7 月豪雨、平成 30 年台風 21 号及び大阪府北部地震に

係る災害対応とその後の防災対策や被災地支援について、実際に

災害対応に当たった職員からの報告、参加者とのディスカッショ

ン 

〇5 日：視察研修 

大沢扇状地砂防施設での富士山砂防事業について 

※両日とも一般公開は行いません 

◆参考（研修会開催地） 平成 25 年度 福島県只見町 同 26 年度 小千谷市 

            同 27 年度 兵庫県神戸市    同 28 年度 長野県飯田市 

            同 29 年度 新潟県柏崎市  同 30 年度 福島県南相馬市 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市危機管理課 担当／佐藤・新野 

TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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■被爆体験伝承講話会 

 ◆日程・会場  7 月 10 日（水） 10:40～11:40 南中学校 

14:00～15:00 千田中学校 

         7 月 11 日（木） 8:45～ 9:45 小千谷中学校 

 ◆概要     被爆者の高齢化が進み、被爆体験をお話しされる方が少なくなって

きている中、被爆者からその体験や平和への思いを受け継ぎ、伝承

活動を行う「被爆体験伝承者」を広島市からお招きし、講話会を開

催します。一般の方も聴講できますのでぜひご来場ください。 

◆講師氏名   小林
こばやし

 悟
さとる

 様（71 歳） 

◆講師略歴   広島市の公立中学校社会科教員を定年退職後、被爆体験伝承者第

１期生として平成 27 年４月から伝承活動を行うほか、広島平和

記念資料館内や平和記念公園の慰霊碑などの解説を行う「ヒロシ

マピースボランティア」としても活動されています。 

 

■平和を願う折り鶴募集 

 ◆受付期限   7 月 31 日（水） 

 ◆受付窓口   企画政策課企画経営係（市役所 3 階） 

 ◆概要     広島平和記念公園に捧げる平和を願う折り鶴を募集します。 

         お預かりした折り鶴は広島市へお届けし、広島平和記念公園にある

「原爆の子の像」に捧げていただきます。 

令和元年 6 月 26 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 

                            

非核平和推進事業 
被爆体験伝承講話会を開催 

 

小千谷市は、平成 4 年に非核平和都市宣言を行い、核兵器の廃絶と、平和の確立に市

民一人ひとりが努力することを誓いました。 

戦争の悲惨さ、平和の大切さを次世代に伝えるため、被爆体験伝承講話会を開催しま

す。また、小千谷市民の平和の願いを被爆地に届けるため、折り鶴を募集します。 

 

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／小片・福島 

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