
様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年9，月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

　　　コロナ禍におけるインフルエンザ予防接種費用助成事業

今年度に限ってインフルエンザ予防接種の助成対象を拡大します。

【ここがポイント！】

　インフルエンザ予防接種費用の助成対象を拡大して、コロナ禍から

市民の健康と命を守りたい。

【概要】・　　　　　　　　　　　＼

　秋から冬にかけて、新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が危惧されて
　　　　　／）

ることから、インフルエンザ予防接種費用の助成対象を全市民に拡大します。

　重症化しやすい高齢者の方などには、特に積極的な接種を呼び掛けていきます。

　市民の皆さんには広報やFMなど、あらゆるメディアを使って、早めの予防接種を

PRします。

助成対象　全市民

助成金額　65歳以上　接種費用の全額

　　　　　64歳以下　1，500円

懸〆
問合せ先：健康推進課保健予防係　担当：清野

電話：0254－22－3030（内線1241）



様式2（報道関係用）

令和2年9月2日
　　　観光振興課

今・得キャンペーンr2弓ス

【ここがポイント！】

月岡温泉で対象プランを利用して宿泊すると、市内で使える「今・得プ

レミアム商品券」とr土産品購入券」が付与されます。お得な宿泊プラ

ンで誘客促進を図り、地域の経済活動を支援します。d

【対象期間】

9月1日（火）から11月30日（月）宿泊分まで（予定）

※予算上限により、期間内でも利用できない場合があります。

【予約方法】

各旅館へ電話または各旅館ホームページから予約

【特典内容】

対象プランを利用して宿泊される方1組につき、次の特典券を差し上げます。

○今・得プレミアム商品券（専門券）　3，000円分

　市内での食事や土産品購入、タクシー代金の支払いなどに利用できます

○土産品購入券　3，000円分

　寺町たまり駅で販売する「しばたのおみやげセット」の購入に利用できます。

　おみやげセットには、お菓子セット（3，000円）、加工品セット（4，000円）、ブランド

　肉セット（5，000円）の3種類があります。

【対象プランを利用できる旅館】※変更になる場合があります。

旅館名 電話番号 旅館名一 電話番号 旅館名 電話番号 旅館名 電話番号

いま井 32・3000 越の里 32’3030 ひさご荘 32’3111 風鈴屋 32・1000

東栄館 32・2711 広瀬館 32・2421 摩周 WEBのみ 醐あかまっ　20・8201

泉慶 32・1111 清風苑 32・2000 村上館 32・2231

華鳳 32－1515 あけぼの 32’2111 ハミングの宿 28・7220

【その他】

○宿泊プランの詳細や、ご予約については各旅館へお問合せください。

○月岡温泉以外の旅館・ホテルについては10月1日からの実施を検討中です。

問合せ先・観光振興課観光振興係

　　　　　　　　　担当：簗瀬

　　　　　電話：0254－28・9960



対象プランで宿泊すると、お得な特典が“プラス”！
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　　　　「土産品購入券」は、寺町たまり駅で

「しばたのおみや鴨セット」とお引き換えいただけます。
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※写真はイメージです。

　セット内容は予告なく変更する場合がございます。
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「土産品購入券」1枚で交換可

セット例／宮野食品工業「甘納豆」2袋、金子屋老舗「いちじくもち」1箱、

高田屋「笹団子」5個、新柳本店「しばた美人」3個、寿堂「いちじく饅頭」3個

困

「土産品購入券」1枚＋1，000円で交換可

　　セット例／マルコ岩村「豚角煮」「焼豚」、宮村製麩所「色あられ麩」「花麩」「車麩」、

佐々木食品「さけ安兵衛漬」「焼きいか安兵衛漬」、佐久間食品「美～なす味噌漬」「一舟奈良漬」

「土産品購入券」1枚＋2，000円で交換可

　　　　　　　　　　　　しばたうしセット例／マルコ岩村「にいがた和牛（新発田牛）」260g、「越後もちぶた」500g

　　　　　またはJA北越後「JAパイオニアポーク」500g
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●「土産品購入券」をご提示のうえ、ご希望の

　商品をお伝えください。

●不足分には、「今・得プレミアム商品券」を

　使うこともできます。

●各おみやげセットは、冷蔵・冷凍商品です。

　保冷パック・保冷剤付でお渡しします。

●市内散策後、お帰りの際にお寄りください。

　（無料駐車場有）



様式2（報道関係用）

報道資料
　　　新発田市

令和2年9．月2日

　　みらい創造課

、　オールしばたで若者を応援！

新成人に商品券を贈呈＆市公式LINE開設

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となった成人式を迎える予定だった新成人を対象に、

　市内の店舗で使える商品券を差し上げます。

●ふるさととつながるネットワークツールとして、新発田市公式LINE「しばたTOMORROWライン」を開設

　します。

【ここがポイント！】

｛新型コロナウイルス感染症の影響で、人生の門出となる成人式を迎えられなかったり、故郷への帰省も

ままならなず、辛い思いをしている若者をオールしばたで応援します！

【商品券配布方法など】

●対象…平成11年4．月2日～平成12年4月1月に生まれ、新発田市に住所がある方、または以前新発田市に住民登

　　　　録されていた方（令和2年新発田市成人式参加対象者）

●内容…市内店舗で使える商品券3，000円分を差し上げます。

・tle・A・・em・Fdi－・・9　H　1日（一日（水）　祖日・祝日は除く

　　　　　　　　　　　午前8：30～午後5：15　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　1’．　　　　　　．月～金曜日…
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●配布窓ロ…新発田市役所本庁舎5階みらい創造課

【新発田市公式LINE「しばたTOMORROWライン」について】

●登録受付開始…9．月1日（火）～

●配信内容…新発田市の近況やU・1ターン情報、イベント情報などを随時配信するほか、

　　　　　　地元の特産品が当たるキャンペーンなどを実施します。

●登録対象者…新発田市出身の方、新発田市に興味のある方　　　　　　　1－T．．＝・・　…！

　　　　　　　※市内外在住問わずどなたでも登録でき牡　　　、／謝…日
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潭“ 〈問合せ〉みらい創造課　ライフデザイン係

　　　担当・内田・菊池（電話0254－28・9531）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和2年9月2日
　スポーツ推進課

　新発田市スポーツ大使富樫勇樹選手凱旋試合

　　新潟アルビレックスBB　vs千葉ジェッツ

　　プレシーズンゲーム開催に伴う市長表敬訪問について

　プレシーズンゲーム出場チームの代表が新発田市長を表敬訪問し、意気込みなど

を伝えます！

【ここがポイント！】

新発田市で開催するプレシーズンゲームを前に、リーグを代表するスター選手で

ある富樫勇樹選手（千葉ジェッツ、新発田市出身）や五十嵐圭選手（アルビレッ

クスBB、上越市出身）が新発田市長を表敬訪問します。

【概要】

1　日程

令和2年9月18日（金曜日）　午後3時～

2　会場

新発田市役所　本庁舎5階　501会議室

3　来訪者

＜B．LEAGUE＞
　島田慎ニチェアマン

〈千葉ジェッツ〉

　田村征也代表取締役社長、池内勇太取締役GM、大野篤史HC、富樫勇樹選手

く新潟アルビレックスBB＞

　小菅学代表取締役社長、福田将吾HC、五十嵐圭選手

く運営〉

　新発田市スポーツ＆カルチャーツーリズム推進事業実行委員会佐藤哲也実行委員長

　新発田市バスケットボール協会　遠藤一雄会長

4　その他

（1）表敬訪問後、同会場にて、両球団出席者への取材の時間を設けます。

（2）取材を希望する報道機関は9月11日（金）17時までに、下記担当まで出席

　　　者名等を電話にて連絡をお願いします。

緬〃・
担当及び問合せ先：スポーツ推進課

スポーツ・カルチャーツーリズム係　　担当：山下、齋藤

　　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1671）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和2年9月2日

　スポーツ推進課

富樫勇樹選手バスケットボールクリニックの開催について

　富樫勇樹選手によるバスケットボールクリニックを開催しますので、お知らせし
ます！

【ここがポイント！】

新発田市スポーツ大使の富樫勇樹選手をはじめとする千葉ジェッツの選手から、

市内小学生へ指導してもらい、バスケットボールの楽しさを感じてもらうととも

に、地域の競技力向上を図ります。

【概要】．

1　日程

令和2年9月20日（日曜日）　午前9時30分～（90分程度）

2　会場

新発田市カルチャーセンター

3　講師

　富樫勇樹選手他2名程度（千葉ジェッツ）

　※富樫選手以外の参加選手名は、当日発表となります。

4　参加者

市内ミニバスケットボールチームから選出した小学6年生50名程度

5　実施内容

実技指導や選手との交流

6　その他

（1）　クリニック終了後、同会場にて、講師への取材の時間を設けます。

（2）　取材を希望する報道機関は9月

　　名等の連絡をお願いします。

日（金）までに、下記担当まで出席者

縄〆
担当及び問合せ先：スポーツ推進課

スポーツ・カルチャーツーリズム係　　担当：山下、齋藤

　　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1671）
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◇新発田市
令和2年9．月2日

　　　地域安全課

令和2年度新発田市総合防災訓練の開催について

　防災関係機関相互の緊密な連携体制を構築し、併せて地域住民の防災に対する意識の高

揚を図り、地域住民と防災関係機関との連携及び協力体制の強化を図ることを目的として

開催します。

【ここがポイント！】

　災害時の初動対応から災害現場の対応まで、訓練参加28機関・団

体が連携し大規模に開催。

【概要】

訓練日時

訓練会場：

訓練想定：

主な訓練：

：令和2年10A4日（日）　午前9時00分から午後0時30分まで

新発田市立御免町小学校・南公園

　令和2年10，月4日（日）午前9時、新潟県下越地方（櫛形山地）を震源とす

るマグニチュード6．8の地震が発生し、新発田市で震度6強を観測した想定で

訓練を実施。

　新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、三つの密対策などを含めた「避

難所等開設・運営訓練」だけでなく、「情報収集・伝達訓練」、「救援物資輸送・

受入れ訓練」などの初動対応から、「倒壊家屋・座屈ビルからの救出、救助訓

練」、「消火・救出訓練（ヘリによる救出）」などの災害現場の対応に加えて、

28機関と連携し様々な訓練を実施します。

※詳細は別紙要綱のとおり

遍万
問合せ先：地域安全課消防防災係　　担当：古山・川上

　　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1512）



令和2年度新発田市総合防災訓練　概要

1目　的

　　防災関係機関相互の緊密な連携体制を構築し、併せて地域住民の防災に対する意識の高

　揚を図り、地域住民と防災関係機関との連携及び協力体制の強化を図ることを目的とする。

2訓練日時

　令和2年10月4日（日）　午前9時00分から午後0時30分まで

3鯛練実施場所

　　新発田市大栄町4－5－33

　　新発田市立御免町小学校

　　南公園

4主　催

　　新発田市

5協　力

　　・新発田市教育委員会

　　・新発田市立御免町小学校

6鯛練想定

　令和2年10月4日（日）午前9時、新潟県下越地方（櫛形山地）を震源とするマグニチュ

ー ド6．8の地震が発生し、新発田市で震度6強を観測した。，

　この地震により、新発田市を中心に住宅倒壊、火災、土砂崩れ、路面崩壊、堤防破堤、

　ライフラインへの甚大な被害が発生した。

　また道路等の寸断による孤立集落が発生している。

7訓練●加機閲・団体（廟不同）

　陸上自衛隊第30普通科連隊、公益社団法人隊友会新潟県隊友会新発田支部、国土交通省北

　陸地方整備局飯豊山系砂防事務所、新潟県警察本部（交通部交通機動隊、地域部航空隊、

警備部機動隊、警備部第二課）、新発田警察署、新潟県新発田市赤十字奉仕団、新潟県立

新発田病院、新発田地域広域事務組合消防本部、新発田市消防団、日本郵便株式会社新発

　田郵便局、新発田ガス株式会社、株式会社エフエムしばた、公益社団法人新潟県トラック

1



協会下越支部、社会福祉法人新発由市社会福祉協議会、新発田市防災協会、東北電力ネッ

トワーク（株）新発田電力センター、（株）NTT東日本新潟災害対策室、一般社団法人新潟県

LPガス協会新発H］支部、　NPO法人コメリ災害対策センター、サントリービバレッジサー

ビス（株）新潟東支店；コカ・コー・ラボトラーズジャパン株式会社新潟支社下越支店、イオ

ンリテール株式会社イオン新発田店、（株）ウオロクホールディングス、噺発田市ハイヤ

ー・ タクシー協会、御免町小学校区町内会、新潟モリタ（株）、船山（株）新潟支店、新発田

市水道局

8　目玉となる鯛練

O住民避難・誘導訓練（新型コロナウイルス感染症対策訓練含む）

　　　〔会場：御免町小学校体育館〕

　　（実施機関：陸上自衛隊第30普通科連隊、新発田市消防団、新発田市ハイヤー・タク

　　　シー協会、御免町小学校区町内会）　　　　　．　　　　　　　・

　　新発田市からの避難情報に基づき、御免町小学校区町内会は、住民避難訓練を行う。

　　陸上自衛隊第30普通科連隊は、被災された住民を高機動車に乗せ、速やかに避難を

　完了させる。

　　新発田市ハイヤー・タクシー協会は、福祉バスを使用し自力避難することが難しい

　　「要配慮者」を避難所に搬送する。

　　新発田市消防団は、避難住民への避難広報及び避難誘導等を行う。

O避難所等開設・運営訓練噺型コロナウイルス感染症対策訓練含む）

　　〔会場：御免町小学校体育館〕

　（実施機関：新発田市、公益社団法人隊友会新潟県隊友会新発田支部、御免町小学校区

　町内会、新発田市水道局）

　　新発田市は、地震発生に伴い避難所を開設、自治会等と連携し避難所運営を行う。

　　公益社団法人隊友会新潟県隊友会新発田支部は、避難所における新型コpナウイル

ス感染症を防止するため、段ボールベッドを組み立て周囲を段ボールで囲む。

　　新発田市水道局は、給水車を出動させ避難所における給水活動を行う。．

O事故車両からの救出・救助・トリアージ訓練〔会場：御免町小学校グラウンド〕

　（実施機関：新潟県立新発田病院、新発田地域広域事務組合消防本部、新発田市消防団、

　　新潟県警察本部交通部交通機動隊）　　　　　　　　　一

　新発田地域広域事務組合消防本部は、地震による多重事故が発生し、怪我人多数との

情報により・救助活動を実施・新発田市消防団と協力し応急救謹所／x’za我人の搬送を行

　う。’

　　県立新発田病院は、災害現場にDMATを派遣、傷病者の応急処置及びトリアージを行

2



い救急車で医療機関へ搬送する。

　新潟県警察本部交通部交通機動隊は多重事故発生に伴い、交通誘導等にあたる。

○倒壊家屋・座屈ビルからの救出、救助訓練〔会場：御免町小学校グラウンド〕

　（実施機関：新潟県警察本部警備部機動隊、新発田警察署、陸上自衛隊第30普通科連

　隊、御免町小学校区町内会）

　御免町小学校区町内会は、倒壊家屋に閉じこめられた住民の救助活動を行う。

　　新潟県警察本部機動隊、新発田警察署、陸上自衛隊第30普通科連隊は、御免町小学

　校区自主防災会からの情報に基づき、倒壊家屋に取り残された要救助者を救助し、負傷

　者を医療機関へ引き渡す。　　　　　　　　　’

○消火・救出訓練〔会場：御免町小学校校舎・屋上〕

　（実施機関：新発田地域広域事務組合消防本部、新発田市消防団、新潟県警察本部地域

　　部航空隊）

　　　　　　　t
　　新発田地域広域事務組合消防本部は火災発生により、屋上の逃げ遅れ者を梯子車で救

出すると共に、新発田市消防団と協力して消火活動を実施する。

　　新潟県警察本部地域部航空隊は、屋上の逃げ遅れ者をヘリコプターに吊り上げ、医療

機関へ搬送する。

O体験訓練〔会場：御免町小学校体育館・グラウンド・南公園〕

　　（実施機関：国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所、新発田地域広域事務

　　組合消防本部、新発田市消防団、（株）NTT東日本新潟災害対策室）　　　　　　，

　ア　国土交通省北陸地方整備局飯豊山系砂防事務所は、起震車を使用して、地震の恐ろ

　　しさ、被害に対する備えを学習するため、実際の地震に近い揺れを体験してもらう。

イ　新発田地域広域事務組合消防本部及び新発田市消防団は、心肺蘇生法及びAED、消

　火器の取扱い訓練、濃煙体験訓練を行う。

　ウ　（株）NTT東日本新潟災害対策室は、避難所において、公衆電話の使い方講習及び災

　害用伝言ダイヤルの体験訓練を実施する。

3



つ

令和2年度　新発田市総合防災訓練概要

番号 内　　　　容

1 災害対策本部設置訓練

2 情報収集・伝達訓練

3 救援物資輸送・受入れ訓練

4 住民避難・誘導訓練（新型コロナウイルス感染症対策訓練含む）

5 避難所等開設・運営訓練（新型コロナウイルス感染症対策訓練含む）

’6 災害ボランティアセンター設置・運営訓練

7 事故車両からの救出・救助・トリアージ訓練

8 移動式ガス発生設備による臨時供給訓練・電源確保訓練

9 初期消火訓練

10 倒壊家屋・座屈ビルからの救出、救助訓練

11 消火・救出訓練

12 非常食等配布訓練

13 体験訓練

14 車両展示

15 防災啓発、各種防災資機材等の展示



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年9月2日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

　　　　　　　　　パラスポーツ出前講座の実施について

　新潟医療福祉大学と連携し、市内小学校へ出向き、障がい者スポーツ（パラス
ポーツ）の体験講座を実施します。

【ここがポイント！】

●障がい者スポーツの普及促進に取り組む新発田市において、小学校

　でパラスポーツを体験できる出前講座を行います。

●「健康長寿」に向けた取り組みとして、障がいの有無や年齢に関わ

　らず、多くの市民が楽しめるユニバーサルスポーツの機会を創出

　し、「心のバリアフリー」の一層の推進を図ります。

【概要】

1実施日　令和2年9月7日（月）～10日（木）

　　　　　　※取材は、9月71－1（月）9：30～11：20で実施する市立東豊

小学校（5年生80名）でお受けします。取材をご希望の場合

は、9月3日（木）までにご連絡をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一

健塵乏エーL様式は取材申し込

2　実施校数

3　体験種目

4　協　　力

5　その他

みの際に提供します。

小学校6校

車椅子バスケットボール、ボッチャ

新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科
さごんしんぺい

佐近慎平准教授

当事業は、平成30年度に当市に寄せられた「ふるさとしばた

応援寄附金（ふるさと納税）」を財源として、昨年度に引き続

き実施します。

纒〃・
問合せ先：スポーツ推進課

スポーツ・カルチャーツーリズム係　　担当：齋藤

　　　　　　　電話：0254－22－3030（内線1671）



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　　令和2年9A2日
　　　　　生涯学習課

新発田市内小学校が防災キャンプを実施

・ 今年度、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止していた防災キャンプにっいて、

新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家」（旧赤谷小学校）で再開

・キャンプを通して、災害から生き抜く力・郷土愛・未来を切り拓く力を育成

【ここがポイント！】

・「ハザードマップを活用した学習」「防災グッズ作り」「避難所体

　験」などの活動を展開

・ 群馬大学大学院・NPO等と連携・協働して実施

・ 新型コロナウイルス感染症対策に配慮して実施

Nri！（klr／
問合せ先：生涯学習課　生涯学習推進係　担当：荒木

　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電言舌：26－7191



様式2（報道関係用）

◇新発田市
　令和2年9月2日
　市民まちづくり支援課

「在住外国人防災セミナー」開催します

【ここがポイント1】

　豪雨や台風による被害など日本各地で自然災害が多発しています。

　大規模な災害発生し、外国人住民が被災した際の支援が大きな課題となっ

ています。

　今回、外国人住民に対する支援策のひとつとして広域的な災害が発生した

ときの支援を想定し、胎内市と連携して「在住外国人防災セミナー」を実施

します。

　このセミナーを通じて、外国人住民の皆さんに災害や防災に関する知識を

深めていただきます。

概　要
【期　日】令和2年10．月4日（日）午前9時30分～午後12時30分

【場　所】新発田市健康長寿アクティブ交流センター　屋内広場

【内　容】・地域で生活するためのルールやマナー

　　　　　・避難所での過ごし方

　　　　　・防災グッズ作成　など

【対象】新発田市及び胎内市に住む外国人住民

　　　　（日本人配偶者、技能実習生、留学生等）

【定員】50名程度。子どもの参加も可能です

【参加費】無料

【申込締切】9月14日　（，月）

【申込先】新発田市市民まちづくり支援課交流係

【主催】新発田市・胎内市

【協　力】新発田日本語教室・新発田市自治会連合会

詳しくは添付チラシをご覧ください 昨年度のセミナーの様子

問合せ先：市民まちづくり支援課交流係

電話：0254－22－3030（内線1641・1642）



　滋　　　　溺 ざいじゅうがいこくじんぽうさいぜみな

在住外国人防災セミナー
　　　まん　　いぢ　　　さいがい　　じしん　　たいふう　　　　　そな

　　～万が一の災害（地震や台風）に備えましょう。～

　さいきん　　さいがい　　じしん　　　お　　　　　　　　おお　　　　　たいふう　　く　　　　　　　　　　　・SV　　　　　　　　　　　　　　　　　とき

最近、災害（地震が起きたり、大きな台風が来ること）が増えています。そんな時どうすれば
　　　　はなし　　　E　　　　　　　さいがい　　とき　　あんぜん　　　す　　　　　　　ひなんじょ　　　　　　ばしょ

いいか、話を聞きます。災害の時、安全に過ごぜる避難所という場所ができます。そこでするこ
　　じぷん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいがい　　　　そな

とを自分たちでしてみて、災害に備えましょう。

　　　　しばたし　たいないし　　く　　　　　　やく　た　 はなし　 き　　　　　　　さんか
　また、新発田市や胎内市で暮らすために役に立つ話を聞きます。ぜひ参加してください。

　　　　　　がつ　　にぢ　　にぢ

　い　つ：10月4日（日）9：30～12：30
　　　　　し　ぱ　た　しけんこうちょうじゅあ　く　て　い　ぶこうりゅうせ　ん　た　一

　ところ：新発田市健康長寿アクティブ交流センター

　たいしょうしや　　　し　ば　た　し　　たいないし　　　　す　　　　　　　　　がいこくじんじゅうみん　　かた　　　ぢか　　　　　し　　　まぢ　　　す

　対象者：新発田市と胎内市に住んでいる外国人住民の方や近くの市や町に住んでいる

　　　　　がいこくじんじゅうみん　　かた　　　　－　　　　　　　さんか
　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　外国人住民の方。＊子どもも参加できます。

　ないよう　　　　　　　さいがい　　はなし　　　ぜいかつ　　　る　－　る　　　　き

内容　：①災害の話や生活のルールを聞きます。

　　　　　　　ひなんじょ　　　す　　　　　る－る　　　き
　　　　　　②避難所で過ごすルールを聞きます。

　　　　　　　ひなんじょ　　　やく　　た　　もの　 つく

　　　　　　③避難所で、役に立つ物を作ってみます。

　ていいん　　　　しばた　し　　たいないし　　　　　　　　　めい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　＿⇔
　もう　　こ　　さき　　し　ば　た　し　　しみん　　　　　　　　’しえんか　　こうりゅうかかり

　申し込み先：新発田市　市民まちづくり支援課　交流係

　といあわ　　　しばたし　　しみん　　　　　　　しえんか　 こうりゅうかかり

　問合せ：新発田市　市民まちづくり支援課　交流係（0254－28－9640）

　しゅさい　 しばたし　しみん　　　　　　しえんか　たいないし　そうむか　　 きょうりょく　　しばたにほんごきょうしっ

　主催：新発田市市民まちづくり支援課・胎内市総務課　　協力：新発田日本語教室など

一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一一一一一一・一一一一
き一一el＞一亡一一り一・一一せ一一ん一一一一一一一一…一一一一一一・・一一一一一一一一一一一一…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もう　　　こ　　　しょ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申し込み書

名まえ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハラル食　食べます　　　食べません

にんずう　　おとな　　　　　　　めい　　　　こ　　　　　　　めい　　　　　　　　　　　　でんわばんこう

人数／大人：　　名　　子ども　　名　　　　　　　電話番号　　　　一　　　　一

じゅうしょ

住所



様式2（報道関係用）

報道資料
◇新発田市

　　令和2年9月2日
市民まちづくり支援課

　　　　　　　SDGsから考える協働の地域づくりセミナー

　　　　　～なぜ今、協働が必要なのか、SDGsとの関わり～

　どうして協働が必要なのか、現実社会で協働を進めていくためにはどうしたら良いか、S

DGs（持続可能な開発目標）とのつながりを学ぶセミナーです。

【ここがポイント！】

言葉だけは何となく聞いたことのある「協働」について、体験型カー

ドゲームrSDGs　de地方創生」を通じて、わかりやすく説明します。

※一般市民向けのセミナー。今回、初めての事業。

●日時／9月12日（土）　13時～16時

●会場／新発田市健康長寿アクティブ交流センター1F　屋内広場

●講師／石本　貴之　氏

　　　有限責任事業組合まちラボ研究員／ワークショップデザイナー

　　　　「2030SDGs」＆「SDGs　de地方創生」公認ファシリテーター

●その他／参加費無料、定員30名（先着）

●申込先／新発田市地域づくり支援センター

　　　　　0254－28－7164

問合せ先：市民まちづくり支援課　吉田

電話：0254－22－3030（内線1652）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔ち、
　地域の多様な主体による協働（支え合い）の地域づくりの考え方と喬DGs（持続可能な

開発目標）とのつながりについ礁’欄ゲーム等を通じて一緒1 ｛学aSXttfUhX’

圃令和2年9月12日鱒13：00～16：∂α入場

（新発田市中央町3－13－3）

・ 協働の地域づくりについて

※駐車場は新発田市役所第3・4駐車場をご利用くだ亡い

～なぜ今、協働が求められているのか、SDGsとの関わり～

・ カードゲーム「SDGs　de地方創生」

・ ふりかえり、まとめ

～協働とSDGsの本質～

講師石本貴之さん
有限責任事業組合まちラボ研究員／ワークショップデザイナー

「2030SDGs」＆rSDGs　de地方創生」公認ファシリテーター

講師紹介／
大阪出身。滋賀県立大学大学院環境科学研究科修了。

民間調査会社、環境省の情報拠点「地球環境パートナー

シッププラザ」を経て、2014年に新潟NPO協会に入職。
現在、コミュニティ・社会的事業の調査研究・評価や

NPO・行政・企業等の多様な主体の対話の場づくりを手
がける。

事業創造大学院大学新潟地域活性化研究所客員研究
員、新潟大学非常勤講師。
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TEL：0254－28－7164

新発田市地域づくり支援センター

　　　MAIL：chiikizukuri．ss＠ybb．neJp 1



様式2　（報道関f系川）

報道資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一∵に新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和2年9月2日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

　　　　　「ウォーキングチームチャレンジ」第1弾にっいて

　市では、健康長寿を目指し、「めざせ100彩」を合言葉に、地域の健康づくり組織・団

体との協働により、「食」「運動」「健康管理」の3本柱から市民の健康づくりを推進して
います．

　働き盛りの人や運動ぽ験のない方の運動習慣のきっかけづくりとしていただくために、

仲間と楽しみながら行える歩く習慣作りをする事業です。

【ここがポイント！】

『めざせIOO彩』を合言葉に、職場仲間や家族、友人と一緒に参加し

て、健康とクオカードをゲットしましょう！

【概要】

　9A1日から12．月まで第1弾、第2弾の2回実施します。

　2人以上5人以下でチームを作り、20万歩コース又はプチチャレ

コースのいずれかに登録します。実施期間内の継続した30日間で、

チームの目標歩数を目指して歩き、目標歩数を達成したチームの中か

ら10チームに1，000円分クオカードをメンバー全員に差し上げます。

《第1弾のお知らせ》

登録期間・9，月1日（火）～9．月23日（水）

歩く期間：9月1日（火）～10月25日（日）

報告締め切り：10，月26日　（．月）

当選発表：11．月のめざせ100彩健康づくり実行委員会で抽選後、

　　　　当選者へ1週間以内に郵送でお知らせします。

※ウォーキングチームチャレンジ第2弾は、10月26日（．月）から受

付を開始します！

縄〆
問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係　担当・山本

　　　　　　電話：0254－28－9214　（内線1264）
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【参加資格】市内在住又は在勤

【参加コース】 コース名 20万歩チャレンジコース プチチャレコース

チーム目標歩数 30日間で「20万歩×チーム貝数」 30日間で「17万歩×チーム貝数」

景品当選チーム数 5チーム 5チーム

景品内容 1，000円分クオカードをチーム貝全貝に1人1枚

【参加方法】

①メンバーを集める

　＊1チーム、2～5人で1チームとなります。

②参加するコースを決めて登録！登録期ma　：9A冒日（k）～9月23日（水）

　　※　　t　　コー　　　　　　　　　　　　　　一・　　　一　　、

③チームの目標歩数を目指して、連続する30日間の歩数を各自記録

＊歩く期間：9月1日（火）～10月25日（日）の間の連続する30日間

＊記録方法：裏面「歩数記録票」、　「健康ウォーク手帳」または

　　　　　　HP掲載「歩数記録票（計算機能付き）」を御利用ください。

④チームの合計歩数を報告！報告締動切翻：SO月26H（月）

＊チーム目標を達成したチームの中から抽選で、各コース5手一ムの苧一ムメン’t一全nに

　1，000円分Oオ”一ドを贈呈　＼（∧o＾）／

．・’’’’’’’”“閃’’’’’’’’”・．

：　　歩数計を　　三
i　貸し出します！i

i★無料・1か月間　　i

：★希望者は健康推進　i

i課の窓ロへ　　i

※Ω録・報告鯵、市健廠推遵貫◎定口、髄、ヌ鯵電子申錆tの憂付

20万歩チームチャレンジ回h　”
のHPヘアクセス！　　　　　・

しぱた　20万歩

R回tW

劉

当選されたチーム名は市ホームページ等で公表しますので、御了承の上、御参加ください。



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和2年9月2日

　　　歴史図書館

　　　　　　　　　　　　　江戸時代の旅と行列

歴史図書館秋季企画展実施の案内

【ここがポイント！】

　初公開の「東海道五十三次絵図」・「大名行列絵巻」などで、江戸時

代の旅と行列を読み解きます。

【概要】

　令和2年度新発田市立歴史図書館の秋季企画展「江戸時代の旅と行列」を開催いたし

ます。5，月からステイホーム企画として歴史図書館のホームページで公開し注目されて

いる「東海道五十三次絵図」や、「大名行列絵巻」を初公開するほか、歴史図書館が所蔵

する絵図や古文書・行列の装備を展示し江戸時代の旅と行列の歴史を解説いたします。

　①開催期間　令和2年9．月5日　（土）～12．月20日（日）月曜日休館（祝日の場合は

　　　　　　　翌平日が休館）午前9時から午後5時まで

　②開催場所　新発田市立歴史図書館1階展示室1・2

　③主な展示資料　「東海道五十三次絵図」・「大名行列絵巻（七里家本）」・「新発田溝口

　　　　　　　公大名行列絵巻（板倉家本）」（初公開資料）、「陣立図屏風」（新発田市

　　　　　　　指定文化財）ほか

　④その他　・城下まち歩きイベント・職員による資料解説を予定しています。（詳細は

　　　　　　　添付チラシ裏面参照）

緬〃
問合せ先：歴史図書館　担当：鶴巻副参事

電言舌：0254－24－2100
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