
様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年4月5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スポーツ推進課

東京2020オリンピック「アーチェリー女子」出場決定！！

　　　　　　　　　　中村美樹選手（ハードオフ）

　中村美樹選手（ハードオフ）は、アーチェリーの東京オリンピック代表

最終選考会を見事勝ち抜き、初のオリンピック出場を決めました！

【大会名】

【出場種目】

【日　程】

【会　場】

【経歴】

【その他】

東京2020オリンピック

アーチェリー競技の部

個人戦、団体戦（女子3人）、混合団体（男1人、女1人）

※個人戦及び団体戦への出場が決定しています。また、混合団体は大会初

　日の結果により出場選手が決定します。

令和3年7月23日（金）～7月31日（土）

東京都　夢の島公園アーチェリー場

●山形県鶴岡市出身

●中学校で競技を始め鶴岡工業高校3年時にインター

　ハイ3位

●日本体育大学を卒業後、2015年に㈱ハードオフ

　コーポレーション入社

中村選手は、㈱ハ・一一・ドオフコーポレーション新発田本部人事総務部に所属して

おり、当市にゆかりのある選手として東京オリンピック出場を決めた第1号と

なりました。中村選手は今後、代表合宿等により調整を行いオリンピック本番

を迎える予定です。

なお、当市としても今後、激励の場を設けることを計画しております。

問合せ先　スポーツ推進課　担当：山下

　電話：0254－22－3030（内線1671）



様式2（報道関係用）

報道資料
◆新発田市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年4H5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

『令和2年度優れた「早寝早起き朝ごはん」運動

の推進にかかる文部科学大臣表彰』の受賞について

　子ども達の健やかな成長のため、規則正しい生活習慣作りに向けた特色のある取組を

表彰する文部科学省の制度において、このたび、市民から成る「めざせ100彩健康づく

り推進実行委員会」の取組「100彩マンと楽しく食育教室」が文部科学大臣賞を受賞しま

した。

●受賞取組名

　　100彩マンと楽しく食育教室

●取組概要

　　市では、子どもの頃からの健全な生活習慣を確立し、市民に健康づくりを広く啓

　発するため、平成15年に一般の市民から委員を募り、「めざせ100彩健康づくり推

　進実行委員会」を結成しました。

　　また、平成20年には、健康づくりの広告塔である「しばたの健康ヒーロー100

　彩マン」が誕生し、イベント等で活躍してきました。

　　この度受賞した「100彩マンと楽しく食育教室」は、平成22年から、就学前の子

　ども達に「早寝早起き朝ごはん」の習慣化を図るため、オリジナル食育ソング「げ

　んきチャチャチャ！の朝ごはん1」の音楽に合わせたダンスや食育クイズを実施す

　るなど、100彩マンとのふれあいを通じ、市民の健康づくりに貢献してきました。

【ここがポイント！】

●「100彩マンと楽しく食育教室」は、「めざせ100彩健康づくり推進実行委員会」に

　参加している市民が、健康ヒーロー100彩マンに扮し、平成22年度から園児に健康

　づくりを伝えてきました。その息の長い、市民参画での取組が評価され、受賞いた

　しました。

問合せ先：健康推進課めざせ100彩推進係担当：

　　　　電話：0254－22－3030（内線1264）



100彩マンと楽しく食育教室【新潟県】

めざせ100彩健康づくり推進実行委員会 新発田市

《背景、状況》

・H15年、子ども達の食育推進のため、保
育園、幼稚園関係者による市オリジナル
食育ソングが完成。・H20年、市民有志で
結成されていためざせ100彩健康づくり推
進実行委員会から健康づくりの広告塔と
して、3人の健康のヒ・一　tt　－loo彩マンが

誕生し、イベント等で活躍を開始。・H22
年、100彩マンとのふれあいを通じ、就学
前の子ども達に「早寝早起き朝ごはん」
の習慣化のため、食育教室を始めた。

《対象者》

未就学児

《ねらい、目的》

幼児期から望ましい生活習慣を関心を
持ち、　「早寝早起き朝ごはん」の習慣
を身に着けてもらう。

’竃

《活動の内容を教えてください》
（活動の内容、方法、写真や図の掲載。）

・ 内容：①100彩マンの自己紹介に合わせた「早寝早起き朝ごはん」

　　　　などの健康づくりメッセージを伝える
　　　②食育クイズや食育ゲームなどのレクリエーション
　　　③食育オリジナルソングの歌と踊りを一緒に行う
　　　④園児と保護者へのプレゼント（保護者へのメッセージとして）
・ 方法：希望する園、施設に健康のヒーロー100彩マンが訪問し、園児と触れ
　　　合う。年間約25会場（市内の保育園、幼稚園の約8割）で実施。

　縄

‘

一一9●i
◆URL：https：〃www．city．shibata」9．jplkurashi／kenkolhoken／100sai／1000952．html

食育教室で100彩マンと楽しく学ぶことによって、幼児期の
子どもたちに早寝早起き朝ごはんを強く印象付けていきた
い。また、その後の生活の中においても継続して実践でき
るよう、市の他の健康づくりイベントや、卒業、就職と

いったライフイベント等をとらえながら、途切れることの
ない雇発　　を行っていきたい



様式2（報道関係用）

報道資料 ◆新発田市
令和3年’4月5日

　　　　建築課

中古住宅リフォーム支援事業を新設します

これまでの住宅のリフォーム支援事業に加え、中古住宅購入時のリフォームに

利用できる「中古住宅リフォーム支援制度」を新設します。

【ここがポイント！】
平成24年度より、実施してきた住宅リフォーム支援事業のほか、
新たに中古住宅リフォーム支援事業を実施します。
　［予算：住宅リフォーム45，000千円、中古住宅リフオーム5，000千円］

●お住まいの住宅をリフォームする場合

《　補助額　》x

一般枠

工事費の15°／・（上限15万円）

一定要件枠

工事費の20°／・・（上限20万円）

《　申請場所・受付期間等　》
　申請場所　　：　地域整備庁舎1階

　受付期間　　：　令和3年5月11日（火）～18日（火）　　　　　・
　　　　　　　　　5月15日（土）、5月16日（日）の土日も受付をします。

結果の通知　：　抽選制。5月25日（火）をめどに郵送でお知らせする他、

　　　　　　　　　ホームページにも掲載する予定です。

●中古住宅を購入してリフォームする場合

《　補助額　》

一般中古住宅

工事費の50°／・（上限30万円）

空き家バンク登録住宅

工事費の50％（上限45万円）

《　申請場所・受付期間等　》
　申請場所L　二　地域整備庁舎2階　建築課窓口
　受付期間　　：　令和3年4月15日（木）～9月30日（木）（土日祝を除く）
　結果の通知　：　先着順。受付後1週間程度で結果を通知します。

◎平成24年度より9箇年の補助金交付実績は、3，215件です。

【その他】添付資料「住宅リフォーム支援事業　概要版」又は広報しばた4月

1日号をご覧ください。

緬万
問合せ先：建築課空家・住宅対策係　担当：植田

　　　　　電話：0254－22－3030（内線1767）



中古住宅を購入してお住まいになる方に

　　中古住宅リフォーム工事費の一部を補助します

　新発田市では・増え続ける中古住宅の利活用を促進するとともに、新発田市に転入される方が、中古

　住宅を取得しやすいように、中古住宅を購入してリフォームする方に工事費の一部を補助するr中古
　住宅リフォーム支援事業』を実施いたします。

◇補助対象

　O令和3年4月1日現在において満15龍以上で、市税等の滞納がないもの

　O今までに新発田市住宅リフォーム支援事業の補助を受けたことがない方

　O税込10万円以上の工事で、事前にエ事に着手していないもの又は工事が完了していないもの

　O中古住宅は亮買契約済・未契約を間わないが、リフォーム工事に着手していないこと

　O補助申請時を基準日として前6か月を超えない期間内で中古住宅を取得したもの若しくは、申請後に中古住

　　　宅を購入する予定で、他の新発田市のリフォーム補助金と量複していないもの

　O転入者の場合、従前の市町村において税の滞納等がないもの

　O令和4年3月11日（金）までにリフォーム工事を完了し、完了実績報告書の提出ができるもの

　O市内に本社若しくは本社の機能を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者による施工のもの

　O新発田市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないこと

◇補助の申請受付

　○補助申請・補助金の額等は以下のとおりです。必要書類等の詳細は問合せ先にご確認ください。

募集形式・補助申請受付期間　等 補助金の割合及ぴ金額

受付期間：令和3年4月15日（木）～9月30日（木）

募集形式：予算の範囲内で先着順

　【不動産仲介物件の売貢により購入した場合】

　補助対象工事費の50％で、上限金額が30万円
【新発田市空き家パンク登銀物件を購入した場合】

　補助対象工事費の50％で、上限金額が45万円

◇中古住宅リフォーム補助金の対象となる工事
　裏面記載の住宅リフォーム支援事業の『補助対象となる工事』と同じです。

新発田市外から転入される方に

　　　住宅取得のための費用の一部を補助します

　新発田市に転入予定又は転入後3年以内で、対象地域内で住宅を新築・同居のための増改築・建売住宅の
購入・中古住宅の購入を計画している方に、費用の一部を補助する住宅取得補助金制度が利用できます。

◇補助対象

　O補助対象となる転入者には条件がありますので、問合せ先にご確認ください（転入日、納税状況等）

　O対象物件の名義等について、共有名義の持分比率等条件があります

◇対象地域
　O市有地を購入する方…　　（市内全域）

　Ol1地区…　　（五十公野、松浦、米倉、赤谷、川東、菅谷、加治、佐々木、豊浦、紫雲寺、加治川地区）

　O本庁地区…　　（町名、丁目等により対象内外が異なりますので、問合せ先に確認ください）

◇対象建物

　O年度末までに建物の引き渡しを完了し、実績報告書の提出が可能であること

　O新築住宅s増改築工事は、工事の施工前、建売住宅や中古住宅購入の場合は売買契約の前に申晴ください

◇基本補助額
　O補助金の基本額は以下のとおり。ただし、子育て世帯等10万円～最大90万円の加算要件があります
　　　・新築住宅を建築、建亮住宅を購入する場合・…　　基本額60万円

　　　・Uターンによる親の家の増改築工事の場合・…　　基本額50万円
　　　・中古住宅を購入する場合・・・…　　基本額30万円（中古住宅リフォーム補助金と併用できます）

【申請窓ロ・お問合せ先】

新発田市　建築課　空家・住宅対策係　　（fito254－26－3557）

新発田市中央町5丁目2番13号　地域整備庁舎2階（1日法務局庁舎）



令和3年4月1日発行

お住いのリフォームを予定されている方に

　　住宅リフォームの工事費の一部を補助します

　新発田市では、市民の住環境の向上並びに地域経済の活性化を図ることを目的として、お住いのリフォー

ムを予定される方に工事費の一部を補助する『新発田市住宅リフォーム支援事業』を実施いたします。

◇補助対象

　O新発田市に居住しており、満15歳以上で、市税等の滞納がないもの

　O今までに当事業の補助を受けていない方及ぴ住宅

　O税込10万円以上の工事で、事前に工事に着手していないもの又は工事が完了していないもの

　O他の市の補助金制度と璽複していないもの

　O転入者の場合、従前の市町村において税の滞納等がないもの
　O申錆者本人若しくは同居する2親等以内の親族が所有し、自らが居住する戸建住宅若しくは併用住宅の住宅

　　部分であること

　O令和4年3月11H（金）までにリフォーム工事を完了し、完了実績報告書の提出ができるもの

　O市内に本社若しくは本社の機能を有する法人事業者又は市内に住所を有する個人事業者による施工のもの

　O新発田市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しないこと

◇補助の申請受付

O補助申請・補助金の額等は以下のとおりです。必要書類等の詳細は裏面の問合せ先にご確認ください。

暮集形式・補助申請受付期間　等 補助金の割合及び金額

受付期間：令和3年5月11日（火）～5月18日（火） 【一般枠】　　・

（土眉・日曜日も受付いたします） 補助対象工事費の15％で、上㌧限金額が15万円

募集形式：申鯖者多数の場合ほ抽還により補助金 【一定要件枠】

交付者を決定いたします 下記①一⑥のいずれかの要件に咳当する場合

その他：落選者には、当選者が辞退した場合に、 補助対象工事費の20％で、上限金額が20万円
繰上当選者となる順番を予定します

【一定要件枠】該当項目

①三世代同居世帯：子がおり、その父又は母、祖父又は祖母の3世代が同居している世帯
②高齢者同居世帯：申請時現在75歳以上の高齢者又はその方と同居している世帯。
③障がい者同居世帯：身体障害者手帳1級又は2級若しくは療育手帳Aを所持する方、又はその方と同

　居している世帯
④酎震改修を実施する世帯：当市の木造住宅耐震改修等支援事業又は木造住宅簡易補強工事等支援事
　業の耐震改修工事と併せてリフォームする世帯（補強設計が完了しているものに限る）
⑤下永道接続実施する世帯：公共下水道（農業集落排水を含む）接続工事をする世帯又は接続工事と

　併せてリフォームする世帯
⑥子育て世帯：15歳未満の子がいる世帯又は妊娠している方がいる世帯

◇補助の対象となる工事

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

屋根・外壁などの外装に関する工事。葺き替え、張曹、塗装　他（下地工事含む）

室内床・壁・天井等の内装工事。和室から洋室への変更やビニルクロスの張替等（カーテン除く）

トイレ・台所・浴室・洗面所等の衛生殴備の交換及び改修に係る給排水工事（給潟器本体を除く）

公共下水道又は農業集落排水設備に接続する配管工事（既存浄化槽の撤去を除く）

土台、柱等の構造材の腐食した部分の補修工事（市の耐震補強工事と内容の重複が無いもの）

シロアリ対策に関する工事（住宅部分の屋内に限る。）

床下・壁・天井内の電気配線工事。漏電防止工事（照明器具・エアコン等の工事を除く）

屋内及び玄関ポーチの手すり及びスロープの殴置その他パリアフリー化工事

（身体障害者手帳1〔2級又は療育手帳「A」の所持者の場合、障害者住宅整備補助事業に咳当

する場合がありますのでご相談ください）

道路等に面した宅地のブロック塀等で、高さ1．Om未満にする撤去工事（復1日工事分を除く）

1



様式2（報道関係用）

◇新発田市
令和3年4月5日
教　育　総　務　課

渋沢栄一が教えるお金の話の絵本が

　　　　小学校に寄贈されます

○新発田市内の小学校への図書寄贈の贈呈式を下記のとおり開催します。

1　日時

2　会場

3　寄贈図書

4　冊数

令和3年4月8日　（木）午後3時30分～

市豊浦庁舎2階応接室

「おかねってなあに？」　　　　　　　、

書籍発行者

監修

作

日本商工会議所青年部（非売品）

澁澤健（渋沢栄一の玄孫）

岡田さえ

35冊
　（市内小学校と中央図書館へ配布予定）

5　寄贈者　　新発田商工会議所青年部

※　商工会議所の生みの親であり、大河ドラマや新紙幣で話題の渋沢栄一から、

　お金の大切さやお金の役割・使い方を学ぶ絵本です。

　　地域の子ども達に、お金の大切さとともに、生活を支えてくれる家族に感謝し、

　「ありがとう」がお金となることを学んでもらうための絵本。

問合せ先：教育委員会教育総務課

担当：井浦課長補佐　電話：0254－22－9531
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様式2（報道関係用）

報道資料

華新発田市
令和3年4月5日
　　　農iオ≒木7』く産言果

　　　　　　　　　　し　ば　たうし
新ブランド牛「新発田牛」がデビューします

～豊かな穀倉地帯、新発田が育んだ上質な肉質を誇る厳選和牛～

【ここがポイント！】　　　　　　　　　1

新ブランド牛「新発田牛」がついにデビュー！！

　「にいがた和牛」の地域ブランドは、「村上牛」に次ぐ2例目です。

【誕生までの経緯】

　コロナ禍における肉用牛の消費減退に伴い、令和2年度に新発田産和牛消費拡大事業

を実施するとともに、「新発田牛」としての地域ブランド認証を9指し、関係機関や生産

者、実需者と連携し、協議・調整を進めた結果、この度、承認を受けるに至った。

【新発田牛の概要】

　　「新発田牛」の定義は、新発田市が最長飼養地である肉質4等級以上の黒毛和牛

　　　※地域ブランド名「新発田牛」は、「にいがた和牛」の中の1つのブランドであり、

　　　　正式名称は「にいがた和牛新発田牛」となる

【今後の展開】

　・「新発田和牛消費拡大キャンペーン」を実施（4月～6月）

　・「アスパラ横丁、味めぐりwith新発田牛」を開催（5月）

　・「新発田牛」としてPR活動を展開

【ブランド化の推進体制】

○新発田牛生産協議会（生産者組織）…　出荷頭数管理や品質向上の取組を実施

○新発田牛推進協議会（実需者組織）…　消費拡大策やPR活動などを実施

　⇒　両組織が連携し、生産・販売の両面からブランド価値の向上を目指す

問合せ先：農林水産課　農業経営推進係　担当：溝1コ、横野

　　　　　　　　　　　　　　　　電言舌：0254－33－3108
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様式2（報道関係用）

，　新発田市

令和3年4月5日
　　　観光振興課

今・得キャンペーン20別（4，5月分）実施中9

【ここがポイント！】

新発田市では、新型コロナウイルス感染症によって深刻な影響を受けている観光関

連事業者を支援するため、「今・得キャンペーン」と題し、各種キャンペーンを実

施してきました。4，5月も引続き、下記のとおり様々な内容にて実施しますので、

この機会に是非ご利用ください。

（1）宿泊割引

・対象プラン利用で1人1泊あたりの宿泊料金が3，000円割引（プランの料金によっては

1，000円割引）

・期間は4A1日（木）宿泊分から5月31日（月）宿泊分まで

・割引対象者は新潟県民で1組あたりの最大人数は4人　　　　・

・併用可能なキャンペーンは1つまで

※新潟県の「泊まっとく！にいがた県民割キャンペーン」の2，000円割引との併用で

　合計5，000円割引！

・予約は各施設へ直接申込

（2）予約制無料バス運行

・ 運行期間は4月1日（木）から5月31日（月）までで運行ルートは下記のとおり

往路：長岡駅　⇒　燕三条駅　p　新潟駅　⇒　月岡温泉

復路：月岡温泉　⇒　寺町たまり駅　⇒　新潟駅　→　燕三条駅　⇒　長岡駅

・ 対象者は新発田市内の宿泊施設を利用する新潟県民

・復路のバスを乗車する方には寺町たまり駅で使えるクーポン券を1人1枚プレゼント

※リブランディングされた新発田市の特産品が寺町たまり駅限定で先行販売！

（3）月岡芸妓が旅館・ホテルでお出迎え＆踊り披露

・ お出迎えは4月9日（金）から5月30日（日）までの金、土、日曜日及び祝日に実施

※実施施設は泉慶、華鳳、清風苑、曙、広瀬館

・踊りは4月10日　（土）から5月30日　（日）までの土、日曜日及び祝日に足湯施設「湯

足美（ゆたび）」で実施

※新型コロナウイルスの感染状況により実施内容を変更もしくは中止することがあります

轟が
問合せ先：観光振興課観光振興係

　　　　　　　　　担当：簗瀬

　　　　　電話：0254－28・9960



別紙　今得キャンペーン2021（4，5月分）参加施設一覧

エリア　　　　　　　　施設名　　　　　　　　　問合せ先

割烹の宿いま井　五十嵐邸　結 0254－32－3000

したしみの宿　東栄館 0254－32－2711

白玉の湯　泉慶 0254－32－1111

白玉の湯華鳳 0254－32－1515

華鳳　別邸越の里 0254－32－3030

広瀬館　ひてんの音 0254－32－2421
月岡温泉

ホテル清風苑 0254－32－2000

湯あそび宿　曙 0254－32－2111

ホテルひさご荘 0254－32－3111

月岡温泉摩周 WEBより予約

村上館　湯伝 0254－32－2231

ハミングの宿 0254－28－7220

風鈴屋 0254－32－1000

湯宿あかまつ 0254－20－8201

エリア　　　　　　　　施設名　　　　　　　　　問合せ先

新発田ニューホテルプラザ 0254－28－8322

ホテル丸井 0254－26－1205

新発田第一ホテル 0254－26－7333

駅前　竹内旅館 0254－22－2465

ホテルルートイン新発田インター 0254－20－3355

INN皆川旅館 0254－22－2329

新

発

田市内

ますがた荘 0254－22－3473

割烹旅館　庭山 0254－25－2028

角米沢屋旅館 0254－29－2008

御宿　松原館 0254－41－2768

渚の宿　マルシン 0254－41－2768

民宿　かみさいや 0254－41－2593

海の家　やまと 0254－41－3903



13：40発 14：25発

【来るとき】
長岡駅 叶燕三条駅

【帰るとき】

15：10発

叶 新潟駅

16：00着

⇒

9：00発　9：30着／10：00発10：50着

月
岡
温
泉

○対象者：

叶

寺
町
た
ま
り

駅

○運

○予

○車

【往　路】

⇒

11：35着

月岡温泉

新
潟
駅

叶 叶

12：20着

長
岡
駅

　　　月岡温泉各旅館・ホテル宿泊者（県民限定）

行：令和3年4月1日（木）～5月31日（月）

約：宿泊先へ乗車日3日前までに申込

両：大型バス ］

乗降場所　　　　　　　　　　　　　　　　時刻

長岡駅　　　　　　長岡駅東ロホテルニューオータニ前 13：40発
燕三条駅 燕三条駅燕ロ側バス乗場 14：25発
新潟駅 新潟駅南ロ貸切バス乗場 15：10発
月岡温泉 新湯、仲町、旧湯、泉慶、華鳳 16：00着

【復　路】

｝　　　　　　　　　　　乗降場所 1　　時刻
月岡温泉 新湯、仲町、旧湯、泉慶、華鳳 9：00発

寺町たまり駅 清水園バス駐車場 9：30着／10：00発

新潟駅 新潟駅南口貸切バス乗場 10：50着
燕三条駅 燕三条駅燕口側バス乗場 11：35着
長岡駅 長岡駅東ロホテルニューオータニ前 12：20着

※道路状況等により時間が前後する場合があります

※復路のバスに乗車する方には寺町たまり駅で使えるクーポン券を一人1枚プレゼント

（1，000円（税込）お買い上げごとに1枚使える500円分のクーポン券です）



様式2（報道関係用）

三ご㌧　新発田市

令和3年4月5日
　　　観光振興課

スタディー・ツーリズム（修学旅行の経費）を支援！

　新型コロナウイルス感染症の影響により、修学旅行の行き先を「県外」から「県内」に変更するな

ど、学校においては修学旅行の実施可否や行き先に苦慮している状況です。

　このことを契機として、市内小中学校を含め県内小中学校の修学旅行において感染防止対策

を徹底した月岡温泉をはじめとする新発田市内の宿泊施設を利用した場合に、旅行経費の一部

を支援します。

【ここがポイント！】

　修学旅行に係る経費を1校最大50万円補助1

令和3年度
新規事業

・バス借上料補助1台50，000円（ただし、市内のバス事業者を利用した場合）

問合せ先：観光振興課　菊池、石井

　　　　　電言舌：0254－28－9960



様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年4H5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工振興課

　　　「はつらつ仕事館」から「アクティブ仕事館」にリニューアル

　これまで、就職情報の提供、就職セミナー、インターンジップなど、就業に関する事業

を実施してきた「はつらつ仕事館」。4Aから「アクティブ仕事館」に名称を変更し、こ

れまで行ってきた事業に加え、新たに企業への「健康経営」の推進を行います。

【ここがポイント！】

・「アクティブ仕事館」にリニューアルし、新たに企業の「健康経営」

を推進します。

・ 3年間で健康経営取組企業数100社を目指します。

【概要】

　「健康長寿アクティブプラン」の一環として、企業の「健康経営」を推進するため、

次のような取組を行います。

ζ主な取組〉

・ アクティブ仕事館では、新たに健康経営支援員を設置し、健康経営推進企業の開拓を

　行います。

・ 市では、健康づくりに関する各種メニューを紹介し、企業の健康経営推進にっなげま

　す。また、広報などで健康経営推進企業をPRし、企業イメージの向上を図ります。

※健康経営とは・

　従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。従業員

の健康づくりに取り組むことで、企業の生産性向上、企業価値の向上が図られ、さら

には従業員の人材確保や離職防止にもつながります。

懸彫
問合せ先：商工振興課工業振興係　　担当：石井

電話：0254－22－3030（内線1677）



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年4月5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課

　　市内全小学校の教職員が防災キャンプ研修会に参加

　平成28年7月にオープンした新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家」（旧赤谷小学

校）で、今年度、市内全小学校（15校）が6～10月に防災キャンプを実施します。そ

れに先立ち、各校の教職員が事前研修を行います。（別紙1：各小学校のキャンプ実施日）

【ここがポイント！】

・ 管内全小学校を対象にした防災キャンプは、県内でも新発田市だけ

の取組

・ 避難所で役立つ技術や非常食体験等、子どもたちが防災キャンプで

実際に学ぶ内容を教職員が体験　　　　　　　　”

・ 群馬大学大学院・NPO等と連携して実施

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に配慮して実施

【概要】

1　期　日

2　会　場

3　対　象

4　指導者

5　内　容

4月22日（木）・23日（金）（日帰り2日間）

新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家」

（上赤谷2173）　　　　　　　　　　　　1

・ 群馬大学大学院理工学府

　教授　金井　昌信

・NPO法人　ふるさとみらい創造堂

・ 講義

・ 実技研修

・ 防災キャンプ当日のプログラム相談

（詳細は別紙2参照）

各小学校の管理職防災縮担当酬員等■噸．

　　　　　　　　　　　　　　　ピ齢

・藷藤
一

ii滝

・」　　　非常食体験

　　口■■「t

毛布担架運び

潭〆
問合せ先：生涯学習課　担当：荒木

　　　　電話：0254－26－7191
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　　　　令和3年度新発田市小学校防災キャンプ事前研修会開催要項　（別紙2）

1　趣　旨

　・市の防災教育の方針を踏まえ、活断層帯である櫛形山脈断層帯を有する本市において防災キャ

　　ンプ（防災教育）を実施する意義について理解を図る。

　・各学校が実施主体となる活動プログラムの体験や指導方法を知り、防災キャンプ実施に見通しを

　　持っ。

　・防災教育の専門家を交えて、各学校で取り組む防災キャンプの実施計画を検討し、練り上げ

　　る。

2　主　催　　新発田市教育委員会生涯学習課、新発田市教育委員会学校教育課

3　期　日 令和3年4月22日（木）・23日（金）（日帰り2日間）

4　会　場　　新発田市青少年宿泊施設「あかたにの家　」新発田市上赤谷2173番地　電話28－2116

5　対象者　　管理職、防災教育担当教諭、引率予定者等

6　日程・内容

　　　【1日目】

時間 内　容

9：00～9：30　受付

9：30～　9：45 開会・オリエンテーション

　・挨拶　　新発田市教育委員会生涯学習課長

　　　　　　新発田市教育委員会学校教育課長

9　：45～11　：05 輌コキャンプの概要を知る
・ 指導上の留意点（新型コロナ対応・講師依頼等）

・ 施設利用上の留意点・施設見学

　担当　生涯学習課職員・あかたにの家職員

・防災キャンプの実際（キャンプDVD視聴）

　講師　・ふるさと未来創造堂　様

11　：05～12　：15

13：15～15：15

輌言蟻

匝逐至］非常食体験（昼食）

・「郷土愛」「未来を切り拓く力」を育む防災教育の展開

・ 防災教育の実施状況とその課題、防災キャンプの教育効果の可能性　　（仮題）

　講師　群馬大学大学院理工学府　教授　金井　昌信　様

・救給カレー等の体験・新発田市の災害備蓄と家庭の備えの重要性を考える

　　講師　ふるさと未来創造堂　様

　　　　　補助：群馬大学生、あかたにの家職員

　　　　　「あかたにの家」活用プログラム体験と指導方法を学ぶ①

OH29年度活動事例集から

①地域のハザードマップを活用した学習活動

②防災レクリエーション

③足湯体験

　　講師　ふるさと未来創造堂　様

　　補助：群馬大学生、あかたにの家職員



」

15：30～16：30 田　5　「あかたにの家」活用プロ

と指導方法を学ぶ②

OH29年度活動事例集から

④避難所の困りごとを知り、解決策

⑤非常持ち出し品を考える

⑥避難所生活の準備をしよう

講師　ふるさと未来創造堂　様

補助：群馬大学生、あかたにの

16：30～16：45 匝ヨシェアリング・まとめ
1 ※アンケート記入後、解散

⑮プ・グラム相談
・防災キャンプ当日のプロ

　グラム相談と立案

※希望者に対して研修5と

　並行して実施

担当

群馬大学大学院理工学府

　　　　教授　金井昌信様

生涯学習課職員

【2日目】

7

　　　群馬大学大学院理工学府　　　　教授　金井　昌信　様　　群馬大学生の皆さん

　　　NPO法人　ふるさと未来創造堂　常務理事兼事務局長　中野　雅嗣　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター　中野明子様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　星野　英理　様
8　参加申し込み

　・別紙申込書に必要事項を記入し、FAX・メールでお申し込みください。

　　FAX　　O254－22－1977　　　　E－mail　syogaku＠city．　shibata．　lg．　jp

　・申込み締切日　　令和3年4月2日（金）

時間 内　容

9：00～10：45 匝塵］「あかたにの家」活用プログラム体験と指
研修9　プログラム相談

　　　　導方法を学ぶ③

OH29年度活動事例集から

・災害時にも温かい食事を作ろう

「サバイバルクッキング」

　　講師　ふるさと未来創造堂　様　　　　　　　　．

　　補助　群馬大学生、あかたにの家職員

・ 防災キャンプ当日のプロ

　グラム相談と立案

※希望者に対して研修8と並

　行して実施

担当

群馬大学大学院理工学府

　　　　教授　金井昌信様

生涯学習課職員

10：45～11：00 2日目研修の振り返り・まとめ

※アンケート記入後、解散
「11：00～11：45 希望者に対してプログラム相談　　　　　　　’

講師

8　参加費

　　食事代のみ実費をいただきます（研修3活動費：350円、研修8活動費：400円）。

　　参加日程に応じた金額を当日に受付で徴収します。　　　　　　　　t

10　持参する物

　・活動に必要な物（筆記用具、内履き、活動に適した服装）　・計画の概要（御用意できる方）

　・『平成29年度防災キャンプ実施報告書』『防災グソズ・防災レクリエーション活動資料集』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（御用意できる方）
11　その他

　・キャンプ当日は、各学校が主体となって活動を進めていただくこととなりますので、可能であれ

　　ば2日間の参加が望ましいですが、学校の事情により研修内容に合わせた部分参加も可能です。

　　また、研修期間中、参加者が入れ替わっても結構です。

　・プログラム相談は、研修会以降も随時対応しますので、’お電話で日程調整してください。

　・研修内容や参加形態等にっいて、御要望等がございましたらお問い合わせ願います。



様式2（報道関係用）

◆一新発田市

　　　　令和3年4月5日

文化行政課文化芸術振興室

蕗谷虹児記念館春夏ファミリー企画

「みんなのリサとガスパール展」一リサとガスパールしばたにくる一

【ここがポイント！】

●しばた展のために描かれたオリジナル書き下ろし作品、世界初公開！

●絵本になっていないプライベートコレクション原画公開！

●チラシ裏面の塗り絵を完成させ蕗谷虹児記念館へ持参した方、先着500名に

リサとガスパールステッカーをプレゼント！

●展覧会限定オリジナル商品を中心にリサとガスパールグッズを販売！

【概要】

●日時2021年4月27日（火）～2021年8月8日（日）

午前9時から午後5時（入館受付は午後4時30分まで）

●会　場：蕗谷虹児記念館

●入館料：一般・大学生510円、高校生210円、

　　　　小中学生110円、団体20名以上410円

　　　　未就学児無料

【企画展の要旨】
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　若い女性やこどもに人気の世界的な絵本作家の作品を誘致。今回、蕗谷虹児とコラボ

レーションするのはパリ在住の画家ゲオルグ・ハレンスレーベンとフランス人作家アン・

グットマン夫妻によって生みだされた「リサとガスパール」の絵本シリーズ。世界中で人

気を博し、売り上げは200万部以上にのぼります。

　同じくフランス、パリで活躍していた蕗谷虹児。ゲオルグ・ハレンスレーベン、アン・

グットマン夫妻は虹児の描いた作品をとても気に入り、しばた展のためにオリジナル作

品を書き下ろしました。

　やさしい筆のタッチで描かれた柔らかな世界観、原画でしか味わえない魅力がたっぷ

りつまった絵本作家の世界をぜひご覧ください。

緬〃
問合せ先：文化行政課文化芸術振興室

担当：勝見係長　電話：0254－26－1576
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様式2（報道関係用）

報道資料 ◇新発肺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年4A5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴史図書館

　　新たに県指定された文化財を歴史図書館で公開します。

リード文　県指定文化財「新発田藩資料」を公開します

【ここがポイント！】

　令和3年3月に新潟県指定文化財となった「新発田藩資料」をはじ

めとする江戸時代の古文書・絵図や、初公開の「庭園図」を公開しま

す。また、指定を記念して歴史講演会を開催します。

【概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

　新発田市立歴史図書館が所蔵する新発田藩に関係する市指定文化財の「新発田藩政史

料」・「新発田藩江戸上屋敷文書」など5，848点が令和3年3月に新潟県指定文化財とな

りました。

L資料の展示

　指定に合わせ歴史図書館春季通常展で指定品の代表的なものを4A10日から6A13

日に公開いたします。また、藩主溝口家から寄贈された「庭園図①」は作者名、どこの

庭園などの記録はありませんが、描かれた内容から春の清水谷御殿（現在は清水園）庭

園の可能性があります。

2．講演会の実施

　また、5A15日に上越教育大学教授の浅倉有子氏による講演会「新発田藩資料から見

る17世紀の高田」を市生涯学習センターで開催いたします。歴史図書館で4月24日か

ら定員100名で参加申し込みを受け付けます。

　（添付のチラシを参照）

問合せ先：歴史図書館　担当：鶴巻副参事

電話：0254－24－2100
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この簾の春季通常履の中で舎和3年3月に新

潟県指定文化財となった5千点以よの古窯
書群のうち、　r新発田藩御記罐」をはじめ

代衰的な資料を公蘭します。

ぜひこの樵会にご覧ください。
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　新発田市立歴史図書館には、新発田藩に関係する古文書類が豊富に保管されていま

す。

　これは、この地域に起きた出来事が江戸時代のはじめから終わりまで、溝ロ氏とい
う大名家とその家臣団によって記録され保管されてきたこと、そして度重なる大火・

大雨などの災害に遭いつつも、大きな戦乱の被害に巻き込まれずに継承されたためで
す。

また、春季通常展の中で令和3年3月に新潟県指定文化財となった「新発田藩資料」

5千点のうち、代表的な資料も公開します。

　これらの資料をゆっくりご覧いただき、ひととき新発田の悠久の歴史に思いを巡ら
せてください。
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梅花文椀 摸・南天文枕 紫陽花文螺釦椀 溝ロ家幼児用峠 御奉書（修補）

歴史図書館主催体墜イベント 歴史図三館≡演会

城下町まち歩き【清水谷編】

58土　　13：30～16：00※予定

江戸俘κの』鵠田を手掛か〃κ堀下峨醗田の宕残を堪窟乙なが6

歴疋糠”舖枯んかク

当館璃員の同行解説付き、大好評のイベントです川

ご参加をお待ちしています。

●定員15名（申込み先着順）　●対象者　どなたでも

●参加貴　200円（当日徴収）

●集合場所　イクネスしばた　多目的窒

申込受付　4．”・．1∠　．C．一，－tt．1まで当館へ電話、または直接事務

室へ申し込んで下さい。

　一「新発田藩溝ロ家資料から見る17世紀の高田

　一なぜ17世紀の高田がわかるのか？一」

講師浅倉有子氏上越教育大学教授（日本近世史）

●日程5／15（土）

●会場　新発田市生涯学習センター　1階講堂

　　　（新発田市中央町5丁目8－47）

●定員　100人

●開場　　13：00～　　開演　　t3：30～

　　　人場無料（！！申込み先着順！！）　ttlS

申込受付　生三4＝ニー二rl旦一まで当館へ電話、

または直接事務室へ申し込んで下さい。
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A　　　　　　　　　　A▲▲アクセス▲▲

■バス：JR新発田駅から市街地循環パス（あやめバス）で7分
　　　　　『新発田カトリック教会前』下車3分
■徒歩：」R新発田駅から徒歩約13分
■お車：図書館隣接の市第3・第4駐車場をご利用ください。
　　　　※人庫時に発行される駐車券を、館内で無料処理します。


