
平成 26 年 12 月９日 

報道機関各位 

政策推進課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務改善の取り組みは、海外でも！業務改善の取り組みは、海外でも！業務改善の取り組みは、海外でも！業務改善の取り組みは、海外でも！    

バングラデシュで三条市の事例を発表バングラデシュで三条市の事例を発表バングラデシュで三条市の事例を発表バングラデシュで三条市の事例を発表    

 三条市では、行政コストの削減とサービスの質の向上を図るため、業務改善に取り組んでい

ますが、行政の業務改善は、日本国内のみならず海外でも取り組まれています。 

 このたび、バングラデシュで開催される「カイゼン国際大会」に招待を受けたことから、 

当大会を視察するとともに、現地の行政官等を対象に、三条市の取組事例を発表します。 

１ 渡航日程  12 月 17 日（水）～22 日（月） 

２ 参加内容 

 （１）カイゼン国際大会 

   と き 12 月 18 日（木） 午後５時 30 分～９時 30 分（現地時間） 

   ところ ホテルウェスティン（ダッカ） 

   内 容 三条市長スピーチ、業務改善の事例発表の視察  

 （２）カイゼンネットワークミーティング 

   と き 12 月 20 日（土） 午前 10 時 30 分～11 時 30 分（現地時間） 

   ところ タンガル県ガタイル郡オフィス 

   内 容 三条市事例発表など  

３ 招待を受けた経緯 

  大会の開催国であるバングラデシュは、平成 26 年３月に福岡市で開催された日

本の業務改善の全国大会である「第８回全国都市改善改革実践事例発表会」に海外

から初めて参加するなど、国を上げて業務改善に積極的に取り組んでいます。 

  第９回目となる発表会を三条市で開催することから、独立行政法人国際協力機構

（ＪＩＣＡ）を通じ「カイゼン国際大会」への招待を受けました。 

４ 第９回全国都市改善改革実践事例発表会 

  「～組織を鍛える技の祭典～  越後三条カイゼン工房」 

   と き 平成 27 年３月 27 日（金） 

   ところ 燕三条地場産業振興センター 

   ※専用ホームページを開設中。「越後三条カイゼン工房」で検索してください。 

担当：政策推進課 政策推進担当 長田 

電話：０２５６－３４－５５１１（内３１４） 
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平成 26 年 12 月９日 

報道機関各位        

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

 

市民が生涯学習、交流の場として利用している公民館を身近に感じ、気軽に利用して

いただくためのＰＲイベントとして「まちなか雪と灯りのコンチェルト」を開催します。 

中央公民館の“ウチ”と“ソト”を活用し、今までやったことがないような“コト”

を行いますのでご家族揃ってお出かけください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公民館をもっと身近に公民館をもっと身近に公民館をもっと身近に公民館をもっと身近に    

まちなか雪と灯りのコンチェルまちなか雪と灯りのコンチェルまちなか雪と灯りのコンチェルまちなか雪と灯りのコンチェルトトトト    

１ と き 12 月 23 日（火・祝）午後６時～９時 

２ ところ 中央公民館 

３ 内 容 

①たき火体験（午後６時 30 分～９時） 

   体験指導  三条シェアリングネイチャーの会 鳥羽和明氏 

②千本のキャンドル＆竹灯篭イベント（午後６時～９時） 

③日本酒地酒講座（午後７時～８時）   

   講師 小松酒店店主 小松正明氏 

定員 10 人 

参加費 300 円 要事前申し込み 

④たのしいワークショップ（午後６時～９時） 

・とびだすクリスマスカード作り 

・キャンドル作り 

⑤冬花火（午後７時～７時 30 分） 

   お子さんへ花火のプレゼント（先着 100 人） 

⑥まちなかコンサート（午後７時 30 分～８時 30 分） 

   出演者 歌   永桶康子さん 

       ピアノ 浅野加歩理さん 

 ⑦話題の移動販売車（午後６時～９時） 

⑧子ども向けクリスマスシアター（午後７時 30 分～８時 30 分） 

⑨2014 中央公民館主催事業スライドショー上映 

担当：生涯学習課 中央公民館 小熊 

電話：０２５６－３２－４８１１ 
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平成 26 年 12 月９日 

報道機関各位 

営業戦略室長 

 

 

 

 

 

 

 

●しただ郷●しただ郷●しただ郷●しただ郷    雪と光のページェント２０１４雪と光のページェント２０１４雪と光のページェント２０１４雪と光のページェント２０１４    

イルミネーション点灯期間 12 月 20 日（土）～平成 27 年 3 月 

○オープニングイベント 

とき…12 月 20 日（土） 

午後５時～ 高校生漫才コンビ「プロスペラス」ライブ（１回目） 

午後６時 30 分～ 高校生漫才コンビ「プロスペラス」ライブ（２回目） 

午後７時～ 森町小学校５・６年生演奏会「ひょっこりひょうたんじま」 

ところ…いい湯らていロビー 

●スノーシューツアー●スノーシューツアー●スノーシューツアー●スノーシューツアーinininin 棚田棚田棚田棚田    

とき…平成 27 年３月７日（土）、８日（日） 

午前 10 時～正午 

ところ…北五百川の棚田 

集合場所…道の駅 漢学の里しただ 

参加費…１人 2,000 円（保険料、おやつ代） 

申込期限…平成 27 年 2 月 28 日（土） 

申し込み・問い合わせ…道の駅 漢学の里しただ 

TEL０２５６－４７－２２３０ 

●スノーシューでしただ郷の銀世界を体感●スノーシューでしただ郷の銀世界を体感●スノーシューでしただ郷の銀世界を体感●スノーシューでしただ郷の銀世界を体感    

貸出期間…平成 27 年３月まで 

貸出時間…午前９時～午後４時 

貸出料金…かんじき 500 円、スノーシュー1,000 円 

貸出場所…道の駅 漢学の里しただ 

 

 

冬のしただ郷をみんなで楽しもう冬のしただ郷をみんなで楽しもう冬のしただ郷をみんなで楽しもう冬のしただ郷をみんなで楽しもう    

～～～～しただ郷しただ郷しただ郷しただ郷    雪と光のページェント雪と光のページェント雪と光のページェント雪と光のページェント２０１４～２０１４～２０１４～２０１４～    

雪国でしか体験できない冬の遊び。冬のしただ郷は雪国の魅力が満載です！

しただ郷の銀世界をかんじきやスノーシューを履いて体感してみませんか。 

また、今年も「しただ郷 雪と光のページェント２０１４」を開催し、いい

湯らていの庭園内のモミの木をイルミネーションで飾り付けます。ろうそくの

灯りと一緒に幻想的な世界をお楽しみください。 

担当：営業戦略室 営業戦略係 井上 

電話：０２５６－３４－５５１１（内４８２） 
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報道機関各位
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文化・芸術の一番星育成事業の育成支援

者などによる

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

ストの競演をどうぞお楽しみください。

報道機関各位

 と き  

 ところ  

 入場料  

 申し込み

 出演者  

【一番星ピアノ教室の講師

文化・芸術の一番星育成事業の育成支援

者などによる

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

ストの競演をどうぞお楽しみください。

報道資料４

報道機関各位 

 

 

 

 

 

 

  12 月 27

  中央公民館

  無料 

込み 不要 

  育成支援

若手音楽家、一番星ピアノ教室の講師

アノ教室の講師

  

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

ラ等と多数共演

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

ンクール本選会で審査員を務める。

文化・芸術の一番星育成事業の育成支援

者などによるピアノ、フルート

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

ストの競演をどうぞお楽しみください。

報道資料４ 

 

 

 

 

 

未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート

27 日（土）午後

中央公民館 

育成支援を受けている子どもたち

若手音楽家、一番星ピアノ教室の講師

アノ教室の講師】 国立音楽大学

  知性と感性、繊細さとダイナミズムを兼ね備えたピア

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

ラ等と多数共演

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

ンクール本選会で審査員を務める。

文化・芸術の一番星育成事業の育成支援

フルート、オーボエ

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

ストの競演をどうぞお楽しみください。

未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート

日（土）午後２時～

を受けている子どもたち

若手音楽家、一番星ピアノ教室の講師

国立音楽大学

知性と感性、繊細さとダイナミズムを兼ね備えたピア

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

ラ等と多数共演。 2011

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

ンクール本選会で審査員を務める。

文化・芸術の一番星育成事業の育成支援を受けている子どもたちや

、オーボエの演奏会を開催します。コンサート

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

ストの競演をどうぞお楽しみください。 

未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート

時～４時 15 分（開場午後

を受けている子どもたち、一般公募

若手音楽家、一番星ピアノ教室の講師

国立音楽大学准教授 久
ひさ

知性と感性、繊細さとダイナミズムを兼ね備えたピア

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

2011 年、ウィーンでのリサイタル

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

ンクール本選会で審査員を務める。

を受けている子どもたちや

の演奏会を開催します。コンサート

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

担当：生涯学習課文化振興係

電話：０２５６－４７－００４８

平成 26

生涯学習

未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート

分（開場午後

一般公募の子どもたち、

若手音楽家、一番星ピアノ教室の講師 

久
ひさ

元
もと

  祐
ゆう

子
こ

知性と感性、繊細さとダイナミズムを兼ね備えたピア

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

年、ウィーンでのリサイタル

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

ンクール本選会で審査員を務める。 

を受けている子どもたちや

の演奏会を開催します。コンサート

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

担当：生涯学習課文化振興係

０２５６－４７－００４８

26 年 12 月

生涯学習課長

未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート未来に輝け！一番星コンサート    

分（開場午後 1 時 30

の子どもたち、

子 

知性と感性、繊細さとダイナミズムを兼ね備えたピア

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

年、ウィーンでのリサイタル

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

を受けている子どもたちや一般公募

の演奏会を開催します。コンサート

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

担当：生涯学習課文化振興係 渡辺

０２５６－４７－００４８

月 9 日 

課長 

 

    

30 分） 

の子どもたち、 

知性と感性、繊細さとダイナミズムを兼ね備えたピア

ニストとして高い評価を受け、国内外の有名オーケスト

年、ウィーンでのリサイタルが絶

賛され、オーストリアにてベーゼンドルファー・アーテ

ィストの称号を受ける。昨年は日本モーツァルト音楽コ

一般公募

の演奏会を開催します。コンサート

の最後には特別演奏として、世界的ピアニストで一番星「ピアノ教室」の講師、

久元祐子氏も演奏します。三条から羽ばたこうとする若い音楽家と一流ピアニ

渡辺 

０２５６－４７－００４８ 



平成 26 年 12 月９日 

報道機関各位 

地域経営課長 

 

 

 
 

 

 

 

   
１ がっとぎっとぐっと賞 

 新潟 NPO 協会が 1 年前から始めた、市民の未来を拓く力に光を当て、広く発信する

ことを目的に、「過去の実績」ではなく「未来志向」の観点から優れた活動を称え、

表彰するもの。 

 「がっと賞」(賞金 10 万円)1 本…スケールの大きい、夢がふくらむ活動 

 「ぎっと賞」(賞金 10 万円)1 本…強いこだわりを強く感じる、独創的な活動 

 「ぐっと賞」(賞金 10 万円)1 本…社会の求めに応じた、共感が集まる活動 

２ まんなかフェス実行委員会 

 県央地域の 10 代から 20 代を中心とした学生、社会人からなる若者団体。同世代を

まちなか（まんなか）に振り返らせることを目的に、年に一度の若者イベント「まん

なかフェス」を開催するほか、商業施設パルムでの空き店舗でのワンデーカフェやパ

フォーマンス、まちあるきなど、若者の特技を活かした様々な活動を積極的に行って

いる。代表近藤雅哉(21)。 

３ 受賞の講評 

 ・若い人が主体的に活動をしている。10年後には、参加した若い人たちをまちづくり

の担い手として育成するプラットフォームとなるよう目指してほしい。 

・県外に出て行く若い人たちが将来、三条に戻ってきたくなる、戻ってきやすくした

いという想いが伝わる。 

・ゆるやかな関係性から組織づくりがされており、若者＝学生たちの横のつながり

ができることで、今後広がりが生まれる可能性があること。 

４ 次回活動予定 

   講演会「若者たちの主張」（三条市共催） 

    と き 12 月 14 日（日）午後１時～３時 

    ところ 三条東公民館 

 

 

若者団体 まんなかフェス実行委員会 

新潟県内 NPO 表彰「がっと賞」を受賞 

平成 25 年３月三条市「まんなか熱血トークバトル」をきっかけに集まった若者団体「ま

んなかフェス実行委員会」が、新潟県内 NPO 表彰「がっとぎっとぐっと賞」の表彰式でス

ケールの大きい夢がふくらむ「がっと賞」に輝きました。 

担当：地域経営課地域振興係 中村  

電話：０２５６－３４－５５１１（内３３５） 

報道資料 5 



平成 26 年 12 月９日 

報道機関各位 

地域経営課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「まちづくり講座まちづくり講座まちづくり講座まちづくり講座」」」」とととと    

「若者たちの主張」「若者たちの主張」「若者たちの主張」「若者たちの主張」をををを同同同同日日日日開催開催開催開催    

自治会やまちづくり団体の活動は、きちんと振り返ることで携わった方の経験や知恵を

次に生かすことができ、団体の活動の質を高めることにつながります。 

そこで、活動後の「ふりかえり」の方法を学ぶ講座を開催します。楽しく、有意義で、

次につながる話合いの方法を学ぶ講座です。 

また、まんなかフェス実行委員会主催で「若者たちの主張」を開催します。地域で活躍

する若者が「まちづくり」について熱く語ります。 

 

１ 開催日  12 月 14 日（日） 

２ ところ  三条東公民館 

３ 内 容 

（1）まちづくり講座（午前 10 時～正午） 

「楽しくやろう！次につなげよう！超カンタン！活動のふりかえり会議」 

    講話 「効果的なふりかえり会議のススメ」～グループワーク 

    講師 有限会社 F&C ヨシザキ 吉崎利生氏 

対象 自治会、市民団体、地域活動団体、サークル、NPO 団体等 

 

（2）若者たちの主張（午後 1 時～３時） 

    講演テーマ 「三条の自然」、「まちなか」、「いじめ問題」、「災害」等   

主催 まんなかフェス実行委員会 

４ 参加費  無料 

５ 申し込み 電話、ファクス、メールでお申し込みください。 

   

担当：地域経営課 地域振興係 石井 

電話：０２５６－３４－５５１１（内３３６） 

FAX：０２５６－３６－５１１１ 

メール：chiikikeiei@city.sanjo.niigata.jp 

報道資料６ 



平成 26 年 12 月９日 

報道機関各位 

営業戦略室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

三条商業高等学校写真部三条商業高等学校写真部三条商業高等学校写真部三条商業高等学校写真部が撮影が撮影が撮影が撮影    

「私の見た八十里越」写真展「私の見た八十里越」写真展「私の見た八十里越」写真展「私の見た八十里越」写真展    

国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所では、秘境八十里越の大自然と共に工

事現場の写真を三条商業高等学校写真部の皆様から撮っていただき、「私の見た八

十里越」写真展を開催しています。当初、道の駅「漢学の郷しただ」で展示してい

ましたが、より多くの人から見ていただくために展示場を拡大し、三条市役所と中

央公民館にも展示します。 

秋の美しい紅葉の大自然が広がる国道２８９号八十里越の写真と生徒のメッセ

ージをぜひご覧ください。 

１ 展示期間 12 月３日（水）～25 日（木） 
      
２ 展示会場 

・道の駅「漢学の里しただ」 観光情報コーナー 
・三条市役所三条庁舎 正面入口ホール 
・中央公民館 入口ロビー 

 
３ 展示内容      12 月３日～15 日    → 16 日～25 日 

・道の駅    秋の写真（１）   → 秋の写真（２） 
      ・市役所    秋の写真（２）   → 夏の写真 
      ・中央公民館  夏の写真      → 秋の写真（１） 

 
※写真は、長岡国道事務所ホームページでもご覧いただけます。 

 
４ 写真展に関するお問い合わせ  

国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所 
[電話] ０２５８－３６－４５５１ 
[ＦＡＸ] ０２５８－３３－７５６６ 

担当：営業戦略室 観光係 梅澤 

電話：０２５６－３４－５５１１（内４１８） 

報道資料７ 
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１ と き  12 月 20 日（土）正午～ 

 

２ ところ  槻の森運動公園内 芝生広場 

 

３ 内 容  バスに乗って三条にやってくる女性の皆さんを、多くの市民から集

まっていただき歓迎します。ここで女性たちは、初めて三条の男性た

ちと出会います。 

       午後０時 10 分～ お出迎えリハーサル 

       午後１時     女性到着、お出迎え（30 分程度） 

       ※お出迎え後は、併設のミニ「三条マルシェ」やストライダー体験

をお楽しみください。 

 

４ その他  女性の歓迎とともに、三条市の PR を行うため、各種パフォーマンス

が披露されます。 

本成寺鬼踊り／カレーラーメン体操／よさこい「栄凛會」／ 

永島流新潟樽砧伝承会／ヒップホップダンスのスタジオ F 

 

５ 放映日  平成 27 年 2 月上旬 

 

６ 実施主体  三条市「ナイナイのお見合い大作戦！」実行委員会   

（事務局：三条商工会議所青年部） 

 

 

ＴＢＳ「ナイナイのお見合い大作戦ＴＢＳ「ナイナイのお見合い大作戦ＴＢＳ「ナイナイのお見合い大作戦ＴＢＳ「ナイナイのお見合い大作戦 inininin 三条」三条」三条」三条」    

歓迎イベントを開催歓迎イベントを開催歓迎イベントを開催歓迎イベントを開催    

TBS「ナイナイのお見合い大作戦」は、嫁不足に悩む地方の男性と全国の女性を

マッチングするお見合い番組です。本番組の収録日に、全国から集まるお嫁さん候

補の女性を歓迎するため、イベント参加者を募集します。 

担当：営業戦略室  柳田 

電話：０２５６－３４－５５１１（内７３５） 

報道資料８ 
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三条市では、子どもたちの望ましい食習慣の定着を願い、今年 12 月から試行的

に牛乳を停止した学校給食を実施しています。牛乳分の栄養を他の食材で補うため

工夫された、品数やおいしさがアップした給食を試食してみませんか。 

“煮干し粉入りみそ汁”や“手作りふりかけ”“煮干し粉入りみそ汁”や“手作りふりかけ”“煮干し粉入りみそ汁”や“手作りふりかけ”“煮干し粉入りみそ汁”や“手作りふりかけ”    

工夫がいっぱいの学校給食を試食工夫がいっぱいの学校給食を試食工夫がいっぱいの学校給食を試食工夫がいっぱいの学校給食を試食    

報道資料９ 

市民給食試食会市民給食試食会市民給食試食会市民給食試食会 

１ と き 12 月 25 日（木） 正午～午後１時 30 分 

２ ところ 裏館小学校 

３ 参加費 １食 300 円 

４ 対 象 市民 

５ 定 員 先着 80 人 

６ 申込方法  健康づくり課へ電話でお申し込みください。 

        ※現在約 30 人の申し込みがあります。 

７ その他   試食の後、だしの取り方の実演があります。 

      

担当：健康づくり課 食育推進室 前田 

電話：０２５６－３４－５５１１（内２４２） 

・ごはん 手作りふりかけ 

・車麩と鶏肉の甘辛 

・三条産たい菜の煮菜 

・季節のみそ汁 ・りんご 

≪当日の献立≫ 

昨年の様子 
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