
報道資料 1 
令和 2年 5月 29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                            

                            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う小千谷市の経営支援策 第 2弾 

 

1．プレミアム付商品券の発行 

■内  容／市内の飲食業、タクシー業、旅行業、宿泊業のお店で使用できる 50％のプ

レミアムが付いた商品券の発行 

■利用期間／令和 2年 6月 25日から令和 3年 1月 31日まで（予定） 

■発行総額／1億 9,500万円 

■予算規模／6,940万円（報道資料 2の新成人分 120万円を含む） 

 

 

2．店舗改装費用補助 

■内  容／新しい生活様式に合わせた店舗改装費用への補助 

■申込期限／決定次第お知らせします。 

■予算規模／3,000万円 

 

 

3．「お弁当プロジェクト」リユース弁当の容器購入費補助 

■内  容／小千谷飲食連合会「お弁当プロジェクト」で、市内企業に配達する弁当の

容器購入費補助 

■予算規模／60万円 

 

 

 

 

 

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・和田・臼井  

TEL：0258-83-3556 
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令和 2年 5月 29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 

                            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営支援策 

みんなで乗り越えよう！『おぢやお得な応援券』を発行 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、市内の飲食業・タクシー業・旅行業・宿泊

業の経営に深刻な影響が出ていることから、市内経済の消費活動の活性化を図ると共に

業界を応援するため みんなで乗り越えよう！『おぢやお得な応援券』を発行します。 

 

■みんなで乗り越えよう！『おぢやお得な応援券』 

  

◆購入できる方 

   市内の全世帯 

 

 ◆プレミアム商品券の額面 

   5,000円で 7,500円分の商品券（500円×15枚綴り）が購入できます。 

※プレミアム率は 50％で、2,500円分お得です！ 

 

◆購入方法 

  決定次第お知らせします。 

  

◆購入限度 

   1世帯 2セットまで（販売セット数：26,000セット） 

  

 ◆使用できるお店 

   市内の飲食業・タクシー業・旅行業・宿泊業 

    ※利用可能な店舗名については、後日お知らせします。 

  

 ◆利用期間 

   令和 2年 6月 25日から令和 3年 1月 31日まで（予定） 

 

 ◆予算規模 

   6,940万円  

 

  

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／内山・臼井 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 5月 29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 

                            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営支援策 

『新しい生活様式』に対応するために事業者が行う 

店舗等のリフォーム費用を補助します 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と地域経済の回復を図るため、事業者が新

しい生活様式への対応を目的に店舗等を改修する際の費用を補助し、安心して利用でき

る施設への改修を推進します。 

 

 

■『店舗等における新生活様式導入促進補助金』（仮称） 

  

 ◆対象者 

（１）業 種：飲食業、宿泊業、小売業、理美容業 など 

（２）そ の 他：法人の場合、市内で事業を営んでいること 

個人事業主の場合、市内に住所を有し、かつ市内で事業を営んで

いること 

市税の滞納がないこと 

 ◆対象経費 

    新しい生活様式に対応するために事業者が実施する店舗等の改修に係る費用 

     例）間取りの変更、換気窓の増設、飛沫防止カウンターの設置、水回り設備・ 

自動ドアの新設 など 

 ◆補助額 

    対象経費の 3分の 2、上限 100万円 

 ◆予算規模 

    3,000万円 

 ◆その他 

    事業の詳細、申請受付開始時期等については、決定次第改めてお知らせします。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／和田・内山 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 5月 29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 

                            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経営支援策 

小千谷飲食連合会『お弁当プロジェクト』を支援します 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う外出自粛や休業要請等により、経営に深

刻な影響が出ている飲食業の回復を図るため、昼食弁当宅配事業を支援します。 

 

 

■小千谷飲食連合会お弁当プロジェクト支援補助金（仮称） 

 

 ◆対象者 

小千谷飲食連合会 

 

 ◆対象経費 

昼食弁当宅配事業に係る弁当容器購入費用 

 

 ◆補助率 

対象経費の 50％とし、上限 60万円 

 

 ◆予算規模 

   60 万円 

 

 

≪参 考≫ 

  小千谷飲食連合会お弁当プロジェクト（予定） 

   ◆実 施 期 間   令和 2年 6月 1日より 2～3か月間 

   ◆弁 当 単 価   500円／個（税込） 

   ◆配 送 計 画   市内タクシー業者に委託をし、一括配送 

   ◆納 入 先   小千谷鉄工電子協同組合加盟 8社 

   ◆そ の 他   プラスチックごみの削減のため、従来の使い捨て容器では

なく、リユース容器を使用。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／内山・臼井 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 5月 29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 

                            

祝！新成人 「おぢやお得な応援券」をプレゼント 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から 5 月 3 日の成人式を 9 月 20 日に延期し

ました。帰省自粛や日程の変更を余儀なくされた成人のみなさんに「おぢやお得な応援

券」を配付します。 

 

 

■「おぢやお得な応援券」配付事業 概要 

◆内  容／新成人を対象に市内店舗で使用できる「おぢやお得な応援券」3,000円分を配

付します。 

◆対  象／新成人（平成 11年 4月 2日から平成 12年 4月 1日生まれの方）約 400人 

◆利用期間／令和 2年 9月 20日（日）～令和 3年 1月 31日(日) 

◆配付条件／おぢや就労支援アプリ「おぢや・夢・ミライ応援団」をインストールし、

ユーザー登録した新成人 

◆そ の 他／成人式当日の会場で配付します。 

◆予算規模／120万円（3,000円×400人） 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市生涯学習課社会教育係 担当／岡元・白井 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 5月 29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                            

                            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市補助事業 利用状況 

 

■新潟県セーフティネット資金（経営支援枠・新型コロナウイルス感染症対策特別融資）

にかかる信用保証料の補給（5/27現在）  

年度 件数 補給額 融資額 

R2  11件 8,025,600円 1,000千円～50,000千円 

R1 6件 1,146,850円 1,000千円～15,000千円 

 

■経営維持支援助成金（5/27現在） 

受付 審査済 交付件数 交付額 

120件 112件 105件 19,650,000円 

 

■セーフティネット 4 号・5号・危機関連保証（6項）の認定（5/27現在） 

時期 項目 件数 

R元年度 3月  
セーフティネット 4号認定 

（売上高が前年同月比▲20％以上減少の場合） 
6件 

R2 年度 4月以降 

セーフティネット 4号認定 

（売上高が前年同月比▲20％以上減少の場合） 
101件 

セーフティネット 5号認定 

（売上高が前年同月比▲5％以上減少の場合） 
12件 

危機関連保証（6項）認定 

（売上高が前年同月比▲15％以上減少の場合） 
35件 

 

■社会保険労務士による相談窓口の開設（5/27現在） 

・相談件数：24件 

 

■雇用対策支援補助金（5/27現在） 

・交付件数：0件 

 

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・和田・臼井  TEL：0258-83-3556 



報道資料 4 
令和 2年 5月 29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                            

                            

特別定額給付金 小千谷市の申請・支払状況 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の「特別定額給付金」について、小千谷市におけ

る申請受付状況などをお知らせします。 

 

■対象者 

約 12,720世帯（約 34,800人） 

※基準日（令和 2 年 4 月 27 日）において、小千谷市の住民基本台帳に記録されてい

る方 

■申請書発送日 

 5月 7日（木）～11日（月）※すべての世帯主宛てに郵送 

■申請受付開始日 

・オンライン：5月 1日（金） 

・郵送：5月 7日（木） 

■給付開始日 

・オンライン：5月 11日（月） 

・郵送：5月 15日（金） 

■申請受付状況（5月 27日現在） 

・オンライン：153件 

・郵送と窓口：10,641件 

合計：10,794件（84.9％） 

■給付状況（5月 29日現在） 

・オンライン：153件 

・郵送と窓口：9,039件 

※合計：9,192件（72.3％） 

 

本件に関するお問い合わせ先／ 

小千谷市特別定額給付金事務室 担当／大渕・堀澤  TEL：0258-86-8123 



報道資料 5 

■サイト名 ふるさとチョイス 

■開始日  4 月 26 日（日）～ 

■内容   ・魚沼産コシヒカリ定期便 

      ・備蓄用パックごはん 

      ・惣菜セット  など 

 

【参考】 

令和 2 年 4 月 26 日～5 月 25 日の、ふるさと納税申込数・納税額は次のとおりです。 

◆件数：559 件（昨年度同期：419 件）※140 件増 

◆納税額：14,816,000 円（昨年度同期：7,833,000 円）※6,983,000 円増 

※今年度はパックごはんの申し込みが特に増加しています。 

 

令和 2 年 5 月 29 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 

ふるさと納税返礼品で「ステイホーム」を応援 

 

学校の休校や外出自粛などで、ご自宅で過ごす時間が増えている方の「巣ごも

り時間」を応援するために、ふるさと納税返礼品サイトで「ステイホーム応援特

集」として、おうちでの生活に役立ちそうな返礼品をまとめて紹介しています。 

～魚沼産コシヒカリやお惣菜で巣ごもり生活～ 

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 増川・田村 

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



報道資料 6 
  令和 2 年 5 月 29 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「おぢやの観光フォトコンテスト」入賞作品決定 

 

小千谷の「まつり」と「景観」をテーマにしたフォトコンテストの入賞作品が決定しましたので、お知らせします。

入賞作品は小千谷市の PRに使用します。 

  

 

■応募規定 

小千谷の「まつり」と「景観」をテーマにして、令和元年度中に撮影された未発表のもの 

 

■審査員 

内山アキラさん（新潟県写真家協会会員、日本写真家協会会員） 

 

■審査結果 

◆まつりの部（応募総数：80点） 

◎最優秀賞「花火の町」：木村
き む ら

 純平
じゅんぺい

さん（東京都西多摩郡） 

〇観光協会長賞「二荒神社祭礼 良い事があるよ！」：黒崎
くろさき

 敏夫
と し お

さん（小千谷市片貝町） 

〇入賞「夜空に咲く四尺玉」：石月
いしづき

 孝
たか

幸
ゆき

さん（新潟市西区） 

〇佳作 5点 

 

◆景観の部（応募総数：93点） 

◎最優秀賞「黄金に輝く大河」：樋口
ひ ぐ ち

 廣
ひろ

治
じ

さん（新潟市南区） 

〇観光協会長賞「夏一番」：大淵
おおふち

 順
じゅん

次
じ

さん（小千谷市平沢） 

〇入賞「真冬の里帰り」：大淵
おおふち

 順
じゅん

次
じ

さん（小千谷市平沢） 

〇佳作 5点 

 

■作品の展示 

◆日時：6月 1日（月）～30日（火）午前 9時～午後 6時 

◆会場：小千谷市サンプラザ 2階ロビー（小千谷市城内 1-8-25） 

           

            

 

   
本件に関するお問い合わせ先／小千谷観光協会 担当／阿部・遠藤・星野 

TEL：0258-83-3512  FAX:0258-83-0871 E-mail：kanko@city.ojiya.niigata.jp 


