
 

 

報道資料 1 

 

 

令和 2年 8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 

                            

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う景気支援策 

プレミアム付商品券「おぢやお得な応援券」第 2次販売を開始！ 

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食業・タクシー業・旅行業・宿泊業

を応援するため発行しているプレミアム付商品券の第 2 次販売を開始します！引換券

は不要で、どなたでも購入できます。 

 

■『おぢやお得な応援券』第 2 次販売  

  

◆販 売 価 格 1 セット 5,000 円（プレミアム率 50％・総額 7,500 円分） 

 

◆購 入 方 法 下記の販売場所で 1 回 5 セットまで購入できます。 

 

◆使えるお店 市内 98 店舗（取扱店一覧表は販売場所に用意しています） 

 

◆販 売 期 限 9 月 30 日（水） ※ただし、売り切れた時点で終了します。 

 

◆販 売 場 所 小千谷商工会議所（本町）、サンプラザ（城内）、東夢協よりどころ（東 

栄）、高留商店（東栄）、美好亭（片貝）、より処山紫（岩沢） 

 

◆問い合わせ 小千谷商工会議所 TEL：0258-81-1300 

 

◆使 用 事 例 「おぢやお得な応援券」は、飲食店での使用のほか、次のような使い方

ができます。 

・市内のタクシー会社を利用する際に使用できます。 

・市内の旅館やホテルに宿泊する際に使用できます。 

・県内の温泉地へ旅行し、旅館などに宿泊する場合、市内の旅行代

理店で申し込むと「おぢやお得な応援券」と新潟県の「県民宿泊

割引キャンペーン」が併用できて大変お得です！また、国の「Ｇ

ｏＴｏトラベル」キャンペーンや観光地域で実施しているキャン

ペーンを使えばさらにお得です！！ 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／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 8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 

 

                            

空家対策特別措置法に基づく特定空家の取り壊しに着手 

 

 小千谷市元町地内の空家について、所有者及び相続人が不在であること、建物の劣化

により保安上危険となるおそれがあることから、空家等対策の推進に関する特別措置法

に基づき、略式代執行により建物の解体・撤去を行います。 

 

 

 

◆空家等の概要  小千谷市元町 418番地 1、店舗・居宅、木造 1棟 

 

◆執行内容    空家等の解体・撤去・処分 

 

◆執行予定日時  8月 27日（木）午前 9時～（工事期間：約 1か月） 

 

◆経過 

  市は以前より、空家の所有者に対し対応を依頼してきましたが、所有者が死亡し、

確認できる相続人全員が相続放棄をしており、管理する者が不在の状況です。 

  現在、建物の腐食と劣化が進み倒壊や建材の飛散のおそれがあり、周辺地域と隣

接道路通行人へ危険が及ぶ可能性があるため、略式代執行により建物の解体・撤去

を行うものです。 

  解体費用は、所有者・相続人が不在のため、国の補助金を活用します。 

 

本件に関するお問い合わせ先／ 

〇解体工事について：小千谷市建設課 建築住宅係 担当／関・星野 

TEL：0258-83-3514  FAX:0258-83-2789 E-mail：kensetu@city.ojiya.niigata.jp 

〇空家対策について：小千谷市市民生活課 生活安全係 担当／宮木・関 

TEL：0258-83-3516  FAX:0258-82-8664 E-mail：shimin@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 8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 

 

                            

「小千谷市地区別防災訓練」を開催 

 

小千谷市では、9 月 27 日（日）に地震発生及び柏崎刈羽原子力発電所の過酷事故を

想定した地区別防災訓練を行います。 

この訓練は、自然災害及び原子力災害に備え、自主防災会、防災機関・団体間の協力

関係を深めるとともに、市民のみなさんから「自らの身体と財産は自ら守る」という防

災意識に対する理解と意識を高めてもらうことを目的としたものです。 

 

 

◆日 時      9月 27日（日）午前 8時～11時 30分 

◆主会場      総合体育館（小千谷市桜町地内） 

◆訓練対象地区   川井地区（内ケ巻、川井本田、新田、真皿、冬井、戸屋） 

◆市全体の訓練   災害情報伝達訓練、シェイクアウト訓練、屋内退避訓練 

◆川井地区での訓練 住民避難訓練、避難行動要支援者安否確認訓練、現場指揮本部設

置訓練、被害情報等収集伝達訓練、避難所開設訓練、スクリーニ

ング訓練、安定ヨウ素剤緊急配布訓練、原子力災害研修、初期消

火訓練、負傷者応急処置訓練、こども防災講座 

※雨天決行ですが、状況によっては訓練の一部を中止、または内

容を変更することがあります。 

◆展示・体験    はしご車、煙体験ハウス、初期消火 

※川井地区以外の市民のみなさんからも参加いただけます。 

◆伝達手段     緊急告知ラジオ、緊急情報メール、「Yahoo!防災速報」アプリ、 

          Twitter 

◆その他     ・当日川井地区では消防車などのサイレンを鳴らします。 

         ・周辺で交通規制をする場合があります。 

 

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／山谷・内山 

 TEL：0258-83-3515  FAX:0258-83-2789 E-mail：bousai@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 8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 

                            

秋のウォークイベント 

「2020おぢや謎とき！？ウォークラリー」を開催 

 
10 月 3 日（土）～11 日（日）に、「2020 おぢや謎とき！？ウォークラリー」を開催します。

あわせて、関連イベント「わくわくあそびの広場」、「まちなかガイドウォーク」も開催します。
ぜひご参加ください。 

 

■ウォークラリー 

◆期  間 10 月 3 日（土）～11 日（日） 

◆内  容 

・まちなか謎ときウォーク：まちなかに隠された、6 つの謎ときにチャレンジ！ 

 【ゴール会場・受付時間】サンプラザ逸品館・午前 9 時～午後 5 時 

・チャレンジスタンプラリー：5 つの施設を巡って、限定消しゴムはんこのスタンプラリーにチャ
レンジ！ 

 【ゴール会場・受付時間】ちぢみの里・午前 10 時～午後 6 時 

◆参 加 料 無料 

◆特  典 サンプラザ逸品館お買いもの 5％割引、ちぢみの里の入場料 200 円割引等 

◆参加方法等の詳細事項 

 9 月 10 日（木）から、市ホームページに掲載またはサンプラザ、ちぢみの里、総合体育館等に
設置のチラシをご覧ください。 

 

■関連イベント「わくわくあそびの広場」 

子ども向け「アトラクションゲーム」と「からだあそび」にチャレンジして、お楽しみグッズを
ゲット！どなたでも参加できます。 

◆日 時 10 月 4 日（日）午前 10 時～午後 3 時 

◆会 場 小千谷小学校グラウンド（小千谷市土川 1-5-52） 

（雨天の場合は、小千谷市民会館（小千谷市土川 1-3-3）） 

◆参加料 無料 

◆事前申込不要 

※小学 3 年生以下の方は、保護者または責任のある引率者が同伴してください。 

 
■関連イベント「まちなかガイドウォーク」 
いつもの「まち」にも新しい発見がいっぱい！？講師と一緒に歩いて探索してみませんか！ 

◆開催日・テーマ 

開催日 テーマ 

10月 7日（水） 実践！こだわり写真撮影のコツ★～「おぢやのまち」は写真映え～ 

10月 8日（木） 小千谷の大地を知ろう！～河岸段丘はなぜできた！？～ 

10月 9日（金） 歩けば見えてくる！～小千谷の歴史ロマン探訪～ 

◆参加料 200円 
◆定 員 各コース先着 10人 
 
関連イベントの詳細は、添付のチラシをご覧ください。 
 
■主 催 ウォークラリー実行委員会 
     構成団体 小千谷市歩く会・小千谷市スポーツ推進委員協議会・小千谷市青少年育成指

導委員会・小千谷観光協会 

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 担当／古田島・髙橋 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：sports-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 8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 

                            

それ、本当にぶちゃるの？ 

イラストコンクール作品を募集します！ 

 

市内 114 町内の衛生班長で組織する小千谷市衛生班長連絡協議会では、ごみのリサイ

クルや分別、減量に関するイラスト作品を募集します。捨てる前に、本当にぶちゃるの？

と考えてみると、まだ使えたり別のものとして使えたりします。そんなごみについてイ

ラストで表現していただき、応募者全員にオリジナルエコバッグをプレゼントします。 

 

◆応募期間   9月 10日（木）～10月 30日（金） 

◆対象     市内在住・在勤・在学の方、市内事業所 

◆テーマ    ごみの減量に関すること 

◆作品について 

①はがきサイズ（100mm×148mm）の用紙でご応募ください。 

（はがきでの応募も可能です。） 

②用紙の向きは縦書き・横書き自由です。 

③画材については特に問いませんが、既製のキャラクターは対象外です。 

④ごみの減量に関するキャッチフレーズを入れてください。 

◆提出方法 

作品の裏面に、住所、製作者の氏名、電話番号を記入し、ご提出ください。直接お持

ちいただくか、郵送でもご提出いただけます。 

◆注意事項 

 ・応募作品は未発表のオリジナル作品に限ります。 

・応募は 1人 1作品まで可能です。 

 ・優秀作品の使用権・著作権は当協議会に帰属し、広報活動などに使用させていただ

きます。 

 ・応募に関する一切の費用は応募者の負担となります。 

 ・応募者の個人情報は、本募集の目的以外には利用しません。 

◆応募作品について 

すべての応募作品を展示し、応募者全員にオリジナルエコバッグをプレゼントします。 

◆入賞作品について 

市内施設等に展示するほか、ごみ収集場所に掲示し、賞状、賞品を授与します。 

◆主催     小千谷市衛生班長連絡協議会 

本件に関するお問い合わせ先／ 

小千谷市衛生班長連絡協議会事務局（市民生活課環境衛生係内） 担当／島田・中村 

TEL：0258-83-3509  FAX:0258-82-8664 E-mail：shimin-ke@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 8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 

 

青少年育成事業 

青少年育成キャンプ「おぢゃ～る こどもＣＡＭＰ2020」を開催 

 

 青少年健全育成を目的に青少年育成キャンプを今年度も開催します。 

 今年は、飯ごう炊飯での夕食作りやトーチ作りから行うキャンプファイヤーと、子どもたち

が自分たちで作り上げるプログラムとなっています。 

 

 

◆ テーマ／自然体験してみよう！アウトドアクッキングを楽しもう！ 

◆ 日 時／9月 12日（土）～13日（日）1泊 2日 

◆ 場 所／おぢゃ～る（小千谷市大字山本 2161番地 3） 

◆ 参加者／市内小学 4年生～6年生 26名（男 9名・女 17名） 

◆ プログラム／  

 時間 内容 

1 

日

目 

9：30 開村式 

9：45 仲間づくりゲーム 

10：30 おぢゃ～る周辺ウォーキング 

12：30 昼食（持参）おぢゃ～る芝広場にて 

13：30 キャンプファイヤー準備：井桁組みやトーチ作り 

14：40 夕食づくり：カレーライス 

17：30 夕食 

19：00 キャンプファイヤー 

21：30 就寝 

2 

日

目 

6：00 起床 

6：15 遊歩道散策 

6：40 朝食づくり：パックドッグ作り 

7：00 朝食 

9：00 科学工作体験：ペットボトルロケット 

11：00 閉村式 

 

 

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 担当／新保・岡元 

TEL：0258-82-9111  FAX:0258-82-9112 E-mail：syougai-sk@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2年 8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 

 

                            

ワシ・タカの渡り観察会を開催 

 

 山本山は猛禽類の渡りを観察するのに適しています。特に山頂の展望台は 360 度見渡せる絶

好のポイントです。秋の休日にはおおぜいの方がバードウォッチングや撮影に訪れています。 

 

 

■小千谷観光協会主催「山本山で秋を体感しよう!!～鷹の渡り観察会～」 

◆日時 9月 19日（土）午前 9時～11時 30分 

◆集合場所 おぢゃ～る（山本 1216-3） 

◆持ち物 帽子、飲み物、双眼鏡（お持ちの方） 

◆参加料 500円 

◆申込 小千谷観光協会 TEL：0258-83-3512 

 

 

 

■教育センター・長岡環境センター主催「ワシ・タカの渡り観察会」 

◆日時 9月 22日（祝）午前 9時～11時 

◆集合場所 山本山高原山頂展望台 

◆持ち物 筆記用具、飲み物、雨具、図鑑と双眼鏡（お持ちの方） 

◆参加無料 

◆申込 

・一般の方：長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課 TEL：0258-38-2531 

・小・中学校の児童・生徒や保護者、学校関係者：教育センターTEL：0258-82-6750 

◆申込締切 9月 11日（金） 

 

※山本山で観察できる主な猛禽類 

サシバ、ハチクマ、ミサゴ、イヌワシ、ハヤブサ など 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／ 

○9月 19日開催の観察会について：小千谷観光協会 担当／阿部・星野 TEL：0258-83-3512 

○9月 22日開催の観察会について：小千谷市教育委員会教育センター 担当／大野 TEL：0258-82-6750 


