
 
 

報道資料 1 

 

令和 2年 10 月 22 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 

地元のお店でお買い物！『第 2 弾おぢやプレミアム商品券』を発行 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、厳しい状況にある業界やお店を応援するた

め、小売業・サービス業などを追加した「第 2 弾プレミアム付き商品券」を発行します。 

 

■地元のお店でお買い物！『第 2 弾おぢやプレミアム商品券』 
  

◆購入できる方 

   市内の全世帯 

 ◆プレミアム商品券の額面 

   6,500 円分の商品券が 5,000 円で購入できます。 

※プレミアム率は 30％で、1,500 円分お得です！ 

◆購入方法 

  「広報おぢや 10 月 25 日号」と一緒に配布するチラシの購入引換券を持参し、市

内 9か所の販売場所（商工会議所、サンプラザなど）で購入。 

 ◆購入限度 

   1 世帯 3セットまで 

 ◆使用できるお店／274 店舗（複数の業種を兼ねている店舗の重複あり） 

  ○小売業：市内に本社（本店）が所在する店舗及び事業所 

○サービス業：市内に所在する店舗及び事業所（風営法第 2 条第 1 項 4・5 号と第

5 項に該当する営業・業種は除く。また、病院・一般診療医院・福

祉施設も除く。） 

○飲食業、タクシー業、旅行業、宿泊業、娯楽業：市内に所在する店舗及び事業所 

  ※利用可能な店舗名については、別紙資料を参照してください。 

◆販売期間 

   令和 2 年 10 月 25 日（日）～11 月 30 日（月） 

◆利用期間 

   令和 2 年 10 月 25 日（日）～令和 3年 1 月 31 日（日） 

 

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 



 
 

報道資料 2 

 

令和 2年 10 月 22 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 

                            

小千谷市のプロモーションビデオ「小千谷こい唄」が完成 

小千谷市も構成員となっている「小千谷地域情報番組放送等シティプロモーション推

進協議会」では、今年度から小千谷をワールドワイドに拡散する取組として「小千谷プ

ロモーションプロジェクト」を行っています。このたび、プロジェクトのひとつである

小千谷市のプロモーションビデオが完成しました。 

 公開は本日 10 月 22 日（木）午前 11 時です。明日は「中越大震災の日」でもあり、

これからもみんなが笑顔でいられるようにという意味も込めてこの時期に公開します。 

 

■小千谷市のプロモーションビデオ「小千谷こい唄」 
小千谷市発祥の「錦鯉」と「小千谷に来い（来てください）」と「恋」をかけて制作

したオリジナルソングに合わせた、小千谷の魅力がつまったプロモーションビデオです。

市内各所をロケ地に、小千谷市民出演で制作しました。昭和のカラオケ映像をイメージ

し、インパクトを重視した作品となっています。 

◆コンセプト  忘れられない魅力あるまち「小千谷」を舞台として、男女の恋模様を

描いています。歌手は新潟県出身シンガーソングライターの Mondeo

（モンデオ）さんです。 

◆その他   ・プロモーションビデオは、YouTube「新潟県小千谷市公 

式チャンネル」よりご覧いただけます。 

・「小千谷こい唄」の音源の利用を希望される場合は、 

小千谷市企画政策課までご連絡ください。営利（商 

用）利用はできません。 

○今後の活用について 

・ 30 秒に短縮した CM 用動画を制作し、YouTube 広告でプロモーションビデオを PR

します。 

・ イベントや市政情報ラジオ番組などの BGM に使用します。 

・ オリンピックのホストタウン交流で活用します。（英訳テロップ版のプロモーショ

ンビデオを制作します） 

・ 第 2弾となる別バージョンのプロモーションビデオの制作も予定しています。 

 

※小千谷地域情報番組放送等シティプロモーション推進協議会とは、小千谷市、（一財）小千谷市産業開発センター、小

千谷観光協会、越後おぢや農業協同組合、小千谷商工会議所で組織し、小千谷地域の魅力をラジオ放送等により発信

し地域内外の交流人口を増やすとともに、地域活性化を図ることを目的とする協議会です。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市企画政策課 担当／小林・吉原 

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

△YouTube 
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令和２年 10 月 22 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 

                            

農林水産祭参加第 60 回新潟県錦鯉品評会を開催 

 
小千谷市において、農林水産祭参加 第 60 回新潟県錦鯉品評会が開催されます。 

この新潟県錦鯉品評会は、錦鯉の原産地越後の秋を飾る大会であり、県内の錦鯉生産

者が丹精込めて育てた優良な錦鯉を一堂に集め、厳正な審査を行い農林水産大臣賞など

の優秀鯉が決定されます。今年は、新型コロナウイルス感染防止策を行い、品評会を開

催します。 

 

■一般公開 

 ・日時     11 月 7 日（土）午後 2 時～午後 5 時 

         11 月 8 日（日）午前 8 時～午後 2 時 

 ・会場     小千谷市総合体育館コミュニティプラザ（桜町 4915） 

 ・入場料    500 円／小学生以下は無料 

 ・出品者    (一社)新潟県錦鯉協議会会員の錦鯉生産者 

・出品予定水槽 150 水槽（直径 1～2ｍの丸型水槽） 

 ・出品予定尾数 800 尾（鯉の体長 15～100 ㎝） 

■表彰式 

 ・日時     11 月 8 日（日）午前 11 時～ 

 ・会場     小千谷市総合体育館ロビー（桜町 4915） 

・内容     農林水産大臣賞、水産庁長官賞、ジャンボ賞などの表彰 

    ※一般の方も観覧できます。 

■その他   

・県外からのご来場は極力お控えください。 

・当日はマスクを必ず着用ください。体調不良の場合はご来場をお控えください。 

・会場入口にて受付名簿への記入、検温、手指の消毒等をお願いします。 

・会場内、入り口ではソーシャルディスタンスの確保にご協力をお願いします。 

・「新型コロナウィルス接触確認アプリ（COCOA）」のスマートフォン等へのインス 

トールをお願いします。 

■主催      新潟県、（一社）新潟県錦鯉協議会 

 

本件に関するお問い合わせ先／ 

・(一社)新潟県錦鯉協議会 担当／瀬沼・小船井 TEL：0258-94-6031  FAX:0258-94-6032

・農林課錦鯉戦略係 担当／木村・安達 TEL：0258-83-3510  FAX:0258-83-2789   
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令和 2 年 10 月 22 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 

                            

ガスで応援！快適生活フェア  を開催 

例年、サンプラザなどを会場にガス水道フェアを開催していましたが、今年は新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、チラシによるガス衣類乾燥機のモニター募集とガス機器

の特別価格での販売を行います。 
ガス機器購入を検討されている方は、この機会をぜひご活用ください。 
市民の方へは 10 月 25 日号の広報おぢやにチラシを同封し、配布します。（※都市ガス

供給区域） 
 
 
■ガス衣類乾燥機のモニター募集 

 ◆募集期間   11月 1日（日）～30日（月） 

◆対象機種   ガス衣類乾燥機「乾太くん（RDT-54S-SV） 乾燥容量：5㎏ 

◆モニター内容 対象機器を 2 年間ご使用いただき、動画データや使用の感想文の提出

をしていただきます。 

        ※機器は、モニター終了後もそのままご使用いただけます。 

◆費用負担   機器購入費：55,000円（税込）（希望小売価格：140,800円（税込）） 

基本設置・配管費：無料（通常は一式139,000 円） 

※基本費用を上回る場合は差額分をご負担いただきます。 

購入費・設置費用など合計で224,800円お得になります。 

◆定員     2人 

◆応募資格   小千谷市と都市ガスの契約をされている方で、小学生以下の子どもの

いる世帯の方 

◆申し込み方法 郵送かメールで応募用紙を提出 

        ※電話かメールで応募用紙を請求してください。 

 

■チラシによるガス機器販売 

 ◆販売期間  11月 1日（日）～30日（月） 

◆内容    ガス衣類乾燥機、ビルトインコンロ、給湯器、ガス暖房機などのチラシ販売 

 ◆主催    小千谷管工事協同組合 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市ガス水道局 業務課 担当／長谷川・島峰 

TEL：0258-82-4115  FAX:0258-82-5551 E-mail：gasu@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 2 年 10 月 22 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 

                            

「おぢや麺フェス 2020～みんなを元気に!!～」開催 

                            

 今年も、11 月 11 日の麺の日より自家製麺にこだわる【へぎそば店】と【ラー

メン店】8店舗によるイベント「おぢや麺フェス 2020」を開催します。 

 今年は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市内業者等との輪も広

げようという趣旨で、各参加店舗でコラボ相手を選び、昨年とは違った形のコラ

ボ限定メニューを提供します。 

また、おぢや麺フェスメニューを食べていただいたみなさんと共に、おぢや産

花火打ち上げプロジェクトによる「おぢや麺フェス花火」を打ち上げます。 

 

◆日時  11 月 11 日（水）～12 月 11 日（金）各店舗営業時間に準ずる 

 ◆テーマ 「みんなを元気に！！」 

 ◆コラボ店舗 

   「わたや本店×豆ノ助（豆腐店）×にくいち（精肉店）」 

「わたや平沢店×山崎醸造（味噌、醤油製造）」 

   「元祖小千谷そば 角屋×高の井酒造×山崎醸造×豆ノ助」 

「小千谷そば 和田×farmer 佐藤さん（農業）」 

「手打ち麺処 暁天×美好亭（食堂）×ＭＯＢ（バル）×紺仁（染織工房）

×ＧＯＳＰＯ（ラッパー）×野菜ソムリエ 佐藤さん」 

   「手打ちらーめん 勝龍×コラソン（製菓店）」 

   「麺や ようか×新潟銘醸（酒造）×きらら（さつまいもカフェ）×阿部

幸製菓（米菓）×ピーカブ―小千谷店（パン店）」 

「麺や つるり×山崎醸造」 

◆会場  参加 8店舗 

◆花火  おぢや麺フェスメニューの売り上げの一部を資金として、おぢや産花 

火打ち上げプロジェクトによる、新型コロナウイルス感染症退散祈願 

「おぢや麺フェス」花火を令和 3年 1月（予定）に打ち上げます。 

■主催／小千谷伝 麺有志の會 

 

本件に関するお問合せ先／ 

小千谷伝 麺有志の會事務局（小千谷市教育委員会生涯学習課（総合体育館内）） 担当／上村 

TEL：0258-83-0077  FAX:0258-83-0078 E-mail：syougai-kr@city.ojiya.niigata.jp 
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