
 

 

報道資料１ 

 

令和 3年 6月 24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 

地元のお店応援プロジェクト『第 3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、「第 3弾プレミアム付き商品券」を発行します。 

 

■地元のお店応援プロジェクト『第 3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 7 月号」と一緒に配布する「引換券付きチラシ」を持参し、市内

10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／260 店舗 

  ○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 3年 7月 1日（木）～7月 31日（土） 

※販売予定数に達しなかった場合は再販予定あり。 

◆利用期間 

   令和 3年 7月 1日（木）～10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・大矢・臼井 

TEL：0258-83-3556  FAX:0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 

 

 

 

 



報道資料２ 
 

令和 3年 6月 24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 

                            

都市計画道路「東栄元中子線」全線開通 

 

■ 開通日時  ７月１４日（水） 

点検走行：午前９時５０分～ （道路パトロールカーによる走行） 

供用開始：午前１０時～   （交通規制の解除） 

 

◆ 開通区間  東栄１丁目～元中子（防災公園交差点）  ※別紙参照 

◆ 事業概要  全長 800ｍ／幅員 15～20ｍ／総事業費 14億 5,700 万円 

  ◆ 事業効果 

  ・交通の円滑化と歩行者の安全確保 

  ・沿線を含めた東小千谷地区の活性化 

  ・地域内公共施設へのアクセス向上 

  ・災害時の物流路線確保 

 

 

市街地での交通の円滑化や歩行者の安全確保を図るため、平成 25 年度から事業を進めて

きた都市計画道路「東栄元中子線」が 7月 14日（水）に全線開通します。 

本路線は、東小千谷地区を南北に結ぶ全長 800ｍの路線で、これまでに第一工区の東栄１

丁目～元中子（Ｌ＝385ｍ）が開通していました。 

全線開通により、沿線を含めた東小千谷地区の活性化のほか、7 月 15 日（木）に供用開

始を予定する防災公園へのアクセス向上などが期待されます。 

 

 第一工区 第二工区 

工事期間 平成 11 年～平成 22年 平成 25 年～令和 3年 

事業費 9億 4,000 万円 5億 1,700 万円 

供用開始 平成 22 年 令和 3 年 

本件に関するお問い合わせ先 ／小千谷市建設課都市整備室  担当／保科・近藤 

TEL：0258-83-3514 FAX：0258-83-2789 E-mail：kensetu-tk@city.ojiya.niigata.jp 
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報道資料３ 
 

令和 3年 6月 24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 

                            

防災公園がオープンします 

 

  

■ オープンニングセレモニー 

・日時：7 月 15日（木） 午前 10時～ 

・会場：防災公園駐車場（大字薭生丙 299-1） 

・内容：テープカット など （午前 10時 30分～一般開放） 

※雨天の場合：勤労青少年ホーム軽運動場（旭町 13-8） 

 

◆ 事業概要 

  ・敷地面積：35,181㎡ 

  ・事 業 費：2億 5,980 万円 

 ・施工内容：敷地造成、駐車場・園路等の舗装、芝張り・植樹・東屋の設置など 

 ・工事期間：令和元年～令和 3年 

 ◆施設機能 

 ・応急仮設住宅建設用地：5,670.8 ㎡ 

・芝生広場（緊急時の臨時ヘリポート）：6,414.5 ㎡ 

・マンホールトイレ：13基 

・かまどベンチ：2基 

・東屋：1棟（周囲をシートで囲み、避難活動の拠点となるもの） 

・桜：6本（防災協定締結の 6自治体に関係する桜を植樹） 

・備蓄施設建設予定地：4,850.3㎡ 

・その他：気象観測施設、調整池、常設トイレ（男女多目的）、駐車場（132 台分）、

すべり台付き築山、遊具、ランニングコース（1周 500ｍ） など 

 

 

大規模な災害が発生した際に、緊急避難場所や応急仮設住宅を建設する場として、ま

た、普段は、市民の憩いの場として活用する防災公園がオープンします。 

今後は、国道 351 号や東栄元中子線からのアクセスを生かし、敷地内に防災用品の備

蓄倉庫や災害時の支援物資拠点施設を整備する予定です。 

本件に関するお問い合わせ先 ／小千谷市危機管理課  担当／篠田・阿部 

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



報道資料４ 
 

令和 3年 6月 24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 

                            

東京駅前常盤橋プロジェクト「TOKYO
ト ウ キ ョ ウ

 TORCH
ト ー チ

」に錦鯉鑑賞池が完成 

錦鯉の魅力を世界へ発信する鑑賞池の放流式を開催 

 

「錦鯉発祥の地」小千谷市が、東京駅前常盤橋プロジェクト「TOKYO TORCH」

を推進する三菱地所株式会社と協働で整備した錦鯉鑑賞池が完成しました。 

プロジェクトのオープンイベントに先立ち錦鯉鑑賞池の放流式を開催します。 

 

■鑑賞池放流式 

 ・日  時  7月 21日（水）午後 1時～1時 30分 

 ・会  場  常盤橋タワー前「TOKYO TORCH Park」（千代田区大手町 2-6-4） 

 ・放流錦鯉  50尾（体長約 60cm）を放流 

 

■鑑賞池の概要 

・敷地面積  234 ㎡ （錦鯉鑑賞池は 58㎡） 

・工事期間  令和 2年 11月～令和 3年 6月 

・整備負担額  5,400 万円（地方創生推進交付金活用） 

・使用期間  令和 2年 10月～令和 11年 9月 

・そ の 他  「小千谷市ＰＲゾーン」併設 

        （当市の特産品のＰＲ） 

 

■東京駅前常盤橋プロジェクト「ＴＯＫＹＯ ＴＯＲＣＨ」 

 三菱地所株式会社が東京駅日本橋口前に位置する常盤橋街区に開発を進めているプ

ロジェクト。 

◇常盤橋タワーの商業ゾーン「TOKYO TORCH Terrace」 

  ・内容：地方の名店を中心に多彩なグルメが楽しめる 13店舗が出店 

◇大規模広場「TOKYO TORCH Park」 

  ・面積：約 7,000㎡ 

  ・内容：全国の自治体と協業し、日本の文化・魅力を発信する場 

【小千谷市】錦鯉が泳ぐ池【佐渡市】佐渡島の金鉱石 

【茨城県つくば市】つくばの天然芝【静岡県裾野市】うるおいのある緑化空間   

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市農林課錦鯉戦略係 担当／安達・木村 

TEL：0258-83-3510  FAX:0258-83-2789 E-mail:nourin@city.ojiya.niigata.jp 



報道資料５ 

 

令和 3年 6月 24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 

                            

国指定重要文化財 魚沼神社阿弥陀堂 保存修理記念企画展 

～魚沼神社、人々と刻んだ５００年の歴史～を開催 

 

 国指定重要文化財魚沼神社阿弥陀堂の茅葺屋根全面葺替にあわせて企画展を開催し

ます。 

 

 

■日時／7 月 24日（土）～8月 31日（火）午前 9時～午後 5時  ※水曜休館 

  

■会場／市民学習センター「楽集館」１階 展示室（上ノ山 4-4-2） 

 

■内容／魚沼神社に関わる指定文化財や初公開資料の展示 

 ＜展示資料概要＞ 

 ・県指定文化財「大般若経」、「鰐口」 

 ・市指定文化財「天正日記」、「太太神楽」 

  【初公開資料】 

・徳川歴代将軍の朱印状 

  ・上杉謙信から魚沼神社にあてた書状 

  ・樋口兼豊（直江兼続の父）に関する古文書 

 ＜開催期間中のイベント＞ 

 ・7月 24日（土）：午前 10時～太太神楽の実演、展示品解説 

 ・8月 9日（月・祝）：午前 9時～新潟大学荻名誉教授による講演、太太神楽の実演、

展示品解説 

 ・8月 16日（月）：午前 10時～魚沼神社神楽殿にて太太神楽の実演 

   ※全面葺替中の阿弥陀堂にて現場説明会を行う予定 

①7月 24日（土）午後 1時～、②8月 28 日（土）午前 10時～、 

③工事完了時 

 

■入場無料 

 

本件に関するお問合せ先／小千谷市教育委員会生涯学習課社会教育係 担当／白井・大渕(和) 

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



報道資料６ 

 

 

 

令和 3年 6月 24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 

                            

認知症高齢者見守り隊講座を開催 

 

認知症の方の傾聴（話し相手）ボランティア「高齢者見守り隊」を養成する講座を開

催します。 

認知症は年々増えており、誰でもなり得る身近な病気の一つです。認知症になっても

周囲が正しく理解し、見守り、支えることで住み慣れた地域での暮らしを続けることが

できます。話し相手がいることは、地域とつながり続け、本人の気持ちを安定させるだ

けでなく、介護者の支援にもつながり、孤立や虐待を防ぐことになります。 

 

◆講座日程・内容 

日 時 内容 講師 会場 

７月２１日（水） 

午後１時３０分 

   ～３時３０分 

【認知症を理解する】 

○認知症とその対応 

○高齢者の安心と安全～虐待

の予防～ 

○認知症キャラバンメイト 

○地域包括支援センター職員 

サンラック 

おぢや 

大ホール 

８月１８日 (水) 

午後１時３０分 

   ～３時３０分 

【認知症の人を支える】 

○『傾聴』 

～相手の気持ちを受けとめる

ように聞き合い、お互いの理解

を深める方法～ 

○臨床心理士・公認心理師  

（新潟県カウンセリング協会会員） 

鈴木
す ず き

崇
たか

弘
ひろ

 氏 

サンラック 

おぢや 

大ホール 

９月２日（木） 

午後１時３０分 

～３時 

【認知症の人の気持ちを理解

する】 

○介護者からのメッセージ 

○認知症高齢者見守り隊

（笑和会
しょうわかい

）の活動紹介 

○ボランティアの基本 

○介護者 渡邊春治さん 

○認知症高齢者見守り隊 

（笑和会）会員 

○社会福祉協議会職員 

サンラック 

おぢや 

大ホール 

◆参加費無料 

◆申込み先／電話（TEL:0258-83-3517）にて福祉課高齢福祉係へ申込み 

◆申込み期限／7月 16日（金） 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市福祉課高齢福祉係 担当／高野・牛木 

TEL：0258-83-3517  FAX:0258-83-4160 E-mail：fukushi@city.ojiya.niigata.jp 

 

 

 

 



報道資料７ 

令和 3年 6月 24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 

                            

頑張るトップアスリート、ジュニアアスリートの活動を応援します 

令和３年度 トップアスリート・ジュニアアスリート決定 

小千谷市では、オリンピック・パラリンピック等に出場し、活躍するために頑張る 

トップアスリート、ジュニアアスリートの活動を応援、支援しています。 

今年度のトップアスリート 2名、ジュニアアスリート 7名が決定しました。 

 

 

□トップアスリート 

 

郷
ごう

 翔一
しょういち

朗
ろう

さん（東洋大学 4年）バイアスロン 小千谷中学校出身 

活動目標：サマーバイアスロン大会と日本選手権大会での上位入賞 

 

廣井
ひ ろ い

 蘭人
ら ん ど

さん（帝京長岡高等学校 2年）サッカー 東小千谷中学校出身 

活動目標：全国高等学校サッカー選手権大会での優勝 

 

□ジュニアアスリート 

 

大渕
おおふち

 莉子
り こ

さん（十日町高等学校 3年）クロスカントリースキー 南中学校出身 

星野
ほ し の

 結
ゆ

衣
い

さん（北越高等学校 3年）ソフトテニス 千田中学校出身 

渡邉
わたなべ

 大貴
た い き

さん（十日町高等学校 3年）クロスカントリースキー 小千谷中学校出身 

渡邉
わたなべ

 琴
こと

葉
は

さん（十日町高等学校 1年）クロスカントリースキー 小千谷中学校出身 

星野
ほ し の

 佑
ゆう

槙
ま

さん（十日町総合高等学校 3年）クロスカントリースキー 小千谷中学校出身 

大橋
おおはし

 陵人
りょうと

さん（関根学園高等学校 3年）アルペンスキー 小千谷中学校出身 

大橋
おおはし

 蔵人
ま さ と

さん（関根学園高等学校 1年）アルペンスキー 小千谷中学校出身 

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スポーツ振興室 担当／古田島・佐藤 

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



報道資料８ 

■被爆体験伝承講話会 

 ◆日程・会場  7月 15日（木） 10:50～12:20 東小千谷中学校 

13:50～15:20 小千谷中学校 

         7月 16日（金） 10:45～12:15 片貝中学校 

 ◆概要     被爆者の高齢化が進み、被爆体験をお話しされる方が少なくなってき

ている中、被爆者からその体験や平和への思いを受け継ぎ、伝承活動

を行う「被爆体験伝承者」を広島市からお招きし、講話会を開催しま

す。 

◆講師氏名   森
もり

河
かわ

 伸子
の ぶ こ

 様（65歳） 

◆講師略歴   広島市の被爆体験伝承者第１期生として、平成 27年から日本語と

英語で母親の被爆体験を中心に伝承講話活動を行っているほか、

修学旅行生を対象とした平和学習活動にも携わられています。 

◆その他    新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止となる場合

があります。 

 

■平和を願う折り鶴募集 

 ◆受付期限   7月 30日（金） 

 ◆受付窓口   企画政策課企画経営係（市役所 3階） 

 ◆概要     広島平和記念公園に捧げる平和を願う折り鶴を募集します。 

         お預かりした折り鶴は広島市へお届けし、広島平和記念公園にある

「原爆の子の像」に捧げていただきます。 

 

 

令和 3年 6月 24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 

                            

非核平和推進事業 

被爆体験伝承講話会を開催 

 

小千谷市は、平成 4年に非核平和都市宣言を行い、核兵器の廃絶と、平和の確立に市

民一人ひとりが努力することを誓いました。 

戦争の悲惨さ、平和の大切さを次世代に伝えるため、被爆体験伝承講話会を開催しま

す。また、小千谷市民の平和の願いを被爆地に届けるため、折り鶴を募集します。 

 

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 担当／佐治・増川 

TEL：0258-83-3507  FAX:0258-83-2789 E-mail：plan@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 6月 24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 

                            

路線バスが“社会を明るくする運動”の広告塔に 

 

小千谷魚沼地区保護司会（眞島源一会長、会員 26 人）では、法務省が主唱する“社

会を明るくする運動”の一環として、7月 1日（木）から 1か月間、越後交通株式会社

と南越後観光バス株式会社の協力の下、市内を走る路線バスの前面に、同運動の広告幕

を掲出して運行することになりました。 

 

■事業内容 

◆運行期間   7月 1日（木）～7月 31日（土） 

※７月は「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える 

地域のチカラ～」の強調月間です。 

◆運行地域   小千谷市内、魚沼市内各 5台、計 10台 

◆運行会社   越後交通株式会社、南越後観光バス株式会社 

■出 発 式    

◆小千谷支部：7月 1日（木）午前 10時 小千谷市役所（城内 2-7-5） 

◆魚 沼 支 部：6月 30 日（水）午前 10時 魚沼市役所（小出島 910） 

   [庁舎内]・“社会を明るくする運動”内閣総理大臣メッセージを市長に伝達 

[庁舎前]・メッセージ伝達後、市長ほか関係者が参加し、広告幕を掲出 

 

≪社会を明るくする運動≫ 

全ての国民が犯罪や非行を防止し、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、

それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行の 

ない明るい社会を築こうとする全国的な運動。 

コロナ禍で接触型広報活動が難しいことから、 

更生保護のマスコットキャラクター 

『更生ペンギンの「ホゴちゃん」』と標語 

「犯罪のない明るい社会を！」を入れた広告幕を作成。 

本件に関するお問い合わせ先／ 

小千谷魚沼地区保護司会事務局（小千谷市福祉課内） 担当／小川、吉越 

TEL：0258-83-3517  FAX:0258-83-4160 E-mail：fukushi@city.ojiya.niigata.jp 



 

令和 3年 6月 24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ワクチン接種状況 

 

新型コロナウイルスワクチンの接種状況と今後の見通しについてお知らせします。 

 

 

■接種状況 

◆接種会場 

（高齢者施設）4月 19日～ 高齢者施設 14か所 

（集 団 接 種）5月 7日～  地域会場 ・・・ ４か所 

（片貝総合Ｃ､東山住民Ｃ､岩沢住民Ｃ､真人ふれあい交流館） 

5月 17日～ イオン小千谷店特設会場 

5月 27日～ 厚生連小千谷総合病院 

6月 20日～ 地域会場 追加１か所(小千谷市総合産業会館サンプラザ） 

（個 別 接 種）6月 10日～ 小千谷さくら病院 

※その他の病院・診療所は現在調整中 

◆予約率（6月 23日現在） 

89.7％ ※65歳以上の高齢者 

◆接種者数及び接種率（6月 23日現在） 

対象者数  12,454人 ※65歳以上の高齢者 

1回目接種  7,570人／60.8％ 

2回目接種  4,056人／32.6％ 

 

■今後の見通し 

◆16歳以上 65歳未満のワクチン接種を希望する方の接種順序 

① 基礎疾患のある方 接種開始予定 ／7月中旬頃 ※事前申請が必要です 

② 64歳～60歳    接種券郵送時期／7月上旬以降 

③ 59歳～50歳       〃   ／7月中旬以降 

④ 49歳～40歳       〃   ／8月上旬以降 

⑤ 39歳～30歳       〃   ／9月上旬以降 

⑥ 29歳～16歳       〃   ／9月中旬以降 

◆ワクチン接種の完了予定 

16歳以上のワクチン接種を希望する市民に対しては、10月から 11月までには 2回

目の接種が完了する見込みです。 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市健康未来こども課内 

ワクチン接種対策班  担当／平澤・大平 

TEL：0258-83-3640  FAX:0258-82-8964 E-mail：kenko@city.ojiya.niigata.jp 

【65 歳以上ﾜｸﾁﾝ接種完了予定 ⇒ 7 月末まで】 （対象者事情による場合を除く） 




