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令和 3年 10 月 28 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支援策 

 

 

1．「おぢや食べ得チケット」を発行（資料 1-1） 

■内  容／市内の飲食店で使用できるお得な忘新年会用チケットを発行するもの。 

■予算規模／4,100 万円 

 

2．「宿泊事業者向け集客支援事業」を実施（資料 1-2） 

■内  容／市内の宿泊施設を利用された方におぢやの銘酒をプレゼントする優待事

業へ補助するもの。 

■予算規模／300 万円 

 

3．「夜間公共交通維持支援事業」を実施（資料 1-3） 

■内  容／夜間早朝の運行体制を維持しているタクシー事業者に対して支援するもの。 

■予算規模／300 万円 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／各報道資料参照 
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令和 3年 10 月 28 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支援策 

『おぢや食べ得チケット』を発行 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、特に厳しい状況にある飲食店を応援するた

め、忘新年会シーズンに向け『おぢや食べ得チケット』を発行します。 

 

■『おぢや食べ得チケット』 
 

◆購入できる方 

 市民及び市内在勤者 
 

◆プレミアムチケットの額面 

 6,500 円分のチケットが 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 12 月号」または新聞折込チラシ(11 月下旬発行)をご覧ください。 
 

◆販売数 

 20,000 セット（1 人 2 セットまで） 
 

◆使用できるお店 

 市内に所在する飲食店（テイクアウト除く） 

※新潟県「にいがた安心なお店応援プロジェクト飲食店認証制度」認証店 

  ※利用可能な店舗名については、新聞折込チラシ(11 月下旬発行)・市ホームペー

ジ・商工会議所ホームページをご覧ください。 
 

◆利用期間 

 令和 3年 12 月 10 日（金）～令和 4年 2月 28 日（月） 
 

◆地酒プレゼント企画 

 市内酒蔵（新潟銘醸㈱、高の井酒造㈱）のお酒を抽選でプレゼントします。 

  ※チケットを購入された方を対象に事務局で抽選し、当選された方へ引換券を送付 

 

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 
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令和 3年 10 月 28 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支援策 

「宿泊事業者向け集客支援事業」を実施 
市内宿泊施設の利用者におぢやの銘酒をプレゼント 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厳しい経営環境にある宿泊事業者が取り組

む優待事業に係る費用を補助し、集客力の向上を支援します。 

 

 

■宿泊事業者向け集客支援事業補助金 
 

 ◆対象者   

次のいずれにも該当するもの。 

    ① 小千谷市内に施設を設けて事業を行う、宿泊事業者であること。 

    ② 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）に基づく営業に必要な許可 

      （旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業に限る。）を受けた者、又は 

     住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）に基づく営業に必要な 

     届出を行っている者であること。 

    ③ 令和 3年 3月 31 日以前から市内で宿泊事業による事業収入（売上） 

     を得ており、今後も事業継続の意思があること。 

 

 ◆対象となる優待事業   

○宿泊特典配布事業 

事業実施期間内の宿泊者特典（お土産）として、20 歳以上の宿泊者１名 

あたり宿泊１回につき、地元酒蔵の銘酒セットをプレゼント。 

  

 ◆事業実施期間 

  令和 3年 12 月 10 日（金）～令和 4年 2月 28 日（月） 

 

 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／臼井・大矢(尚) 

TEL：0258-83-3556  FAX：0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 10 月 28 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支援策 

「夜間公共交通維持支援事業」を実施 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、緊急時に対応できる夜間の運行体

制を維持している市内タクシー事業者を支援するため、『小千谷市夜間公共交通維持支

援事業補助金』を設け、市民の安心・安全と公共交通の運行維持を図ります。 

 

 
■夜間公共交通維持支援事業補助金 
  

◆対象者 

  夜間早朝の営業を行い、市内に本社または営業所を置くタクシー事業者 

 

 ◆補助額 

  車両 1台につき、5 万円 

  ※新潟運輸支局に届け出し、かつ、小千谷市域に係る営業区域の事業用自動車が対 

象（バス車両は対象外） 

 

◆申請期限 

令和 3年 11 月 30 日（火）（必着） 

 

◆申請方法 

 申請書類は郵送でのみ受付 

     

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市商工振興課 担当／大矢(亜)・大矢(尚) 

TEL：0258-83-3556  FAX：0258-83-2789 E-mail：syoko@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 10 月 28 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 

                            

旧小千谷総合病院跡地整備事業 

図書館等複合施設基本設計の概要 

 

本町 1 丁目の旧小千谷総合病院跡地に整備する図書館等複合施設について、小千谷リビ

ングラボ「at！おぢや」で検討してきました基本設計がまとまりました。 

今後は、実施設計を経て、令和 4～5年度に建設工事を行い、令和 6年 6月のオープンを

目指します。 

 

１．計画概要 

◆計画敷地面積／9,685.45 ㎡（坂下駐車場を含む） 

◆規模・構造／地上１階建（一部 2階建）、鉄骨造＋鉄筋コンクリート造 

◆延床面積／4,375.8 ㎡（駐車台数／110 台） 

２．建物の特徴 

四季とともに移ろい、時代とともに変化し続ける小千谷を感じることができる空間。 

動く書架や展示台（フロート）が置かれた動的な資料空間、その時々に応じて使われ方 

が変化する活動の場（アンカー）、季節ごとに様相を変える小千谷のまちとの結びつきが 

深い屋上空間（ルーフ）の 3つの建築的要素から構成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本設計の内容は、今後の実施設計の中で変更が生じる場合があります。 

本件に関するお問い合わせ先／小千谷市建設課都市整備室 担当／土田・近藤 

TEL：0258-83-3514  FAX：0258-83-2789 E-mail：kensetu-tk@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 10 月 28 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 

 

 

新たに収蔵した西脇順三郎絵画の展示解説会を開催 

  

新たに購入した個人所蔵の西脇絵画の作品を西脇記念画廊で一般公開します。これに

関連して専門家による作品の展示解説会を開催します。 

 

 

◆日時／11 月 27 日（土） 1 回目：午前 10 時 30 分～ 2 回目：午前 11 時～ 

      ※1 回目も 2回目も同じ内容になります。 

◆会場／図書館 3階 西脇記念画廊（土川 1-3-7）     

◆解説／大倉 宏（おおくら ひろし）さん（美術評論家） 

◆作品／11 点 

・丹波篠山風景（水彩） 

・熱海仲田井口別荘岩庭（クレヨン） 

・アロエの花（油彩） 

・女性の肖像画像（油彩） 

・京都秋日（油彩） 

・春の目覚め（水彩） 

・女の顔（水彩） 

・女の顔（ペン） 

・色紙 3 枚 

 ◆定員／各回 15 人（2 回開催） 

◆入場無料 

◆申込受付開始／11 月 2 日（火）午前 10 時 

◆申込先／図書館 TEL：0258-82-2724 

◆その他／新収蔵の作品は、11 月 23 日（火・祝）から西脇記念画廊常設展示の入替

作品として展示いたします。 

 

 

 

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図書係 担当／遠藤・町田 

TEL：0258-82-2724  FAX：0258-82-8915 E-mail：tosyo-y@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 10 月 28 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 

                            

小千谷絵紙保存会・小千谷市教育委員会 主催事業 

絵紙のまちの浮世絵展「侍絵
さむらえ

～浮世絵に生きる武士の姿～」を開催 

 

浮世絵の「武士」が描かれた古今の名作と、武具などをあわせて展示する企画展を開

催します。 

 

■日時／11 月 11 日（木）～11 月 28 日（日）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／武士が描かれた浮世絵、武具資料の展示 

＜展示資料概要＞ 

 【武士が描かれた浮世絵：作者】 

・歌川
うたがわ

国
くに

芳
よし

（江戸時代末期の浮世絵師） 

・月岡
つきおか

芳
よし

年
とし

（江戸時代末期～明治時代の浮世絵師） 

・歌川貞秀
うたがわさだひで

、楊斎延一
ようさいのぶかず

 など 

【武具資料】 

 ・「甲 冑
かっちゅう

（鎧
よろい

兜
かぶと

）」（江戸時代初期 東山地区にて寄贈） 

 ・「 鐙
あぶみ

（馬具）」（江戸時代初期 岩沢地区にて寄贈） 

 ・刀剣
とうけん

、陣笠
じんがさ

 など 

 ＜開催中のイベント＞ 

  ・ギャラリートーク、展示解説 

    日時：11 月 27 日（土） 午前 10 時～正午 

    講師：小千谷絵紙保存会・市文化財担当 

※参加特典として「企画展図録」を無料配布 

 

■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 

歌川国芳「八島大合戦」 

楊斎延一「本能寺焼討之図」

甲 冑 
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令和 3年 10 月 28 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 

                            

小千谷市スポーツ講演会を開催 

 オリンピアンが語る、夢を実現させるためのさまざまな体験や、オリンピック大会出

場の貴重な経験などを聴き、子どもたちの自己実現のきっかけづくりや、スポーツを通

じて誰もが生き生きと暮らせる社会の実現につなげるため講演会を開催します。 

 

 ◆日時／11 月 28 日（日）  開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2 時 

 ◆会場／市民会館大ホール（土川 1-3-3） 

 ◆演題／「小さなきっかけから大きな夢へ」 

 ◆定員／200 人 

 ◆講師略歴／大山加奈（おおやまかな）さん （元女子バレーボール日本代表） 

  1984 年生まれ。東京都江戸川区出身。小学校 2 年生からバレーボールを始め、

小中高すべての年代で全国制覇を経験。高校卒業後は、東レ・アローズ女子バレー

ボール部に入部した。 

 日本代表には、高校在学中の 2001 年に初選出され、オリンピック・世界選手権・

ワールドカップと三大大会すべての試合に出場。力強いスパイクを武器に「パワフ

ルカナ」の愛称で親しまれ、日本を代表するプレーヤーとして活躍した。2010 年 6

月に現役を引退し、現在は全国での講演活動やバレーボール教室、解説、メディア

出演など多方面で活躍しながら、スポーツ界、バレーボール界の発展に力を注ぐ。 

 ◆入場無料／ただし、聴講券が必要です。 

  ◇配布開始日時／11 月 1 日（月） 午前 9 時 

  ◇配布先／総合体育館、市民会館、勤労青少年ホーム 

 ◆その他 

◇手話通訳・要約筆記を行います。 

◇保育ルームの利用を希望される方は、11 月 19 日（金）までに総合体育館へお申 

し込みください（料金：子ども 1人につき 300 円）。 

 ◆主催／東京オリンピック・パラリンピック大会ホストタウン推進事業実行委員会 

 

□市内中学生を対象に指導会を開催 

         ◆日時：11 月 28 日（日） 午前 10 時～正午 

         ◆会場：総合体育館（桜町 4915） 

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（総合体育館内） 担当／佐藤・古田島 

TEL：0258-83-0077  FAX：0258-83-0078 E-mail：syougai-sp@city.ojiya.niigata.jp 
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令和 3年 10 月 28 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 61 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 61 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。 

 

■一般公開 

 ・日 時   11 月 6 日（土）午後 2時～4 時 

        11 月 7 日（日）午前 8時～午後 2時 

 ・会 場   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 7 日（日）午前 11 時～ 

 ・会 場   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。 

・「新型コロナルイス接触確認アプリ（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。 

 ・混雑時には入場制限を行う場合があります。 

■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 

・小千谷市農林課錦鯉戦略係 担当／木村・安達 TEL：0258-83-3510  FAX：0258-83-2789 
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