
様式2（報道関係用）

報道資料 奪新発田市
平成3年5月28日
　　　　　　人事課

　　　　　新発田市職員採用試験

第1次試験の合格通知の誤送付について

【概要】

　令和3年5．月26日に新発田市職員採用試験の第1次試験合格者発表を行ったが、そ

の中で不合格となった方に誤って合格通知を送付した。

○誤送付件数 10件

○対応

　　誤って合格通知を発送した10名の方には、5月27日電話で事情を説明し、お詫

びした。また、本日28日付で改めてお詫びの文書を送付した。

○原因

　　データの作成及び発送時のチェック不足によるもの。

○市長コメント

　　新発田市の職員になりたいと受験していただいた方に対し、このようなミスを犯

　してしまいましたことは、誠に遺憾であり深くお詫び申し上げます。

　　このようなミスは、市民の皆様の行政への信頼を損ねるものと捉えており、市と

　して再発防止に努めて参ります。

問合せ先：人事課　担当：中山

電話：0254－22－3030（内線1520）



●対面予約

●電話予約

●高齢者施設

●個別医療機関

　　　　　　　R3．05．28定例記者会見

32，456人（R3．3．31付年度年齢人口）

※75歳以上16，982人、74歳以下15，474人

　　　25，237人　予約率77．7％

㌫）75k」xt　7…6A・　74k」XT　9・663A

1，810人　※5月中に接種完了

6，748人　※6月末までの予約患者数

集団接種会場

サテライト接種会場

個別医療機関

高齢者入所施設

2か所

2か所

28か所

20施設

コモプラザ、　保健センター

新発田リハビリテーション病院

北越病院

※5月中に接種完了

1回目　9，596人　接種率38％

2回目　ユ，810人　接種率　7％
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様式2（報道関係用）

令和3年5月28日
　　　　商工振興課

事業者の業態転換などのステツプアップを応援します1！

新発田市業態転換（ステップアップ）補助金のご紹介

【ここがポイント！】

・「新潟県新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業」の付け足し補助も可能。

・ 国県補助金で対象にならない人件費やフランチャイズ登録料などの経費も対象！！

・ 総事業費が10万円以上を対象とし、小規模な取組も応援します！！

【概要】

○事業内容

　新発田市内の事業者が、新型コロナウイルス感染症拡大による社会経済の変容に適応する

ため、店舗改装や新事業の立ち上げ、販路拡大（新商品開発・ECサイト設置等）などの業

態転換を行うために必要な経費の一部を市が補助します。市では、登録料（フランチャイズ

登録料など）、人件費、固定費（家賃・駐車場代など）も対象とし、さまざまな取組を応援

します。

○対象事業・補助率・補助額

市 県（参考）

対象事業 10万円以上の事業 20万円以上の事業

補助率 2分の1 3分の2

補助額 5万円～50万円 13万3千円～100万円

○受付期間

　　令和3年10月29日（金）まで

○想定する対象経費例（市の独自経費について）

　．・新たな業態に参入するために必要となるフランチャイズ登録料、人件費、家賃。

　・弁当宅配を開始するための必要となる新たな車両リース費、駐車場代。

　・新たに食品加工業者が個人客向け販売を開始するためのECサイト登録料。

　・美容室が訪問して美容サービスを提供するために必要となる人件費、車両リース費。

錨ピ
問合せ先　商工振興課　担当：中野

　電話：0254－22－3030（内線1677）



事業概要（補助率・補助額・受付期間）

　新発田市内の事業者が、新型コロナウイルス感染症拡×による社会経済の変容に適応するため、現在の業態からの業態

転換や新事業の立ち上げなどを行うために必要な経費の一部を市が補助します。

補助率 2分の1

補助額 5万円～50万円

受付期間 令和3年10月29日（金）まで

※予算上限に達し次第、受付を締め切らせていただきます。

　予めご了承願います。

※「新潟県新型コロナウイルス対応新事業チャレンジ支援事業補　金

（県補助）」の付け足し補助も可能です。

対象者

薪発田市内に本社・本店を有する法人または個人事業主である者。　※業種は問いません。

補助対象経費

（1）県補助の交付を受け亘事業者（県補助の付け足し補助）　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助上限額は、

　　①県の決定を受けた事業の自己負担分（総事業費から県補助額を引いた分）の2分の1　①と②合計で50万円
　　②上記①の事業にかかる下表に掲げる市独自対象経費の2分の1

県対象外経費

（市単独対象経費）

令和4年2．月10日（木）までに支払いが完了する、業態転換を展開する上で必要となる経費
・ 初期費用

　免許取得費、登録料（フランチャイズ登録料等）、セミナー参加費など
・ 運営経費　　　　　　　　，

　人件費、固定費（家賃・駐車場代等）、消耗品費　など

△囲・購入済みの物品等に係る麟や転換・導入済みの事業は対象外となり就

　　ただし、新潟県の「新型コロナウイルス対応新事業チャシンジ支援事業補助金」の付け足し補助を受ける場合
　　は、県の決定を受けた事業（経費）であれば申請前に着手した事業（経費）でも対象とする。

（2）県補助の交付を受けない事業者（市単独補助）
・ 令和4年2月10日（木）までに支払いが完了する以下の経費の2分の1。 補助上限額は、50万円

機械装置等費 事業遂行に必要な機械、装置、什器、備品等の購入、製造、改良、据付け等に要する経費

開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、

改良、加工するために支払われる経費

展示会等出展費 新商品等を展示会等に出展又は商談会に参加するために要する経費

広報費 ハ’ ンルット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費

外注費

上記いずれにも該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に　　　　’

外注（請負）するために支払われる経費

その他経費

（市単独対象経費）

業態転換を展開する上で必要となる経費、
・ 初期費用

　免許取得費、登録料（フランチャイズ登録料等）、セミナー参加費など
・ 運営経費

　人件費、固定費（家賃・駐車場代等）、消耗品費　など

△囲・購入済みの物品等に係る勘や転換滅入済みの事業は対象外となりま一9・．

△　　ただし、すべてにおいて業態転換や新規事業立ち上げに係る費用とします。また、
　　「人件費のみ」など、特定の経費のみを単独で申請することはできないものとします。

「広報費のみ」や

裏面あり（必要書類、申請の流れ、業態転換例、自己負担イメージ）



N＼

必要書類

①新発田市業態転換補助金交付申請書（第1号様式）　　④申請する経費の見積書（書式は任意、写し可）

②事業計画書（第2号様式）　　　　　　　　　　　　⑤申請する経費の仕様が分かる資料（商品カタログ　など）

③補助対象経費内訳書（第3号様式）　　　　　　　　　⑥県補助の付け足し補助を受ける場合は、県に提出した書類一式

※申請書等の様式は、市ホームページに掲載しているほか、下記担当課でもお配りしております6

申請の流れ

⇒ ⇒

　※審査から決定には

　1這間程度頂戴します。

⇒
※「実績報告書兼鯖求書」は、

　「決定通知書」とともに送付します。

事業転換・新規事業立ち上げ例

’薬鮪紗形憎及び新繊数縫げの一例

事業者負担のイメージ

例）飲食店がテイクアウト販売を開始する場合（県補助の付け足し補助の場合）

①設備工事費　　　　　　　：24万円

④開発費（実販売用材料費）：11万円

⑦広報費（販促品）　　　　124万円

⑩セミナー参加費　　　　　：2万円

　　②開発費（デザイン料）

　　⑤展示会等出展費

’　⑧店内改装

・　⑪人件費

：30万円　③開発費（試作の材料費）

：3万円　⑥広報費．（ECサイト製作費）

：48万円　⑨駐車場代

：5万円　　　　　　合計173万円

：12万円

：9万円

：5万円

①、②、③、⑤、⑥、⑦、⑧は県補助経費　150万円　／④、⑨、⑩、⑪は県補助対象外（市補助対象経費）23万円

羅

県補助の付け足し補助の場合

⇒
21ヨ県補助

s．

遊 ＼
　　＼，負担額

担当課：新発田市　商工振興課　工業振興係（ヨリネスしばた6階）

住所：〒957・－8686新発田市中央町3丁目3番3号

電話：0254－28－9650（直通）



様式2（報道関係用）

報道資料 三∵｝ト新発田市

　令和3年5月28日
　　　　　　　人事課

市職員のテレワーク実施について

【ここがポイント！】

新型コロナウイルス感染症対策と業務継続のため、テレワークを導入

します。

【概要】

　職員が感染症対策を徹底していても、家族など身近な方が感染、又は濃厚接触者とな

ることで、一定期間は出勤を控える状況も想定されます。

　このような場合でも、市の業務を止めることのないよう、また、他の職員の負担が増

えないよう、6月1日からテレワークシステムを導入いたします。

1対象職員　　庁内LANパソコンが配備されている職員（会計年度任用職員含む）

2機器等

3取り組み

運が

テレワーク用のパソコン50台用意

自宅にWi－Fiがない職員には、モバイルルータを貸出し

まずは、ウィズコロナとして業務継続のために稼働し、将来的には育児・

介護の負担が大きい職員への拡大や、リモート会議の開催などにも活用

していきます。

問合せ先：人事課人材育成係　担当：大沼

　　電話：0254－22－3030（内線1522）



様式2（報道関係用）

◆新発田市

一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光振興課

令和3年度しばたあやめまつりの開催について

【ここがポイント！】

日本四大あやめ園のひとつである、五十公野公園あやめ園。

今年も約300品種、60万本のあやめが咲き誇ります。

コロナ禍の中ではありますが、緑が美しい森林に囲まれた公園の中、一面に広が

るあやめの花畑を散策し、癒しのひと時をお過ごしください。

【概要】

○開催期間

　令和3年6月9日（水）から6月23日

○開催場所

　五十公野公園あやめ園

○ライトアップ、ぼんぼり

　期間中の午後6時から午後8時まで

○イベント

　新型コロナウイルス感染予防のため

　イベントは中止

○その他

（水）まで（15日間）

マスクの着用など、基本的な感染予防を実施のうえご鑑賞ください

緬〆
問合せ先：観光振興課観光振興係

　　　　　　　　　担当：天野

　　　　電話：0254－28－9960



様式2（報道関係用）

◇新発肺
令和3年5月28日
　加治川地区公民館

4地区公民館合同事業「しばた歴史講座」

地域の歴史の理解を深めるとともに、郷土の魅力を再発見することを目的に、4地区公民

館（新発田、豊浦、紫雲寺、加治川地区公民館）合同で歴史講座を開催します。

【ここがポイント！】

各地区の特徴を生かした講座を、新発田市全体の歴史として知っても

らう機会となるように、全4回で開催します。

【概要】

1　日　時

2

3

4

　　　　第1回　令和3年6月　9日（水）午後1時30分～午後3時30分

　　　　第2回令和3年6H16目（水）午後1時30分～午後3時30分

　　　　第3回令和3年6．月23日（水）午後1時30分～午後3時30分

　　　　第4回　令和3年6月30日（水）午後1時30分～午後3時30分

会場　生涯学習センター

内　容　　第1回「三日市藩の成立と展開」

　　　　　　　　講師：鈴木秋彦嘱託（新発田市立歴史図書館職員）

　　　　第2回「市内の中世石造物について」

　　　　　　　　講師：鈴木暁主任（新発田市文化行政課職員）

　　　　第3回「巨大な紫雲寺潟（塩津潟）の開発」

　　　　　　　　講師：椎谷良平さん（元教師、毎年郷土史を題材に多数講演）

　　　　第4回「大倉喜八郎と明治の新発田」

　　　　　　　　講師：大沼長栄さん（新発田郷土研究会　副会長）

定　員　　50名（※5月28日で申し込みは終了しています。）

纒〃
問合せ先：加治川地区公民館事業係

電話：0254　一　33　一　2433

担当：池田



新発田の歴史を学ぶ離を、今　　　　　　，．

一ら4地区公民一して

　　　　　　　　　　　　　　　この先で払散レ続ける
　歴史が湧き出る、奥深い“しばた
　　　　　　　　　　　　　　　　　ワクワク
史”を、どうぞお楽しみください。　　湧く湧く！！ヒストt）一一

第1回「三日市藩の成立と展開」　　　’

日時・6月9日（水）13・30～15・30
講師：鈴木　秋彦　嘱託　（新発田市立歴史図書館職員）

第2回「市内の中世石造物について」

日時・6月16日（水）13・30～15・30
講師：鈴木　暁主任　（新発田市文化行政課職員）

第3回「巨大な紫雲寺潟（塩津潟）の開発」

日時・6月23日（水）13・30～15・30
講獅：椎谷　良平　さん（元教師毎年、郷土史を題材に多数講演）

第4回「大倉喜八郎と明治の新発田」

日時・6月30日（水）13：30～15・30
講師：大沼　長栄　さん　（新発田郷土研究会副会長）

会場：生涯学習センター（新発田市中央町5－8－7）

定　員：50名（先着）

対象：新発田市民

参加費：1，000円（第1～4回通し受講）
申

～

よ

う
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そ
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主催・問合せ

新発田地区公民館

T肌22－8516
豊浦地区公民館

T肌22－2081
紫雲寺地区公民館

TEL　41－2291

加治川地区公民館

TEL　33－2433

込：5月14日（金）～5月28日（金）の間に、新発田地区公民館（㌦22－8516）

　　　　へ申込み

その他：新型コロナウイルス感染対策として、参加される方はマスクの持参・着用を

お願いします。

新発田市公民館連携「市民教養講座開催事業」



様式2（報道関係用）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新発田地区公民館

　　　　　　　　　　手工芸・水墨画、いきいき作品展

　市民の皆様の生涯学習活動の発表の場・鑑賞の場、併せて芸術文化の振興を目的として、

手工芸・水墨画、いきいき作品展を開催いたします。

【ここがポイント！】

さまざまな種目の作品が300点以上展示されます1

ぜひご覧ください。

【概要】

1　主　　催

2　共　　催

3　と　　き

4　と　ころ

5　作品種目

lT

　fプ芦1

手工芸・水墨画、いきいき作品展運営委員会、新発田地区公民館

新発田市文化団体連合会

令和3年6月18日（金）～20日（日）

午前9時～午後4時

新発田市生涯学習センター

編物、七宝焼き、木彫、陶芸、水墨画、和紙ちぎり絵、細工物

押し花、絵手紙、籐手芸、パッチワーク、書道、絵画、木工品

織物、折り紙、写真、ぬり絵、ハワイアンキルト　など

も・・　堕

　　　！i　　k
已　頑孟き，…．　．

／

割・・．評

　　　1
　　　1

　　　「
Ln㌔

慧雌ts

… 嬢

※昨年度の様子

轡〃
問合せ先：新発田地区公民館　事業係　担当：村岡

　　　　　　　　　　　　電話：0254－22－8516
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様式2（報道関係用）

報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年5月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化行政課文化芸術振興室

　　　　　　　　　　　　　市民コンサート2021

日頃から音楽活動に励んでいる市民の皆さんによるコンサートです。

【ここがポイント！】

ピアノや声楽、吹奏楽など様々な演奏をお楽しみください。

【概要】

　主催　市民文化会館、市民コンサート実行委員会

　　日時　6月20日（日）

　　　　　　（第1部）10時00分～正午（9時30分開場）

　　　　　　（第2部）13時30分～15時30分（13時開場）

　場所　新発田市民文化会館大ホール

4　内　容　　声楽独唱、ピアノ独奏・連弾、三味線独奏、リコーダー合奏、

　　　　　　合奏、オカリナ合奏、篠笛合奏、金管楽器独奏・合奏など

　入場料　　鉦　料　全席指定　1席空けて配席

※観覧は新潟県内在住の方に限定させていただきます。

※詳しくは、別添のチラシをご覧ください。

遍万
問合せ先：文化芸術振興室　担当：勝見

　　　　　　　電話：0254－26－1576



日頃から音楽活動を楽しんでいる皆さんによる「市民参加型」のコンサートです。

　　　　　　美しい音色や歌声によるステージをお楽しみください♪

」

、

’

∩

JV

ギ

咋
／

■■　■

纏曇料

■　1L

〈新型コロナウイルス感染防止対策について〉

○座席の左右を1席ずつ空けた配席とします。○社会情勢の変化により、公演内容の変更や中止または延期等を行う場合があります．○発熱や咳・
咽頭痛などの症状のある方や、体調に不安がある方は来場をお控えください（会場入口で検温を実施します）nOご来場の際は、必ずマスクを着用の
うえ会場入口での手指の消毒をお願いします。○会場内では出来るだけ人との密集を避け、適切な社会的距離の確保をお願いします。○出演者への
大声での掛け声（ブラボーなど）や、お花などの…曽り物はご遠慮願います。○感染拡大防止のため、必要に応じて観覧者の連格先を俣健所等の公的
機関へ提供する場合があります。

主催／市民コンサート実行委員会・新発田市民文化会館

お問い合わせ／〒957－0053新発田市中央町4－11－7　TEL：0254－26－1576



ド
　　　　　　プログラム

一〆1

《ピアノ独奏》

渡辺貴義・………・－P・・・・…”………………・

《ソプラノ独唱》

中山節子　（伴奏1星野晴子）……

《ギター二重奏》

高橋等・中澤正徳・……一・・…一…一・

（〈ピアノ独奏》

猪俣真奈美…・……・………・………・……

《ピアノ連弾》

佐藤芙美子・榎本良子’……・………

《三味線独奏）〉

斉藤洋介・…・……・……・・……’一・………

《金管合奏》

エコーアンサンブル・………………・・一

《フルートニ重奏》

安藤聡子・宮田亜紀子…………・一

《リコーダー合奏》

新発田市立紫雲寺中学校音楽部…

《チューバ独奏》

本田高士　（伴奏：佐藤千尋）……

《吹奏楽》

ウインドアンサンブルシバタ……
（指揮：角直浩）

　　　　　　　　「多罰部凧・三三二

・…… ◆ジュ・トゥ・ヴ／サティ作曲　◆ソナチネ作品55－1第1楽章／クーラウ作曲

・…・・ ◆この道／山田耕搾作曲　北原白秋作詞
　　◆バラ色の人生／ピエール・ルイーギ作曲　エディツ・ピアフ作詞　藤原忠訳詞
　　◆忘れな草／E．d，クルティス作曲　音羽たかし訳詞

・…・・ ◆ミスター・ロンリー／ボビー・ヴィントン作曲　◆紫陽花／リ・サフォン作曲

一一 ◆間奏曲　イ長調　作品118－2／ブラームス作曲

…・・… ◆もののけ姫／久石譲作曲　◆海の見える街／久石譲作曲　◆やさしさに包まれたなら／荒井由美作曲

……・・ ◆津軽三味線曲弾き

…・・… ◆さくらさくら／日本古謡　◆夕焼けのトランペット／F．PISANO作曲　山下国俊編曲

　　◆花は咲く／菅野ようこ作曲

・一… ◆「プロヴァンス組曲」より1．入り江の孤舟　皿．ブイヤベース　V皿．ブドウの木とオリーブの木

　　　～皿．遥か遠くアメリカを臨んで／ダニエル・シュナイダー作曲

・…・一 ◆英国懇物語エマより

　　　①Silhouette　of　a　Breeze②Menuet　for　EMMA　③Curiosity／梁邦彦作曲　金子健治編曲
　　◆組曲「惑星」より「木星」／G．ホルスト作曲　金子健治編曲

・……・ ◆さくらのうた／福田洋介作曲

…一 ◆涙そうそう／BEGIN作曲　小島里美編曲
　　◆「魔女の宅急便」よりルージュの伝言、やさしさに包まれたなら／荒井由美作曲　山下国俊編曲

8 第2音B1　3’i　30～

《オカリナ合奏》

スター・フィールド・一・・………・…・…一…◆雨にぬれても／Burt　Bacharch作曲　西谷容一編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆亜麻色の髪の乙女／すぎやまこういち作曲　西谷容一編曲　◆銀色の道／宮川泰作曲　西谷容一編曲

《ギター弾き語り》

会田幸太…一…・………・・……・…………・…一・◆San　Franciso／John　Phillips作曲　John　Phillips作詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆メロディー／玉置浩二作曲　玉置浩二作詞
　　　　　　　　　　　　　　　　　◆Take　me　home　Country　Roads／Bill　Danoff作曲　Taffy　Nivert作詞　John　Denver編曲

《ピアノ独奏》

渡邉↑lll遷・……・一…・…一…一一・・……一・◆ピアノソナタ第27番第2楽章作品90／ベートーベン作曲

《篠笛合奏》

篠笛の会「竹の子」一・……・…一・・一一……◆故郷／岡野貞一作曲　高野辰之作詞　◆竹田の子守唄／作曲・作詞不詳

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆岬めぐり／山本厚太郎作曲　山上路夫作詞

《ハーモニカ独奏》

片岡光子…・……………・…一………・…・…・一◆浜辺の歌／成田為三作曲　◆津軽のふるさと／米山正夫作曲　米山正夫作詞　森本恵夫編曲

《ソプラノ独唱》

籠島道子　（伴奏：柳本幸子）一・………◆歌劇「ドン・ジョバンニ」より　ぶってよマゼット／モーツァルト作曲　ロレンツォ・ダ・ボンテ作詞

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆歌劇「フィガロの結婚」より　さあ、ひざまずいて／モーツァルト作曲　ロレンツォ・ダ・ボンテ作詞
　　　　　　　　　　　　　　　　　◆風をみたひと／木下牧子作曲　クロスティナ・ロゼッティ作詞

《ピアノ独奏）〉

杉原正樹…”一………・………・…・……・…一◆Suturday　in　the　park／Robect　Lamm作曲　Robert　Lamm作詞　杉原正樹編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆秋桜／さだまさし作曲　さだまさし作詞　杉原正樹編曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　◆防人の詩／さだまさし作曲　さだまさし作詞　杉原正樹編曲

《合唱》

mew　mew－・一・・・・・・・・・…一・…一・・……・…◆夏のメドレー（茶つみ・夏は来ぬ・かもめの水兵さん・たなばたさま）／たははしあきひご編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆リフレイン／信長貴富作曲　覚和歌子作詞

《フルート四重奏》

Sweety－・…・一・…………・・……・・…一一……◆組曲「水上の音楽」よりホーン・パイプ／G．F．Hande｜作曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆さよならの夏／坂田晃一作曲　◆この広い野原いっぱい／森山良子作曲

《リコーダーアンサンブル》

トルヴェール・アンサンブル………・…一◆花は咲く（震災復興支援ソング）／菅野よう子作曲　金子健治編曲

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆テレビ小説「エール」より　主題歌　星影のエール／GReeeN作曲　森泉編曲
　　　　　　　　　　　　　　　　　◆「歴史秘話ヒストリア」テーマより　ヒストリア／梶浦　由記作曲　森泉編曲

《ピアノ三重奏》

トリオブリュッケ（Trio　BrUcke）ヴァイオリン：廣川抄子　チェロ：竹内幸美　ピアノ：貝津摩理
　　　　　　　　　　　　　　　　　◆ピアノ三重奏曲／Chausson（ショーソン）作曲

《トロンボーン・アンサンブル》

潟響ローブラス・セクションー・…・・一◆たなばた／酒井格作曲

く（サクソホーン合奏》

サクソホーン・アンサンブル「ヴィヴァーチェ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　◆行進曲　木陰の散歩道／EF，ゴールドマン作曲　◆ピクニック／イギリス民謡
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※プ゜グラム噸がある場合があL）　s’c 、0
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