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市長記者会見 

 

期 日  令和３年９月７日（火）  

時 間  午前１０時００分～  

場 所  対策室  

 

発 表 内 容 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応について  
（危機対策課、保健管理課、政策企画部）  

 
 
２ 先端技術の開発を支援する「５Ｇビジネスラボ」の開設に

ついて （成長産業支援課）  
 
 
３ 結婚や結婚による新生活を支援するパスポートの発行に

ついて （こども政策課）  

 

新潟市 



 
 
 
 

 

 

新型コロナウィルスに係るワクチン接種の概況 
 

集計 令和 3年 9月 6日時点 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問い合わせ先】 

  新潟市保健衛生部 コロナワクチン接種推進担当課長 明間 

  電 話：025-212-8173（直通） 

 

令和 3 年 9 月 7 日 

新潟市記者発表資料 

新 潟 市 配 布 資 料 

対象者数

A Ｂ
割合

（B÷A ）
Ｃ

割合
（C÷A ）

710,000  386,816  54.5% 303,595  42.8%

 65歳以上 242,000  215,649  89.1% 209,668  86.6%

 60歳～64歳 47,405   34,130   72.0% 23,231   49.0%

 50歳～59歳 104,658  59,486   56.8% 26,395   25.2%

 40歳～49歳 111,439  32,578   29.2% 19,281   17.3%

 30歳～39歳 84,480   20,100   23.8% 12,419   14.7%

 20歳～29歳 70,863   17,454   24.6% 10,311   14.6%

 12歳～19歳 49,155   7,419    15.1% 2,290    4.7%

44,966   39,702   

710,000  431,782  60.8% 343,297  48.4%

※ 7月31日までの医療・施設従事者等の接種実績は別管理のため、年齢区分と分けて記載

年齢

接種者数(第1回) 接種者数(第2回)

　年齢区分別 計

新潟市 合計

　医療・施設従事者等
 （～7/31）



新潟市産業振興センターへの5G敷設が完了し、実証拠点「5Gビジネスラボ」を開設します。
メディア向け開設式を開催しますので、是非、取材をお願いします。

9/15 開設式開催水

■5Gビジネスラボについて

ラボ開設場所
新潟市産業振興センター
（新潟市中央区鐘木185-10）

５G敷設事業者 （株）NTTドコモ

5G敷設箇所

1F 展示ホール（4,455㎡）
第1～4会議室（各54㎡）

2F 多目的スペース（407㎡）
大会議室（300㎡）
中会議室（142㎡）

令 和 3 年 9 月 7 日
新潟市記者発表資料

配 布 資 料
新潟市

 新型コロナウイルスの影響で企業を取り巻くビジネス環境が大きく変化する中、 非
対面・非接触・遠隔に対応した新たなビジネス創出を探る動きが活発化しています。

 新潟市では、事業者のこうした取り組みを支援するため、デジタル化に留まらず、デ
ジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組むべきと考え、多種多様な業種の企業
が参画するDXプラットフォームを構築し、各種DXプロジェクトを進めています。

 これらをより一層推進するためには次世代通信規格5Gの活用が重要であり、いち早
く5Gを活用できる環境を用意しようと、新潟市産業振興センター屋内に5G環境を
整備しました。このほど実証拠点5Gビジネスラボとして運用を開始します

 現在主流の通信規格4Gの登場でスマートフォンが生み出され、私たちの生活が大き
く変わったように、5Gに係る各種実証がいち早く実施可能になることにより、スマー
トフォンを上回る新たなサービス創出の加速が期待されます。

DXプラットフォーム

多種多様な企業が参画

＆

産学官の知を集結

新潟のDX推進

5G等先進技術

5Gビジネスラボ

建物内全域で5G利用可

5G産業創出拠点

取り組みのGoal

新たな産業

の創出へ

利用要件

DXプラットフォーム会員とし
てDXに取り組む事業者であ
れば、市内外、業種を問わず
ご活用いただけます。

メディア限定公開



13:30～ 代表者挨拶、テープカット

13:40～ デモンストレーション

14:00～ 施設内見学

■開設式について

日時 9月15日 13:30～14:20

新潟市産業振興センター 展示ホール

水

（公財）新潟市産業振興財団 副理事長 佐藤 健之 氏

（株）NTTドコモ 新潟支店長 久保田 敦紀 氏

新潟市長 中原 八一
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、その他の出席者はDXプラットフォーム会員のみに限定します。

ドローン実演
屋内5G環境下でのドローン実証を
イメージしたデモンストレーション。
編隊飛行と救難者の捜索を実演。
協力 （株）ドローンショー

（株）BSNウェーブ

センター内の5G敷設箇所や各種5Gデバイスを紹介。
協力 （株）NTTドコモ

本件に関するお問い合わせ先
経済部 成長産業支援課 課長 宮崎

電話 025-226-1693

 5Gビジネスラボの開設にあたり、メディア向け開設式を開催します。

 開設式では、ラボの活用方法をイメージしていただけるよう、実際の5G実証を想定
したデモンストレーションを実施します。

 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、出席者は各関係団体の代表者とDX
プラットフォーム会員に限定しますので、皆様の取材を通じて広く周知していただけ
れば幸いです。

 取材を希望される場合は、下記のお問い合わせ先まで事前にご連絡ください。

会場

出席者

内容

5Gを活用したVR映像の伝送実証
を想定。Vチューバーと生身の人間
の共演によるダンスを実施。
協力 新潟コンピュータ専門学校

国際音楽・ﾀﾞﾝｽ・ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ専門学校

♪
♪

♬

♬

Vチューバー実演

展示ホール



 

 

 
 

 

 

新婚カップル等を地域で応援「結
ゆい

パスポート」 

の発行について 
 

          ～ 新婚、結婚予定のみなさんを応援します！ ～ 
 

 結婚から出産、子育てと、切れ目のない支援を展開している新潟市では、企業や団体な

どの協力を得ながら、地域を挙げて結婚を応援する取り組みとして、新婚・結婚予定等の

カップルに対し、協賛店利用時に提示すると割引や追加サービスなど様々な特典が受け

られる「結パスポート」を発行します。 

 

〇利用申請は本日９月 7 日（火）から開始します。 

〇パスポートの利用は１０月１日（金）から開始します。 

〇ご協力いただける協賛店を募集しています。 

  

事業概要 

 利用申請及びパスポートの表示は、原則、新潟市 LINE 公式アカウントを利用します。 

 申請時にカップル２人の情報を入力いただき、ひとり１枚発行します。 

有効期限は発行日より２年間です。  

 

（１）交付対象者 

  新潟市に住民登録があり、以下のいずれかに該当するカップル 

 ・令和３年１月１日以降に婚姻届を提出し、婚姻後２年以内のカップル 

 ・２年以内に婚姻届を提出予定のカップル（パートナーシップ宣誓制度等も対象） 

 

（２）申請方法 

  ・本市ＬＩＮＥと「友だち登録」後、「出会い～子育てメニュー」内にある「結婚応

援 結パスポート申請フォーム」から情報を入力 

  ・ＬＩＮＥの利用が難しい場合は、担当課への連絡が必要 

 

（３）協賛店サービス内容について 

   本事業ホームページに掲載（URL：https://yui-pass.jp/） 

   令和３年８月３１日時点の登録状況は別紙のとおり 

 

●事業詳細  ●協賛店サービス詳細 

【お問合せ先】 

 新潟市こども未来部こども政策課 担当：押味・吉岡 

 電 話：０２５－２２６－１１９３（直通） 

 ＦＡＸ：０２５－２２４－３３３０ 

 E-mail：mirai@city.niigata.lg.jp 市ホームページ 

配布資料 
新潟市 

令和３年９月７日 

新潟市記者発表資料 

協賛店の主なサービス 

・合計金額から割引 

・商品のグレードアップ 

・商品プレゼント など 

本事業ホームページ 

https://yui-pass.jp/
mailto:mirai@city.niigata.lg.jp


別紙

令和３年９月３日時点　「新潟市結婚応援　結パスポート」協賛店一覧 （７5店舗）

事業 企業・店舗名 主な業務内容 提供サービス内容

飲食 原信（市内１６店舗） 買う－食品、衣料品、生活
雑貨、くすり

日曜、祝祭日のお買い物金額より５%引き

飲食 神尾商事(株)　神尾弁当部 買う-食品、衣料品、生活
雑貨、くすり

日曜のみ　駅弁価格より１食５０円引き
新津駅前の店頭販売のみ。（対象外商品もあり）
ほかの値引きサービス併用対象外

飲食 株式会社小針水産 買う-食品、衣料品、生活
雑貨、くすり

蟹、漬け魚等の合計金額から5％割引き（送料は除く）

飲食 錦鯉 食べる-中華・ラーメン お好きなクラフトビール(レギュラーサイズ)1杯サービス

飲食 Fiorita 食べる-洋食・イタリアン ファーストドリンクのサービスと記念日プレート作成サービス

金融 新潟信用金庫（市内２１店舗） 暮らす－金融・保険 ・車、教育、リフォームローンなど（住宅を除く）で金利0.1%引き下げ
・住宅ローンの事務手数料が無料

結婚式 アネーリ長岡 結婚-結婚式場
結婚-写真、着付け、美
容、結婚-その他

新郎新婦衣装代　１０万円割引

ジュエリー ジェンメオミィム 結婚-ジュエリー ご婚約指輪　ダイヤモンドのグレードアップ
ご結婚指輪　Oath（オアス）の指輪をご成約のお客様へ
指輪の内側にセッティングする誕生石を１つの指輪につき２石プレゼント

ジュエリー アトリエクラム新潟店 結婚-ジュエリー 婚約指輪ご成約でダイヤモンド（0.15ct～）を10%割引。結婚指輪ご成約
で合計金額より1万5千円のお値引き。ご成約時にパスポートをご提示くだ
さい。ご購入金額が14万3千円以上で対象となります。

ジュエリー アトリエクラム長岡店 結婚-ジュエリー 婚約指輪ご成約でダイヤモンド（0.15ct～）を10%割引。結婚指輪ご成約
で合計金額より1万5千円のお値引き。ご成約時にパスポートをご提示くだ
さい。ご購入金額が14万3千円以上で対象となります。

住宅 フクダハウジング株式会社 暮らす-住宅・不動産 注文住宅のご契約、賃貸ご契約時などに割引やプレゼント
なお、ご契約内容や金額により異なります。

住宅 新潟土地建物販売センター株式会
社

暮らす-住宅・不動産 契約時にちょっと嬉しいプレゼント贈呈

住宅 株式会社イウラ不動産 暮らす-住宅・不動産 特典１、ご来店時にパスポート提示で引越割引券プレゼント
特典２、ご成約時にパスポート提示でクオカード500円分プレゼント
特典３、結婚予定のご友人紹介+ご成約で更にクオカード500円分プレゼ
ント

住宅 クレバリーホーム新潟 暮らす-住宅・不動産 新築工事請負契約頂くと10万円分の家電サービス

サービス 信濃川ウォーターシャトル株式会社 結婚-その他
楽しむ-その他
食べる-その他

チャーター料金(1時間\60,000、2時間\95,000)、パーティープラン(＠
￥6000～）を割引致します。お気軽にご相談ください。

サービス アーク引越センター北陸株式会社
新潟支店

暮らす-その他 お引越し料金30％割引

サービス 江戸屋クリーニング店 暮らす-その他 お会計時の合計金額から10%割引（一部除外品あり）

サービス rosso clean 暮らす-住宅・不動産
暮らす-その他

500円引き

サービス カラオケビックエコー（市内５店舗） 楽しむ-映画館・ボウリング
などの娯楽施設

利用料金総額10%OFF（会員割引併用可）

サービス 長谷川印章店 買う－食品、衣料品、生活
雑貨、くすり

実印、銀行印10％割引します。（5,000円以上の品）
特別価格商品及び他のサービスとの掲揚は不可

サービス 松谷容器株式会社 買う-その他 新規申込で初回納品アルピナ12Lボトル3本サービス

サービス 株式会社人財計画 暮らす-その他 ライフプラン設計（60分）が初回相談無料

サービス あい＆あいブライダルプロデュース 結婚-その他 ご契約の内容に応じて5,000円～30,000円引き



事業 企業・店舗名 主な業務内容 提供サービス内容

販売 有限会社　Colors 結婚-その他
買う-家電、インテリア・家
具、花、園芸

粗品プレゼント他

販売 北越オートサービス 買う-スポーツ・アウトドア用
品、車・バイク

7万円引き

美容・健康 新潟美人研究所 結婚-写真、着付け、美容 【自分史上キレイな体型で迎える結婚式】ブライダルダイエット　カウンセリ
ング

美容・健康 宮島美容室 暮らす-理容・美容院 入籍日を提示でボディーソーププレゼント

美容・健康 サン・クロレラジャパン株式会社
新潟営業所

買う-食品、衣料品、生活
雑貨、くすり

59種類の天然栄養素がぎっしり詰まった【サン・クロレラAお試しセット】をプ
レゼント。

美容・健康 赤ひげ整体院 楽しむ-温泉・お風呂、リラ
クゼーション
暮らす-その他

妊活整体の初診料（7,000円）を、1,500円割引き

美容・健康 Ｓｍｉｌｅ　Ｃｌｏｖｅｒ 結婚-写真、着付け、美容
楽しむ-温泉・お風呂、リラ
クゼーション

プラス２０分お好きな部位マッサージサービス
もしくはヘッドセラピープレゼント

美容・健康 癒しの総合空間 森の家。 暮らす-その他 リフトアップ無料体験15分（音を聞くだけで元に戻る音響振動機器・ヒーリ
ングウェーブによる施術です。https://iyashi-
morinoie.jimdo.com/healing-wave/）

美容・健康 中之口いのまた接骨院 暮らす－その他 ねこ背改善初回体験　通常5,400円⇒1,980円

美容・健康 はり灸接骨院　いのラボ小新院 暮らす－その他 ねこ背改善初回体験　通常5,400円⇒1,980円

美容・健康 はり灸接骨院　いのラボ近江院 暮らす－その他 ねこ背改善初回体験　通常5,400円⇒1,980円

美容・健康 Baｄｙ　make studo いのラボ 暮らす－その他 ペアでのご来店で初回体験が無料！
さらにご入会で入会金無料+粗品プレゼント！

美容・健康 「美容矯正サロン」エンゼルハート 結婚-写真、着付け、美容
楽しむ-温泉・お風呂、リラ
クゼーション

初診料1100円無料
サービス

https://iyashi-



