平成２８年１０月 市長記者会見 配布資料
期 日 平成２８年１０月７日（金）
時 間 午前１０時～１０時３０分

発

表

内

容

１ 温泉等入浴施設の今後の運営に関する地域説明会の開催について
……＜行政改革課＞
２ 新庁舎建設・整備計画の見直しに係る住民説明会の開催について
……＜財産管理室＞
３ 認知症フォーラムの開催について
４ 総合防災訓練の開催について

……＜高齢福祉課＞
……＜防災危機管理室＞

【事前質問】
・９月市議会において「合特債を使って新庁舎を建設すべき」という決議が過半数
で可決された。二元代表制からこの決議は市民の声とも言える重いものであるが、
これに対する市長の考え方と、今の方針に変更は無いかを伺う
・県知事選は４候補による選挙となり佐渡市民の多くが反対している世界最大の
柏崎原発再稼働が争点の一つになっている。この点についてあらためて市長のス
タンスを伺う

市長記者会見発表内容 要旨

（Ｈ２８．１０．７）

１ 温泉等入浴施設の今後の運営に関する地域説明会の開催について
＜概要＞
佐渡市が保有する温泉等入浴施設に関する平成 29 年度以降の運営方針について、
地域住
民説明会を 10 月 18 日から 11 月 1日までの間、
温泉等入浴施設のある７地区で開催します。
開催日

主な対象施設

会場

ワイドブルーあいかわ

10 月 18 日（火） あいかわ開発総合センター

金北の里

10 月 21 日（金） 中興資源活性化センター

クアテルメ佐渡

10 月 25 日（火） 羽茂農村環境改善センター

新穂潟上温泉

10 月 26 日（水） 新穂潟上温泉

ビューさわた

10 月 27 日（木） アミューズメント佐渡

畑野温泉松泉閣

10 月 31 日（月） 畑野農村環境改善センター

あかどまり城が浜

11 月 １日（火） 赤泊総合文化会館

※いずれの会場も午後７時から開始

２ 新庁舎建設・整備計画の見直しに係る住民説明会の開催について
＜概要＞
市役所の新庁舎建設については、工事費の削減や、将来の佐渡市の人口や職員数、庁舎
のランニングコスト等を含めて、本庁舎をはじめ支所・行政サービスセンターのあり方や
活用法、市民の利便性等の様々な検証を改めて行った結果、
『新庁舎の建設は取りやめ、現
本庁舎を改修して可能な限り活用する』ことに計画を変更しました。
このため、10 月 25 日から 11 月 25 日にかけて、市内 10 か所で説明会を開催します
開催日

会場

開催日

会場

10 月 25 日(火） 金井コミュニティセンター

11 月 9 日(水） トキのむら元気館

10 月 26 日(水） あいぽーと佐渡

11 月 22 日(火） 畑野農村環境改善センター

11 月 2 日(水） 相川支所

11 月 23 日(水） 小木地区公民館

11 月 3 日(木） 羽茂農村環境改善センター

11 月 24 日(木） 真野ふるさと会館

11 月 6 日(日） 佐渡中央会館

11 月 25 日(金） 赤泊総合文化会館

※いずれの会場も午後７時から開始

３ 認知症フォーラムの開催について＜チラシ＞
＜概要＞
○日 時 １０月２９日（土）
午前１１時３０分～午後３時３０分 ※開場は午前１０時３０分
○開 場 トキのむら元気館
○内 容 ・オープニングイベント 「エクサドン（太鼓）体験」
・チャレンジ！エクサ丼 「エクサ丼アイディアコンテスト表彰式」
（最優秀賞作品の試食会 ※１５０食限定）
・東京都荒川区リーダーによる「ころばん体操」
・講演「認知症予防の最前線 栄養と運動がカギを握る！」
講師 国立長寿医療研究センター長 遠藤英俊先生
○申 込 不要
○入 場 無料
○主 催 佐渡市
○共 催 佐渡地域振興局健康福祉環境部、佐渡市社会福祉協議会

４ 総合防災訓練の開催について＜資料＞
＜概要＞
○日 時 １１月６日（日） 午前９時から午後０時３０分
○メイン会場 おんでこドーム
○主 催 佐渡市
○共 催 内閣府

内閣府は「津波防災の日」にあわせ、国と地方公共団体が連携する“地震・津波防災訓
練”を全国９つのエリアで実施。北陸エリアでは２回目、新潟県内では佐渡市が初の開催。
内閣府からは、事前に開催地の両津湊地区でワークショップを行い、居住地の危険性や
避難場所についてあらかじめ検討し、訓練当日に自主防災組織ごとに避難訓練等を行う取
り組みを進めている。また、訓練後には参加機関の代表者で全体の反省会を行い、助言等
も頂く予定。
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※両津港で実施する訓練には、キャラクターの参加予定
はございません。あらかじめご了承ください。

平成２８年度 佐渡市総合防災訓練実施要綱
１．目的
災害対策基本法第４８条の規定並びに佐渡市地域防災計画に基づき、次のことを目的に実施する。
（１）関係機関との緊密な連携を構築する。
大規模災害発生時における円滑な防災活動を期するために、関係機関が各種訓練を実施し、相
互の緊密な連携を構築する。
（２）地域住民への防災意識の高揚を図る。
緊急情報伝達システムを使用して、
「シェイクアウト訓練（全市民一斉防災訓練）
」や「自主防
災組織等による避難訓練」を実施することにより、地域住民の防災に対する理解と意識の高揚
を図る。
２．災害想定
平成２８年１１月６日（日）午前９時００分、新潟県北方沖を震源とする強い地震が発生し、佐渡
市全域を激しい揺れが襲い、最大震度６強を観測した。また、佐渡市沿岸には大津波警報が発表され
た。
市内においては、家屋の倒壊や火災の発生、道路、橋梁などの破損寸断、電気、水道などのライフ
ラインに甚大な被害が発生し、多数の死傷者が出ている模様である。
市は各関係機関に応援協力要請を行うとともに、速やかに避難所及び救護所を設置し、避難住民の
受入れを開始した。
３．実施日時 平成２８年１１月６日（日） ９時～１２時３０分
４．実施場所 おんでこドーム周辺（佐渡市両津地内）
５．主

催 内閣府、佐渡市

６．訓練項目（９：００～１２：３０）
（１）情報伝達訓練
（２）シェイクアウト訓練（全市民一斉防災訓練）
（３）津波避難訓練
（４）避難行動要支援者安否確認訓練
（５）被害調査訓練
（６）炊き出し訓練
（７）災害ボランティアセンター設置訓練
（８）応急救護所設置訓練
（９）救援物資輸送訓練
（10）ライフライン応急復旧訓練
（11）倒壊家屋救出訓練
（12）海上救出訓練
（13）市街地建物火災消火訓練
（14）閉会式

７．体験項目（９：００～１２：１５）
（１）はしご車試乗体験
（２）地震体験
（３）１１９番通報訓練
（４）濃煙体験
（５）消火器取扱訓練
（６）応急手当講習会
（７）ポータブル衛星車を利用した災害用伝言ダイヤル体験
（８）
「災害用伝言板」体験サービス
（９）高所作業車試乗体験

８．展示項目（９：００～１２：１５）
（１）消防車等の展示
（２）パトカー、白バイ、災害特殊車両の展示
（３）自衛隊車両と装備品等の展示
（４）人命救助システムの展示
（５）災害用自動販売機の展示
（６）マイコンガスメーターの展示
（７）防災用品の展示
（８）カメラ車及び管内カメラ展示
（９）佐渡市環境対策課、上下水道課の車輌展示
（10）パネル等の展示

