平成３０年１月 市長記者会見 配布資料

発

表

原

稿
期 日 平成３０年１月２６日（金）
時 間 午前１１時～１１時４０分（予定）

発

表

内

容

１ 平成２９年度の検（健）診申込調査票の未処理について
……＜市民生活課＞
２ 佐渡市立夷保育園における感染性胃腸炎の集団発生について
……＜子ども若者課＞
３ 佐渡市「文化財防火デー」防火訓練の実施について
……＜世界遺産推進課＞
４ 市民税・県民税の申告相談の受付について
……＜税務課＞
５ 平成３０年度 佐渡市社会教育施設の利用について
……＜社会教育課＞
６ 佐渡市総合体育館の指定管理者制度導入予定について
……＜社会教育課＞
７ 2018 スポニチ佐渡ロングライド 210 参加者募集について
……＜社会教育課＞

【事前質問】
＊事前質問はありませんでした。
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市長記者会見発表内容 要旨

（Ｈ３０．１．２６）

１ 平成２９年度の検（健）診申込調査票の未処理について
＜概要＞

平成 29 年度の健診受診を希望する方の調査票 362 世帯分（金井、佐和田、
真野、畑野、新穂地区）が、未処理のまま保管されていたことが 18 日夕方判
明いたしました。
19 日現在、検診を受けていない方については、個別にお詫びをするととも
に、2 月 2 日、9 日、15 日及び 16 日に検診日をもうけ、受診していただくよ
うご案内させていただきました。
また、子どもインフルエンザ予防接種の助成希望調査票も同封されていた
ため、予診票等の案内が発行されていない方についても、個別にお詫びする
とともに、ご案内させていただき、接種を希望される方については、1 月 23
日（火曜日）に予診票の発行を完了しております。
これらのことは職員の書類管理に対する意識と、体制の甘さが原因である
と深く反省しております。今後このようなことが二度と起こらないよう、管
理体制と職員の意識の見直しを指導徹底してまいります。
２ 佐渡市立夷保育園における感染性胃腸炎の集団発生について
＜概要＞

1 月 18 日に、園児 55 名中 12 名と職員 17 名中１名が、吐き気・嘔吐・下
痢の症状により欠席し、翌 19 日には園児 25 名と職員５名の計 30 名が、同様
の症状により欠席しました。
新潟県佐渡地域振興局健康福祉環境部（佐渡保健所）に、1 月 18 日時点で
状況報告し、19 日に現地調査をしていただいたところ、感染性胃腸炎の症状
と確認されました。
原因確認のため、園児５名、職員７名に検便検査を実施した結果、園児３
名、職員６名からノロウィルスが検出されましたが、感染経路は不明です。
夷保育園では、1 月 20 日（土曜日）と 22 日（月曜日）を登園自粛としま
したが、佐渡保健所より安全性が確認されたため、23 日から通常保育を行っ
ております。
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３ 佐渡市「文化財防火デー」防火訓練の実施について
【資料①参照】

＜概要＞

毎年 1 月 26 日は全国的に文化財防火運動を展開する
「文化財防火デー」
です。
《防火訓練》
○日 時：1 月 28 日（日曜日） 午前 10 時から 11 時
○場 所：両津地区潟端の諏訪神社
○目 的：文化財を災害から守るため、市民一般の文化財愛護に関する意識
の高揚を図る。
○参加者：諏訪神社関係者、地元住民、佐渡市消防団
○内 容：神社境内での放水訓練、救急搬送訓練、消火器取扱い講習
４ 市民税・県民税の申告相談の受付について
＜概要＞

○期 間：2 月 16 日（金曜日）～3 月 15 日（木曜日）※土・日・祝日を除く
○受付時間：午前 9 時～午後 4 時まで
○会 場：アミューズメント佐渡「はまなすホール」ほか市内 5 会場
○申告書の円滑な作成のためご協力いただきたいこと
①青色申告の方、譲渡所得を申告される方など、申告の内容により、支所
会場では受付ができないものがあります。アミューズメント佐渡会場で
申告をお願いします。
②農業・漁業・営業・不動産所得などの事業所得を申告される方は「収支
内訳書」
、医療費控除を申告される方は「医療費控除の明細書」を作成し、
会場にお持ちください。
給与、年金の源泉徴収票、控除を受けるための証明書など、申告に必要
な資料が足りないときは、受付ができない場合があります。
会場ではコピーができません。必要な方は事前にコピーをお願いします。
③申告書には、申告される方と扶養親族などのマイナンバーの記載が必要
です。マイナンバーカードなど、ご本人が確認できる書類を会場にお持
ちください。
＊所得税の確定申告書の作成等については、現在 112ch で放送中の番組
「もっと知りたい！」確定申告編、農業収支内訳書・医療費控除作成編を
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参考にしていただく他、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」をご利用ください。

５ 平成３０年度 佐渡市社会教育施設の利用について
＜概要＞

○体育館・武道館
・真野体育館、真野武道館、新穂体育館につきましては、平成 30 年度もご
利用いただける方向です。
・小木体育館につきましては、施設の老朽化のため、平成 30 年度について
も引き続き使用中止とさせていただきます。
○アミューズメント佐渡
・平成 30 年度もこれまでどおりご利用いただけます。
○両津地区公民館・両津図書館
・両津地区公民館については、平成 30 年 12 月中旬までは、これまでどお
りご利用いただけます。その後引越しのため休館とします。
・両津図書館については、平成 30 年 11 月下旬までは、これまでどおりご
利用いただけます。その後引越しのため休館とします。
いずれも平成 31 年 1 月から、新たな「両津支所・公民館・図書館」をご利
用いただける予定となっております。
○南佐渡離島開発総合センター
南佐渡離島開発総合センター内の小木地区公民館については、5 月上旬か
ら小木行政サービスセンター庁舎と合築した新しい公民館をご利用いただ
く予定です。そのほかの利用方法については未定です。
６ 佐渡市総合体育館の指定管理者制度導入予定について
＜概要＞

平成 27 年 2 月にオープンした佐渡市総合体育館「サンテラ佐渡スーパーア
リーナ」について、平成 30 年 7 月から指定管理者制度を導入する予定として
おります。
申請書受付： 2 月 19 日（月曜日 17:30 必着）まで
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審 査 会： 3 月 1 日に指定管理者の候補者を選定
＊3 月下旬に結果について通知する予定
指定管理者の候補者となった団体は、市議会での議決を経た後、指定につ
いての告示、指定の通知と協定の締結により指定管理者として確定します。
７ 2018 スポニチ佐渡ロングライド 210 参加者募集について
【資料②参照】

＜概要＞

今年で 13 回目を迎える「スポニチ佐渡ロングライド 210」を、5 月 20 日
（日曜日）に河原田小学校のグラウンドをメイン会場に開催いたします。
○コースについて
Ａコース：佐渡一周の 210 キロ
Ｂコース：大佐渡まわりで国中を横断する佐渡半周の 130 キロ
Ｃコース：大佐渡まわりで両津までの 100 キロ
Ｄコース： 40 キロから 45 キロに変更、佐渡金山駐車場折り返しのコース
○参加について
Ａ・Ｂ・Ｃコースは合せて定員 3,200 名（50 名増）
Ｄコースは歴史を巡る観光グルメコース。タンデム（2 人乗り）自転車の参
加も可能。
○エイドステーションについて
コース上に 7 箇所設置するエイドステーションでは、地元の食材を使用し
た補給食や佐渡産のスイーツ等の提供も昨年に引き続き予定。
○申し込みについて
2 月 1 日（木）～3 月 30 日（金）まで《＊定員に達した時点で締め切り》
スポニチ佐渡ロングライド 210 の公式ホームページからお早めに手続きを
お願いいたします。
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