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令和２年８月市長定例記者会見 記録 

令和２年８月 31 日(月) 

午前 10 時～午前 10 時 40 分 

 

発表案件 

 

１ 令和２年度佐渡市一般会計補正予算（第 10 号）について  

９月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算（第 10 号）を上程いたします。今回の一般会計の補正

予算の規模は、15 億 2,097 万 1,000 円を追加し、予算総額が 534 億 1,410 万 9,000 円となります。

主な補正内容ですが、一つとして新型コロナウイルス感染症対策については、雇用の確保及び事業

継続への支援として市内の失業者の雇用確保のため、会計年度任用職員３名を雇用する経費として

304 万 5,000 円を新たに計上するとともに、売上が大きく減少している市内の事業者に対する事業

継続の支援のために給付する市独自の支援金について、主に農林水産業の事業者の要望等がござい

ます。そういう点で不足が見込まれることから、１億 3,365 万円を増額計上いたします。また、感

染防止への対策として公共施設のトイレの衛生環境を改善するため、トイレ洋式化事業に 3,016 万

2,000 円、救急車両・消防施設における感染リスクを低減するため、消毒用オゾンガス発生装置の

購入と両津消防署仮眠室の区画化を実施する整備費に 1,992 万円、コロナ禍において在宅で過ごす

時間が増えている方が多くなっていることから、図書館の蔵書を増やす経費に 301 万 4,000 円を新

たに計上いたします。島内経済の回復に向けた対応については６月に実施した島民限定日帰り入浴

促進事業の第２弾として 826万 5,000 円、島民県民限定宿泊施設利用促進事業の第２弾として 2,450

万円などを追加計上いたします。次に、受診控えなどの新型コロナウイルス感染症の影響に伴う公

的病院等への支援として公的病院等運営費補助金に 9,100 万円、病院継続支援事業補助金として

2,000 万円をそれぞれ新たに計上いたします。 

普通建設事業につきましては、主なものとして相川地区認定こども園整備費に 3,982 万円、体育

施設整備費には金井運動公園のプール改修に要する経費として 3,378 万 4,000 円などを追加計上い

たします。また、災害復旧経費等として７月に発生した局地的な大雨被害にかかる農地・農業用施

設、林業施設及び土木施設関係の復旧経費等に５億 300 万 3,000 円を追加計上するものです。 

また、その他の経費については人事異動等に伴う人件費の補正を計上するほか、新型コロナウイ

ルス感染症の影響によるイベント等の中止に伴う経費の減額など６月補正予算編成後の事由による

必要な経費を計上させていただきます。 

 

２ 防災拠点庁舎整備の市民説明会について  

 このたび８月 19 日から 26 日まで、島内 10 箇所を会場に市民説明会を開催いたしました。今回の

説明を行うにあたり、私が市長に就任してから庁舎に関して様々な調査をした結果を市民の皆様に

ご説明をさせていただいたものでございます。主な内容としては、現庁舎の天井や外壁などが地震

対応になっておらず崩落してしまう恐れがある安全性の問題、相談室もなくプライバシーの確保が
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できていない窓口機能の改善、活用期限が決まっている合併特例債についてです。その他、問題と

してご説明したのは、両津や佐和田、真野地区に分散している一部の部署の集約、現在の第２庁舎

の老朽化、現庁舎とほぼ同じ耐用年数の今後整備等の検討が必要になる行政サービスセンターなど

の庁舎そのもののあり方などについてもご説明をさせていただきました。例えば、耐用年数を 50

年にした場合、佐和田行政サービスセンターの耐用年数は残り 12 年、畑野行政サービスセンターは

残り４年、真野行政サービスセンターは残り 13 年となっており、さらに、その耐用年数に合わせて

10 年程度は修繕をしながら使うことにいたしましても、約 15 年から 20 年後にはそれぞれの庁舎の

活用、使用等についても検討が必要になってくるという可能性が高いということをご説明させてい

ただきました。そのことも踏まえ、現在整備を考えている防災拠点となる行政庁舎が国中地区には

必要であるということもご説明をさせていただいたところでございます。 

併せて佐渡市の将来的な負担の低減といたしまして、このたびの整備は防災拠点庁舎を新たに建

設することで現庁舎の修繕にも合併特例債が活用できることから、市の負担は昨年までのこの 35

年を経過している現庁舎の修繕をする計画、また、防災の機能を強化する計画と比較しても、この

市の負担額としてはほぼ変わりないというのが現状でございます。 

今回の説明会ですが、10 箇所で延べ 615 名にお越しいただき、従前の市民説明会と比較しても多

くの方の参加をいただきました。ありがとうございます。また、10 箇所すべての会場に参加された

方も多く、市民の皆様の関心の高さも再認識したところでございます。主なご質問として、防災拠

点庁舎を建設した場合の現庁舎の改修や活用方針についてのお問い合わせや、合併特例債の制度内

容についてのご質問などがございました。その他のご意見・ご要望としては、佐渡産材の利用を促

進してほしい。また、図書館を入れてほしい。市民も利用できる食堂を設置してほしい。教育委員

会を入れてほしい。金井地区の調理室を設置してほしい。防災の観点から早く建設してほしい。支

所・行政サービスセンターを活用した分庁方式がいい。建設予定地の大雨氾濫浸水想定区域の問題。

建設費を新型コロナウイルス予防や福祉に回してほしい。再度住民の意見を聞いてほしい。そもそ

も３階建てではなく４階建てにしてほしい。今建設することには反対である。こういう様々なご意

見をいただいたところであります。現在、９月 10 日までご意見を募集しておるところでございます。

今回の説明会も含めまして、いただきましたご意見・ご要望を集約し、ホームページ、各支所・行

政サービスセンターなどでも閲覧できるようにし、市としても意見をまとめながら今後の対応を考

えていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

３ 特別定額給付金について  

令和２年５月７日から申請受付を開始した特別定額給付金につきましては、８月 18 日にすべての

給付が完了いたしましたので、概要をお知らせいたします。本市の給付対象世帯は２万 3,722 世帯、

５万 3,683 人であり、申請書の提出は２万 3,662 世帯、５万 3,604 人で、99.7％の世帯から申請を

いただきました。そのうち給付をしたのは２万 3,646 世帯、５万 3,587 人で、給付総額につきまし

ては 53 億 5,870 万円となり、99.9％の給付率ということになっております。給付率が 100％になら

なかった理由といたしましては、ご本人の申請により給付を希望されないという方も 16 世帯いらっ

しゃいました。また、未申請は 60 世帯、92 人ということでございますが、内訳としましては佐渡
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にいらっしゃらない方、また再勧奨、おられない方も何度か電話をしたり、ご自宅にお伺いしたり

しながら取り組みましたが、不在または申請されなかった世帯が 53 世帯ということでございます。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症に伴う子育て支援事業の申請について  

 ７月に発表した佐渡市独自の子育て支援事業について、申請受付を始めますのでお知らせいたし

ます。一つ目は新生児臨時給付金給付事業です。これは、国の特別定額給付金 10 万円の対象になら

なかった４月 28 日以降の出生児の保護者に現金５万円と商品券５万円分を支給するものでござい

ます。申請書は本日８月 31 日に対象者へ発送いたします。申請いただいた後は審査のうえ商品券を

簡易書留にて郵送し、併せて指定口座に現金を振り込みさせていただきます。９月以降に出生届を

提出された方は、児童手当等の手続の際に申請書をお渡しいたします。 

二つ目は子育て世帯生活応援事業でございます。市は多子世帯への生活支援のため８月１日現在、

18 歳以下の子を２人以上養育している世帯に商品券を支給するものでございます。これについても

申請書は本日８月 31 日に対象者へ発送いたします。申請後は同様に審査の上、商品券を簡易書留に

て郵送いたします。 

なお、これらの事業は佐渡市に住民登録がある子どもを対象にしておるところでございます。コ

ロナ禍の中、子育て世帯を応援する事業でございますので、お早めにご申請をいただき、速やかな

給付に取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 

事前質問 

 

１ 新型ウイルス禍の中での夏休みとなりました。観光入り込みの実数や前年との増減

とあわせて、市長のご所感をお聞かせください。 

２ 政府の観光施策「GoTo トラベル」に関し、地方自治体から批判も出ています。市

内においてこの施策の効果がどの程度あったのか、施策の内容・実施時期などをどのよ

うに考えておられるか、お聞かせください。 

市長： 

この夏の観光に対するご質問かと考えております。お盆期間中８月 12 日から 16 日の間の入込数

でございますが、人数は約 1 万人でございます。昨年２万 8,000 人でございますので、比較して１

万 8,000 人の減少、約 65％の減少となっておるところでございます。今一人頭の経済波及額を５万

5,000 円程度というふうに考えておりますので、損失額としては約 10 億円程度のものが損失をして

いるというふうに計算をしているところでございます。事業としてはこのような形でございました

が、今ちょうどコロナの第２波といえる状況であったこと。また、感染症というその心理的な問題。

また、やはり大きなものは首都圏等でかなり大きな患者様が出られたということも大きな要因にな

ってるかというふうに思いますし、佐渡の医療体制などから取組みのほうをしっかり厳しめに取り

組んでいるというところもあるというふうに考えております。いずれにいたしましても今年の夏に

ついては特別な夏ということで、非常に結果として残念ではございますが、やはりコロナの中、こ

ういう現状をしっかり受け入れながら、コロナとあわせながら、with コロナといっておりますが、



- 4 - 

コロナがある中でも日常をどうやって取り戻していくか。できるだけコロナの感染症対策を徹底し

ながらも通常の日常の生活、経済活動、そういうものをしっかりと取り戻していく。ここに全力を

かけていかなければならないというふうに考えているところでございます。観光のその他事業の状

況でございますが、６月から始めた島民・県民宿泊キャンペーン、これにつきましては７月 31 日で

終了し、ほぼ予算いっぱいお申込みいただきました。ありがとうございます。８月に予定していた

航送利用キャンペーン、カーフェリーのほうを安く 1,000 円程度で佐渡に来られるというものにつ

きましては 2,000 台を目標にしたところでございますが、実際はほぼ 1,000 台ということです。こ

れはやはり８月、首都圏の影響が大きかったというふうに考えておるところでございます。 

また、現在二次交通支援事業として島内観光定期バス、観光タクシー、レンタカーの利用などの

支援も行っております。特に定期観光バス等では、県のやっている事業でございますが、つなぐに

いがた県民宿泊キャンペーンと連携しながら島内を観光バスで回るというのも人気が出ているとい

うことでございますので、第２弾、第３弾と積極的に取り組んでいきたいというふうに考えている

ところでございます。今後につきましても先ほど申し上げたように今回の予算で島民・県民宿泊キ

ャンペーン、再度行うことで予算のほうを議会に提案していきたいと考えておりますし、併せまし

て特定国境離島の交付金を活用した島民割引並みの島外者も使えるジェットフォイルの往復チケッ

トの企画販売、だっちゃコインを活用したフェリー往復でのポイントキャンペーンなど様々な形で

取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 

また、GoTo トラベルにつきましてでございますが、やはりちょうど第２波が始まるかどうかとい

う非常に皆さんが不安になっている時にスタートということで、色々なご批判等もあったと思いま

すし、今回の国の事業全般を通してでございますが、事業が始まってから制度変更等が行われるな

ど、やはりちょっと現場で混乱が見られているというのも事実でございます。そういう部分でスピ

ーディーに行うことも大事だとは思っていますが、やはりタイミング、その地域の方々の動き、そ

ういうものも判断しながら、事業に取り組んでいくべきかなというふうには考えております。しか

しながら先ほど申し上げたように、これから通常の経済活動を少しずつ取り戻していきたいという

ふうに考えておりますので、やはり感染防止対策と併せながらしっかり活用していくということは

取り組んでいきたいというふうに考えておりますし、国のほうもこの活用に向けてできるだけ地方

が使いやすいようにぜひご検討いただければというふうに考えておるところでございます。 

 

３ 防災庁舎に関する市民説明会が終わりました。10 カ所で上がった意見をどう捉え

たか、総括をお聞かせください。あわせて参加人数を教えてください。 

市長： 

先ほど申し上げたとおりでございます。市民説明会、様々な意見をいただきましたし、熱心な方

でずっといらっしゃいまして賛成の意見を申し上げる方もいらっしゃいましたし、反対の意見を申

し上げる方もいらっしゃったところでございます。広いご意見をいただいたというふうに考えてお

りますが、市民説明会に来られる方につきましては、やはり賛成、反対、それなりにご意見を持っ

ている方が多いなというふうに考えておりますので、私自身はそういう一つ一つの意見をしっかり

と反映しながら、また、意見の募集が９月 10 日までとなっておりますので、そこもしっかり見なが
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ら内容を取りまとめて、議会に報告をしていきたいというふうに考えております。やはり私自身は、

佐渡市の将来を見据えた上で後の世代に負担を残さない、また、防災という観点で考えますと、私

自身は特に地震につきましては来ないが一番ありがたいのですが、いつ来るかもわからないという

ものでございますので、やはり地震がきたときに、この庁舎の中でしっかりと支所と連携をして、

この防災業務、通常の業務をしっかりと取り組んでいける、そういう体制を作っていかなければい

けないというふうに考えていることは基本ベースとしてあるものでございます。併せまして合併特

例債の期限もございますので、この後、議会と早急に考え方を整理をしてまいりたいというふうに

考えておるところでございます。 

 

４ あかね売却や小木航路に関する関係４団体のトップ会談について、開催日程（未定ならば

見通し）をお聞かせください。 

５ 佐渡汽船があかねの代替船就航についての事務手続きを始めたいとしていた時期、また、

新潟―両津間を就航するジェットフォイルの新造船の発注をしたいとしていた時期が近づいて

います。スケジュールの延期など、なんらか佐渡汽船から新たな説明はありましたか。 

市長： 

まずトップ会談でございますが、現段階では具体的な日程は決まっておりません。今後の見通し

につきましては、佐渡汽船、新潟県及び上越市が現在事務方レベルで協議を続けております。コロ

ナの影響を踏まえた佐渡汽船の経営改善計画、その辺をしっかりと議論した上で、その進捗状況に

合わせて開催されるものというふうに考えておるところでございます。 

あかねの代替船についての事務手続き、またジェットフォイルの新造船の問題でございます。あ

かねの代替船就航についての事務手続きについては、佐渡汽船からは９月から事務手続きを始めた

いというふうに伺っておりますが、現段階ではまだ私どもも含めまして合意形成が整っていないと

いうことでございますので、10 月中旬まで手続きを遅らせるのではないかというふうに聞いておる

ところでございます。佐渡市といたしましては、やはり船舶変更に伴う諸課題が整理されない限り、

容認はなかなか難しいという考え方はこれまで申し上げたとおりでございます。若干延びたといっ

ても、これはスケジュールありきで考えるものではなくて、しっかりと経営改善も含めながら島民

の将来の公共交通機関としての役割、そういう部分もしっかりと明らかにしていきたいというふう

に考えているところでございます。また、ジェットフォイルの代替建造につきましては、先般公表

された第２四半期決算短信において佐渡汽船は債務超過の状態にある中でございます。コロナ禍で

ございますので、現段階では債務超過対策及びさらなる経営改善を 優先すべきということから現

在当初予定している 10 月末までのジェットフォイルの建造契約を一旦見送るということで報告を

受けているところでございます。今後の契約につきましては、川崎重工業とその時期について延長

の可否について協議をしていると聞いておりますので、状況のほうを注視してまいりたいと考えて

いるところでございます。 

 

質疑応答 
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１ 令和２年度佐渡市一般会計補正予算（第 10 号）について  

記者： 

 売り上げが大きく減少している市内事業者への事業継続の支援、市独自の支援、これの具体的な

内容は。 

市長： 

 これにつきましては早い時期に国の持続化給付金の上乗せ支援、もしくはそれに対象にならない

方も島民の方であれば一定の要件を満たしてる方についての損失額に合わせた支援という形で既に

取り組んでいるところでございます。この中で今まで商工業者の皆様中心ということで、統計的に

約 2,000 件の予算ということで当初予算を取っておりましたが、持続化給付金につきましても農林

水産業の個人事業者とか、そういう方も対象になると。我々としてはそういう方の国の補助事業に

対する上乗せ措置という形をしておりますので、その中で対象者が増えたということでございます。

持続化給付金の上乗せ措置の特に農林水産業の皆様が申請を始めているということでございますの

で、損失に合わせた一定の支援をしてまいりたいと考えております。 

 

記者： 

 今の関連でお願いします。今お話ありました農林水産事業者の方なんですけども、収入の減少状

況などをまとめたそういうふうな資料を今お持ちでいらっしゃいますか。 

市長： 

 定期的に毎日受付をしながらやってる状況でございますので、私がちょっとまだ報告を受けてな

いですけど、何かありますか。 

地域振興課長： 

 現在の佐渡市の事業継続支援金の給付状況でございますが、すべての事業者を合わせまして約

850 位の事業者さんからの申請をいただき、給付決定の処理を行っているところでございます。そ

の中で今後増えると見込まれる農林水産業、特に水産業が多く申請が見られるのではないかという

ことで、現在 100 近くの申請をいただいているところなのですが、今後含めますと 500 近くまで水

産業の方、申請が見られるのではないかということで、今回補正予算に計上させていただいたとこ

ろでございます。 

記者： 

 その減少、多いのは例えば観光入込みが減っていることに伴って、納入される人たちが減ってる

とかそういった影響なんでしょうか。 

地域振興課長： 

 個別な事情、それぞれ事業者さんによって違いますが、今言われたような納入の実績も減るとい

ったこともございますし、そもそもの魚価の減ということもあるかとは思います。様々な要因が見

られるところでございます。 

市長： 

 それにつきましては、やはり水産業は特に市場経由の販売が多うございますので、観光や高級料

亭等にやはりなかなか使用が低くなったというところが魚価全体に影響を与えている。特に高い高
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級魚に影響を与えているというのが６月の自粛の時に多くありましたので、やはりそういう影響が

出ているものと考えております。 

 

記者： 

 失業者に雇用確保、新型コロナ関連ってことなんですけども、現在いる市の職員で対応できるの

ではないかと感じるんですが、その人のこのような特別な何か能力を持った方３名を選ばなきゃな

らないのか、その辺りはどうなんでしょう。 

市長： 

 この３名につきましては、これも今申し上げたように事業継続支援金、また観光等の事業含めま

してコロナ対策等にまた新たに新規事業がございますので、そういうところにお手伝いをいただき

たいというところで、雇用の確保ということでお願いをしたものでございます。これにつきまして

は国の交付金等を活用しながら、雇用を少しでもこの厳しい中でございますので、雇用の確保とい

うところで、コロナの事業とあわせて募集をするということですので、特別な方ということではな

くて一般の事務の方をお願いしているというふうに想定しております。 

記者： 

 雇用確保はどのくらいの人数を、確保するために見込んでいるんでしょうか。 

市長： 

 この雇用確保につきましてはやはり対象事業等があって、業務があるところから確保していきた

いというふうに今回考えまして、今回の業務がおおよそ３名ということでお願いをしたいというふ

うに考えておりますので、全体的に事業としてこれから増やしていくということは今後の業務の状

況に合わせながら、お願いをしていきたいというところで考えているところでございます。 

 

２ 防災拠点庁舎整備の市民説明会について  

記者： 

 色んな論点が出てたんですけども、合併特例債を本来活用できる他の事業について、財源をどう

するのかっていうことについて、もう一度市のほうのスタンスを聞かせていただけますか。 

市長： 

 今までの全体の方針をご説明いたしますが、相川保育園につきましては他の起債が活用できると

いうことがありますので、他の起債で対応していきます。残りは大体建築物を壊していく、除却し

ていくというところの事業でございます。これにつきましては、従前から合併特例債の使途として、

議会と議論をする中であまり適切ではないというこの４年間の議論がございます。そういう部分の

中で、今私ども将来負担を下げるということでございますので、できる限り将来負担を下げる形で

のこの庁舎整備を行いながら、その事業等をしっかりと金額等を出して、その後で残りの合併特例

債については使用できるものを優先的に使用していくというふうに考えているところでございます。

建築物の除去等につきましては今後必要に合わせて、定期的に計画の中で年次を決めながら予算枠

を確保して壊していくということが、もしできなければという話でございますが、そういう形にな

っていくだろうとは考えておりますが、まずは全体計画をしっかり作った上で、その上で合併特例
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債の起債計画はどの程度になるかというところをしっかりと作る必要があるというふうに考えてお

ります。 

 

記者： 

 議会を入れることに関して、現在の議場とか前のその前の議場にかけたお金１億円が無駄になる

みたいなこと結構出ましたけど、その辺はどのように考えてますか。 

市長： 

 議会の整備をしたのは空調と放送設備と床の一部がございますが、要は一定程度会議に耐えれる

ようにしたというのが実は１億円の中身でございます。説明としては副市長のほうから無駄にしな

いというご説明をいたしておりますが、放送設備、議会の机等はすべてこちらに移管する形で無駄

にすることはございませんし、冷房とかトイレ等はいずれにしろ修繕が必要になるものでございま

すので、説明会のほうでも若い人たちが集まるような図書館とか読み聞かせができるようなスペー

スだとか、高校生の皆さんが個別に勉強ができるような、そのような図書館機能、また隣の学童の

センター等、遊ぶ遊技場を含めながら、雨の日でも子育て世代の方がゆっくりと佐和田地区で遊べ

るような、集まってこれるような、そのような施設にしていきたいということで、しっかりと活用

してまいりますので、無駄は出さないという気持ちで考えておるところでございます。 

記者： 

 議会を入れるという方針は変えるつもりはないんですか。 

市長： 

 それにつきましてはこの後、また議会のほうと 終的にはこういう意見があったということで相

談をして判断をしたいと思いますので、今の段階では議会を入れる入れない、変える変えないとい

うことは全く考えておりませんが、いずれにいたしましても、すみません。考えていないというの

はその判断をするということではないということでございますので、皆様の意見をもって、また議

会と議論をしていくという形で決定をしていくということで考えております。 

 

３ 特別定額給付金について  

記者： 

 首相はスピーディーに給付をって言ってたんですね。８月 18 日というそれまでには大体いいとこ

ろは終わってるだろうとは思うんですけど、パっとだけ聞いてると、なんでこんなにかかってるん

だろうなと。その辺りをちょっと細かくお願いします。 

市長： 

 基本的には、ほとんどができるだけ早い時期ということで、５万人の自治体としては非常に早い

段階で交付をできたと思います。その後なかなか郵送等、テレビの放送等でもなかなか申請してく

れない方、こういう方々が万が一この事業を知らなかったりして申請をし損ねたという話がないよ

うにということで、それを徹底しましょうということで議論をしてまいりましたので、 終的にこ

の時期になったということでございます。進捗状況については課長のほうからご説明いたします。 

社会福祉課長： 
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 定額給付金につきましては、市長の方からの指示もあり、５月、６月にはほとんど申請は出てき

たという状況にはあります。ただ、やはり国のほうで申請受付開始から３か月間は申請の受付期間

としなさいということがありましたので、当市においては８月６日が申請期限でした。８月６日の

日の当日消印有効という形でしたので、６日にきました分を処理をして８月 18 日が完了ということ

になっております。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症に伴う子育て支援事業の申請について  

記者： 

 こちらの１と２いずれも対象者へは８月 31 日から発送ということですが、申請期間は・・・。 

子ども若者課長： 

 申請期間でございます。一つ目の新生児の臨時給付金の事業につきまして、今回８月 31 日に発送

いたします分につきましては９月 30 日までの申請をお願いしておるところでございます。その後に

つきましては窓口手続き時に申請書をお渡ししまして、随時の申請ということになっております。

二つ目の子育て世帯生活応援事業につきましては令和３年の１月末、ここまでを申請期限と思って

おります。 

記者： 

 続いてなんですが、２のほうの商品券支給というのは、これは金額は決まっていますでしょうか。 

子ども若者課長： 

 ２人以上の養育ということでございます。２人の世帯につきましては 5,000 円の商品券の給付。

３人から４人の世帯につきましては３万円の商品券を給付。５人以上の世帯につきましては５万円

の商品券の給付としております。 

 

事前質問における追加の質疑 

 

１ 新型ウイルス禍の中での夏休みとなりました。観光入り込みの実数や前年との増減

とあわせて、市長のご所感をお聞かせください。 

２ 政府の観光施策「GoTo トラベル」に関し、地方自治体から批判も出ています。市

内においてこの施策の効果がどの程度あったのか、施策の内容・実施時期などをどのよ

うに考えておられるか、お聞かせください。 

記者： 

 先ほど８月 12 日から 16 日までの入込みを教えていただいたんですけども、８月も終わってはお

るので、７月、８月の２か月間の昨年比ってのはわかりますでしょうか。 

観光振興課長： 

 夏場の入込数というようなところでございますが、今実は手元にその３か月間というのはお持ち

しておりません。参考までの数字でちょっとご説明させていただきますが、例年観光客数は暦年で

カウントしております。１月の１日から８月の 16 日まで、その数字はちょっとまとめてお持ちして

ますので参考までに話をさせていただきます。昨年の数字ですと１月１日から８月 16 日までですと
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31 万 3,000 人程度で、今年につきましては同じ期間 13 万 3,000 人というところで大体 50％くらい

マイナスというような傾向にあります。 

市長： 

 資料がわかったら、メディアのほうに出すようにいたします。 

 

３ 防災庁舎に関する市民説明会が終わりました。10 カ所で上がった意見をどう捉え

たか、総括をお聞かせください。あわせて参加人数を教えてください。 

なし 

 

４ あかね売却や小木航路に関する関係４団体のトップ会談について、開催日程（未定ならば

見通し）をお聞かせください。 

５ 佐渡汽船があかねの代替船就航についての事務手続きを始めたいとしていた時期、また、

新潟―両津間を就航するジェットフォイルの新造船の発注をしたいとしていた時期が近づいて

います。スケジュールの延期など、なんらか佐渡汽船から新たな説明はありましたか。 

記者： 

 先ほどご説明いただきましたあかねについては 10 月中旬まで遅らせるのではないか、ジェットフ

ォイルの新造船については 10 月末までというお話、これは佐渡汽船から説明を受けたということで

よろしいですか。 

市長： 

 そうですね。事務方の協議等でご報告いただいているものでございますし。ただ、ジェットフォ

イルについては 10 月中というよりも、ちょっとこのあと川崎重工と色んな部分で協議をしていきた

いと。そのコロナ禍における乗船客の減少が大きなダメージになっておりますので、そういうもの

をしっかり鑑みながら経営改善と併せて、ジェットフォイルの新規造船ということに繋がっていく

と思いますので、その辺の経営改善等がやはりしっかりできてくるというのが一つの条件になるだ

ろうというふうに考えております。あかねについては、この経営改善の中の具体的な一つの方策で

ございますので、現在どのような形で売却を含めてどうしていくのかということを経営改善と併せ

て汽船さんのほうで経営改善の一角として考えているところでございますので、やはりそういうも

のが出てきてからということになるだろうというふうに判断しております。一応今の段階では、来

年度のサービス基準の変更等を踏まえていくと、そういう部分の日程的なものが一つあるというと

ころが現状だというふうに考えています。 


