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令和２年７月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和２年 7 月 21 日（火） 

時 間 午前１０時～午前 10 時 50 分 

 

 

 発 表 内 容  

 

１ 新型コロナウイルス感染防止対策について  

……＜交通政策課・観光振興課・学校教育課・防災管財課＞  

 

２  新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策について              

  ……＜地域振興課・観光振興課・交通政策課・市民生活課･高齢福祉課＞  

 

３ 新型コロナウイルス感染症に伴う子育て支援について 

……＜子ども若者課＞ 

 

４ 「アース・セレブレーション２０２０」の実施について 

           ……＜観光振興課＞  

  

【事前質問】 

Q１. 新型コロナウイルスの感染が全国的に拡大傾向にある中、２２日から実施される Go To 

 トラベルキャンペーンの受け止め、評価は。 

さらに東京を除外したことについての所感を。 

また、感染拡大地域を限定しての来島の自粛要請などの考えはあるのか。 

 

Q2. 市議会の合併特例債に関する特別委員会が報告書をまとめ、解散した。 

合併特例債を活用した庁舎整備の方針と、期限がある中での今後のスケジュールは。 

また、市民の意見を聞く中で、取りやめることもあるのか。 

 



- 2 - 
 

市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ2．7．21） 

 

 

１ 新型コロナウイルス感染防止対策について                  

＜概要＞ 

（公共交通機関） 

○佐渡汽船 

・水際対策として佐渡汽船利用者にサーモカメラによる検温、手洗い・マ 

スク着用の励行等を依頼。 

・指定席の発売制限、船内及び各港ターミナルの空調管理、消毒を定期的 

に実施。 

・7月 20日、21日にジェットフォイル船内の「抗ウイルス」「抗菌」効果 

のある光触媒コーティング加工を実施。 

・8月中旬にジェットフォイル船内の空気中の抗ウイルス対策としてオゾ 

ン発生装置の導入を予定。 

○地域交通事業者 

・市民の安全、安心な移動の確保が求められている公共交通には、バス・ 

タクシー等の抗菌、抗ウイルス対策など、交通事業者等）が十分な感染 

拡大防止対策に取り組めるよう事業者負担分を支援。 

 

⇒利用者が安心して移動できる体制づくりに取り組む。 

 

（公共施設等） 

○市の公共施設などで非接触型体温計、体表温検知システム等を購入し、入 

場の際のチェックを十分に行なう。 

○網戸を設置しこまめな喚気を行なう。 

 

（小中学校） 

○児童生徒への支援 

・小中学校へタブレット端末を整備。 

・臨時休業時など、家庭でのオンライン学習環境を整備し遠隔学習に対応 

させるための通信機器整備、障がいをもつ児童生徒のための入出力支援 
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装置を整備。 

 ・衛生備品の購入、消毒作業等を実施し学校における感染症対策を強化。 

 ・学習指導員を配置し、子どもの学びの保障をサポート、きめ細やかな指 

導を行なう。 

 

（各期間の島外への移動・イベントの開催等の基準） 【配布資料あり】 

○ステップ③の期間、内容の見直し 

・期間：7/21～7/31 

・移動：感染が発生している地域への移動は慎重に。 

・観光：2週間程度の健康観察を行なう。 

体調不良時の移動は控える。 

無症状感染リスクから移動には慎重な行動を。 

○帰省について 

・ご家族は、2週間程度の健康チェックを行うとともに、体調がすぐれな 

い場合は帰省を控えるなど、感染拡大防止にご協力をお願いします。 

○首都圏等から来島を予定されている方 

・来訪までの行動に厳重にご注意いただき、感染の可能性がある場合は、 

来訪の延期、又はご遠慮いただきますようお願いします。 

○それ以外の地域から移動を予定されている方 

・2週間程度の健康チェックを徹底し、体調がすぐれない場合は移動を控 

えるなど、感染拡大の防止にご協力をお願いします。 

○受入れ施設等 

・ガイドラインをしっかりと遵守し対策に取り組むようお願いします。 

 

※基本的な予防対策を確認し、熱中症に注意しながらマスクの着用、人と人 

との距離の確保、手洗いの徹底など「新しい生活様式」の実践への取り組 

みをお願いします 

 

 

２ 新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策について 

＜概要＞                    

（佐渡市プレミアム商品券） 



- 4 - 
 

新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ市内消費を喚起するため、「佐渡市

プレミアム付き商品券」を発行。 

○プレミアム率 40％、１セット 7,000 円分の商品券を 5,000 円で販売。 

・商品券の内訳：全ての登録店で利用できる商品券を 3,000 円分 

佐渡市内に本店や本社がある登録店のみで利用できる商 

品券を 4,000 円分 

・使用期間：10月１日（木）～12月 31日（木）を予定。 

 ・発行数：30,000 セット。（事前のお申込みが必要） 

 ・申し込み：8月 31日（月）まで。（チラシ裏面が商品券の申込書） 

お一人様 2セットまでの限定販売 

申込み多数の場合は抽選となります。 

※案内チラシは 8月上旬に全戸配布。市役所本庁、支所、行政サービスセ 

ンターなどにも設置。 

○取扱登録店も併せて募集 

・商品券の換金手数料は発生しません。 

・登録応募の詳細は、市役所地域振興課商工・雇用推進室（電話：63-4152） 

又は各地区の商工会までお問い合わせください。 

  

 

（お店 de 食べて最大半額！飲食店応援キャンペーン） 

「新しい生活様式」の積極的な導入と、新型コロナウイルス感染症の影響

を受けた飲食店の支援を目的に、飲食店等の店内で飲食する際、最大で半額

となる「お店 de食べて最大半額！飲食店応援キャンペーン」を 8月下旬から

9月末まで実施する予定です。 

○内容 

・佐渡市民の方が、キャンペーンに登録した飲食店等で飲食した場合、 

１回の会計につき、1,000 円以上を対象に半額を割り引きます。 

但し、割引額の上限は最大で 2,000 円。 

○割引対象の飲食店 

・佐渡観光交流機構が実施している「佐渡クリーン認証制度」の認証を受 

けていることを条件とし、7月末から 200店舗の登録を募集する予定。 

・登録した飲食店には、割引実績に応じ 20万円まで助成します。 
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・利用可能な店舗一覧は市のホームページに掲載、店頭にはキャンペーン 

のチラシやポスターを掲示します。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、キャンペーンが延期となる場合

があります。 

 

 

（二次交通の支援）  

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内交通事業者を支援し、 

観光需要を喚起するため、定期観光バス、観光タクシー、レンタカーなど、

さどまる倶楽部会員の二次交通利用者に対し約 50％を割り引きます。 

 

 

（GoTo キャンペーン関連） 

○新潟県内、近隣県を主なターゲットとし多様な広告媒体を活用して、安全 

で安心な「佐渡クリーン認証制度」を PRし、観光誘客に向けたプロモーシ 

ョンを展開。 

○新潟県内や下越エリアの自治体と連携し「新しい生活様式」に沿った 2泊 

3日の旅行商品を造成。 

 

 

（新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、後期高齢者医療

保険料、介護保険料の減免制度）            【配布資料あり】 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入 

が前年と比較して 3割以上減少した場合は、令和 2年 2月から令和 3年 3 

月までの国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の一部また 

は全部を減免します。 

・各保険料等の減免申請は、世帯の状況により各制度で減免基準が異なり 

ます。 

・必要書類など申請前に、まずは各担当課までお問合せください。 

●国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関すること 

市民生活課 保険年金係 電話 ６３－５１１２  

●介護保険料に関すること 
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高齢福祉課 介護保険係 電話 ６３－３７９０  

・申請期限：令和 3年 3月 31日まで。 

※詳細は、今月発送した令和 2年度分の各保険料等の通知書に、減免制度の 

チラシを同封してありますのでご覧ください。 

 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染症に伴う子育て支援について 

＜概要＞                               

（新生児臨時給付金） 

○新生児へ臨時給付金を給付します。 

・「特別定額給付金」の支給基準日は令和 2年 4月 27日であり、4月 28日 

以降の出生児は対象外。 

・佐渡市独自の子育て支援対策として、令和 2年 4月 28日から令和 3年 3 

月 31日までに出生し、佐渡市に住民登録のある子を養育している保護者 

に、現金 5万円と 5万円分の商品券を給付します。 

 

 

（子育て世帯生活応援） 

○18歳以下の子を 2人以上養育している子育て世帯に対し、新型コロナウイ 

ルス感染症の影響を軽減するため、佐渡市独自の生活支援を行ないます。 

・8月 1日現在、佐渡市に住民登録のある 18歳以下の子どもを 2人養育し 

ている世帯には 5千円分、3人～4人の場合は 3万円分、5人以上の場合 

は 5万円分の商品券を給付します。 

 

※給付する商品券 

・協同組合 NICE 新潟が発行する、使用期限のない、新潟市・佐渡市共通商 

品券。 

・市内のスーパーや飲食店、バス定期券の購入、佐渡汽船乗船券の購入に

利用可能。 
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（ひとり親世帯への支援） 

○新型コロナウイルス感染症の影響により家計への負担が大きくなっている、 

ひとり親世帯への支援として1世帯5万円の臨時特別給付金を支給します。 

 ・対 象：令和 2年 6月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯。 

     （申請は不要です） 

・給付額：1世帯 5万円、第 2子以降 1人につき 3万円 

7月 30日に児童扶養手当の受給口座に振り込み。 

○その他： 

・公的年金等の給付を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けて 

いない方 

・新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が児童扶養手当 

を受給している方と同じ水準まで下がった方 

⇒支給の対象となります。（申請必要） 

 ※申請期間：8月 1日から令和 3年 2月 26日まで。 

 ※詳細は、佐渡市ホームページなどでご確認ください。 

 

 

４「アース・セレブレーション 2020」の実施について 

【配布資料あり】 

＜概要＞                               

新型コロナウイルス感染症防止の観点から、ハーバーマーケットや野外コ

ンサートなど集客を伴うイベントは行わず、無観客でオンライン配信を活用

して行います。 

1988 年から開催しているアース・セレブレーションは今回で 33回目。 

「佐渡から世界と繋がる」をテーマに、無観客・オンライン配信を駆使し

た新しい形での実施。  

○期間： 8 月 21 日（金）から 23 日（日）まで 各日 14時～21時 

「アース・セレブレーション YouTube チャンネル」で配信。 

・テーマを「ＫＯＤＯ（鼓童）」、「ＳＡＤＯ（佐渡）」、「ＥＡＲＴＨ（地球）」 

に分け、鼓童メンバーによる趣向を凝らした配信企画、ＥＣ初公開の映 

像などぎっしり詰まった特別番組。 

・コンテンツは無料で配信。 
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「アース・セレブレーション YouTube チャンネル」のご登録をお願いします。 

 

○メイン：「鼓童オールスタースペシャルライブ」 

・23日 17時から 18時 30分まで 

・5年ぶりに小木城山公園から生配信を予定。 

・「アース・セレブレーション YouTube チャンネル」で配信 

・佐渡テレビでも放送予定。 

 

○その他： 

・オンラインを使いワークショップやマーケットも開催 

・期間前からお楽しみいただける動画などの企画、ECを応援いただくため 

のクラウドファンディング（投げ銭）も行います。 

 

※詳しくはアース・セレブレーション公式ホームページで順次更新していま 

すので、ご確認ください。          

 

 


