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令和２年７月市長定例記者会見 記録 

令和２年７月 21 日(火) 

午前 10 時～午前 10 時 50 分 

 

発表案件 

 

１ 新型コロナウイルス感染防止対策について  

まず、このたび７月佐渡市議会臨時会で新型コロナウイルス感染症対策として感染防止・経済対

策・子育て支援に係わる補正予算をお認めいただきましたので、この後実施する市の取り組み等に

ついてお知らせいたします。一つ目が新型コロナウイルス感染防止対策についてです。はじめに新

型コロナウイルス感染防止対策ですが、水際対策として佐渡汽船利用者に対して、サーモカメラに

よる検温、手洗い・マスク着用のより一層の励行等をお願いし、また、佐渡汽船では指定席の発売

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しております。また、７月 20 日と

21 日には船内が密閉空間となる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

ィング加工を実施するとともに、８月中旬には同じく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しておると聞いているところでございます。また、佐渡市

といたしましては、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ついて、バス、タ

クシー等の抗菌・抗ウイルス対策など地域交通事業者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し、利用者が安心して移動できる体制づくりに取り組んでまいります。ほかに

も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

分に行うことや、こまめな喚気を行うために網戸の設置等を進める予定となっております。また、

学校での対策でございます。児童生徒への支援としては、先に６月議会でご承認いただき、「児童生

徒１人１台端末整備」に伴い、小中学校へタブレット端末を整備いたしました。今回はそれに加え、

臨時休業時などにおける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、家庭学

習の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装置を整備いたします。また、

学校の感染症対策等を徹底しながら子どもたちの学習保障に万全を期すため、衛生備品の購入、消

毒作業等の実施など学校における感染症対策を強化いたします。加えて、学習指導員を配置し、子

どもの学びの保障をサポートし、きめ細やかな指導を行ってまいります。 

次に、６月の定例記者会見でお示しした段階的に社会経済の活動レベルを引き上げる考え方でご

ざいます。各期間の島外への移動やイベントの開催等の基準についてですが、緊急事態宣言解除後

の段階的緩和の影響もあり、首都圏及び首都圏との往来による新型コロナウイルスの感染の広がり

が再び多く確認される状況となったことから、今一度見直しを行い、ステップ３の期間でございま

すが、内容を次のとおり変更いたしました。期間を７月 21 日から 7 月 31 日とし、移動については

感染が発生している地域への移動は特に慎重に行ってほしいということになっております。観光に

ついても来島される前に２週間程度の健康観察を行うことや体調不良時の移動はお控えいただく、

また、無症状感染リスクから普段の行動、移動には慎重な行動をとっていただくよう徹底的に要請
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をしていきたいと考えているところでございます。また、この後帰省シーズンを迎えますが、帰省

されるご家族には２週間程度の健康チェックをお願いをしたいというふうに考えております。また、

体調がすぐれない場合は帰省を控えるなど、本当にこの帰省の問題についてはゴールデンウイーク

から市民の皆様方には大変寂しい思いとなっておると考えておりますが、十分注意されて帰省をお

迎えいただければというふうに考えております。感染拡大防止になにとぞご協力をお願いしたいと

考えております。特に首都圏など感染密度の高い地域から来島を予定されている方については、来

島までの行動に厳重にご注意いただきながら、それまでの行動から感染の可能性がある場合等につ

きましては、来島の延期又はご遠慮いただきますようお願いしたいというふうに考えているところ

でございます。現在の状況を鑑みますと感染密度の低い地域から移動を予定される方につきまして

も２週間程度の健康チェック等を実施していただきながら、体調がすぐれない場合は移動を控える

など決して無理な移動のほうをご遠慮いただ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、併せまして受け入れ体制についても施設等でしっかりとガイドラインを守っていただき、対

策に取り組んでいくよう、これは従前から佐渡市としても各施設等にお願いをしているところでご

ざいますし、より一層の遵守についてお願いしたいと考えておるところでございます。感染拡大防

止に対する一人ひとりの心がけが、佐渡市、新潟県そして全国の安全・安心な暮らしにつながりま

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に取り組んでいただきますよう、改めてお願いを申し上げま

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  

 一つ目はプレミアム商品券でございます。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いたします。プレミアム率は 40％、１セット 7,000

円分の商品券を 5,000 円でご購入いただきたいというふうに考えております。7,000 円分の商品券

の内訳は全ての登録店で利用できる商品券が 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が 4,000 円分の組み合わせとなっております。使用期限は 10 月１日から 12 月

31 日を予定しております。発行は 30,000 セット。ただし、ご購入には事前のお申し込みが必要と

なります。商品券についてのご案内につきましてはチラシを８月上旬に全戸配布するほか、市役所

本庁、支所、行政サービスセンターなどにも設置いたします。チラシの裏面が商品券の申込書とな

りますので、８月 31 日までにお申し込みいただきたいというふうに考えてるところでございます。

なお、おひとり様２セットまでの限定販売ということで最初から進めさせていただきたいというふ

うに考えております。申し込み多数の場合は抽選という形を取らさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。また、併せまして商品券が利用できる取扱登録店も今募集をしておるところ

でございます。商品券の換金手数料等は発生いたしませんので、ぜひとも多くの事業者の応募をお

願いいたします。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 でございま

す。または各地区の商工会等までお問い合わせいただければというふうに考えております。 

 二つ目につきましては、今度はテイクアウトではなくてお店で食べて最大半額という形で、お店

のほうに行ってもらって食べてもらうというようなキャンペーンのほうを実施したいというふうに
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考えております。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ということが目的で考え

ておりますが、飲食店の店内等で飲食をする場合に最大で半額となる「お店 de 食べて最大半額！飲

食店応援キャンペーン」を現段階ではでございますが、８月下旬から９月末まで実施の予定となっ

てるところでございます。具体的には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というふうに考えております。ただ

し、割引額の上限は最大で 2,000 円とさせていただきます。割引対象の飲食店につきましては佐渡

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です。登録していただいた飲食店には割引実績に応じ最大 20 万円

までの助成を用意しております。利用可能な店舗一覧につきましては市のホームページ等に掲載し、

店頭にはキャンペーンのチラシやポスター等を掲示し、周知をいたしたいと考えておりますので、

また周知等８月下旬以降になりますが、ぜひご利用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。 

三つ目でございますが、二次交通の支援事業でございます。これにつきましては市内交通事業者

の支援が現段階であまり国等もないということから、観光需要と併せまして支援を考えていくとい

うスキームの中で、定期観光バス、観光タクシー、レンタカー、こういう佐渡の二次交通の中でさ

どまる倶楽部会員の利用者に対して約 50％の割引にしていきたいというふうに考えております。こ

れにつきまして、現在コロナの状況もございますが、８月下旬を目途に進めていきたいというふう

に考えているところではございますが、これも状況に合わせてまた再度対応を考えてまいりたいと

いうふうに現段階ではそのように判断しておるところでございます。あともう一つ、広域連携等の

観光事業のほうを計画しております。これは新潟県内、近隣県を主なターゲットとし、広告媒体等

を広く使いながら、安全で安心な佐渡クリーン認証制度を PR し、観光客誘致に向けたプロモーショ

ンを展開するほか、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

行商品を造成したいというふうに考えておるところです。具体的には、例えば月岡温泉に１泊、佐

渡に１泊というような新潟県内を２泊する旅行形態を考えておるところでございますし、瀬波温泉、

月岡温泉、岩室温泉等と連携する形で今企画をしておるところでございます。 

最後に、国保の関係、保険料の関係の減免をちょっとご説明をいたします。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、これさかのぼりになります。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いたします。各保険料等の減免申請にあたりまし

ては世帯の状況により各制度で減免基準が異なっております。国民健康保険・後期高齢者医療保険・

介護保険料で、その減免等の制度が違うということでございます。必要な書類の用意等につきまし

ては、これはこの場ではちょっと説明が非常に細かくなりますので、申請にあたりましては、まず

各担当課までお問い合わせいただければというふうに考えております。国民健康保険税、後期高齢

者医療保険料に関することは市民生活課保険年金係、電話 63-5112 まで、介護保険料に関すること

は高齢福祉課介護保険係、電話 63-3790 までお願いいたします。繰り返しますが、コロナの影響に

よって世帯主の収入が３割以上減少、前年に比べて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に対象になるというものでございます。申請期限は令和３年３月 31 日まで
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でございます。必要な書類をご用意いただき申請手続き等を進めていただきますようお願いいたし

ます。なお、詳細につきましては、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

チラシを同封してございますので、ご覧いただきお問合せ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 新型コロナウイルス感染症に伴う子育て支援について  

一つ目につきましては新生児への臨時給付金の給付でございます。国の制度である１人 10 万円を

支給する特別定額給付金、ここは支給基準日が令和２年４月 27 日でございました。４月 28 日以降

の出生児は対象外となっております。そこの中で佐渡市のほうで議論いたしまして、独自の子育て

支援対策でございますが令和２年４月 28 日から令和３年３月 31 日まで、本年度というふうにご理

解いただきたいというふうに考えております。この間に出生し、佐渡市に住民登録のある子を養育

している保護者に対し、現金５万円と５万円分の商品券を給付いたしたいというふうに考えており

ます。生活支援ということで取り組んでまいります。 

二つ目は 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、多子世帯への支援というふう

に考えております。新型コロナウイルス感染症の影響を軽減するための佐渡市独自の生活支援のほ

うも併せて行いたいと考えております。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から４人の場合は３万円分、５人以上の場合は５万円分

の商品券を給付するものでございます。なお、給付する商品券はいずれも協同組合 NICE 新潟が発行

する使用期限のない新潟市・佐渡市共通商品券で、市内のスーパーや飲食店に加え、バスの定期券

の購入や佐渡汽船乗船券の購入などにも利用することができます。 

三つ目でございます。これにつきましてはひとり親世帯への支援でございます。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に対する支援として、１世

帯５万円の臨時特別給付金を支給いたします。対象は令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受け

ている世帯です。申請は不要で１世帯５万円、第２子以降のお子さんがいる場合は１人につき３万

円を加算した金額を７月 30 日に児童扶養手当の受給口座に振り込みいたします。その他に、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や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につ

いても支給の対象になります。こちらにつきましては申請が必要となります。申請期間は８月１日

から令和３年２月 26 日までです。詳細につきましては佐渡市ホームページなどでご案内しておりま

すので、ご確認をいただきたいというふうに考えているところでございます。 

 

４ アース・セレブレーション 2020 の実施について  

 今年のアース・セレブレーションは、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・セレブレーションでございますが、今回で 33 回目でござ

います。「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

施となります。期間は８月 21 日金曜日から 23 日日曜日までの３日間、各日 14 時から 21 時まで、
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アース・セレブレーション YouTube チャンネルで配信いたします。この期間中は、「KODO」、「SADO」、

「EARTH」とテーマを分け、鼓童メンバーによる趣向を凝らした配信企画や、アース・セレブレーシ

ョン初公開の映像などぎっしり詰まった特別番組でございます。コンテンツは無料で配信いたしま

すので、まずはアース・セレブレーション YouTube チャンネルのご登録をお願いいたします。メイ

ンは 23 日 17 時から 18 時 30 分までの鼓童オールスタースペシャルライブで、５年ぶりの小木城山

公園から生配信の予定となっております。こちらはアース・セレブレーション YouTube チャンネル

に加えて佐渡テレビでも放送予定となっておりますので、ぜひご覧をいただきたいというふうに考

えております。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いたします。また、

期間前からお楽しみいただける動画などの企画やアース・セレブレーションを応援いただくための

クラウドファンディングなども行います。これにつきましても詳しくはアース・セレブレーション

公式ホームページで順次更新をしてまいりますので、ご確認いただき、お楽しみいただければと考

えておるところでございます。 

 

 

事前質問 

１ 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。 

市長： 

 GoTo キャンペーンでございますが、GoTo キャンペーンの判断につきましては都知事も現段階では

東京のほうからあまり動かないようにというお考えも示しておりますし、新潟県知事ももう少し段

階的に近く、マイクロツーリズムのほうから進めていくべきだというご発信もあるわけでございま

すので、やはり私自身としても現段階においては県知事の判断が適切であろうというふうに考えて

おります。佐渡市自体も今までの観光施策は首都圏ではなく近場の、新潟県の隣接県にもう一度佐

渡を見て来ていただきたいというふうに考えながら組んできたところでございますので、やはり身

近なところからまずは進めていくということが大事であろうというふうに考えているところでござ

います。また、来島の自粛要請等につきましては、今の現状の状況を鑑みる限りやはり体調不良の

方は、佐渡は医療が少し資源として弱い部分が非常にありますので、ご遠慮いただきたいというこ

とはもう発信をしているところでございます。ただ、今後感染リスク等を考える中では、やはり佐

渡に来られる前に２週間程度しっかりチェックをしていただき、その中で自分の行動等もしっかり

確認していただいた中でお出でいただくというところをしっかりと要請をしながら佐渡においでい

ただくような形を考えているところでございます。既に各ホテル、旅館等につきましては受付の段

階等で健康チェック等を行いながら受け入れを進めておるところでございますので、受け入れ側の

施設においても先ほども申し上げましたが、ガイドラインの遵守を含めながらクリーン認証制度も

徹底しながら受け入れる側もしっかりと対策を取って進めていきたいと考えているところでござい

ます。そこをしっかりと佐渡にお出でになるお客様に発信を徹底的にしていきたいと考えていると

ころでございます。 
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２ 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。 

市長： 

 合併特例債の利用の問題とそれの庁舎の問題でございます。市議会、今回特別委員会の最終報告

をいただきました。これにつきましては、庁舎建設については基本的にこういうものでしか使えな

い合併特例債という有利な起債を活用するべきだと。ただし、市民の十分な理解と合意を図ってい

くということは我々の方に提言としてあったところでございます。課題になっている本庁舎建設で

ございます。これにつきましては既存の庁舎を活用しながら、防災拠点となりうる本庁整備が必要

と考えております。私自身はやはりその本庁を新たに建てるというよりも、ここの中で増設をしな

がら、これから震度７強にも耐えれる事業継続がすすめられる体制を作っていきたい。その中で合

併特例債という有利な、今しか使えない、もうだんだん間に合わなくて使えなくなるのですが、今

使える国の有利な制度があるというところで判断しているところでございます。現段階で想定して

いる新庁舎につきましては、防災拠点機能を備えた必要最小限の投資による３階建てで現在の庁舎

と連絡通路で接続して窓口機能を充実させることと併せながら防災機能を含めて取り組んでいきた

いと考えておるところでございます。１階は市民向けの窓口機能、２階は災害発生時における防災

拠点機能、普段は会議室等、執務室等で使えるというふうに考えております。３階は議会機能にす

ることで、迅速な情報共有に加え大幅な人件費コストの削減等も図られるというふうに想定をして

おります。合併特例債でございます。これにつきまして発行期限が令和５年度末でございます。庁

舎に限らずですが、建物を建てるという中ではスケジュール的には非常に厳しい状況もございます。

そういう部分では８月中には市民説明会等を開催してまいりたいと考えているところでございます。

新庁舎建設及び現庁舎の一部改修、この庁舎は約 30 年は経っておりますので、この庁舎の一部改修

も国の有利な起債を使って取り組みたいと考えておりますので、このスケジュールとして次年度よ

り実施設計等に入ることを想定しながら考えているところでございます。いずれにいたしましても

議会のほうから図書館等、ユニバーサルデザインのほうのご指摘も受けているところでございます

ので、市民の皆様から様々なご意見を伺いながら対応していきたいと考えているところでございま

す。 

また、市民の意見を聞く中で、取りやめることもあるのかというご質問でございますが、防災拠

点機能、１階の市民向けの窓口機能で、防災拠点機能につきましては、この庁舎につきましては震

度７程度でも倒壊はしないというふうに考えてはおりますが、我々佐渡市がやるべきことは、やは

り業務継続、しっかりと各支所と連携をしながらその防災の対策を進めていく。特に大きな地震を

想定しておりますが、それを進めていかなければならないということを考えますと、ここの改修に

は相当な金額がいるというふうに考えております。そういう部分で合併特例債を活用して庁舎整備

を実施するということが、これが佐渡市にとって一番負担が少なく、この現庁舎 30 年を越えていま

すので、今後の将来の市民の皆様への負担を考えたときに、やはり今後先送りせずに国の有利な起

債があるときに、取り組んでいかなければならないのではないかというふうに考えておりますので、
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議会からのご指摘も受け、市民の皆さんに内容をきちっと説明をした上で、進めていきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

 

 

質疑応答 

１ 新型コロナウイルス感染防止対策について  

記者： 

 移動、観光、イベントの段階的緩和の目安のことでお伺いしたいんですけども、改訂前のものが

私ちょっとしっかりと記憶してなくて申し訳ないんですけども、ステップ２から３に移るタイミン

グで、これは緩和を引き続き続けるという位置づけになるんでしょうか。それとも再引き締めとい

うような位置づけになるんでしょうか。 

市長： 

 基本的には再引き締めというふうに考えております。我々、島民の皆様の行動も３週間前位の状

況であれば一定程度自由に動いていただければというふうにステップを緩和していきたいと考えて

おりましたが、現在の状況を見る限り観光については県を跨ぐものも含めて、徐々にというステッ

プから感染の可能性がある場合や体調不良時の移動等は控えていただきたいということで、より一

層注意をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

記者： 

 関連で、感染が発生している地域というのは新潟県内の本土も含むという考えでしょうか。 

市長： 

 やはり今の状況見る限り、大都市圏が今、感染のほうが発生している状況でございます。見る限

り首都圏、あと近畿圏等も発生しておる状況でございますので、ここ２日ほど感染の数が少し減っ

ていく傾向も全地区でも見えておりますので、そういうものを注視しながらということにはなりま

すが、やはり 20 名、30 名と感染が発生しているところを市民の皆さんも理解いただきながら、ま

た、そのエリアの方も十分体調のチェックをしていただきながらというふうに考えておりますので、

ここについてはやはり１人２人ということではございませんが、一定程度の数があるところに関し

てはというふうに考えておるところです。 

記者： 

 今の段階では新潟市とかは該当しないってこと。 

市長： 

 はい。そのように考えております。 

記者： 

 一応再引き締めということではあるんですけども、例えばさどまる倶楽部での航送料の実質的な

割引とか、ああいったものについては見直さず引き続き続けていく形になるんでしょうか。 

市長： 

 はい。そうですね。さどまる倶楽部のほうは、お客さまの判断もできますし、一人ひとりに車で

来られる、また、電話等の予約でございますので、しっかりご注意もできますので、十分しっかり
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感染予防の対応を取りながら進めることができる対策だというふうに考えております。 

記者： 

 もしデータがあればご提供お願いしたいんですけど、４連休中の来島を予定されてるような人数

データとかって、佐渡汽船の予約状況みたいなものってのはお手持ちあるんでしょうか。 

観光振興課長： 

 ４連休の宿に聞いた状況というところですけど、多くの旅館が今回は満館というところでかなり

お客様が入っているというふうに聞いています。 

記者： 

 それはすみません、いつ時点の。GoTo が見直しの前のデータですか。 

観光振興課長： 

 見直しの前のデータです。ちなみに都知事がコメントを発せられてから東京都内のキャンセルが

かなり多かったということは聞いておりますが、その代わり新潟県内でのお客様が埋まったと聞い

ております。 

記者： 

 そうすると差引で今どのくらいかってのはちょっとまだ・・・。 

観光振興課長： 

 ちょっと詳しいのは持っていないです。 

記者： 

 わかりました。 

市長： 

 今の件ですけども、佐渡市のキャンペーン、県のキャンペーン等で、この連休かなり予約が入っ

ていた部分もございます。そういう部分で今課長から申し上げたとおり、GoTo で予約も入ってきま

したが、都知事の発言等からキャンセル等が増えているという状況でございますので、宿の方には

しっかりと健康チェックも含めまして、対策を取っていくようにと話はしておりますので、最大限

コロナが発生しないように、観光関係と連携をして進めていきたいと考えております。 

 

記者： 

 先月まででいいんですけど、例年、前年に比べて観光客の入込みのデータあったら後でいただき

たいんですけど。どのくらい減っているのかっていうのを。 

市長： 

 わかりました。ゴールデンウィークだけ私も見たんですけど、全体は今日確認しておりませんの

で、資料としてお示しいたします。 

 

記者： 

 あと、お盆に向けて帰省客なんかも増えてきますけど、この指定席の販売制限って具体的にどう

いう内容になってるんですか。例えば一つおきになってるのか、そうすると半分くらいしか入れな

いようにしてるのか。ジェットフォイルとか、あとフェリーの椅子席ですとか。あと絨毯席って今
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現在どういうふうな対応になってるのか教えてほしい。 

市長： 

 基本的にはジェットフォイルの席ということにはなっておりますが、詳細については交通政策課

長から説明させます。 

交通政策課長： 

 ８割の制限ということで、席を指定して制限しているということではなくて、発売の数を８割に

減らしているということで、これについては指定席であるジェットフォイル、それからカーフェリ

ーの１等、２等とか席が指定できるものについて発売の数を２割減らしているということでござい

ます。 

記者： 

 絨毯席はどうなの。フェリーは。 

交通政策課長： 

 フェリーについては、１等席については絨毯席も２割削減の状態で販売するということでござい

ます。 

記者： 

 ２等席は。 

交通政策課長： 

 ２等席については、そもそも何名という記載が最初からないので、そこについてはしてはいない

というふうに聞いております。 

記者： 

 お盆で混んできたら、結構みんなある程度密にならないですか。大丈夫ですか。 

交通政策課長： 

 佐渡汽船のほうでは部屋の中を密にならないようにできるだけ間隔を空けるように座っていただ

くように指導していきたいというふうに聞いております。 

記者： 

 なんか仕切りとか設ける予定はないわけ。テープとかで。 

交通政策課長： 

 今のところ室内に仕切りとかということをやるというふうなことでは聞いておりません。 

記者： 

 それで大丈夫なんですか。 

交通政策課長： 

 今後の状況見ながら、また必要な部分について対応を考えていくということになると思います。 

記者： 

 状況を見ながらったって、急に、密になった後じゃ遅いんですよ。密になる前にやらないと。 

交通政策課長： 

 その辺については佐渡汽船のほうに、そういうふうな状態にならないように対策を事前に取るよ

うに伝えておきたいと思います。 
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２ 新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策について  

 なし 

 

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  

記者： 

 新生児臨時給付金と、子育て世帯生活応援、これの対象世帯数を。 

市長： 

 児童扶養手当受給世帯のひとり親世帯のほうは 340 世帯でございますが、子ども若者課長より数

字のほうはご説明いたします。 

子ども若者課長： 

 一つ目の新生児への臨時給付金の対象件数ということでございますが、試算の段階では令和元年

度の誕生者 248 ということで計算をしておりました。２番目の多子世帯の支援につきましては合計

で 2,089 件でございます。 

記者： 

 多子世帯って 2,089 世帯もあるんですか。 

子ども若者課長： 

 はい。2,089 世帯です。 

 

記者： 

 子育て世帯生活応援で３人４人が３万円で５人以上が５万円って、これの違いは大体わかるんだ

けど、２人と３人の差が２人まで５千円で、３人から３万円じゃ差が結構あるような気がするんだ

けど、これなんか理由があるの。 

市長： 

 多子世帯への支援ということで当初３人以上の世帯ということを実は制度設計としては考えてお

りましたが、やはり色々議論する中で、このコロナ禍でありますので本当ちょっと少ないかもしれ

ないのですが、２子いらっしゃる世帯にも少しでも出せればということで予算を確保しながら取り

組みを進めましたので、ちょっとすみません、このバランスがあれですけども、主旨としてはやは

り多子世帯、子どもが多い世帯がまたコロナの中で給料が上がらずに大変だということで生活支援

という主旨で計画をした関係でございます。でもできる限り広くということで２子世帯、先ほど数

も言いましたけども、やはり２子まで入れるとかなり数が増えてくるということでございますが、

やはりできるだけということで広げさせていただいたというところでございます。 

記者： 

 ちなみにあの３、４人が何世帯いるんですか。 

子ども若者課長： 

 ３人から４人の世帯は 709 世帯でございます。 

記者： 
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 ５人以上は何世帯。 

子ども若者課長： 

 ５人以上は 16 世帯でございます。 

 

４ アース・セレブレーション 2020 の実施について  

なし 

 

 

事前質問における追加の質疑 

１ 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。 

記者： 

 すみません、先ほどの質問とも重複するところあるんですけども、東京を除外された後に実際に

宿泊施設などでキャンセルが出てるかどうかっていうような状況って把握されてますか。 

市長： 

 やはりキャンセルが出ているというふうに現場からは話を聞いておりますが、連休の中は県民の

方のご来島も色々新規でございまして、うまくキャンセル等、新規の申し込みの方がいただいてい

るということでございますので、連休は大丈夫でございますが、やはりこの平日等につきましては

厳しき状況になっているだろうというふうに聞いております。 

 

２ 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。 

記者： 

 現庁舎の一部改修は、これは合併特例債ではない起債ということ。 

市長： 

 合併特例債です。庁舎を新規でやる場合にはここも使えるということになりますので、合併特例

債を活用したいと考えているところでございます。 

 

記者： 

 庁舎建設ですけど、前市長の時に期間は間に合わないっていう話で進められてたんですけど、こ

れは間に合うものなんですか。 

市長： 

 間に合います。間に合わなかったらこれは国の起債でございますので、間に合わない計画は立て

られませんので、新庁舎の増設とこちらの旧庁舎の改修と併せて、国の財源を使いながらなんとか

間に合わせていくということで進めているところでございます。 
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記者： 

 その時に間に合わないって言った理由はなんですか。 

企画課長： 

 前回間に合わないという時には合併特例債がまだ延長前でございました。その時の工期等を考え

た中で合併特例債の最終発行期限までに建築ができないというような判断でございました。 

 


