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令和２年６月市長定例記者会見 記録 

令和２年６月５日(金) 

午前 10 時～午前 10 時 30 分 

 

発表案件 

 

１ 令和２年度佐渡市一般会計補正予算（第５号）について  

６月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算（第５号）を上程いたします。今回の一般会計補正予

算の規模は４億 8,621 万円を増額し、予算総額が 512 億 6,092 万円となります。主な補正内容です

が、新型コロナウイルス感染症対策として、クリーン認証を受けた飲食店等の応援として島民に半

額で利用してもらう、お食事等になりますが半額で利用してもらう「新しい生活様式」対応飲食店

等応援事業補助金、ここに 4,000 万円でございます。二つ目として次の段階に向けた経済活動への

対応として、今後全国からのお客様の受け入れにも備え、島内の宿泊施設を１泊以上利用されるさ

どまる倶楽部の会員を対象に佐渡汽船の航送料や乗船料に対して一定の地域通貨ポイントを還元す

る航路利用促進事業に 6,930 万円。三つ目です。ICT 環境の早急な整備として、国の児童生徒１人

１台端末整備の前倒し支援に伴い小中学校にタブレット端末を整備するため、小中学校情報機器整

備費に２億 860 万 1,000 円を計上するものです。 

大きな二つ目の項目でございますが、福祉施設の整備に対する補助についてでございます。一つ

目、佐和田地区で開設される認知症グループホームの準備経費補助金として 1,510 万 2,000 円。二

つ目、相川地区に建設予定の障がいのある方を対象としたグループホームの施設整備補助金として

500 万円をそれぞれ追加計上します。 

三つ目、普通建設事業についてでございます。普通建設事業の１項目でございますが、相川地区

認定子ども園整備費に 2,042 万 7,000 円。二つ目、体育施設整備費に 1,191 万 6,000 円。三つ目、

給食センター運営費に 3,231 万 8,000 円などをそれぞれ追加計上するものです。 

また、その他の経費については、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

う経費を減額するほか、当初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いております。 

 

２ 「新しい生活様式」対応への事業所支援について  

 新型コロナウイルスの感染拡大防止と社会経済活動の両立を図る新たな生活様式の定着を促進す

るための事業所への支援を今月中旬を目途に開始いたします。具体的には、飲食店などの店舗や事

業所等が感染拡大防止のために行う改修工事やマスクなどの衛生用品の購入費用を助成するもので

す。対象となる期間は、店舗によって既に取り組まれているところもあるため、令和２年４月１日

以降に行われた工事なども支援いたします。 

なお、新潟県も７月から新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進支援金制度により、新しい生

活様式への対応について支援を行う予定でございます。この内容がちょっとまだはっきりしており

ませんので、来週具体的な内容が明らかになると聞いております。この事業と合わせながら行わな



- 2 - 

ければいけないというふうに考えております。そういう部分では、この事業の開始については新潟

県の支援内容を確認した上で 終的な制度の内容を早急にまとめ、市のホームページ等でお知らせ

する予定となっております。事業者の皆様、本当にご不便をおかけいたしますが、もう少しお待ち

いただきたいというふうに考えております。 

   

３ 出前・テイクアウト 大半額キャンペーンの実施について  

飲食店等で出前やテイクアウトでお弁当、オードブルなどを購入する際、販売価格が 大で半額

となる出前・テイクアウト 大半額キャンペーンを６月 13 日から７月 31 日まで実施いたします。

具体的にはキャンペーンに登録した飲食店等で出前やテイクアウトを利用した場合、１回の会計に

つき 500 円以上を対象に半額を割引いたします。ただし、割引額の１回あたりの上限は 大で 2,000

円となっております。登録していただいた飲食店には割引実績に応じ 20 万円までの助成をいたしま

す。市では登録店を 100 店舗募集しておるところでございます。利用可能な店舗一覧につきまして

は、５月 29 日に開設した出前・テイクアウト専用サイトや市のホームページに掲載するほか、店頭

にはキャンペーンのポスターを掲示いたしますのでご確認ください。なお、お店によっては対象期

間内であっても半額割引が終了することがございます。あらかじめご了承いただきたいと思ってお

ります。このキャンペーンを実施することで出前・テイクアウトの利用を促進し、新しい生活様式

の積極的な導入を図るとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している飲

食店の皆様を少しでも応援をしたいというふうに考えているところでございます。 

 

４ 「島民限定」・「新潟県民限定」宿泊補助キャンペーンと「島民限定」日帰り入浴

半額キャンペーンの実施について  

 このたび新型コロナウイルス感染症対策により影響を受けている島内宿泊施設を支援するため、

島民を対象に１泊あたり 大 6,000 円の値引きとなるキャンペーンを６月１日から６月 30 日まで、

1,000 人限定で実施しております。国が示す新しい生活様式に対応した衛生管理環境基準「佐渡ク

リーン認証制度」を満たした宿泊施設を対象に、まずは島内から徐々に経済活動を再開する方針で

ございます。ご利用方法は、対象の宿泊施設へ直接電話予約を行っていただき、ご利用当日に佐渡

市民サービスカードをご提示いただくことで、お会計時に1泊あたり大人ひとりで 大で6,000円、

小人 4,200 円、幼児 3,000 円として２分の１が補助される仕組みでございます。参加いただく宿泊

施設により様々なプランがありますのでご確認の上お申込みください。利用対象となる施設は佐渡

市ホームページ、佐渡観光ナビのほか、６月 10 日に配布される回覧板等でご確認くださるようお願

いいたします。 

また、同じく６月１日から６月 30 日までの期間になりますが、入浴施設の入浴料金が半額、小学

生以下は無料になる島民限定日帰り入浴半額キャンペーンも実施しています。ご利用の際はキャン

ペーンに参加する日帰り入浴施設ごとに料金が異なりますので事前にご確認ください。 

その他、６月 15 日からは新潟県民限定の宿泊補助を実施したいと考えております。１泊あたりの

補助金額は島民限定補助と同じで 大で 6,000 円と考えております。また、２分の１が補助という

のも同じスキームでございます。こちらは 4,000 人限定で７月 31 日までの宿泊が補助対象となりま
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す。なお、新潟県民限定の宿泊助成は、佐渡島民の皆さまにもご利用いただけますので、多くの島

民、新潟県民の皆様からのご利用をお待ちしております。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策に係る段階的移行について  

令和２年５月 25 日に緊急事態宣言が解除され、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

が改訂されました。方針では新しい生活様式の実践と業種ごとの感染予防のガイドラインが定着す

ることを前提に、７月 31 日までの移行期間内に段階的に社会経済の活動レベルを引き上げていくこ

ととされています。佐渡市においても段階的に社会経済の活動レベルを引き上げるべく、各期間の

島外への移動やイベントの開催等の基準を示すことといたしました。期間の設定は、国・県の段階

的緩和による影響を確認するため、国・県のものよりおおむね２週間遅らせた計画となっておりま

す。社会経済活動のレベル引き上げは若干遅くはなります。しかしながら、移行リスクをある程度

低減させられるものと考えております。このまま収束することが一番望ましいわけですが、万が一

感染者が発生した場合についても感染拡大防止の基準を設けました。国・県の状況をしっかりと注

視することが一番重要なことになりますが、緊急事態宣言の発令、県の注意報・警報、そして市内

の発生状況、それに応じて早急な対策をとるというふうに考えております。経済活動を動かしなが

らもしっかりとこのコロナの状況を注視しながら対策を早急にとっていきたいというふうに考えて

おります。 

また、新型コロナウイルス感染症に係る相談窓口を４月 24 日から開設しておりましたが、大多数

の方が特別定額給付金の申請手続きを終え、相談件数が非常に少なくなったことから、６月８日月

曜日でございます、からは通常どおり各担当課での対応というふうに切り替えさせていただきたい

というふうに考えております。受診の目安や健康相談、こういうものについては市民生活課健康推

進室、特別定額給付金については社会福祉課、事業者の皆様への支援等につきましては地域振興課

商工・雇用推進室、その他のお問い合わせについては防災管財課までお願いいたします。なお、受

付時間は平日の午前８時 30 分から午後５時までというふうに考えております。 

 

６ 佐和田児童クラブ及びさわた子育て支援センターの移転について  

佐和田児童クラブ、さわた子育て支援センターは６月１日から佐渡中央会館内に移転しました。

これまではアミューズメント佐渡の下にある旧佐和田福祉センターを利用して運営しておりました

が、施設の老朽化と佐和田児童クラブの利用者が増えたために、新たに施設を整備いたしました。

佐渡中央会館の一部を改修し、ステージであった部分をさわた子育て支援センターに、集会室を佐

和田児童クラブに、また、子ども達が十分に運動できるよう大集会室は遊戯室としたほか、各クラ

ブ室についても普段過ごす場として密にならないようスペースを確保し、より利用しやすい施設と

なりました。今後も引き続き子育てしやすい環境づくりに努めてまいります。私自身も現場のほう

へ行ってみましたが、広々として非常にいい環境で時間を過ごしていただけるというふうに感じて

おります。 

 

７ 北沢浮遊選鉱場跡ライトアップの実施について  
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国史跡の北沢浮遊選鉱場跡を活用したライトアップを今年も実施いたします。市では５年目の実

施になります。夜の魅力ある観光地づくりのひとつとして、北沢浮遊選鉱場を LED 照明により色彩

豊かにライトアップすることで昨年は１万 6,000 人以上の皆様からお越しいただいております。実

施期間は令和２年６月１日から令和３年２月 28 日までとし、点灯時間は６月から９月末までは午後

７時から午後 10 時まで、10 月から２月末までは午後５時から午後 10 時までの時間で点灯いたしま

す。また、今回はシックナーも点灯させるほか、新型コロナウイルス感染症の準備、対応にあたる

医療従事者の皆様への感謝を伝えるとともに、外出自粛等のご協力をいただいた多くの市民にも感

謝の気持ちを伝えるため、７月 24 日までの期間でブルーライトアップを行います。その後も四季の

変化に合わせて楽しいプログラム変更を予定しておりますので、ご家族やご友人をお誘いあわせの

上、お楽しみいただきますようお願いいたします。 

 

 

事前質問 

１ 世界遺産国内推薦を決める文化審議会が例年７月に開かれています。新型コロナウ

イルスの影響を受け、審議会のスケジュールが例年通りの時期となるのか、それとも延

期されるのかなど、現在佐渡市が把握されている状況をお聞かせください。 

市長： 

 一つ目でユネスコ世界遺産委員会の延期等についての影響でございます。本年新型コロナウイル

スの影響により、中国の福州で開催予定であった世界遺産委員会、延期するとの報道がされており

ます。この同委員会で審議される日本国の案件は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の自

然遺産でしたが、北海道・北東北の縄文遺跡群、これは文化遺産でございますが、への影響も状況

によっては想定されているところでございます。ただ、今のところ情報が入っておる状態ではない

ということでございますので、今後もユネスコや国の動向について情報収集をすすめていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 

２ 新型コロナウイルスの感染防止対策で休校していた小中学校について、授業数の確

保対策は必要となりそうでしょうか？必要であれば、夏休みの短縮、行事の中止などど

のような策を講じるのか、具体的にお聞かせください。 

市長： 

 正直に申し上げて、今この夏休みに向けて授業数の調整を教育委員会ではやっているところでご

ざいます。現状としましては学校現場の状況としては昨年度の３月まで、今年の３月までの未履修

の内容は今年度に入りほぼ取り戻しているというふうに聞いております。４月５月、この臨時休校

ですが、実質約７日分、授業日数にして約 40 時間、これが失われているということになります。一

方、よくないことではございますが、陸上大会等の中止もあって、そういう部分の時間の調整もし

ておるところでございます。そういう中でございますので、今６月もう中旬になりますが、できる

だけ早い段階で、各学校によっても若干状況も違いますので、全体調整を教育委員会で行いまして、

ご家族の方、保護者の方に状況を伝えながら、夏休みの状況含めて、しっかりと統一の見解を出し
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てお示しを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。 

 

質疑応答 

１ 令和２年度佐渡市一般会計補正予算（第５号）について  

記者： 

 建設のほうで道の駅の改修があるんですが、これはどんな内容になるんですか。 

市長： 

 駐車場とかそういうもので、ほぼほぼ機能的には今の施設の中で確保はできていると思っており

ますが、具体的な工事内容については建設課長のほうから説明をさせます。 

建設課長： 

 私のほうで詳細の部分を説明させていただきます。あくまでも道の駅の開設でございますので、

その要件に沿った整備という内容になります。主なものとしましては、サイン、案内板、トイレと

か身体障がい者用の駐車場の整備とか、それを含めての案内板の整備を行います。また、障がい者

用の駐車場の整備をやりますし、あと、ベビーシートということで、外から進入できるトイレがご

ざいますので、その多目的トイレの中にベビーシートを設置する予定でございます。それと今、夜

非常に暗いので、それの防犯の意味も含めて街灯を３基、また監視カメラを１台設置いたします。

あと、公衆電話が 24 時間使えるということで、その辺の配線を行います。主なものとしてはそんな

ところです。 

 

記者： 

 道の駅は佐渡は県内でも 低レベルと言われてるんですけど、今後どうやって活用していく考え

ですか。 

市長： 

 基本的には場所も両津港のすぐ横ということになりました。そもそも情報発信機能を持っており

ますので、施設内で。ですから、その情報発信機能にお立ち寄りいただいて、トイレの問題もしっ

かりきれいな施設を用意して、駐車場でお休みしながら情報発信をしっかりと、また、情報を手に

入れられる拠点としてお客様に発信をしながら利用していっていただきたいというのが基本的な考

えでございます。 

 

記者： 

 道の駅の物販機能ですとか飲食機能の強化については現状難しいものなんでしょうか。 

市長： 

 今の段階で私自身まだその辺の具体的に、今は小さいですけど売店があるということで、特産品

のほうも扱っておりますが、これを大きくしていくということについては事業者含めて、様々な方

と考えていかなければなりませんし、先ほど申し上げたようにこの後情報発信機能を含めて、道の

駅へ寄っていただくという、そういう仕組みづくりをもう少し PR していかなければいけないという

ことで、その中でセットで拡大については考えていきたいというふうに思っています。 後、お車
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で来られた方がお帰りになるときに道の駅へ寄って、例えばショッピングしていただける。そうす

るとそれには相当の数がやはり必要になってきますので、港湾の港と一緒に、そういう機能をどの

程度持たせられるかというしっかりした検証も必要になりますので、そこをしっかりとちょっとこ

の後考えさせていただきたいと思います。 

 

２ 「新しい生活様式」対応への事業所支援について  

記者： 

 自粛休業期間中の経済損失ってのは、 新の金額とか出てるんですか。 

市長： 

 すみません。今全体ではちょっと出していない状態です。観光のほうは比較的計算式といいます

か、一人当たりということがあるので出しやすいのですが、商工系が特に今の段階でちょっと把握

できておりませんので、そこについてはちょっと対応を考えさせていただきたいと思います。 

 

３ 出前・テイクアウト 大半額キャンペーンの実施について  

なし 

 

４ 「島民限定」・「新潟県民限定」宿泊補助キャンペーンと「島民限定」日帰り入浴

半額キャンペーンの実施について  

 なし 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策に係る段階的移行について  

記者： 

 市議会とかでロードマップを作られてることをおっしゃってましたけど、これのことでしょうか。 

市長： 

 はい。 

記者： 

 わかりました。あともう一点、この県をまたいだ方も含めて受け入れを進めていくときに医療提

供体制の拡充とセットになる部分なんですけど、島外搬送についてもこれまで何度が言及されてま

したけど、その辺は今どの辺まで話が進んでるものなんでしょうか。 

市長： 

 私ども新潟県さんにお願いをしているのは、とにかくコロナウイルス自体はサイレントウイルス

といいますか、よく見えない部分もある。そこが一番こわいウイルスでございます。ですから、や

はりもし万が一発生することも十分あり得る。その中で発生を広げない。もう一つが、万が一発生

しても、しっかりと市民の皆様が医療を受けれる。これはコロナだけではなくて通常の医療という

意味です。例えば急な手術とか、そういうものが受けれる体制をなんとか守っていかなければなら

ない。ここが必須であるというふうに新潟県のほうには申し入れしております。その中で佐渡の中

核といえば佐渡病院ということになります。それを支える両津病院、相川病院、そういうところを
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中心に医療ができる状態、ここを維持していくためには、一定程度になったら島外の搬送等も県の

ほうで責任を持って行っていただきたいと。これにつきましては法律がございまして、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律というのがございまして、この中でこの役割は県が

担うということが明確になっておりまして、保健所さんからもきちんと責任を持って市と連携しな

がら進めますというお答えをいただいておりますし、先般知事と副知事等にもお願いをしてまいり

ましたが、しっかりと対応していくということでお答えいただいておりますので、なんとしても万

が一、万が一ですが、出ても広がらない。医療の崩壊が起きない。この体制をしっかりと県と連携

して維持していくように今保健所と話し合いもしておりますし、保健所のほうが、県がもちろん要

望する形になりますので、県の方で対応していただけるということでお返事もいただいております

ので、進めていきたいというふうに考えております。 

記者： 

 追加でなんですけど、今言ったその島外搬送を含めた流れになる基準ですとか、具体的に搬送方

法ですとか、どういった手続きをふむのかというところをお願いします。 

市長： 

 私どもとしては、今の感染症医療機関は佐渡病院でございますので、ここの中で基本ベースは佐

渡病院がそこで受け入れる数のみになります。ただ、重症の場合と例えば症状が出ない方の対応、

そういう部分もございますので、重症のものは具体的に何人になったらどうではなくて、佐渡病院

の受け入れもしくは両津病院の受け入れ、そこの部分がどこまでできるかというところを判断しな

がら県のほうに進めていくという形になると思いますので、これは症状の問題とか様々なケースが

ございます。そういう部分で先ほど申し上げたように医療が継続できる体制を維持する。ここをし

っかりと判断をしていくことが必要だというふうに考えております。ですから、具体的に２人にな

るとか３人になるとか、そこの数字を今話しているわけではございません。 

記者： 

 搬送の方法と手続きですね・・・。 

市長： 

 搬送につきましては、保健所さんを通して県のほうに通しまして、一般的には海上保安さんか、

自衛隊さんか、そこを県のほうが状況を見て判断をしてお願いをしていくという流れになりますの

で、基本的には今その海上保安さんか自衛隊さんにお願いしていくということを知事のほうからと

いう流れになると思っております。 

記者： 

 ヘリですか。 

市長： 

 そうですね。基本はそうです。ただ、もし本当に何かあれば船みたいなことも考えられるかもし

れませんが、現段階ではヘリということで話をしております。 

 

記者： 

 今のそれに関係するんですけども、病院に収容した場合はそれでと思うんですけど、症状が出て
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本当に早い人はですね、そうすると全国的に人工呼吸器の設備不足というところが非常に言われて

る。佐渡はまだ出てないから故にですね、消防さんのもあるでしょうけど、病院もあるでしょうけ

ど、どういうような対応が出てるんですか。またそういったのが予算に載ってない、補正に載って

ないってのはどういうことですか。 

市長： 

 人工呼吸器につきましては、佐渡病院は今５台というふうに私自身は聞いてはおるのですが、ち

ょっと確認させてください。その人工呼吸器の数というのは一つ重症患者にとって非常に重要な問

題になるだろうと思っております。ただ、この医療体制につきましては、やはり新潟県さんと話を

していかないと、私どもだけでこの人工呼吸器をどうにかするという問題ではございませんし、あ

と人工呼吸器の場合、機械があればできるという状態でもございません。その医療技術者の数も必

要となります。そういう部分で佐渡病院に人工呼吸器が多く入ったから対応できるという状態でも

ないというふうに考えておりますので、そういう部分も含めて、患者さんが発生した時には移送も

含めた形を考えていかなければいけないというふうに判断しているところでございます。予算等に

つきましては、現段階ちょっと市町村で対応できる状況ではございませんので、国・県のメニュー

含めても、そういう部分では県のほう、国のほうの動きのほうを見ながら、佐渡のような医療体制

についてはしっかりとまた要望していきたいというふうに考えております。 

記者： 

 それでは結構な高齢化してる佐渡でありますので、非常に皆さん不安になると思う。そういうこ

とあればね。例えば大学病院で、定期検査であったり全部、薬を延ばせたんですね。それが色んな

状況でこれからどんどん増えてからの対応ということで、そういうことを見るとですね、結構まだ

緊張感が少ないような印象を受けましたよね。出てからですね、血栓ができるとかいろんな状況が

わかってきたわけですので、しかしそれまでの間に呼吸ができないという状況が続く。私も呼吸が

できない経験をしてますけど。そうすると、わかってから出るまでの間ってものすごく大変な状態

なんですよね。そこら辺はもう少し対応を細かくですね、具体的に進めていってそれを説明しない

と、やはりこういう島民は不安になると思いますけどどうですか。 

市長： 

 やはり先ほど申し上げたように、なかなかはっきり見えないウイルスでもあるというのも事実で

ございますので、今ご指摘の点につきましては、県としっかり話をしながら進めていきたいと思い

ます。そういう中で私ども先ほど行程を２週間遅らせたというのは、国・県の判断をしっかりとチ

ェックをしながら進めていきたいということで、その２週間で一定程度国・県の判断がどのように

なったかということが見えるというふうに考えておりますので、そういう部分でしっかりと用心を

しながら対応していきたいというふうに考えております。 

 

記者： 

 先ほど聞きそびれてしまったんですけども、島外搬送については、県と合意を得たとか了承を得

たという今段階と言っていいんでしょうか。 

市長： 
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 そうですね。もちろんです。お願いをしますということで話をして、佐渡の医療崩壊が起きない

ように対応をしますということでお答えはいただいております。 

 

６ 佐和田児童クラブ及びさわた子育て支援センターの移転について 

 なし 

 

７ 北沢浮遊選鉱場跡ライトアップの実施について  

なし 

 

事前質問における追加の質疑 

 なし 

 


