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令和２年５月市長定例記者会見 記録 

令和２年 5 月 18 日(月) 

午前 10 時～午前 10 時 40 分 

 

発表案件 

 

１ 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いて、申請状況等の進捗をお知ら

せいたします。この給付金は４月 27 日の基準日に住民基本台帳に記録のある者が給付対象者となり、

本市では５万 3,662 人の方を対象としています。また、申請書については世帯主が申請者となるこ

とから２万 3,705 世帯に申請書を発送しております。申請の状況ですが、５月 15 日現在でおよそ１

万 8,500 通の申請書を受け付けております。給付の状況でございますが、連休明けの７日、８日ま

でに受け付けた、およそ１万件について、15 日に 4,300 件を給付させていただき、残りの 5,700 件

につきましては、20 日及び 25 日の給付で完了を予定しております。５月中になんとか１万 7,000

件の給付を目指して、今取り組んでおるところでございます。現在、給付時期のお問い合わせや給

付が遅い等のお電話を多数いただいておりますが、１日でも早く皆様方に給付できるように休日も

含めて取り組んではおるのですが、何分急な政策のため、１件１件手作業入力という状態になって

おります。そういう部分で１日の処理数がちょっと限界があるところもございまして、市民の皆様

方には大変ご迷惑をおかけしておりますが、なんとしても１日でも早い給付を目指して取り組んで

まいりますので、ご理解のほうよろしくお願いいいたします。 

 

２ 持続化給付金について  

 持続化給付金につきましては、新型コロナウイルス拡大により特に大きな影響を受ける中小事業

者に対して、事業全般に広く使える給付金として国が給付するものでございます。非常に幅広い業

種が給付対象となっております。ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者に給付

されます。給付額の上限は法人が 200 万円、個人事業者が 100 万円となっております。５月１日か

ら申請受付が始まっておりますが、申請は国の持続化給付金のホームページから行っていただくこ

ととなります。申請後、スタートは２週間程度で入金の予定といっておりますが、今状況聞いてい

ると若干遅れているような情報も入っております。 

 佐渡市の状況でございますが、５月 15 日現在で 80 件以上の事業者が申請されていると聞いてい

ます。これにつきましては、商工会等で把握してるものでございますので、個人で申請もできます

ので正確な数字は現在把握はしておりませんが、確認している上で 80 件ということでございます。

市内の対象者となる事業者につきましては、売り上げなどを確認していただき、確定申告をされた

営業をやってる方であれば広く対象になると思われますので、ぜひ申請をしていただきたいという

ふうに考えております。 

国のほうの持続化給付金コールセンターが非常につながりにくいという話もございますので、市
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としては連合商工会にご協力をいただき、各地域の商工会において提出書類の点検等の相談を行っ

ております。市のほうももちろん相談にのれるような体制で取り組んでまいりますので、ぜひとも

ご相談をいただき、申請のほうに取り組んでいただきたいというふうに考えております。 

 

３ 市の経済対策について  

事業者向けの支援についてでございますが、これも先ほどの持続化給付金と考え方は同じでござ

いますが、市内に売上が大きく減少している事業者が多くございますので、国の持続化給付金制度

に佐渡市独自の上乗せの支援策、また不足の部分を併せて講じたものでございます。具体的には、

売上が前年同月比で 50％以上減少し、かつ国の持続化給付金の上限額を超える法人・個人事業者に

対して、それぞれ法人 50 万円、個人 25 万円を上限に支援をいたします。二つ目のパターンでござ

いますが、売上が前年同月比 20 から 50％未満減少した法人・個人事業者に対して、これは持続化

給付金が対象にならない方ということでございます。それぞれ法人 30 万円、個人 15 万円を上限に

支援いたします。三つ目として、これも持続化給付金が対象にならないケースでございますが、今

年の１月から３月に創業した事業者のうち、ひと月の売上とその月を含む連続する３か月間の平均

売上を比較して、売上が 50％以上減少した事業者に対しては 15 万円を上限に支援いたします。加

えて、売上減少が顕著な業種である飲食業、宿泊業、観光立寄り施設等につきましては、固定費の

一部についても上限額として支援をすることで加算制度を設けております。お申込み窓口は市役所

のほか、これも連合商工会のご協力をいただいておりますので、各地域の商工会において提出書類

の点検等の相談も行ないますので、ぜひご利用いただきたいというふうに考えております。 

 次に、子育て世帯への支援でございます。報道のとおり、国は児童手当を受給する世帯に対し、

全額を国が負担する臨時特別給付金として児童・生徒一人につき１万円を支給することとなってお

ります。これに加え、佐渡市では独自に子育て世帯の生活支援を強化するため、平成 14 年４月２日

以降に生まれた方を対象に 5,000 円を支給することにいたしました。既に児童手当の振込口座を登

録されている方は、その口座へ振込みさせていただきます。この件についてはあらためての申請は

不要となります。ただし、児童手当の対象から外れている方は、市から申請書を郵送いたしますの

で、お手数でもお手続きをお願いいたします。給付金の支給日は、児童手当６月の定期払いに合わ

せて６月 10 日を予定しておりますが、児童手当の対象ではない方につきましては申請書が提出され

てからの支給となります。詳細についてはホームページ等でもご案内いたしますので、ご確認をい

ただきたいというふうに考えております。 

 

４ 新型コロナウイルスの影響に対する島内事業者応援キャンペーンについて  

 テイクアウトの支援等を一つ考えております。これにつきましては市内の飲食店や宿泊施設を応

援するため、テイクアウト並びに出前利用が可能な店舗情報をまとめた専用サイト「さど飯 de おう

ち時間～佐渡の美味しいを食卓に～」を５月 29 日金曜日に開設を予定しております。５月 15 日現

在で 76 の事業者様よりお申し込みをいただいており、参加店舗にはご覧のようなのぼり旗を貸し出

しをしたいというふうに考えております。こののぼり旗で、このコロナウイルスの影響が非常に多

い飲食店の方々と連携をしながら、テイクアウト、出前等が使いやすいような形を今考えていると
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ころでございます。 

もう一点でございます。「さどおしな～おうちで佐渡を～」。これは通販のポータルサイトでござ

います。今、物産展などが非常に中止になっております。そういうこともございますので佐渡産品

の直接販売ができない現状が今ございます。そのため、島内業者を応援するため、佐渡産品を一度

にわかりやすくお探しできるような形で、また、購入いただけるような形、そういうことを想定い

たしまして佐渡産品ポータルサイト「さどおしな～おうちで佐渡を」を４月 27 日にオープンいたし

ました。現在、20 の事業者様より出店していただいております。引き続き出店店舗を募集しており

ますので、ぜひご検討ください。市民の皆様と一緒に事業者を応援しながらコロナ対策に取り組ん

でまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

５ ゴールデンウィーク中の観光入込数について  

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、外出自粛要請中の今年のゴールデンウィーク中

の観光客の入込実績について、佐渡市における航路の実績から観光客の入込状況をお知らせいたし

ます。４月 29 日から５月６日の８日間に本土発の航路利用者は 1,905 人でございます。対前年比

95％減っている状況でございます。島外者の宿泊受付は、聞いている限りではないとふうに判断し

ております。例年ゴールデンウィーク期間中だけで４万人近い観光のお客様が来ていただける本当

に佐渡の賑わうシーズンでございますが、関係者のご理解とご協力によりまして、今回コロナの対

策として 少の移動にとどめることができたと考えております。本当に感謝申し上げます。この間、

特に宿泊事業者様、観光施設事業者様におかれましては、自主的な休業など特段のご配慮とご協力

をいただいていることに対して本当に改めて感謝を申し上げるところでございます。今後、この収

束の目途がつき次第、Ｖ字回復に向けて、これは国の制度、県の制度を 大限活用しながら、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。 

 

 

事前質問 

１ 新型コロナウイルスの影響について 

緊急事態宣言の解除の動きや出口戦略についての議論が始まっています。市として、観光客をは

じめ来島者の受け入れや、イベントや公共施設の段階的な再開などについて、タイミングや基準、

条件などを現時点でどのように考えているか、お聞かせください。 

 

市長： 

 新型コロナウイルス、これからの進み方ということだと思います。まず市民の皆様にお願いした

いのが、第一がやはり新しい生活様式、これを佐渡に来られるお客様、佐渡の中にいるお客様、そ

して佐渡に住んでる人、我々事業者も含めてですが、それがまずここの感染を防ぐということをし

っかりと取り組んでいくということが一番大事かというふうに考えているところでございます。そ

ういう部分でございますが、今状況といたしましては感染症拡大防止のため、本当に皆様方に外出

の自粛、休業要請、ご協力をいただいておりました。新潟県として今自粛の要請等が全て解除にな
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っているところでございます。主なものとしては、県外に出るのは自粛してくださいと。今の県の

考え方としては、県内においては動いてもいいという状況になっております。こういう状況の中、

佐渡市としましては、今申し上げた新しい生活様式、人が動いても感染防止を徹底していくという

ことを進めていきながら、特にその中でマスクの着用、手洗い、人との距離、ソーシャルディスタ

ンスという話をしておりますが、２ｍ程度の距離、ここをしっかりと守ることによってかなり感染

が防げるだろうと考えておるところでございます。こういう基本的な考えの中、５月 20 日を目途に

佐渡市の判断を 終的に出していきたいというふうに考えております。20 日につきましては、当初

知事が申し上げたゴールデンウィーク明けの２週間ということでございます。この中で、国内の状

況、県内の状況、そして島内の状況を判断した上で 20 日に本部会議を開きたいというふうに考えて

おるところでございます。その中でも今準備をしているのが、現状の状況であれば 20 日以降、市の

施設も先ほど申し上げたように新しい生活様式の対応ができた施設から、順次人数制限等はあると

思いますが、確認ができた中でオープン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。そのために今市のほうは全ての課でガイドラインを作っておりまして、お客様を受け入れて

いく、市民の皆様を受け入れていくには新しい生活様式でどうしたらいいのかというガイドライン、

そこを今作成しておるところでございますので、５月 20 日をもって、そのガイドラインを確定した

上で対応を考えていきたいというふうに判断しているところでございます。 

 また、観光の戦略等につきましては、今観光交流機構でクリーン認証の制度も進めておるところ

でございます。これをもってすぐ観光をオープンにするという判断をしているわけではございませ

んが、同じく考え方としては新しい生活様式で、お客様も市民の皆様も、これによって感染防止を

しながら経済活動を続けていく。この体制をしっかり作っ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。そういう部分で５月 20 日の会議の中でこのロードマップも含めて、これは県の

方針も６月議会等で出てくると思いますし、５月 21 日に国も一定の方向がまた示されると思います

ので、その辺も加味しながら、観光についてはロードマップを作りながら、市民の皆様方にもお示

しをしていきたいというふうに判断をしているところでございます。 

 

２ 佐渡汽船ジェットフォイルの代替船建造について 

佐渡汽船とメーカーの契約の期限が５月中とされていますが、建造費支援について、県などとの

事務協議の状況と、予定されている知事との面会で主張されたいことについて教えてください。ま

た、いつまでに枠組みや負担配分を決定されるのか、見通しも併せて示してください。 

新型コロナウイルスの影響で佐渡汽船は乗客が大幅に落ち込み、経営悪化も危惧されていますが、

建造費支援や航路維持についての影響をどのようにお考えでしょうか。 

 

市長： 

 佐渡汽船のジェットフォイルの問題でございますが、この間、議会の全員協議会等で市民の皆様

のほうにもお示しをしてきた枠組自体が今の段階で変わってるわけではございません。すなわち、

基本５月末までに佐渡汽船さんのほうは契約をしていきたいというふうに判断しておるということ

と、この建造費支援については、鉄道建設・運輸施設整備支援機構（JRTT）の船舶共有建造制度、
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これを使いながら市と県で１対１の割合というこのスキーム自体は今の段階で大きく変わっている

わけではございません。そういう部分で今度知事のほうにご挨拶に行きたいというのは、就任後ま

だコロナの問題もございまして私自身ご挨拶できでございませんので、そのご挨拶も兼ねながらご

挨拶を中心に、この佐渡汽船の問題も忌憚のない形でお話ができればというふうに思っております。

その中で二つ目の質問とちょっと関係があると思うんですけど、経営悪化の問題も含めながらいろ

んな形でまずは意見を聞かせていただければと思いますし、私どももこのジェットフォイルの問題

を含めながら知事と私自身初めてになりますので、お話ができればというふうに考えておるところ

でございます。ただ、いずれにしても今の状況を鑑みると、離島、離島以外もそうなのですが、例

えば JR、東海道新幹線の自由席が 10％切るとか想定もしないことが起きている状況でございますの

で、全国の離島の公共交通機関、非常に厳しい状態になっているというふうに私自身も想定してお

ります。佐渡汽船だけではなく、この新型コロナウイルス、この対策として国のほうに県もあわせ

て色んな議論をしていきたい。この我々の生活航路を守るというところの観点から国のほうに色ん

なお願い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。 

 

 

３ 佐渡金銀山について 

佐渡金銀山の世界遺産国内推薦に関連し、国の文化審議会が開かれる時期について市としてどの

ように把握していますか。例年７月頃の国内推薦の決定に向け、現時点で準備している行事や施策

があればお聞かせください。 

 ユネスコの世界遺産委員会が延期となり、日本政府が世界自然遺産に推薦している「奄美大島、

徳之島、沖縄島北部及び西表島」も先送りとなりました。審査先送りと、それに伴う佐渡金銀山の

国内推薦への影響をどのように考えるか、市長の所感をお聞かせください。 

 

市長： 

佐渡金銀山の世界遺産の問題でございます。残念ながら奄美、沖縄の世界自然遺産、これがユネ

スコでの登録についてが、まだ全く会議の延期から情報が入ってるわけではございません。それに

伴って国内のものについても、私どもに今のところは情報が入っていないというところでございま

すので、いずれにいたしましてもこの新型コロナウイルスの世界的な感染の状況など、そういうも

のが大きく影響していくことと判断しておりますので、そういう中で状況をちょっと注視していき

たいという程度しか今は申し上げられないというところでございます。 

国内推薦の決定時でございますが、これもコロナウイルスの状況と判断を色々考えなければいけ

ない点ではございますが、現在のところ大きな行事はちょっと難しいと考えておりまして、もしそ

ういう形でなれば、佐渡金銀山のＰＲを兼ねて北沢浮遊選鉱場のライトアップを特別に点灯すると

か、お祝いのポスター、また、懸垂幕、商店街等でのイベントなど芸能披露も含めながら、あくま

でも国内推薦という段階でございますので、まずはこれから新しくまた登録に向けてスタートする

ぞというような意味合いでイベントを考えていきたいというふうに進めているところでございます。 

施策等につきましては、イコモスの現地審査への対応、やはりこういうものを 優先に進めていき
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たいというふうに考えております。あくまでも国内推薦を受けた後、スムーズに登録になるように

取り組んでまいりたいというふうに考えております。いずれにいたしましても佐渡市としてユネス

コ等の動向を注視して今後世界遺産登録に向け、できることはしっかり取り組む。その中で一層前

に進めていきたいというふうに考えております。 

 

 

質疑応答 

１ 特別定額給付金について  

 なし 

 

２ 持続化給付金について  

 なし 

 

３ 市の経済対策について  

記者： 

 市の独自の支援策については、受付は本日からということなんでしょうか。事前に市内事業者対

象に支援制度については臨時申請窓口を開設するということですが、今日からってことでよろしい

ですか。 

市長： 

 基本的に、これは国の持続化給付金の上乗せということで、そういう部分の相談はずっとしてお

りまして、これに合わせてやってきたところです。 

地域振興課長： 

 申請の受け付けの窓口につきましては本日から設けております。市役所第２庁舎、具体的には第

６会議室、第７会議室を会場に、本日から当面の間ということで設置をしておるところでございま

す。 

記者： 

 これ事前になんか予約がいるんですか。それともいきなり行って・・・。 

地域振興課長： 

 当日予約なしでお越しいただいても対応のほうはさせていただきます。 

記者： 

 面談しか受け付けてないんですか。電話とかネットではだめ・・・。 

地域振興課長： 

 基本的には申請はネット等では行っておらず、面談、もしくは郵送ということでお願いをしてお

るところでございます。 

 

記者： 

 もう一つ。これ、全協の時だったかでいただいた資料の中で、有人国境離島っていうカテゴリー
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があって、雇用機会拡充事業って例の離島振興向けにマックス 300 万、個人 150 万ってのがありま

すよね。これは佐渡市だけなんですか。それとも他の 70 の島でもやってるんですか。 

地域振興課長： 

 こちらにつきましては国の補正予算により新たに設けられた制度でございます。具体的には、国

の有人国境離島の地域社会推進交付金の対象となる離島ということになりますので、私どもだけで

はなく、全国の有人国境離島ということになります。 

記者： 

 佐渡市では対象企業って何社くらいあるんですか。 

地域振興課長： 

 この対象となる事業者につきましては約 30 近くございます。そのうち実際に申請をということで

私どもが見込んでおる事業者につきましては 10 事業者を見込んでおるところでございます。 

 

４ 新型コロナウイルスの影響に対する島内事業者応援キャンペーンについて  

記者： 

 テイクアウトと出前専用のサイトについてなんですけども、観光交流機構さんも似たような情報

を集約されていたと思うんですけども、その取り組みから何かこう発展するような部分ってのはあ

るのかどうかってのを一点聞かせてください。 

市長： 

 チラシのほうでもう既に出ている案件もございます。それと併せながら今の経済状況を見て、よ

り一層進めていきたいというふうに考えて、また、新たに５月 29 日開設を予定しているところでご

ざいます。今後テイクアウト、デリバリー等の支援を今検討しておりまして、そういう部分も含め

ながら、我々としてどういう形の支援が適切かというところを議論しておりますので、これは開く

だけではなくて、今後議会のほうとも相談いたしまして支援の体制等も現在進めていきたいという

ことで、内部検討を今しているところでございます。 

記者： 

 支援のイメージっていうのは、今の段階でどんなイメージなんでしょうか。 

市長： 

 考え方としては、やはりそのデリバリー、テイクアウト等の利用が非常にお得になるような支援

策ができないかというところでございます。今まではあまり使っていない方も今度新しく使ってみ

ようというその一歩が踏み込めるような形で業者様への支援を進めたいというふうには考えておる

ところでございます。 

記者： 

 ちょっとすみません。今お答えいただいた部分に多少かぶる部分もあるとは思うんですけど、今

だいぶもう逆にお店が再開を始めてくるような時期でタイミング的にどういう狙いがあるのかなと

ちょっと疑問に思ったんですけど。 

市長： 

 お店を開くタイミングもちょっとだいぶ議論をしておりまして、ただし、私自身このコロナウイ
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ルス対策につきましては一定程度長期化を要するものであろうと思いますし、市民の皆様の生活様

式も若干変わってくるのではないかなというふうに思っております。以前ほど、例えば大勢で集ま

って居酒屋で飲むというのも減るかもしれない。家庭で食べるという人も増えるかもしれない。そ

ういう部分で佐渡において、どのような市民の皆様の行動が変わっていくのかということも考えな

がら取り組んでまいりたいと思っておりますので、今の段階でテイクアウト等を支援していくとい

うこと自体は、そういう点でも必要かなというふうに判断しております。 

 

５ ゴールデンウィーク中の観光入込数について  

記者： 

 二点あります。一点目は４月 29 日から５月６日の入込実績とありますけども、昨年同時期の人数

を教えていただきたいというのが一点です。あと二点目が、宿泊観光事業者の自主的な休業などの

協力があったということなんですが、感染防止という意味では良かったと思うんですけども、反面

非常に経済的な影響大きくなってるかと思います。廃業ですとか倒産あるいはこれを機に仕事を辞

めようかなというような引き合いになってしまったとか、そういった実際動きがあるのか、あるい

は可能性が懸念されてるようなことがあるのか、そういったところをお願いします。 

市長： 

 数の方は観光振興課長から説明させますが、かなりやはり不安であるということを訴えられてい

る方もいらっしゃいますし、小さなところですと逆に営業するのが恐いというふうにおっしゃって

いる方もいらっしゃいます。ただ、やはり昨年 10 万 4,000 位の方が佐渡においでに、船に乗ってい

るわけでございますので、その人たちがいないということは経済効果としては非常に大きなものと

いうふうに考えております。そういう部分で県のほうにも観光事業者への支援等もなんとかならな

いかというお話もしておるところでございます。これについては額が大きいために、なかなか市単

独という形では難しいというふうに考えておりまして、ですから国のほうにもやはり上げていくべ

きというふうに考えているところでございますが、そういう部分の中ですので、我々としても先ほ

ど申し上げましたが、新しい生活様式でホテルのほうも基本的に距離をとる、マスク、手洗いを徹

底させる、そういう部分の中で今後受け入れのほうを取り組んでいきたいというふうに考えており

ますので、まずはしっかりと状況を判断しながら、先ほど申し上げたように本当に V 字回復まで色

んな動きがありますのであれですが、できるだけ早く通常に戻していきたいというふうに思ってお

りますので、重ね重ねですが私自身はやはりあくまでも新しい生活様式、そこでの受け入れ、お客

様の理解、やはりそこをしっかり観光交流機構と一緒に進めていくことによって取り組んでまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

観光振興課長： 

 それではゴールデンウイーク中の例年の入込状況というところでご説明をさせていただきます。

昨年は 10 連休ということで、それに合わせて我々もキャンペーンというところを打ちましたので、

昨年は例外的にとても多くて、同じ期間中で５万 3,000 人程度の入込みがありました。例年でいき

ますと、同期間中大体４万人くらいの入込みというふうになります。今年は 1,900 人ということで

したので、経済的な損失額というところですが、我々のシミュレーションでは 21 億３千万円程度と
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いうふうに見込んでおります。 

市長： 

 すみません。自分が申し上げたのは輸送人員なので、往復が入ってるので 10 万という数字になっ

ているということです。 

記者： 

 すみません。今のご説明いただいた数字に関しまして 21 億 3,000 万円の経済的損失、これは割合

でいいますと何が主な内容なんですか。 

観光振興課長： 

 こちら観光のお客様が使う消費額を元に計算をさせていただいております。島内で使った宿泊、

飲食、あとお土産、移動費。移動費は島内の移動費に限って計算しております。 

市長： 

 数字についてはあくまでも見込みでございます。平均を出した上での数字でございますが、それ

は前後してもやはりお客様一人おいでいただければ５万何がしのお金が佐渡で回っていくという現

状であることは間違いございませんので、そういう部分で非常に大きな影響になっているというと

ころでございます。 

記者： 

 続けてで申し訳ありません。今ゴールデンウイークのお話いただきまして、これから６月、カン

ゾウですとかその後に夏休みシーズンなんかありますけども、この先の見込みっていうのは何か観

光の入込みについては推計ございますか。 

市長： 

 基本的には入込みのほうは８月等もう少しづつでございますが、予約が入っている状況ではござ

います。ただし、聞いている限りではやはり今まだ県外への移動自粛等が出ておるところでござい

ますし、特に我々のターゲットになる東京の方々がまだ特定警戒都道府県ということで、首都圏が

なっているということになりますので、まずは戦略としては緩和された県内のお客様をターゲット、

実はその前に佐渡の市民の方がもう少し動けるような形。その後県民の方をターゲットという形で、

まずは進めていきたいというのが今考えているところでございます。そういう部分でも先ほどから

本当に申し上げていますが、新しい生活様式でお迎えできるように準備を急いでいかなければいけ

ないと考えているところでございます。 

 

記者： 

 宿泊事業者や観光施設事業者の自主的な休業の時期なんですけど、今月いっぱいっていうのは変

わらない。 

市長： 

 はい。今の状況で５月 20 日と私申し上げましたし、21 日にまた国から今の特定警戒都道府県の

ものの判断がでてくると思いますが、現段階では５月 31 日ということで考えております。ただし、

あくまでも 20 日の佐渡市の本部会議でまた決定させていただきたいというふうに考えております。 
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事前質問における追加の質疑 

１ 新型コロナウイルスの影響について 

なし 

 

２ 佐渡汽船ジェットフォイルの代替船建造について 

記者： 

 知事との面会の日程は決まりましたでしょうか。 

市長： 

 はい。週末前 21 日木曜日に予定を今お願いをしているところでございます。 

記者： 

 以前の面会の時とかは面会の内容を公表されるのが１か月くらいかかったりとか、だいぶタイム

ラグあったんですけど、今回その内容について何か公表されるご予定はありますでしょうか。 

市長： 

 今回ご挨拶をベースにいただけるお時間も含めて、少し私自身市長になって初めて知事にお会い

しに行けることになりましたので、やはりそこら辺少し広くお話したいということで、公表するべ

きものかどうかの判断も含めまして、できるものはまた状況に合わせて判断してまいりますが、あ

くまでもちょっと私も今回初めてということで、少し対応を考えさせていただきたいというふうに

思います。 

 

記者： 

 佐渡汽船の役員は副市長が入ってましたが、副市長交代してですね、この後はどのようにいく見

通しなのか。また副市長は佐渡汽船役員になって今後対応をどのように考えて、市の方針など、そ

の辺り選べる範囲内でお願いします。 

市長： 

 佐渡汽船の取締役でございますが、たまたま副市長でございましたが、その前は副市長ではなか

ったということもございまして、副市長の充て職ということでは考えてるわけではございません。

そういう部分の中で、今こういう危機の状態の中ですので、そういうものも踏まえながら、ご指摘

のあった副市長かどうかという点も踏まえながら、もう少しお時間をいただいて、佐渡汽船さんと

一緒にきちっと話ができる体制についてちょっと構築をしていきたいというふうに考えております。 

 

３ 佐渡金銀山について  

なし 


