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令和２年４月市長定例記者会見 記録 

令和２年４月 20 日(月) 

午前 10 時～午前 10 時 30 分 

 

就任あいさつ 

 おはようございます。新しく就任させていただきました渡辺でございます。誠心誠意、一生懸命、

佐渡を元気にするために力してまいりたいと考えております。なにとぞよろしくお願いいたします。

市長の就任からもうコロナウイルスの感染の問題に直面しております。しっかりとこれに取り組み

ながら私自身皆様にお約束した、市民の意見をしっかり市政に反映していく。まずその点からしっ

かり取り組んでまいりたいというふうに考えております。本年度は特にしっかりこのコロナの対策

を取り組まなければいけませんので、支所、サービスセンター、しっかりと市民の意見を反映しな

がら皆さんと一緒に取り組んでいく体制、その体制自体をまず 初に作っていきたいというふうに

思っています。その中でしっかりとお約束した人口減少、防災、その議論をまた重ねながら本年そ

の政策を組み立てていくというようなことを考えております。なにとぞ皆様方のお知恵、お力をい

ただきながら市政を進めてまいりますので、改めてよろしくお願いいたします。 

 それでは、先般、４月 18 日に新型コロナウイルスに対するメッセージのほうを出させていただき

ました。今日この記者会見の中で市民の皆様方にもう一度お願いをしてまいりたいということで、

説明をさせていただきます。４月 16 日、新潟県を含む全都道府県が緊急事態宣言の対象区域となっ

ております。佐渡におきましてももちろん対象区域になっておるわけでございます。現在、感染者

は確認されていない状況ではございます。しかしながら人の移動がある以上、しっかりとこの予防

対策に取り組んでいかなければなりません。特に今回の緊急事態宣言、全国になったことを考える

と、大型連休中の人の移動というところが一つ大事なところになるかというふうに考えております。

そういう意味で大型連休中の人の移動が多くなる、こういう予想に対して、しっかりとコロナが佐

渡に入ってこない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。市民の皆様方におか

れましては本当にご不便をおかけしております。しかしながら、不要不急な島外への往来を控えて

いただきたいというふうに切に考えておりますし、ご家族、ご親族、そしてご友人等、今後来島を

計画しているかと思います。しかし、その必要性を十分にご検討いただいて本当にできる限りでは

ございますが、来島を控えていただくようにご配慮いただきたい、お願いをしたいというふうに考

えております。もうとにかくこのコロナの感染症につきましては、一人ひとりの注意、心がけ、も

ちろん佐渡市、私自身もそうでございます。これがやっぱり佐渡市の市民の皆様方の安全安心に繋

がることでございますので、手洗いや咳エチケット、そして３密と言われていますが、換気の悪い

場所、密集した空間、近距離での会話、こういうものをお避けいただきながら、皆様方と一緒に一

人ひとり予防対策を実施していただくということをもう切に切にお願い申し上げます。本当にご迷

惑をおかけするところでございますが、佐渡にはやはり入れないということを一番の対策として取

り組んでまいりたいと考えておりますので、ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたし
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ます。 

 

事前質問 

１ 各市政課題についての基本的な考え方について 

前市長時代からのさまざまな継続課題がありますが、以下の各項目についての基本的な方針、

お考えをお聞かせください。また、優先して取り組みたい課題や、前市政から大きく方針を変え

るものがありましたら教えてください。 

① 新庁舎の建設の是非と合併特例債の使い道について 

新庁舎の建設の問題と合併特例債の問題でございますが、新庁舎につきましては私選挙の一番

初の時から、やはり今非常に防災の問題が全国的、世界的にも取り上げられております。防災の問

題としてこの庁舎は非常に大きな課題があると。もう一つこの１階の市民サービスの問題、特にあ

の個室がなかったり、市民相談窓口がもう通路であって、個人のプライバシーというものがなかな

か守りづらいという、そういう点も踏まえまして、ここをしっかりと検討した上で、市民の皆さん

にご意見を聞いていきたいというふうにお話しをしておるつもりでございます。その考え方は基本

的に変わっておりませんので、今はそれに向けて職員と一緒にその仕組み、その計画を作りながら、

ご意見をお伺いする仕組みを作っていきたいというふうに考えております。合併特例債につきまし

ても、それと併せて考える必要があると思いますので、その形で今後しっかりと精査をしていきた

いというふうに思っております。 

② 公共施設の個別施設計画について 

 これにつきましては、地域説明も終わっておりますが、あまり多くの人にはご参加いただけなか

ったというお話も聞いております。現在 794 施設のうち、具体的な対応策は 24 施設が決定しておる

状況でございます。ですのでほぼ、ほぼほぼ決まっていないというふうに考えられますので、これ

は地域の問題、私自身がそれを市民の皆様の意見を反映していくというところも踏まえまして、も

ちろん今後の人口の問題も含めまして、全て残すということは色んな問題が出るかもしれませんが、

そこも含めまして地域の議論をしっかり進めて、その中でその議論の形も、例えばワークショップ

でやるのか、委員会形式でやるのかを含めて、今事務方のほうで検討しておりますので、そこの中

で急いで市民の意見を反映しながら作っていきたいというふうに考えております。 

③ 佐渡汽船ジェットフォイルの新造費用への支援について  

 ジェットフォイルの代替船建造につきましては、今の状況を考える限り新造する必要はあるとい

うふうにもちろん考えております。その上で昨年 12 月、県知事と前市長のほうで相談した結果も踏

まえて、きちっといろんな県の問題も含めて話をさせていただきたいというふうに思っております。

これにつきましても議会等とも色々なご意見いただいている状況でございますので、しっかりその

状況も踏まえながら、お話を県も含めてしていきたいというふうに考えております。 

④ 新両津病院は現在の計画のまま建てるのかどうか  

 新両津病院の問題、新築移転についても議会のほうからも色々ご意見いただいておるところでご

ざいますし、以前の厚生労働省が発表した公立病院の再編統合計画、この辺の問題もございますの
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で、いずれにしろもう一度病院の規模、財政的シュミレーションの再検証、そして佐渡地域医療構

想調整会議において、また、この両津病院設置のあり方の再検証、この２つを取り組んでまいりま

す。私自身しっかりと両津病院は必要だということを訴えております。この広い佐渡でやはり医療

がどんどん少なくなっていくというのは、市民の皆様の安全安心ということは守れなくなるという

ふうに思っておりますので、その方向の中でしっかりと再検証とコンセンサス、合意形成、これを

しっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

⑤ 佐渡文化財団について 

一般財団法人の佐渡文化財団につきまして２年間事業を展開をしていたところでございます。議

会のほうで今年の当初予算につきまして修正動議で削除されたということでございます。文化財団

自体、佐渡の文化を継承していく、これについては必要だという認識は、議会の皆様も私自身は一

定程度いただいているのではないかというふうには考えております。その仕組みとして、この文化

を守っていかなければいけない。その仕組みは必要ではないかというふうには判断しておりますが、

事業の内容等を厳しくご指摘を受けている件でございますので、現在今財団と担当課のほうで市民

の皆様、議会の皆様のご理解を得られる事業やそういう方針をしっかり議論をしておりますので、

私自身まだその議論まではちょっと見てはおりません。そこにしっかりとその議論を聞きながら判

断をしていきたいというふうに考えております。 

⑥ ＬＣＣ「トキエア」への関わり方と佐渡空港の拡張について  

首都圏等への大型ジェット機の航空路実現に向けて、現県知事とは、まずは現空港を利用して活

用した航空路再開を目指し、その後佐渡空港拡張整備計画についても並行して取り組んでいくとい

う方針を佐渡市と県で確認しておるというふうに私自身は聞いております。ですから、やっぱりこ

の方向へ向かって知事と一緒に取り組んでまいりたいというふうに考えております。トキエアとの

関わり方につきましては、現時点でこれ民間で頑張ってやるんだという意思表示があるというふう

に聞いておりますが、現時点で県、市に対して出資に関する支援要請はございません。しっかりと

そういう点を事業計画等を我々は見ながら、この辺はやはり県と足並みを揃えながら、状況を見守

っていきたいというふうに考えております。 

佐渡空港の拡張については、引き続き滑走路２千メートル実現に向けて、さっそく地権者の方に

ご挨拶にお伺いしたいというふうに思っておりますし、私自身もいろんなお話を聞いて、ご理解を

得ていけるように誠心誠意努力してまいりたいというふうに思っております。 

⑦ 第２次将来ビジョンについて  

この第２次将来ビジョンにつきましては、私自身はちょっと時期的な問題もあって棚上げをされ

ているという認識でございます。中身までしっかり踏み込んだ議論ではなくて、ちょっと棚上げと

いう感じかなというふうに思っております。そういう部分で今後の方向性として、私が今回選挙戦

で掲げてきた方針も含めまして、素案をもう１回見直して、少し時間をかけながらになるとは思い

ますが、市民の皆さんの意見を反映して、将来 10 年の佐渡の方向性をもう一度見直していきたいと

いうふうに考えております。しかしながら、そう何年もかかるようなお話ではございませんので、

できる限りスピードを上げて取り組んで、将来の指針という形になると思いますので、市民の皆様

方が「これが指針なんだな」というふうなものが見えるようにしていければというふうに考えてお
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ります。 

 

２ 新型コロナウイルス対策について、感染拡大防止策や感染者が出た場合の受け入れ体制、経済

への影響などを含め、市の現状に対する認識をお聞かせください。また、新たに考えている対策

があれば、内容と実施までのスケジュールの見通しも教えてください。 

 新型コロナウイルスにつきまして感染拡大防止策、このゴールデンウイークにあわせてメッセー

ジのほうを出させていただいて、今日冒頭でも本当に市民の皆様には大きなご迷惑をお掛けいたし

ますが、なにとぞご協力をお願いしたいという旨でお伝えしたところでございます。まずはゴール

デンウイークまでは、その体制をしっかりとりながら人の往来等をできるだけ縮小して取り組んで

まいるということを基本方針として進めてまいりたいと思っております。また、出た場合の受け入

れ態勢につきましては、佐渡総合病院が感染症指定医療機関になっておりますので、一定数の病床

も確保しております。入院のマニュアル等も作りながら対応しておるところでございます。しかし

ながら、この離島で出たところは非常に大変に苦労しておる状況だというふうに他の離島でも聞い

ておりますので、私どもとしてはその情報をしっかり整理をしながら、感染の拡大を徹底的に封じ

込めていくというところを県が主体で動きますので、県の指示また指導をいただきながら、私ども

も 大限市民の皆様を守る使命として努力していきたいというふうに考えております。 

 経済の影響につきましては、４月以降において宿泊施設は 60 から 80％の減、立ち寄り施設で 40

から 50％の減というのが見込まれておるところでございますし、私自身も色々回ってお話を聞く中

では、ゴールデンウィークもほぼキャンセルになっている。６月が非常に厳しいというお話も聞い

ております。これは事業者の方から。そういう状況でございますので、まず雇用調整の助成金のほ

う、そこの対応を急ぎながら、国の補正予算をしっかり待って、４月終わりには国の補正予算等が

出てくるというふうに今聞いておりますので、そこをしっかりと検証して、しっかりと活用して、

経営を支援していくということを進めてまいりたいというふうに思っております。このためには国

のタイミングを見ながら、議会の皆さんにもご協力を得てワンチームでやっていきたいというふう

に考えております。 

 今後具体的には４月臨時会に一旦補正予算を予定しております。その中で４月末に国の予算枠含

めて細かく決まってきますので、できる限りそれを早いうちに整理をして政策に組み替えて、もう

一度５月早々にでも議会のほうにお願いしながら、市民の皆様にできるだけ早い形での支援策を策

定してまいりたいというふうに考えております。 

 

３ 市議会との関係について、市議会とどのようなスタンスで向き合いますか。また、意思疎通を

図るために具体的に考えていることはありますか。 

 議会につきましては、高野市政の時から取り組んでおります。その中で、やはり佐渡市のほうで

はいろんな意見が出る議会であるという認識はもちろん持っておりますし、二元代表制、お互いに

市民の代表として、しっかり意見を交わしていくというのが私自身は大原則だと思っています。そ

の中で、きちっと議論をしながら、市民の皆様にとって何がベストな政策なのか、それを議決して

いくのが議会でございますので、この市民の皆様のために一緒に議論をするというスタンス、ここ
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をしっかりと議会の皆様と意思疎通をしながら取り組んでまいりたいと、ここが一番だというふう

に思っております。 

あとは政策につきましても、しっかりと我々も内部議論をしながら、議員の皆さんも「ああ、そ

うだな、納得できるな」というような政策を持ち込んでいくということも大事だと思っております

ので、この辺は佐渡市の政策立案についてもしっかり議論を重ねていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

 

事前質問に対する追加の質疑 

１ 各市政課題についての基本的な考え方について 

前市長時代からのさまざまな継続課題がありますが、以下の各項目についての基本的な方針、

お考えをお聞かせください。また、優先して取り組みたい課題や、前市政から大きく方針を変え

るものがありましたら教えてください。 

記者： 

 １つ目の項目の中の全体についてなんですけども、それとあの、先ほどの話を聞いていると①、

④、⑦については、前市政から転換をする可能性があるという理解でよろしいでしょうか。 

市長： 

転換という言葉が正しいのかどうかは、ちょっと別にしても、転換をする場合と修正をする場合

ということをもう少ししっかり議論しながら判断をしていきたいと思っています。 

記者： 

 細部については、ある程度前市政の流れを踏襲するということでしょうか。 

市長： 

 もちろんです。佐渡にとって必要なことをもちろんやってきたというふうに理解しておりますの

で、私自身も必要なことはしっかりと継承しながら、市民の皆様に私自身がお約束したことを政策

に変えていくというふうに考えております。 

記者： 

 佐渡文化財団の件なんですけれども、所管する社会教育課の課長でいらっしゃったこともあると

は思うんですけれども、この補助金のですね不適切な使い方というこの問題については、どのよう

に捉えていらっしゃいますでしょうか。 

市長： 

 外部監査からのご指摘もあったように、補助金の手続等について問題が起きているというのが、

このビックフィッシャーの時から対応を取りながら、やはりまだ、そういうふうなのが起きたとい

うのは非常に残念だというふうに思っております。そこの中でしっかりと監査のご指摘を受けても

う取り組んでいくしかありませんので、きちっと私自身は膿を出しながら対策を取り組んでいくし

かないと思っています。一個一個のなぜ起きたかということも踏まえてです。そこをしっかりと聞

かせていただいて、もう次は起きないように対策を取っていくというふうに考えております。 

記者： 
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 問題のその原因っていうのは今のところご自身の中ではまだ掴みかねている。 

市長： 

 まだ、正式にこの報告をこの市長の立場で受けたわけではございませんので、正確なことはちょ

っと申し上げにくいんですけども、私自身はやはりその現場での判断、そこら辺に色んな問題があ

るのではないかというところは感じてはおります。ただ、もう少しここについては、きちっとその

補助金があった時に中で問題があるものをしっかり議論をしながらチェックをしていくというよう

な体制作りなども必要かとは思いますが、そこら辺もしっかり聞き取りしながら、直すべきことは

しっかり直していくというふうに考えております。 

記者： 

 もう１点申し訳ないんですけども、当時、その時に補助金の手続について、課長だった当時、問

題があったというふうに認識はされていたんでしょうか。 

市長： 

 私自身は４月に行った時に補助金自体はもう確定しておりましたので、その中で進めていくもの

というふうに考えておりました。文化財団というものができる中なので、色々各担当課と議論する

中で問題がないという報告は受けておりましたので、私自身は正直問題はないというふうに考えて

はおりました。その中で１年事業をやった上で、しっかりと１年後出てきたのでそういう部分でチ

ェックが甘いといえば甘いのかもしれませんが、当時財団からの聞き取り、担当から私が聞いてい

た話では、問題がないというふうに報告を受けておりましたので、私自身はそういうふうに判断し

ておりました。 

 

記者： 

 先ほど新庁舎のお話ございました。市民から意見を伺う仕組みをまず作るというお話だったんで

すけども、仮に合併特例債を財源として使う場合にはスケジュール的に制約もあるかと思うんです

けども、今の時点でいつ頃までにどういった形というか市民アンケートですとか、どんな形でご意

見を聴収して判断されるっていうような、大まかなお考えってございますか。 

市長： 

 これは本当に大まかな考えなんですけども、いろんな意見を反映するのであれば、市民アンケー

トという形を大規模にやるほうが多くの意見は拾えるのではないかというふうには考えております。

スケジュールにつきましても、まだ今日、正式にというか就任したのは土曜日ですけども、今日来

たところですので、ちょっと具体的なあれはないのですが、やはりできるだけ早く準備をしないと、

アンケートの期間自体もございますので、これは私が申し上げた作る作らないという部分、そうい

う部分ございますので、もう課題といいますか方向性はある程度できておりますので、ただ、財源

とか将来負担とか、そういうものを市民の皆様にきちっとお知らせしていくべきことでございます

ので、そこら辺をきちっと精査をした上で、正しい情報を市民の皆様にお伝えした上で、ご意見を

聞いてまいりたいというふうに思っております。これはもうできるだけ早くやっていきたいとしか、

今ちょっとスケジュールまではちょっと・・・。 
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２ 新型コロナウイルス対策について、感染拡大防止策や感染者が出た場合の受け入れ体制、経済

への影響などを含め、市の現状に対する認識をお聞かせください。また、新たに考えている対策

があれば、内容と実施までのスケジュールの見通しも教えてください。 

記者： 

 国の助成とかそういったものを見ながら考えるということですけど、大体どのくらいの助成を考

えているのかっていうことと、あと助成金っていう形で考えているのか、無利子融資みたいなそう

いったことを考えているのか、返済が伴うものを考えてるのかどういう形で考えてますか。 

市長： 

 これにつきましては私自身ちょっとまだ佐渡の現状、状況を正確にちょっと把握していないので、

急いで状況把握をしてまいりたいと思っておりますが、国、県から一つは資金的な融資、これが出

ておりますので、資金融資は非常に 短で営業を継続するために必要でございますので、ここの点

は非常に重視しております。ここで本当に国、県のものが借りられない方、そういう方をどう救う

かという形はこの後早急に考えていきたいというふうに思っております。ここはちょっと状況調査

です。国、県で今政策がありますので。この後補償といいますか、非常に大変になっておりますの

で、そこにつきましては今国のほうで持続化給付金というようなものも計画されておりまして、事

業者に対して収益等が減った場合に支援する仕組みが出ておりますので、そういうものに対して上

乗せをしていくということがまず一番効果的ではないかというふうに考えております。また、今国

のほうでこれから補正ですけど、一人 10 万円というものも動いてまいりますので、そういう形のも

のにつきまして、なかなか全て国に合わせて今すぐやれるということではないのですが、まず企業

の方と雇用を守る。そういうところを重点としていきたいと思っておりますので、雇用調整の助成

金等５分の１、そういうものについては、できるだけ支援していきたい、企業の負担は支援してい

きたいというふうに今考えながらおるところでございます。 

記者： 

 ５月中くらい。 

市長： 

 国の予算と国から出る歳入といいますか、それに充てることができる交付金、そこの規模を含め

ながら、佐渡市の財政と、また、中心になる事業と予算組み替えも含めまして、早急に取り組んで

まいりたいと思っていますし、国が出次第それに向けてどういう形ができるのかを 短で取り組ん

でまいりたいというふうに考えております。 

 

記者： 

 島外からの不要不急の来島をお控えいただくように呼び掛けていらっしゃるわけですけど、それ

に伴って色々と支障が出てくるものもあるのかなと思ってまして、例えば、いわれてるのが田植え

時期の農作業の手伝いに来れないですとか、親の介護の面倒を見るとかそういったところが懸念さ

れてるところではあるんですけども、そういう現状についてどのように認識されてるか。また、そ

れについて何か対策、対応を考えていらっしゃるかお聞かせいただけますでしょうか。 

市長： 
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 そこが実は非常に難しい、今ご指摘あったところが私自身も非常に難しいなというふうに考えて

おります。そういう部分で不要不急という言葉を使いながらお願いをしているところでございます

が、例えば田植えのほうも大変なのはわかりますけども、こういう状況なので、例えば集落の中で

お手伝いしていただくとか、そういう部分も今４月ちょうど播種、種を蒔いているところですので、

そういう部分の調整をお願いしていくとか、これはもちろん人、それぞれ地域、エリアごとにでき

ることとできないことがございますので、私の口からは一概にそういうものがいいということが申

し上げられませんが、色んな相談の中で、そういういい形ができれば考えていくしかないというふ

うに考えております。また、介護の問題等も、これはやはりどうにもならないものはどうにもなら

ない。もうできる限りそこを対応策を考えながら市民の皆さんに取り組んでいただくということを

お願いしていくしかないというふうに考えてはおります 

 

３ 市議会との関係について、市議会とどのようなスタンスで向き合いますか。また、意思疎通を

図るために具体的に考えていることはありますか。 

なし 

 


