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令和２年 10 月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和 2 年 10 月 16 日（金） 

時 間 午前 10 時～午前 10 時 40 分 

 

 

 発 表 内 容  

 

１ ～佐渡のお宿にエールを～「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」（第２弾）の実施について 

……＜観光振興課・市民生活課＞  

２  「つながった。下越・佐渡」の発売について 

……＜観光振興課＞  

３ 「佐渡冬紀行」の発売について                    

……＜観光振興課＞  

４ きらりうむ秋特別企画を開催します 

          ……＜世界遺産推進課＞  

５ 第 11 回 佐渡市地産地消フェスタ 2020 の開催について 

……＜農業政策課＞  

６ 朱鷺と暮らす郷田んぼアート ２０２１デザイン募集について 

……＜農業政策課＞  

７ 2021 年東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーの 

実施概要について                ……＜企画課＞ 

８  プレミアム商品券追加販売の状況について 

……＜地域振興課＞ 

【事前質問】 

①文化審議会が世界文化遺産の国内推薦の審査を見直す議論を始めたとの報

道がありました。この件に関する状況と市の対応を説明してください。 

②曽我さんが帰国して 10/15 で 18 年が経過しましたが、その後進展がありません。

市長の所感をお聞かせください。 
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市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ2．10．16） 

 

 

１ ～佐渡のお宿にエールを～「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」（第２弾）の実施について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

「宿泊補助キャンペーン」第２弾 

〇対象：県民 ４，０００人限定 

〇期間：2020 年１１月１日から 2021 年２月１４日まで 

〇宿泊：「佐渡クリーン認証制度」の要件を満たした宿泊施設 

・お客様にも国が示す新しい生活様式を実践していただき、経済状況が悪化

する市内宿泊事業者への支援を図ります。 

 

（先に実施した「宿泊補助キャンペーン」の状況） 

・６月１日～島民対象、６月１５日～県民対象に実施し、発売開始１ヶ月弱

で完売。７月末まで取り組み一定の成果を得られました。 

 

（実施状況を検証） 

・第２弾では１名様のご宿泊からご利用いただけるよう改善、1泊あたり 

最大６，０００円、2分の１が補助される仕組みで実施します。 

 

〇利用方法 

・対象の宿泊施設へ直接電話予約を行います。 

・ご利用当日に運転免許証、佐渡市民カード等、身分が証明できるものを提

示します。 

・お会計時に補助が受けられます。 

＊参加宿泊施設では、キャンペーンに合わせ様々なプランをご用意しており

ます。ご確認の上お申し込みください。 

＊対象施設は、佐渡市ＨＰ、佐渡観光ナビ、11月 10日の回覧板等でご確認

ください。 
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「島民限定日帰り入浴半額キャンペーン」第２弾 

〇期間：１１月から１２月まで 

〇対象：島民 

・期間中キャンペーンに参加する１６の入浴施設で入浴料金が半額、小学生

以下は無料になります。 

・参加施設の利用料金、営業時間等は別添資料（チラシ）を参照ください。 

・入浴施設では、お菓子のプレゼントキャンペーン、クリスマスイルミネー

ション、一定の人数以上の申込みがあれば個別に送迎を行うなど、施設によ

り工夫を凝らしたおもてなしをご用意しています。 

※年末は営業日・営業時間が通常と異なる場合があります。 

詳しくは利用される施設にお問い合わせください。 

 

◎宿泊施設や温泉施設では、感染症予防に細心の注意を払い対応しています。 

新型コロナウイルスの影響で外出を控えていた方々にも、この機会に宿泊施

設でのんびり、温泉で心と体をリフレッシュしていただきたいと思います。 

 

 

２ 「つながった。下越・佐渡」の発売について 

＜概要＞                    

〇下越エリアと佐渡の５つの自治体が連携して、GoTo トラベルキャンペーン

を活用し、新潟側１泊、佐渡１泊、計２泊３日の「新たな秋・冬の旅行商品」

を造成。１０月１６日から販売開始します。 

〇連携する自治体：村上市、新発田市、新潟市、弥彦村、佐渡市 

・５つの自治体が佐渡を扇の要として一丸となり、新たな観光需要の掘り起

こしを行います。 

・コロナ禍で単独では集客しづらい部分を連携することで、お互いの強い部

分は利用し合い、弱い部分は補う形で集客を目指します。 

〇ターゲット：新潟県近県、関東圏、関西圏から合計１，８００名 

〇実施期間：1月末まで 

※この商品は国の GoTo トラベルキャンペーンとの併用可能商品で、各設定価

格の３５％割引。 さらに、新潟県内と隣接県で使用可能な地域クーポン券 
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１５％相当分が付与されます。 

〇取扱窓口：JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行 

※利用プランは出発地域によって料金が異なります。各社のホームページ等

でご確認ください。 

 

 

３ 「佐渡冬紀行」の発売について 

＜概要＞                               

佐渡の冬の味覚を大変お得に楽しめる旅行商品「佐渡冬紀行」を 

１０月２３日の午後１時から販売します。 

〇価格：通常価格の約５割引きのモニター価格 

・首都圏発 ３２，８００円、新潟港発 ２０，８００円で販売。 

・新たに大阪空港発 ４５，０００円から利用の商品も販売。 

〇「佐渡冬紀行」は 

・平成 27年度から実施している２泊３日の宿泊プラン。 

・冬の味覚の活ズワイガニや寒ブリのほか、島黒豚のしゃぶしゃぶ、 

ノドグロを提供。 

＊昨年以上に料理の内容を強化し参画する宿では料理の説明やお客様へのお

もてなしの充実を図ります。 

＊この商品は国の GoTo トラベルキャンペーンとの併用が可能。 

＊併用した場合は各設定価格の３５％割引になるほか、新潟県内と隣接県で

使用可能な地域クーポン券１５％相当分が付与されます。 

 

（具体的な料金） 

・首都圏発着 ２１，３２０円、地域クーポン券５，０００円付き 

・新潟港発着 １３，５２０円、地域クーポン券３，０００円付き 

・大阪空港発着 一番お得な価格で 

２９，２５０円、地域クーポン券７，０００円付き 

※現在政府が発表している GoTo キャンペーンの対象期間は１月末まで。 

  

〇取扱窓口：びゅープラザ、なにわツーリスト、阪急交通社 

詳細は各社のホームページ等でご確認ください。 
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４ きらりうむ秋特別企画を開催します 

【配布資料あり】 

＜概要＞                               

 佐渡金銀山の魅力と価値を知ることができる特別企画「さあ、佐渡金銀山

へでかけよう」を開催します。 

〇期間：１０月２４日から１１月２３日まで 

〇内容： 

・「金ロゲイニング」 

きらりうむ佐渡を出発し、佐渡金銀山関連の遺跡やまちなみをめぐります。 

・「風船パーク」「子ども向け無料体験コーナー」 

土・日・祝日に、きらりうむ佐渡の中庭をたくさんの風船で彩るほか、手

作り体験もできます。 

・「巨大折り紙」 

北沢浮遊選鉱場をモチーフに、きらりうむ佐渡のエントランスホールに展

示します。 

 

 

オープニングイベントとして「佐渡金銀山遺跡講演会」を開催します。 

〇日時：１０月２４日（土曜日）午後１時～、 

〇会場：あいかわ開発総合センター 

〇講師：大阪府文化財センター理事長 坂井 秀弥 様 

〇テーマ： 

「佐渡金銀山遺跡を通じて～地域の文化財を慈しみ、わが町を育む～」 

〇入場料：無料 

〇定員：７０名（事前申込み必要） 

申込み受付は先着順、定員に達し次第締め切らせていただきます。

〇申込み先：きらりうむ佐渡（電話７４－２２１５）まで。 

 

 

 



- 6 - 
 

５ 第 11 回 佐渡市地産地消フェスタ 2020 の開催について  

＜概要＞ 

佐渡産食材の PR、生産者と消費者の交流を目的に「佐渡市地産地消フェス

タ」を開催します。 

〇日時：１１月１５日(日曜日) 午前１０時～ 

〇会場：サンテラ佐渡スーパーアリーナ 

〇内容： 

・佐渡産品の物産販売「佐渡まるごとふれあい市」 

・新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮したリモート参加型イベント 

「おうちでサド料理！」 

 ⇒佐渡市公式 Youtube チャンネル及び佐渡テレビで合計４本の料理教室の 

配信を行います。 

・オープニングと「佐渡まるごとふれあい市」のオンライン配信も実施。 

※今年度の「佐渡まるごとふれあい市」はテイクアウト販売のみを実施し、

イートインスペースは中止させていただきます。 

  

（コロナ禍での開催について） 

・出店者の方々には２週間前から検温などの体調管理の徹底、マスク着用、

検温及びアルコール消毒の徹底にご協力いただきます。 

・会場では入場人数に制限を設け、施設内換気及びソーシャルディスタンス

の確保を徹底するなど新型コロナウイルス感染拡大防止に努めて開催します。 

・ご来場いただく市民の皆さまにも、マスク着用や検温・アルコール消毒に

ご協力をお願い致します。新しい形でのイベントをぜひ一緒に楽しみましょ

う！ 

 

 

６ 朱鷺と暮らす郷田んぼアート ２０２１デザイン募集について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

生物多様性の農業や、朱鷺認証米「朱鷺と暮らす郷」を PRするため４年前

から「田んぼアート」を実施し、年間１万人近くの方にご来場いただいてお

ります。 
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来年はＧＩＡＨＳ認定１０周年。ＧＩＡＨＳの認知度向上を図るため「田

んぼアート」のデザインを募集します。 

（過去のデザイン） 

・２０１７年「朱鷺と暮らす郷１０周年」を記念したデザイン 

・２０１８年「道遊の割戸からトキが舞い降りる」デザイン 

・２０１９年「アニメのキャラクターとコラボレーション」したデザイン 

・２０２０年「トキと道遊の割戸をメイン」とし千両箱や小判の他 

「感謝」の文字もデザイン  

 

（作品募集について） 

〇受付：電子メールや郵送 

〇締切：１１月２５日（水曜日） 

〇入賞：最優秀賞（1点）賞金５０，０００円と朱鷺認証米５kgを贈呈 

入選（5点）  ５，０００円相当の佐渡特産品詰め合わせを贈呈 

※詳しくは「朱鷺と暮らす郷」ホームページ、募集チラシや関連する WEB 

ページ等をご覧ください。 

※デザインは審査会で決定し年内に発表する予定です。 

 

 

７ 2021 年東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーの 

実施概要について 

＜概要＞ 

〇オリンピック聖火リレーの実施日 

・新潟県は、2021 年６月４日（金曜日）～６月５日（土曜日） 

・佐渡市は、６月４日（金曜日） 

〇現時点で、走行ルート、聖火ランナー等は従来と同じ予定です。 

〇市ではミニセレブレーション、サポーターランナー、独自盛り上げ施策な

どを実施する予定です。（具体的な実施内容等は今後、組織委員会と調整し、

決定、公表します） 

 

〇パラリンピックの聖火フェスティバル 

・聖火は８月 12 日（木曜日）から全 47 都道府県で採火され、イギリスのス
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トーク・マンデビルで採火された炎とともに、８月 20日（金曜日）に開催都

市東京で行われる“集火式”で統合され、東京 2020 パラリンピック聖火とな

ります。 

・本市の採火・出立式等の実施については、今後、新潟県と調整し決定する

予定です。 

 

 

８  プレミアム商品券追加販売の状況について 

＜概要＞ 

〇初回販売終了後、約 1,000 セットの在庫が生じたため、プレミアム商品券

追加販売申し込みを今月から受け付けています。 

〇10 月 15 日現在、前回申し込まなかった方の分だけで既に 1,000 セットを

超える見込みです。 

〇追加販売では、多くの市民の皆様にご利用いただきたく、前回お買い求め

にならなかった方を優先して販売させていただきます。 

〇前回お買い求めいただいた方には大変申し訳ございませんが、今回の追加

販売ではお買い求めいただけない状況です。何卒ご理解いただきますようお

願いいたします。 


