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令和２年 11 月市長定例記者会見 記録 

令和２年 11 月 30 日(月) 

午前 10 時～午前 10 時 50 分 

 

発表案件 

 

１.令和２年度佐渡市一般会計補正予算（第 13 号）について 

12 月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算（第 13 号）を上程いたします。今回の一般会計の補

正予算の規模は、3,518 万 6,000 円を増額し、予算総額が 534 億 4,849 万 1,000 円となります。主

な補正内容でございます。一つ目が新型コロナウイルス感染症対策について、感染防止への対応と

して、重症化リスクの高い高齢者が新たに入所する高齢者福祉施設での感染防止対策として、希望

者を対象とした PCR 検査を実施するために、疾病予防対策事業に 199 万 1,000 円。また、市内事業

所での感染防止対策として、事業者が自主的に民間検査機関で PCR 検査を受ける費用の一部を補助

するため、PCR 検査費用補助事業に 150 万円。二つ目、観光指定管理施設の事業継続への支援とい

うことでございます。観光施設指定管理者経営継続支援金を 1,500 万円。これは指定管理のほうで

観光事業を行っている業者への支援でございます。三つ目が中学校の修学旅行の中止又は延期に伴

う保護者への支援として、修学旅行キャンセル料等補助金を 190 万 3,000 円。これをコロナウイル

ス感染症対策として新たに計上いたします。 

次に企業誘致・スタートアップ支援事業についてでございます。現在このコロナ禍において、地

方移住への関心が高まっているところであり、この機会を好機と捉え、ベンチャー企業等の誘致や

起業、それに伴う雇用の創出を図るため、ビジネスコンテストを実施し、官民連携による受入・支

援の体制づくりに取り組みます。今回このビジネスコンテストの開催に要する経費として 28 万

6,000 円を新たに計上いたします。これは計上額自体は非常に小さいのですが、この後来年度以降

企業の誘致等に繋げていくという目的で行うものでございます。 

三つ目でございます。ふるさと島づくり寄附金でございます。ふるさと納税の実績見込みに伴い、

歳入歳出においてそれぞれ所要額を計上します。歳入では、当初予算において２億 5,000 万円を目

標に見込んでおりましたが、10 月末時点で昨年度と比較して 4,300 万円を越えるご寄附をいただき

ましたので、今後の見込みも勘案し１億 360 万円を増額計上するものです。歳出では、歳入見込み

の増額に伴う返礼品業務委託料等として、5,180 万円を増額計上するものでございます。 

次に債務負担行為の設定についてでございます。工事量の少ない４月から６月期に対応するため、

令和３年度に実施予定の単独工事の一部について前倒しして年度内に発注することで、公共工事の

平準化に取り組みます。また、庁舎整備費及び加茂小学校長寿命化整備費については、年度内に設

計業務委託の発注をすることにより、工事の早期発注を図ります。 

次に両津公民館解体費についてですが、旧両津公民館の解体に伴い、３か年の継続費を設定いた

します。なお、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の中止

等に伴う経費の減額など、９月補正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きます。 
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２．「ＳＡＤＯビジネスコンテスト」の開催について  

 先ほど予算のほうでも申し上げたものでございます。日本全国から IT ベンチャー企業を佐渡に誘

致するため、ＳＡＤＯビジネスコンテストを令和３年２月に開催いたします。具体的には、佐渡に

オフィスの設置を検討している起業後 10 年未満の企業を対象に応募を募り、民間経営者を含む審査

員に審査いただき、今後の成長が見込める企業を選出いたします。優秀な成績を収めた企業に対し

ては、国の地域社会維持推進交付金と連動した助成を行うほか、市によるインキュベーションセン

ター整備など、佐渡市独自の支援も行いたいと考えております。インキュベーションセンターとは、

起業の拠点になるような施設に企業が優先的に入っていけるような仕組みづくりを考えておるとい

うことでございます。佐渡市は近年、ベンチャー、特に IT 関係の企業が進出しておるところでござ

いますが、その助成等をしっかり整うことにより、さらなる企業誘致を進めていきたいと考えてお

るところでございます。コロナ禍で地方に関心が高まっている中、佐渡市でも本年８月にプロジェ

クトチームを設置し、令和３年度予算に向けた施策の検討を行ってきたところでありますが、他自

治体ではなく、佐渡を選んでもらうためには早急かつ優位性のある対応が必要と考えております。

これまで佐渡への企業誘致に実績のある民間団体 NEXT 佐渡の活力を活用、また、連携させていただ

きながら、本年度にまず事業を行いたいと考えております。起業成功率ナンバーワンの島を目指し、

佐渡市は積極的に取り組んでいきたいというところでございます。 

  

３．ヤフー株式会社との「災害に係る情報発信等に関する協定」の締結について  

これ既に行っているところでございますが、令和２年 10 月 30 日金曜日でございますが、ヤフー

株式会社と災害に係る情報発信等に関する協定を締結いたしました。これによりヤフー株式会社か

ら主に３つの機能の提供を受けることができます。一つ目は、平時から確認ができる避難場所マッ

プの掲載です。Yahoo! JAPAN サイト内の避難場所マップページに、佐渡市の避難場所が常時掲載さ

れ、災害の種類ごとに避難すべき場所が確認できます。二つ目は、災害時や災害のおそれがある場

合に活用できるスマートフォン向けアプリ「Yahoo!防災速報」での配信です。台風接近の注意喚起

や避難に関する情報、また、災害発生時の被害状況やライフラインに関する情報、避難所における

必要救援物資などの緊急情報を佐渡市がアプリを利用する市民に直接配信することができます。三

つ目は、災害時におけるホームページキャッシュサイトの掲載です。大規模災害の恐れがある時な

どで市ホームページが繋がりにくい時にYahoo! JAPANで佐渡市を検索した際にホームページキャッ

シュサイト、コピーサイトでございます。この誘導枠を掲載することで災害時のアクセス負担の軽

減が期待できるところでございます。佐渡市では、11 月 16 日に Yahoo!防災速報アプリの初回配信

を行い、利用者に緊急情報の配信を開始した旨を通知したところでございます。今後も本協定に基

づき、市民が必要とする防災情報の発信を積極的に行ってまいりますので、市民の皆様もいざとい

う時のために可能な限りアプリをお使いいただければ幸いでございます。 

 

４．「あつまれ どうぶつの森」に「さどが島」を公開について  

 2011 年 6 月に、これはもう 10 年前でございますが、GIAHS（世界農業遺産）に認定されたところ
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です。来年は GIAHS 認定 10 周年を迎えることから、若い世代にも GIAHS に選ばれた佐渡のファンに

なってもらうことを目的に、任天堂ゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」に「さどが島」を公開

いたします。今回新潟県から GIAHS の認知度向上に若い世代のユーザーが多いコンテンツを活用し

てはどうかというご提案をいただき、共同で進めたものでございます。「あつまれ どうぶつの森」

は、今国内販売数が 1,000 万本を超える人気ソフトでございます。世界でも 2,000 万人を超えるユ

ーザーがゲームを楽しんでおります。雑誌の 2020 トレンドランキングでも３位に入るなど、今年話

題になったコンテンツでございます。今回の島の公開では、GIAHS にちなんだ田んぼアートや棚田、

また世界文化遺産登録を目指す佐渡金山、また、ジオパークの構成資産の一つである大野亀なども

登場いたします。また、プレイヤーから募集した T シャツなどのマイデザインを展示できる施設を

島に設置し、訪れた人たちが島を盛り上げていく来訪者参加型の島づくり。これは、国内の自治体

では初の試みとなっていると聞いております。島の公開日は 12 月 10 日木曜日となっております。

今後、島の公開情報やイベント等についての詳細は、市の SNS を通じて発信をしていきたいと考え

ているところでございます。広く若い世代に佐渡を知ってもらう、また、世界遺産を知ってもらう、

また GIAHS を知ってもらうというところで、ちょっとチャレンジといいますか、取り組んでいくも

のでございます。以上でございます。 

 

 

事前質問 

 

１ 新庁舎建設の是非を問う住民投票を求める署名活動が行われています。この直接請

求の動きについてご見解を聞かせて下さい。 

市長： 

ありがとうございます。多くの市民の皆様から署名をいただいたということは重く受け止めてお

るところでございます。現在選挙管理委員会において署名簿の審査を行っております。審査終了後、

請求代表者が佐渡市に正式な条例制定請求を行い、その後市議会に議案を提出する流れになるのが

通常でございます。今後条例制定の直接請求の正式提出等を待ちながら、これはもう法に則り進め

ていくべきものと考えているところでございます。一方、なかなか私どもの資料等にちょっと、わ

かりにくい点が多かったのかもしれませんが、ちょっとご理解いただけてないなという思いがある

のも事実でございます。今の庁舎に、基本的にはもう耐震改修を含めまして来年度 10 億円ほどの市

の単独財源が要るというのが、これはここ数年前から議論してきた中身でございますので、今決ま

ったということではなくて、この庁舎の防災また長寿命化、これが今必要であると。その場合、市

の一般財源が 10 億円要るということでございますが、実は今、合併特例債、国の支援をいただく事

業でございますが、30 億円が枠が空いている、使う見込みがないということでございます。もしこ

の庁舎を 10 億円かけて修繕をしても、おおよそ 25 年から 30 年、そこで大幅な、また改築といいま

すか新築といいますか、そういうものが必要になります。しかしながら今、国の支援である 30 億の

合併特例債でございますが、それを使うことによって基本的には約 10 億円で、新しい 80 年もつ庁

舎ができるということで、市の負担が大きく変わらずに、今の中では国の制度を活用することによ
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って将来への負担を防ぎながら、今一番新しい防災の体制を整わすことができる。そしてそれをや

ることによって実はこの庁舎自体も、おおよそ２億前後の市の単費で、先ほど申し上げましたが 10

億円かかるといいましたが、この庁舎自体の修繕も約２億円くらいでできるということで、防災力

の強化という点。もし地震が起きても、災害復旧業務とか避難所業務、また福祉、そういうものの

業務につきましては、必ず我々の仕事として取り組まなければいけない。その時にこの防災で業務

ができる庁舎を維持していくというのが非常に大事な点だというふうに思っています。そういう部

分が一つ私どもの力不足もあるのかもしれません。ご理解いただけなかったのかなというふうにも

考えております。  

もう一点として、建設事業、合併特例債を他のものに、例えば福祉とか子育てに使ってほしいと

いう声もあるのですが、この事業につきましては先ほど申し上げたように、いずれにしろこの建物、

今の庁舎にかけなければいけないお金であるということと、それと合併特例債は、合併した後に、

いわゆるハコモノ、こういう建物を建てるものにしか使えないという、その使用の目的が狭い支援

制度でございますので、この合併特例債をもってして他のものに使うということは事実上できない

ということでございます。すなわち、この合併特例債の国の支援 30 億円をきっちり使うことで、将

来の負担を下げて、その負担の分、約計算したのが 38 億円浮くということでございますが、この

38 億円を逆に皆様のいう福祉、UI ターン、子育て、そこの支援に回していきたいというふうに今私

ども考えておるところでございます。コロナ対策あわせて今、80 億から 90 億円くらいに、4 月から

そのぐらいの支出に今なっております。我々はしっかりと建物を建てる場合はその専用、建物を建

てるためのお金。そしてコロナを支援するにはしっかりと国県からコロナの支援のお金。そこをし

っかりと取りながら、その足りない部分を佐渡市のお金を使って、佐渡市の低コストでなおかつ将

来負担を下げて効果を上げてくといういう取り組みにしっかり取り組んで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 全国的に新型ウイルス感染が広がっています。年末年始の帰省時期が迫る中、市と

してどのような対応をお考えかお聞かせください。 

市長： 

11 月 25 日でございますが、改めてメッセージを出させていただきました。併せて観光関係、ま

た高齢者施設等にも再度 11 月に色々な注意喚起のほうをお願いしておるところでございます。今特

に大都市で非常に数が増えているというのが一つ特徴でございますし、地方のほうも少しずつ広が

っているというのが今の現状だというふうに考えております。しかしながら一方、この新型コロナ

ウイルスについてはかなり知見のほうが集まってきていまして、やっぱりマスクが一番大事だとい

うこと。そして手洗い。この基本的なものが重要なのですが、この冬場にきて多くなるというのは、

換気の問題も一つ大きいのではないかというふうに言われておりますし、本当に基本的なのですけ

ど、やっぱり密集の問題、そういうところが非常に大きいというふうに考えています。結果的には

飲食等が言われておりますが、マスクを外した状態での飲食も含めて行動も含めて、そういうもの

に対してが非常に感染リスクが高くなるというところでございます。ですから、市民メッセージも

書いてありますが、新型コロナウイルスが飛沫と接触による感染が非常に多いということをご理解
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いただいて十分注意をしていただきたいというところでございます。今国のほうが提言しているの

は、５つの場面、飲酒を伴う懇親会、大人数や長時間に及ぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間

での共同生活、居場所の切り替わり、これはタバコを吸う部屋とかそういう所にぽっと行ってうつ

るというのもあるわけでございます。そういうことがクラスターの発生が非常に多いということも

発表されております。こういう部分でご注意をいただきますようお願いいたします。年末年始の部

分については、実はこの後来月上旬にこの状況、あと新潟県の状況を踏まえながら関係課を集めて

しっかりと検討していきたいと考えておるところでございますので、今現在は行動も注意していた

だきながら、まず感染を発生させない。そして絶対佐渡ではクラスターを出さないというところに

今注意をし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 13 号）について 

記者： 

 ふるさと納税の歳入がだいぶ 4,300 万円増えたということなんですけれども、これは新型コロナ

ウイルスの影響でしょうか。何かどういうふうに分析していらっしゃいますか。 

市長： 

 そこの分析を進めていますが、やはり新型コロナウイルスによる巣ごもりというんですか、今一

般的に。ご家庭内に居るということ。あとインターネット等のあれも伸びているというところなど

が一番大きな影響もあると思いますし、一つはサイトをしっかり増やして、また、商品のほうも増

やしていくというところにも取り組んでおりますので、そういうものも影響あったとは思いますが、

やはり一番大きなものは今回の新型コロナにより増えているというのが全国的な傾向であるという

ふうに聞いておるところでございます。 

 

２．「ＳＡＤＯビジネスコンテスト」の開催について  

記者： 

 ３点ほどお伺いします。現状をまず教えていただきたいんですが、例えば昨年度の事例ですと島

外から佐渡市に来て起業された例、誘致できた例などってのはどれくらいの数あるものかというの

が１点と、あとこのコンテスト開催されるにあたり、ある程度参加見込みがあるかと思うんですけ

ども、何社程度参加される見込みかということ。あと、インキュベーションセンターなんですけど

も、これをいつぐらいにどんな規模で整備されるご予定かというこの３点お伺いしたいです。 

市長： 

 一つ目のほうは担当課長のほうから数字のほうは説明をさせます。二つ目のどのくらいあるかと

いう話は、もう数社のほうから意見をいただいているというふうには聞いておりますが、それが５

社になるのか 10 社になるのか、そこまではまだちょっと把握できていない状態です。これから応募

もかけていきますし、若い経営者に非常に反応もある。これ実は反応あるというのは、この制度自

体に来年度の有人国境離島の支援制度、雇用対策の支援制度、そこをリンクさせていくというとこ
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ろがこの制度設計の一つとして国と協議を終えているところでございますので、やはりそこが魅力

になるというところが一つ大きな点だというふうに思っています。もう一つ、インキュベーション

センターでございます。これにつきましては一般的に、佐渡ですので、できたら大きな古民家等を

活用して２社３社とか、そういう形で入っていけるような、今古民家といいますか空き家の問題は

佐渡にとって非常に大きな問題でございます。また、一方こういう新しい企業の方は基本的に新し

い建物に入るより、佐渡らしいところに入りたいという要望もいただいておりますので、そこは今

鋭意場所のことも含めて調査をしているところでございます。今後こういう形の空き家整備を含め

た UI ターン策については、国の有人国境離島の特措法の制度ないし地方創生の計画を組みながらし

っかり行っていきたいと思っておりますので、来年度に入ってから国と協議をして早急に予算を確

保しながら取り組んでいくつもりでございます。 

 

記者： 

 ビジネスコンテストなんですけれども、例えば今ネットで佐渡市ビジネスコンテストっていうふ

うに検索しても今のところ情報が取りづらいような格好なんですが、どういった形で周知をしてい

るのかっていうのが１点と、もう１点が例えばこれプレゼンとか何かそういう機会があるとすると、

市内の高校生だったりとか若い方が見たりするような機会がありますでしょうか。 

市長： 

 PR については、実はそこも含めて今回予算をあげまして、その予算が通った段階でその関連、協

力している NEXT 佐渡さんなんかと話をしながら広く募集するということはやっていきたいと思っ

ておりますし、今関連の中で企業さんを通しながら「こういうのある」と、こういう部分は口コミ

も含めながらお話しをしているところでございますので、この後早急にインターネット等で募集を

かけていくという仕組みで考えております。見せれるかどうかというところですが、できるだけ見

ていただきたい、市民の皆様にも参画いただきたいとは思ってはおります。ただ、あと日程と場所

等、また、コロナの状況等も踏まえながら、そこはこの後判断をしていきたいというふうに考えて

おります。 

 

記者： 

 今ある企業支援制度ありますよね。それとは別に入賞企業にはお金を出すっていうことなんです

か。 

市長： 

 有人国境離島の特措法の制度、雇用対策制度がございます。そこは２月に入ってから、来年度に

向けて一応調査をしていくのですが、このコンテストを通ったところは、そこがひとりでに支援で

きるという制度になりますので、基本的には既存の支援をこの優勝者ないし制度の方を優先的に支

援していくという形になると思います。このこととまた別ですけども、あとは今企業の皆さんから

ずっと言われているのが、例えば営業。佐渡は営業するにも非常にコストがかかると。人材確保、

こういう面での支援をお願いしたいというふうに言われておりますし、研究開発費等もそうなので

すが、そういうものについては、今有人国境離島特措法の上乗せ措置が可能かどうか含めて、今来
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年度予算に向けて検討しておるところでございます。そういうものは、これとはまた別の形で考え

ております。 

記者： 

 それと今その NEXT 佐渡で同じようなことやってるわけですけども、NEXT 佐渡とは別にこれをや

るってことなんですか。 

市長： 

 NEXT 佐渡さんと連携してやるということです。もっと広く色んな方を巻き込んで、市全体で力を

入れて取り組んでいきたいということで考えております。 

地域振興課長： 

 先ほどの佐渡市に企業を移した数ということなのですが、私ども把握してるのが有人国境離島、

そちらの国の制度を活用しての数しか把握してないということもございます。それから NEXT 佐渡さ

んは NEXT 佐渡さんで別に実施のほうをされているということで、正確な数字のほうを後で２つの数

を合わせましてご報告させていただきたいと思います。 

 

記者： 

 関連で、コロナ禍の状態になってから、佐渡へ転入する人数とかって増えてるんですか。 

地域振興課長： 

 そちらにつきましても後程調べましてご報告のほうさせていただきます。 

市長： 

 すみません。今のお話大事なお話でして、いずれにしろコロナ禍の中の今年の動きをちょっと分

析させていただいて、またお示ししたいというふうに思います。ありがとうございます。 

 

記者： 

 すみません。数字なんですけど、今年だけじゃなくて、要するに始まってから移住者の暦年の数

字も一緒にお願いします。 

市長： 

 移住者統計の取り方をきちっと取るようになったのが今年の３月からです。昨年度からというこ

となので、実はちょっと前年の比較が合わないという現状があります。ただ、一応わかる範囲での

数値は整理をして出していきたいと思っております。 

 

記者： 

 すみません。今のお話なんですけども、例えばこれまで大体 90 人くらいっていうような数字取ら

れてたかと思うんですけど、そこと本年度からの取り方ってどういうふうに変わった・・・。 

市長： 

 「I ターンですか」とか「U ターンですか」と明確に聞くような仕組みになったので、本当の意味

で I ターンか U ターンか、こちらにどういう形で戻ってきたとか、そういうのが少し細かくわかる

ようになったということでございます。今まで移住者等としか判断できなかったものが、理由とい
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いますか中身まで少し分析できるようになったということですけど、細かい点、もしあれでしたら

課長のほうからご説明します。 

地域振興課長： 

数値の把握方法でございます。これまでは私どもで相談を受けた数であるとか、何かしら支援を

させていただいた数というものを元に把握をしておったところなのですが、今年の３月から転入の

手続きの際、移住かどうかというようなことをお聞きして、より正確な数を把握するようになった

ということでございまして、昨年度までとはっきりとした比較はできないというような状況になっ

ております。 

 

３．ヤフー株式会社との「災害に係る情報発信等に関する協定」の締結について  

 なし 

 

４．「あつまれ どうぶつの森」に「さどが島」を公開について   

記者： 

 これは県内の自治体としては初めてなの。 

市長： 

 これは初めてです。 

記者： 

 愛好者っていうか、全国的に何人くらいいるかってわかるの。 

市長： 

 今のところ国内販売数が 1,000 万本を超えるというふうに聞いておりますし、世界で 2,000 万人

を超えるユーザーがゲームを楽しんでいるというふうに、データとしてはいただいておるところで

す。 

 

記者： 

 これ実際に佐渡に来ることによって何か手に入る特典とかイベントとかそういったものは・・・。 

農業政策課長： 

 当初公開にあたって何かキャンペーンをやろうと考えたのですけれども、基本的に商業的な利用

はだめですと。ですので、確かに行政であっても一切そういったキャンペーン的なものは今回でき

ないということです。 

 

記者： 

 これによる効果ってのはどういうところを市長は期待しているんですか。例えばあのオーバーラ

ップしてゲームで出た場面を見に来るとか、そういったことに繋がるんですか。 

市長： 

 そうですね、特にこれは若い世代が多いので、やはり佐渡は若い世代への情報発信というのは非

常に重要な課題で、佐渡という言葉を知っていてもどこにあるのとか、よくいわれるのは新潟県の
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佐渡市、佐渡島は知っているけど新潟県かどうかはわからないという方も非常に多いので、やっぱ

りこのゲームの中で若い子が、「佐渡ってこんなところにあって、金が掘れるんだ」あるいは「トキ

がいるんだ」というところを知ってもらうということ自体も大きな効果だと思いますし、これは本

当に子どもたちがどのような目で見ていくかはこの後のまた調査も要りますが、やっぱり見て知っ

て楽しんでもらうというのは興味を引く第一歩だと思いますので、こういう若いユーザーに発信し

ていく一つのチャレンジみたいな形で取り組みをしたいというふうに考えているところです。 

 

記者： 

 この発信、公開というのはこの通りだと思うんですけれども、実際逆といいますか、あつまれど

うぶつの森の何かキャラクターだったり、何かこうグッズだったりっていうのをここで登場する観

光地に置いたりとか、そういったことは考えていらっしゃいますか。 

農業政策課里山振興係長： 

 特段、特別なキャラクターというものを置くというのは今のところ予定はないのですけども、観

光地等に寄せたものをエリアに配置していますので、そういったところで連動した企画というもの

をこの後また検討させていただきたいと思います。 

市長： 

 これは本当に我々もちょっと初めての取り組みで私自身もやったことないもので、子どもの話を

聞くということなので、本当にそうやって興味を持っていただくには、これはできるかどうかです

けど、例えば金を掘ると何か佐渡の秘密が見えるとか、色んなものがゲームソフトというのは可能

性ありますので、ちょっとこれスタートしながら、まずはスタートして、その中でどんどんその魅

力を高めていくことができればと私自身も思っているところでございます。この後、しっかりとや

っている子どもに聞きながら、「どうなんだ」とちょっと聞いてみたいと思っております。 

 

記者： 

 すみません。私もやったことなくてちょっとわからないんですけども、この島の公開内容のとこ

にある田んぼアートとか棚田とか、かなりカスタマイズしたものを置けるんでしょうか。あともう

一つは、来訪者参加型の島づくりっていうのは、その前段で示してあるこの T シャツのマイデザイ

ンなんかを展示できる施設を配置する。そういうところなんでしょうか。 

市長： 

 すみません。色んなものは、そのコンテンツは取り組みの中で色々できるというふうに聞いてお

ります。ですから、佐渡のいろんな特色なものを、ただ面白くないと参加してもらえませんので、

そこに知恵がいるんだろうなというふうに思っているところでございます。マイデザインのほうは、

どんな様な形で進めるかちょっと、わかればお願いします。 

農業政策課里山振興係長： 

 既存の大きな金山ですとか観光地、そういうところは配置させていただくのですけど、そうする

とやはり飽きがくるということで、既に遊んでいらっしゃるユーザーの方が来て、マイデザイン、

デザインされたものを公開、展示できる場所というところを設けまして、そこでまた市民の方、そ
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ういった企業の方と盛り上げてという形で考えております。 

 

記者： 

 当然なんですけどトキは出てくるんでしょ。 

農業政策課里山振興係長： 

 既に任天堂のこちらのソフトの中にトキをモチーフにしたキャラクターがございますので、そこ

と重ならないというか、既にキャラクターとしては存在している状態でございます。 

記者： 

 佐渡にはそのキャラクターは出てこないってこと。それは残念ですね。野生のトキがいるのに。 

農業政策課里山振興係長： 

 キャラクターの作り方につきましても、今研究させていただきたいと思います。 

市長： 

 ぜひ、佐渡の本当の代表選手といいますか、代表であるトキなんかはやっぱり佐渡で、来たら飛

んでいるという形が見えるといいなと思いますので、ご指摘に合わせてこれからの企画をまた任天

堂さんと色々考えていきたいというふうに考えております。 

 

 

事前質問における追加の質疑 

 

１ 新庁舎建設の是非を問う住民投票を求める署名活動が行われています。この直接請

求の動きについてご見解を聞かせて下さい。 

記者： 

 住民投票した人たちの理由の中に、防災庁舎っていうのは既に消防本部にあるというようなこと

を言ってるんですよ。それは市長どのように・・・。 

市長： 

 まず根本的に 16 年に佐渡市合併した時から、条例、あと防災計画で、この災害対策本部はここ本

庁に置くということが明確になっております。また、もう合併してから 17 年、ここで必ず災害対策

本部は行って、真野のほうでやるということではございません。そういう部分で、条例でもう定め

てあるものでございますので、我々は災害対策本部を消防本部で設置するということは、今まで議

論もしたことありませんし、ちょっと私ども自身もそのお考えちょっと逆に驚いているというのが

あれです。私どもの認識としては消防団が集まったり、様々な本部という認識と、あそこはまた避

難所にもなっておる関係もございます。やはりこの防災庁舎につきましては、防災庁舎という、ち

ょっと言い方が少し市民の皆様にわかりにくかったかもしれませんが、熊本地震、東日本を含めて

一番問題なのは庁舎が被災をして、その時にデータがすべてここにありますので、福祉の仕事、障

がいの仕事、また、もちろん復旧の仕事、道路、全部こちらにデータがあるわけです。ですから、

この庁舎自体が使えなくなるというのが非常に復旧の遅れになるというのが、この過去の課題から

の対策でございます。そういう面で国からも、この庁舎、例えばつり天井は直すとか、そういう通



- 11 - 

知等が現在きておる状況でございます。そういう点ではやはり基本的にはここの場所でしっかりと

災害対策本部を整えて、また自衛隊の受け入れみたいなことも行わなければいけなくなるわけでご

ざいますので、そこはやはりこの金井の庁舎ということが必要でございますし、災害だけではなく

て、災害が起きても基本的に業務を、仕事を継続しなければいけないというのが地方自治体、市町

村の一番の仕事でございますので、それをやるためには平成 16 年の合併した時からここが災害対策

本部というのはそういう主旨から決められているのでございます。一方、八幡の消防本部につきま

しては、やはり何かありますと消防団等含めまして、多くの人が集まる場所になることもございま

すので、そういう面では消防の防災の拠点として、活動していくということになるというふうに考

えておりますので、これは条例で定められたとおりの考え方で進めていかなければいけないと思っ

ております。 

記者： 

 用途が違うってことですよね。 

市長： 

 はい。元々行政としてはそういうふうに判断をしておるから、災害対策本部は本庁舎でというこ

とになっているというのが条例とこの防災の法律のすべての方向性でございます。 

 

２ 全国的に新型ウイルス感染が広がっています。年末年始の帰省時期が迫る中、市と

してどのような対応をお考えかお聞かせください。 

 なし 

 

３ 佐渡汽船について 

記者 

 先日の全協の中で増資 3.6 億円と。で、財源に関しては一般財源ということで報道もさせていた

だきました。それを受けて市民の方の中で、結局はやっぱり市民が痛みを伴うのではないかといっ

た声も聞かれますけれども、議会の中でまた決まった後になると思いますが、どの様に今後の部分

を市民の方に説明されようというふうにお考えでしょうか。 

市長： 

 これから議会上程でございますので、議会のほうの議論がこれからされるものというふうに考え

ております。その中で県も実際に約９億円、 終的には上越市さんの分も含めてということになる

かもしれませんが、結果的に県民の皆様、市民の皆様に負担をかけるというのは、それは事実だと

いうふうに考えております。しかしながら、一方では公共交通機関をしっかり守っていきたいとい

うところと、ただ、きちっと経営改善をしながら、こういうことが続けて起きるようなことは絶対

に避けなければいけないという認識をしっかりと佐渡汽船に伝えながら、議会の審査を含めて、そ

の状況をまた市民の皆様に私自身も今少しずつではございますが、意見交換会等も実施しておりま

すので、そういう中でも色んな議論をさせていただきますし、また、広報等も使いながら 終的に

来年度の汽船の対応等をどの様に担っていくのかということも含めて、広報がいいのか普通の文書

がいいのかちょっと別でございますが、市民の皆さんにお伝えしながら取り組んでいきたいと思い
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ますが、まずは上程前でございますので、上程をして、しっかりとまず議会とこの争点について議

論をしていくことが大事だと思っております。 

記者： 

 市長おっしゃられたとおりまず議会があって、そのあと債務超過を年内に解消するというところ

に目的はあると思いますけれども、一方で株式の保有率としては 10％ぐらいということで、今後佐

渡汽船としては説明もあったとおりジェットフォイル、それからおけさの代替というふうな設備投

資も将来的には考えていると思うんですけれども、その順番ですね。この間はジェットフォイルを

先、そのあとおけさというふうなお話もありましたが、その部分についてはどのように評価されて

おりますでしょうか。 

市長： 

 そこも実はちょっと一番不明なのがジェットフォイルの問題でございます。先に申し上げますが、

おけさのほうは計画的に大体で今の経営改善どおりにいけばですが、なんとか自力で購入できると

いうところまでもっていきたいというのが今の佐渡汽船側の説明でございます。ただ、ジェットフ

ォイルにつきましては、今この経営状態の中で新造船ということについて非常に今議論を交わされ

ておりまして、私どもの情報では本年度３月までは契約が難しいというふうに聞いておるところで

ございます。来年３月ですね。でございます。ですから、その辺を加味しながら、これまた頃合い

に関してもジェットフォイル今一番古いやつで 40 年、普通のやつと言いますか他のやつが約 30 年

ということで老朽船であることは間違いないわけでございます。そういう部分で将来の佐渡の利便

性を考えると、やはりジェットフォイルが必要だろうというのは当然考えていくわけでございます

ので、これに向けてこの後、まずは経営状態がしっかりしないことには前に進みませんので、この

今回の債務超過を解消した後の経営改善計画を含めて議論をしていく案件だというふうに思ってお

ります。 

 

記者： 

 今お話出ましたジェットフォイルですけども、元々は川崎重工さんの製造のラインを維持する期

間があるということで後ろが決まってたかと思うんですが、どれくらいまで待ってもらえるものな

のかっていうのは、今は市では情報どんなふうにお聞きになられてますか。 

市長：； 

 その川崎重工さんのラインを守るということで、色んな自治体が色んな話をして、佐渡が今年入

れたいというふうに決めていたのが今回の基本的な考えでございますが、やはりどこの船会社も基

本的にはやはり経営が厳しくなっている。このコロナの状況で。これはもう言いようがない事実で

ございます。そういう部分でございますので、実は今どこまで待てるかとか、そこについて色んな

協議をしておるところでございますので、債務超過を解消して、来年度のコロナウイルスの感染状

況、要はお客様がどのくらい戻ってくるのか。島民がどのくらい動くのかということも一つの大き

な要素になりますので、そういうものを判断しながら相談していくことだというふうに思っており

ます。今の段階では、いつとかというものについては聞いておる状態ではございません。色んな話

をして交渉しておるというところで聞いております。                          


