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令和２年 12 月市長定例記者会見 記録 

令和２年 12 月 18 日(金) 

午前 10 時～午前 10 時 50 分 

 

発表案件 

 

１ 文化財防火デー「防火訓練」の実施について 

毎年１月 26 日は文化財防火デーに定められております。これは昭和 24 年１月 26 日に法隆寺金堂

で火災が発生し貴重な壁画が焼損したことから、これを教訓として文化財を火災、震災、その他の

災害から守るため、昭和 30 年から１月 26 日が文化財防火デーと定められているところでございま

す。全国的にこの日を中心に文化財の防火運動が行われているところでございます。佐渡市でも毎

年文化財防火デーに併せて消防訓練を実施しております。今年度は令和３年１月 24 日日曜日午前

10 時から金井地区正法寺において開催いたします。内容といたしましては、建物からの出火を想定

した消火訓練や消火器の取り扱い講習を予定しております。 

 正法寺は世阿弥ゆかりの寺として知られ、本堂をはじめ観音堂や鐘楼など計６棟が国の登録有形

文化財となっておるところでございます。また、雨乞いの面として有名な県指定文化財、神事面べ

しみも所蔵されております。近年ではろうそく能が実施されていることもあり、正法寺関係者や地

域住民の防火意識向上を図るため、訓練を実施することとしたところでございます。当日は佐渡市

消防本部や地元消防団とも連携した訓練を実施いたしますので、地域住民の皆様にもぜひご観覧い

ただければというふうに考えております。また、訓練終了後でございます。これは初めての取り組

みでございますが、正法寺の文化財について解説を交え見学する時間を設けております。こちらも

ぜひ貴重な機会ですのでご参加いただければと考えておるところでございます。こうした活動を通

し、貴重な文化財の保護に向けた意識醸成に結び付けていきたいと考えているところでございます。 

 

２ 第 21 回全国高等学校版画選手権大会（はんが甲子園）初戦審査会の開催について 

 第 21 回目となる全国高等学校版画選手権大会（はんが甲子園）の初戦審査会を令和３年１月 15

日金曜日に、あいかわ開発総合センターを会場に開催いたします。この初戦審査会は団体戦と個人

戦がございます。団体部門で本戦へ出場する上位 12 校と佐渡島内代表校２校の合わせて 14 校を選

抜するほか、個人戦につきましては、優秀作品 10 点を選出、決定いたします。前回 2020 年３月 18

日から 22 日に開催予定でした第 20 回目のはんが甲子園本戦、これは団体戦でございます。コロナ

ウイルス感染拡大の影響を受け、残念ながら中止となってしまいました。今大会の本戦は、令和３

年３月 17 日水曜日から 21 日日曜日までの５日間を予定しております。現状コロナ禍での開催とい

うことになるわけでございます。個人部門については、郵送ということで来ますので、このまま開

催をしていきます。団体部門につきましても予選等は行います。ただ、今後の状況を見ながらオン

ラインによる開催なども含めて検討しているところでございます。こういう部分も含めながらコロ

ナの状況等を踏まえて本選大会の詳細は後日決定し、決定後またご案内をさせていただきたいと考
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えているところでございます。 

  

３ 帰省シーズンを迎えての新型コロナウイルス感染症対策について 

昨日新潟県からの警報が出たところでございます。そことあわせて発表させていただきたいと思

っております。年末年始の帰省シーズンを迎え、実家への帰省を計画されているご家族の方並びに

市内のご家族の方々につきましては、ホームページにて市長メッセージを掲載しているところでご

ざいます。昨日新潟県独自の警戒レベルが注意報から警報に引き上げられました。この新潟県の警

報については、高齢者への感染につながらないよう、特に次の３点について注意いただきたいとい

うことが発表されております。一つ目でございます。感染拡大が見られる他都道府県との往来、出

張、帰省等を含むということでございますが、改めて必要性を判断し、不要・不急の場合は控えて

ほしいというお願いでございます。やむを得ず県外等へ行く場合は、飲み会や接待を伴う飲食等は

できるだけお控えいただきたいというところでございます。また、帰省したときに、今家庭での感

染というのが一つ大きな課題になっているわけでございます。マスクをするしないというのは非常

に大きな要因になりますので、帰省をした場合でも家の中でもマスクをするとか、また、帰省も混

雑する時期を外しながらお出でいただくというようなことも必要だというふうに考えておるという

ふうに発表されておるところでございます。二つ目につきましては、年末年始期間中、12 月 29 日

から１月３日でございますが、言い方がちょっとあれですけれど、普段顔を合わせない人、遠方の

親戚を含むとの飲み会・食事会、飲食になると思います。そういうものはできるだけ控えてほしい

ということでございます。これもコロナの感染の今までの経過等の調査の中では、マスクをして会

う、そして手洗いするということではかなり防げるというふうにもなっておりますので、会うとい

うことに対して規制をお願いするものではないということではございます。三つ目でございます。

忘年会、新年会、初詣を実施する場合の対策でございます。一つ目、体調が悪い場合は参加しない。

これはコロナ対策で非常に重要だと思っております。本当にちょっとのどが痛い、熱が出た。そう

いう時は人と会わないようにまずしていただいて、それがちょっと重くなるなという感じがしたら、

すぐかかりつけ医にできるだけ早く行ってほしい。ここが今のコロナ対策の中で、特にクラスター

を防ぐ非常に重要なことだと思っておりますので、この一つ目、体調が悪い場合は参加しない。こ

れは忘年会も含めてぜひ徹底をいただきたいというふうに考えているところでございます。なお、

コロナの現状を見ていると、症状が消えた後も２日程度は十分注意してほしいということになって

おります。あと、オンライン会合等も考えてほしいということと、人数等、そういうものも少し注

意をしてほしいということです。なるべく普段から一緒にいる人ということになりますので、コロ

ナにつきましては接触、飛沫という近づいて感染するという感染症の流れが非常に大きなものでご

ざいますので、普段いる人と一緒にいる分には大丈夫だろうという観点でございますが、感染流行

しているところから来られるような方は、本当に注意してほしいという中身になっているところで

ございます。四つ目、時間を短めに。短時間で行うと。これも実は色々なケースがございまして、

一次会十数人でやって、二次会に 10 人で行って、二次会の人だけが感染したというケースも多々ご

ざいます。そういう部分で時間を短めにという注意が出ておるということでございます。五つ目は

距離をとるということ。また、これはもう本当に徹底をお願いしたいのですが、マスク、手指の消
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毒等の感染防止。基本的な対策でございます。また、初詣は分散して行う。こういうところが指摘

されているところでございます。１月６日までの呼びかけ期間中は特に慎重な行動をお願いいたし

ます。明るい新年を迎えられますよう、本当に県民、島民も含めて皆さん全体で一緒に頑張ってい

くというところの呼びかけが県からあったところですので、佐渡の市民の皆様方もご協力をお願い

申し上げるところでございます。 

また、私からも再度のお願いになりますが、基本的な感染拡大防止対策が特に重要になるという

ふうに考えております。マスクの着用、人と人との距離の確保、さらには手洗いの徹底といった基

本的な予防対策の実践を本当にお願い申し上げるところでございます。また、この帰省にあたりま

しては、お住いの都道府県、それぞれ県ごとに違う情報をしっかり状況に合わせて発信しておりま

すので、そういう情報についてもしっかり把握をした上で帰省の判断等をお願いしたいというふう

に考えておるところでございます。その中で重ね重ねで本当に申し訳ございませんが、帰省される

方にもぜひご注意お願いしたいというところで３点ほどお願いをさせていただきたいと思っており

ます。一つ目は、帰省される２週間前、お正月というとだんだん今頃からになるというふうに思っ

ております。特に感染拡大地域のほうから帰省される方については、特にこの２週間前の感染リス

クが高まる５つの場面、飲食を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、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を避ける行動を同居するご家族全員で徹底していただ

きたいというふうに思っています。ご家族の方からぜひお伝えしていただきたいというふうに思っ

ているところでございます。二つ目は、帰省１週間前から帰省当日にかけては、発熱とか風邪症状

がある場合はご遠慮いただきたいというところでございます。このコロナウイルス感染症につきま

しては、非常に潜伏期間が長いというところから、クラスターに繋がっているという現状もござい

ますので、体調が悪い場合、先ほどもお願い申し上げましたが、帰省については十分注意していた

だきたいというところでございます。三つ目につきましては、帰省中につきましても発熱などの風

邪症状、そういうものがないか、また基本的な飛沫感染予防と接触感染予防、これはマスク、手洗

いとなりますが、十分お気をつけいただきたいというこの３つのお願い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。 

ゴールデンウイーク、また、お盆と本来帰省のシーズンになるとこういう状況になって、こうい

うお願いをしているのは私ども本当に心苦しいところでございます。帰省を計画されている方はも

ちろんですけども、それを心待ちにしているご家族の皆様もいらっしゃるわけでございます。しか

しながら、佐渡は医療も非常に弱いということもございます。そういう部分で帰省を予定されてい

る方としっかりと話し合いをしながら、帰省のほう、万端な準備でお迎えしていただきたいという

ふうに考えております。一人一人の感染拡大防止に対する心掛けとその行動、これがもう皆様の安

全な暮らしにつながるというふうに考えております。なにとぞご協力いただくように本当にお願い

申し上げるところでございます。 

 

４ 防災拠点庁舎の整備計画について 

 これにつきましては何度も説明しておるところですが、今回議会のほうからも、まだ市民の皆様

が理解されていないケースが多いということを言われております。そういう部分で今回の発表案件
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として再度ご報告をさせていただきたいというところでございます。 

防災拠点となる庁舎整備につきまして、現在基本設計の見直しを行っているところでございます。

また、今回多くの市民の署名があったことも重く受け止めております。ただ、一般質問等でも多く

ご指摘がありましたが、一部の市民の皆様に合併特例債活用による防災拠点庁舎建設事業について

のご理解がまだ不足しているのではないかとご指摘をいただいておりますし、私どももしっかりと

説明が必要だというふうにも考えているところでございます。そういう中でちょっとご説明をしま

す。庁舎を建てないとする元々の計画ですと、こちらの画面のこの赤枠です。これ庁舎を建てない

場合。実は庁舎を建てないと国からの支援はございません。そういう部分で今計算すると約 10.1

億円がかかるということになります。国からの支援がないから、この市の負担額というのはここは

全額市が持たなければいけないということでございます。続きまして、防災拠点庁舎の合併特例債

を活用した場合でございます。これは工事の内容によって３つに分かれております、説明。こちら

の新しい防災庁舎の１階を市民サービスの拠点にする。２階を一般事務室と、いざという時の防災

機能ができるような防災センターを造る。３階は議会というふうに今考えておるところでございま

す。この一つ目の防災拠点庁舎、この庁舎自体は約 28.6 億円と、今計画してるところでございます。

ただ、これは国の合併特例債を使いますと、この市の負担額と書いてありますけど実はこの市の負

担額というのは 9.6 億円になるということでございます。すなわち、こことここを見ていただけれ

ばわかりますけども、国の支援があるときに、しっかり使うことによると修繕よりも安い形で、コ

ストが低い形で庁舎が整備ができるということでございます。また、これ国の合併特例債という特

別な支援制度、起債でございますが、その関係もございます。その関係で現庁舎改修工事、先ほど

申し上げたように、普通の改修工事だとこの国の支援は使えませんと申し上げましたが、こちらの

防災拠点庁舎、新庁舎と合築するような形で造る場合は、合併特例債の対象となるということでご

ざいます。対象になるということから、この修繕費、通常でありますとエレベーターとかそういう

ものも全部含めていくと、約 10 億円かかるのですけども、この防災拠点庁舎を整備することによっ

て、エレベーターとかが要らなくなります。色々細かいものが削減できますので、約６億円の形で

ここの修繕ができる。その場合先ほど申し上げたようにこの１とセットにすることによって、佐渡

市の負担は２億円で済むということになるわけです。この２つがこの１と２の庁舎の問題でござい

ます。三つ目でございます。この付帯工事というのが、実はちょっと議会でも言われていますけど、

第２庁舎の問題でございます。ここはまだ耐用年数あるのですけども、屋根が全部葺き替えしない

と雨漏りがひどい状態になっております。また、この建物自体も基本は鉄骨なのですけども、非常

に薄いといいますか、弱い状態でございまして、ここの修繕をかけるよりも、先ほど申し上げたよ

うに修繕だけでやると、佐渡市だけがお金を出さなければいけないということになります。ここの

駐車場整備とこの修繕と合わせていくと約 2.3 億円ということです。市の負担はここは 2.2 億円に

なるということです。ここを足していくと約 36.9 億円。ここ全体の開発が 36.9 億円で、これから

細かい実施設計が入りますので数字が変わることはございますが、今の段階ですと約 13.8 億円が市

の負担額になるということでございます。これはコストの面を見込んで、かなり負担が下がるとい

うことで、まず必要だろうというふうに判断しておりますが、さらに、これ 25 年後までの総事業費

を比較しましても、おおよそ 38 億円の一般財源が浮かすことができるというふうに考えております。
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この防災の拠点ということで、この拠点という意味もすみません、私どもの説明が不足したのかも

しれませんが、災害時に市の業務がしっかりと継続できる体制としていくというところがこの防災

拠点ということでございます。そういう部分でも市の庁舎に本部を置くということが規則、条例等

で定められておるわけでございますので、この中での防災庁舎が必要だということで考えておりま

す。 

一方、この多くの財源を浮かすことができるということで、私ども将来に負担を残さない庁舎整

備計画が必要だという点、また、合併以降大きな色んな課題になっておりましたこの庁舎の問題に

つきましても、子どもたちに負担を残さないということをしっかりと取り組むということでも、私

自身必要だというふうに考えているところでございます。 

また、この合併特例債を UI ターン対策とか子育て支援に使えというようなお話もありましたが、

この合併特例債というのは、実は基本的には新しい市が合併するときに建設計画という、その新し

い市がたつ時に色んなものを造っていかなければいけない。だから合併に対して市に支援しますよ

ということになってくわけです。ですから、新しいものを造るハード整備しか使えないという事業

でございますので、残念ながらこのソフト、子育て支援とかには使えない。それはもっと国には別

の財源がございますので、そこをしっかりと活用しながら取り組んでまいりたいと考えているとこ

ろでございます。 

あと、一方、行政サービスセンターが廃止されるというような話もあるというふうに私お伺いし

ましたが、これはもう本当に私自身就任以来、各支所・行政サービスセンターは、それぞれ地域づ

くりの拠点として、合併 17 年、もう一度地域から元気にしていきたいという思いで仕事をしてきて

おるところでございますし、来年度の予算等も含めながら今議論をしておるところでございますの

で、こういう声についてはちょっとどこから出たのかというのは私自身も疑念に感じておりますが、

しっかりと地域づくりをまず取り組んでいくというのが、この人口減少対策の一つの重要なステッ

プだと思っておりますので、こういうことは一切ないというふうに申し上げさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

これらのことですけども、市民説明会において、会場で基本的なことは説明してまいりましたが、

また、市報及び記者会見等でもお知らせしてまいりましたが、今後も正しい情報を分かりやすくお

伝えしていきたいと考えております。現在基本設計の見直しをしております。これを作成次第、ま

たパブリックコメントを実施し、市民の皆様のご意見をお聞きしたいと考えておるところでござい

ます。本日お知らせした内容、また、パブリックコメントの実施についての情報などは、市報さど

１月号に再度掲載の予定というふうになっておりますので、ぜひご確認いただきたいというふうに

考えているところでございます。 

 

 

事前質問 

 

１ GoTo トラベルが全国一斉でいったん中止となります。数字的な面を含め、これま

での GoTo トラベルの効果の総括と、中止の影響の見込みについてお聞かせください。 
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市長： 

GoTo トラベルの効果の総括でございます。これ宿泊ベースで見た場合です。泊数ということで見

た場合、移動が規制されていた地域が解除された 10 月では 15％のプラスになっております。11 月

では 40％近いプラスになっているところでございます。佐渡への入込数でカウントした場合、10

月は対前年同月の３％のマイナス、入込数ではマイナスになっております。11 月が対前年の 10％程

度のマイナスとなっている状況を考えますと、GoTo キャンペーンは、連泊といいますか滞在時間が

延びているというところが読み取れるところでございますし、お客様の単価等も、しっかりとした

上で適正なサービスができているという状況も考えますと効果は非常に大きかったというふうに考

えております。中止の影響です。12 月は予約ベースで約７％のプラスで推移しておりましたが、11

月末からの全国の感染状況、また、それに伴ってキャンセルが発生している状況でございます。現

在来られるお客様の８割くらいが GoTo キャンペーンを利用しているというふうに見込んでおりま

す。このため、停止の影響は非常に大きいというふうに危惧しておるところでございます。特に今

年は先ほど申し上げたように、滞在が長いということも一つの要因だと思いますが、年末年始を佐

渡でお過しいただくという団体旅行のご予約も多く、通常より相当多く入っております。約 1,400

人程度でございます。団体旅行としておいでいただくということになっております。ただ、GoTo を

使っておりますので、これがキャンセルになると非常に大きな影響になるというふうには心配して

おります。また、１月の３連休、ここも多くの予約をいただいているという状況でございますので、

ようやくその団体旅行等、少しマインドが出てきたところに、今回の感染の拡大とそれに伴う GoTo

の停止については本当に大きな痛手だというふうに考えております。しかしながら、こういう状況

でございます。市では現在県民限定宿泊キャンペーンの第２弾を実施しております。現在の利用状

況としては 4,000 人泊予定のところ、ほぼ予約で完売状態になっておるところでございます。ただ、

息切れしないように市としても 1,000 人泊程度なんとか上乗せをしながら取り組んでまいりたいと

考えておりますし、これについても今後の状況等を判断しながら、支援が必要であればまた追加の

ほうも議会のほうに諮っていきたいと考えているところでございます。 

 

２ 市議会 12 月定例会で予定していた佐渡汽船への行政支援の関連議案上程が見送り

になりました。佐渡汽船は当初年内の債務超過解消を目指すとして関係自治体に行政支

援を求めていた経緯があります。その中で今月、市に支援延期の申し入れをしてきたこ

とに対する市長の所感をお聞かせください。あわせて佐渡市の行政支援に関する今後の

スケジュールについてもうかがいます。 

市長： 

佐渡汽船への支援でございます。12 月定例会で増資等を含めた支援をお諮りしたいということは

従前から県と色々相談しながら進めてきたところでもございますし、もちろん４者協議等を通じな

がら事務方でもそういう話を佐渡汽船としてきたところでございます。しかし、この段階で佐渡汽

船側が金融関係の監督官庁との協議が間に合わないというところの、間に合わないというのは議会

に間に合わないということでございます。議会期間中に間に合わないということが、私どもにござ

いました。本当に残念だと私自身思っておりますし、こういうやり方につきまして佐渡汽船さんの
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対応についての不信感等も出ることもあるだろうというふうにも考えておるところでございます。

今回の延期につきましては、そもそも支援をする場合、その内容、その方向性、そこをしっかりと

議論するのが議会の役目でございます。そういう上で我々上程する以上、しっかりと議会にお答え

できる体制が必要だということを考えておりますので、現段階ではまだ議会へのしっかりとした説

明等が、まだ汽船さんから得られないということでございますので、できるだけ早い時期、これは

新潟県と足並みを揃えてやっていくということで話をしている状況でございますので、今後できる

だけ準備が整い次第早い時期にまた議会の方にお願いをしながら上程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 2021 年中の経営改善を目指す佐渡汽船に対し、どのような改善の姿勢・内容を望

むか、あらためてお聞かせください。 

市長： 

佐渡市としては、市町村の自治体としては大きな額の支援を行うわけでございます。この公的資

金を投入する以上、この公的資金の効果を含めてしっかりと検証しなければいけないというのは当

然のことでございますので、安定的な経営に向けての抜本的な経営改善に取り組むように強く求め

ていくことは言うまでもございません。まずは佐渡汽船が掲げている経営改善項目を着実に取り組

んでいくということが重要というふうに考えております。ただ、改善項目の多くは市民及び産業界

に負担を強いるものでございます。しっかりと十分な情報開示と丁寧な説明、そしてより一層の経

営の合理化等も含めて佐渡汽船には申し入れをしていきたいと考えているところでございます。今

後にいたしましても、経営状況に関する、今まではないのですが、定期的な協議の場を設けるよう

な形をちょっと佐渡汽船さんに提案をしていきたいというふうに考えております。これは１年２年

経って、ある日突然「やっぱり赤字でした」とか、そういうことがないように、定期的な協議の場

という形での経営改善の状況等を佐渡市としても把握をしながら、一緒に安定した航路の運営につ

いて、なんとか一緒に作っていきたい。新潟県さんもあわせて一緒に作っ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ので、協議の場をもって進捗状況をチェックしていくということは

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。 

 

追加発表案件 

市長： 

 ２点ほど申し訳ありません。急に決まったことなので。 

小学６年生の選抜チームが１月に全国大会に出場するということでございますが、本日ちょっと

連絡いただきまして、今のこの感染状況を踏まえながら、大会のほう延期という方向で考えている

ということで今連絡をいただきました。延期ということですので、落ち着き次第送り出せるような

体制をしっかり取っ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。 

 もう１点でございますけども、12 月 26 日が確か土曜日だったと思うのですが、平スキー場のほ

うが、本当に昨年数日しかできなかったのですけども、今色々議論をしておりまして、本来ですと

１月９日がオープン、市の施設ですので決まってはおりますが、今これだけ雪が降って、また、冬
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の子どもさんたちの遊び場ということで非常に大事だと考えておりますので、なんとか早めのオー

プンができないかということを議論をいたしまして、12 月 26 日の土曜日。そこから平スキー場を

オープンをしていきたいというふうに考えております。その中で昨年、一昨年からですか、シャト

ルバスの無料化等も行っているところでございますが、今小学生、中学生がスキー教室で学んで、

そのあとスキーをやりたいという子どもたちが多くいるということですので、そういう部分ではシ

ャトルバスのほうも今交通さんといつからできるかをちょっと議論しておるのですけども、なんと

かシャトルバスのほうの無料化も含めて、子どもたち、小学生、中学生が本当に冬の間スポーツが

できる体制を支援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。基本的に年内、12 月

26 日になんとかオープンを目指して今取り組んでおるという状況をちょっとご報告をさせていた

だきます。 

 

質疑応答 

 

１ 文化財防火デー「防火訓練」の実施について 

なし 

 

２ 第 21 回全国高等学校版画選手権大会（はんが甲子園）初戦審査会の開催について 

なし 

 

３ 帰省シーズンを迎えての新型コロナウイルス感染症対策について 

記者： 

必要性を判断し不要・不急の場合は控える、そういうのがあるんですけども、言われて当然なん

ですけども、具体的に帰省はやめたほうがいい、やめてくれっていうことなんですか。 

市長： 

 知事の会見のほうも十分注意してほしいという形だというふうに考えております。不要・不急で

ございますので、帰省がもしずらせるようであればずらしてほしいとか、様々な形を考えておりま

して、それは来ないということではないというふうに考えております。先ほど申し上げたように、

できるだけ、特に感染流行地においては、本当に行動が大事になりますので、先ほど申し上げた３

つの視点を十分に注意しながら議論をしていただきたいと思いますし、もし自分の行動で感染のリ

スクが高いということであれば、本当にそれはご遠慮いただきたいというふうに考えております。 

 

４ 防災拠点庁舎の整備計画について 

なし 

 

 

事前質問における追加の質疑 
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１ GoTo トラベルが全国一斉でいったん中止となります。数字的な面を含め、これま

での GoTo トラベルの効果の総括と、中止の影響の見込みについてお聞かせください。 

記者： 

 宿泊者数などを 10 月、11 月と移動の規制が解除されたあとの数字を挙げていただきました。10

月前年比、こちらでわかったんですけども、移動の規制が解除される前の大体前年比何％くらいか

らこれくらいに転じたというような比較ってできますでしょうか。 

観光振興課長： 

 ７月、８月の状況ですが、７月が前年のマイナス 47％程度、８月がマイナスの 63％程度というと

ころで見込んでおります。 

 

記者： 

 ９月は。 

観光振興課長： 

９月がマイナスの 27％位でございます。 

記者： 

 一覧であとでまたメールいただきたいんですけどいいですか。 

観光振興課長： 

 大丈夫です。 

記者： 

 あと、ついでに冬紀行への影響ってのはどうなの。 

観光振興課長： 

 冬紀行ですけど、25 日から１月８日までが、元々の除外期間として設定をしておりました。なの

で、停止期間中、直接の影響受けるのは３連休のみというところで考えております。 

記者： 

 その影響・・・。 

観光振興課長： 

 ３連休の今の予約状況が、大体 170 人くらいで頂戴しております。 

記者： 

 それが全部なくなる可能性があると。 

観光振興課長： 

 元々冬紀行につきましては、お得なキャンペーン金額ということで設定させていただいておりま

す。GoTo がそこにさらに併用ができるという設定になっておりますので、お客様の判断で元々の冬

紀行の値段で OK ということであれば、キャンセルには至らないのかなと考えております。 

 

２ 市議会 12 月定例会で予定していた佐渡汽船への行政支援の関連議案上程が見送り

になりました。佐渡汽船は当初年内の債務超過解消を目指すとして関係自治体に行政支
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援を求めていた経緯があります。その中で今月、市に支援延期の申し入れをしてきたこ

とに対する市長の所感をお聞かせください。あわせて佐渡市の行政支援に関する今後の

スケジュールについてもうかがいます。 

３ 2021 年中の経営改善を目指す佐渡汽船に対し、どのような改善の姿勢・内容を望

むか、あらためてお聞かせください。 

記者 

 先ほど経営改善を目指す佐渡汽船に対して、佐渡市として定期的に協議の場を設けて情報を密に

提供と開示を求めるという市長のお話ありましたけども、私の記憶が曖昧で恐縮なんですが、確か

前市政の時に社外取締役という形で、佐渡汽船側のほうに派遣というのかちょっと言葉はあれです

けど、例えば現市政においても、そういった経営状況をチェックするというのも含めて社外取締役

っていう形で市から派遣をするとか、そういうお考え、もしあれば教えていただきたい。 

市長： 

 社外取締役については、今はそのままになっております。ですから、取締役会等があるとご報告

をいただいておるところでございます。ただ、それは取締役会の報告でございますので、我々はし

っかりと社外取締役がもちろん佐渡市の意見を反映して、取締役会で意見を言うというのはもちろ

んなのですけども、我々はちょっとそこと違う視点で、もう行政としてこれだけの支援を入れる以

上、市民の皆様にしっかりと状況を議会を含めてお伝えしなければならない。そのための手段とし

て、チェックといいますか色んな話ができるような場を、情報の開示の場を別個で考えていきたい。

ただし、これは我々がお願いすることですので、特に新潟県さんも含めて、また、上越市さんも含

めてということはこれからの検討になるわけでございますが、いずれにしろ私どもまだ予算を上程

していない状況でございますので、予算を上程した場合というお話ではございますが、そういう形

で少し今までと違う枠組みで議論をしていくということも私自身は大事かなと思っております。た

だ、これにつきましては、あくまでも私どもとしてはそういう情報の共有をしていきたいというこ

とをきちっと申し出て、新潟県さんとも色んな話をしながら、どういう形がいいのかを詰めるとい

うこともまた大事なことだとは考えております。 

 

追加発表案件の質疑 

 

・少年野球全国大会延期について 

記者： 

 オール佐渡の支援については、先日議会でも追加上程という形で発表されたと思うんですけども、

支援内容が変わるということはございますでしょうか。 

市長： 

 私ども今の段階では、予算上程した案件につきましては、担当からはそのチームの人とお話をし

た上で必要な部分ということであげさせていただきました。ただ、その中で議会からも不足だとい

う声もいただいております。今しっかりとチームと話をしながら、どういう体制が必要なのか、ま

た、今スポーツ協会から支援する内容もございますので、そういうものも合わせて支援をするとい
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うことも含めて話をしておりますので、このあとまた話が出ることもあるかもしれませんが、現段

階では今の支援スキームの中でどのようにできるかということを考えているという状況でございま

す。 

記者： 

 追加で、当初大会９日から 11 日までの３日間と予定しておりましたけども延期の日程については。 

市長： 

 そこはまだきていないです。延期ということでたまたま今日報告があって私も聞いたもので、急

遽資料等もないのですけども、今日記者会見の日ですので、報告をさせていただいたということで

ございます。また、詳細が決まり次第、向こうと話をしながら、多分 GoTo の延期とか、東京都にお

ける状況とか、近隣千葉における状況、そういう部分を勘案していくことになるだろうと思ってい

ますので、今回の GoTo を止めて静かな年末年始ということで国の方が言っておりますが、そういう

状況を見た上での対応になるのだろうというふうに推測しておるところでございます。 

 

・平スキー場オープンについて 

記者： 

 安全祈願祭はいつやるの。 

市長： 

 安全祈願祭は 22 日に行います。10 時からです。 

 

                                                 


