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令和３年１月市長定例記者会見 記録 

令和３年１月 21 日(木) 

午前 10 時～午前 10 時 50 分 

 

発表案件 

 

１ コロナに負けるな!! 子育て・暮らし応援事業 

全国的に第３波が現在襲来しております。新型コロナウイルス感染症への対策が必要な毎日であ

り、今後感染拡大の影響が長引くというふうにも考えております。長引く影響が、子育て世帯、ま

た、生活支援を必要とする世帯、こういう方々に影響が今後出ていくだろうということを想定しま

して、その対策として、子育て・暮らし応援券の発行、給付のほうを進めていきたいと考えており

ます。対象は二つでございます。一つ目は子育て応援として、市内に住所を有する 18 歳以下の子ど

もを対象といたします。前回は多子世帯支援ということで子育て支援をさせていただきましたが、

今回は子育て世帯の応援ということで、すべての 18 歳以下のお子さんに発行していきたいと考えて

おるところでございます。二つ目は暮らし応援として、生活保護世帯と、住民税非課税世帯のうち

高齢者のみの世帯、また、障がい者の属する世帯の世帯主ということでございます。基準日はいず

れも本年１月１日でございますが、子どもに対する給付は基準日以降から４月１日までに生まれた

子どもも含みます。また、対象が異なることから子育て応援と生活応援の重複給付を可能としたと

ころでございます。応援券の金額は１万円で、500 円券 20 枚が１セットとなっております。子育て

応援は子ども一人に１万円、生活応援は一世帯に１万円というふうに考えております。該当される

方には、昨日１月 20 日でございますが、ご案内を発送いたしましたので、２月 10 日までに市役所

本庁、または 寄りの支所、行政サービスセンターにご提出または郵送でお申し込みください。応

援券の利用期間は３月 10 日から、佐渡の日でございます。５月 31 日までとなっております。利用

店舗は、生活必需品や飲食店等で幅広く利用していただきたいということから、昨年のプレミアム

商品券の協賛店様に現在ご協力の継続をお願いをしておるところでございます。 

 

２ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保・プロジェクトチームの設置について 

 新型コロナウイルスワクチン接種については、国の主導のもと都道府県及び市町村が協力し合っ

て実施するもので、現在色んな協議をしておるところでございます。市では感染まん延を予防する

ため、日本国内で新型コロナウイルスワクチンが実用化された場合、速やかに接種が開始できるよ

うに体制の整備を進めているところでございます。接種順位については、ワクチンの供給状況によ

り国が公表し、順次接種していくこととなります。これまでの国の方針は、まず医療従事者等を優

先的に接種、高齢者、基礎疾患を有する者へ順次接種ということで見込んでおるところでございま

すし、昨今の新聞報道では５月末までに若い人への接種もというような方向性が出ておるところで

ございます。接種場所につきましては、かかりつけの医療機関で個別接種を検討しておりますが、

ワクチンの取り扱い、また、そういうものについて不透明な部分もございます。また、スケジュー
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ル感もまだ不透明でございますので、今情報を国、県と共有をしながら、どういう仕組みでワクチ

ン接種を行うかも協議をしておるところでございます。 

また、接種可能となったら速やかに実施できるように、２月１日付けで市民生活課に新型コロナ

ウイルスワクチン接種プロジェクトチームを設置いたします。プロジェクトチームのメンバーは、

元健康推進室長、経験がある人をリーダーとしまして、保健業務の経験者等で構成する 10 名体制と

したいと考えております。プロジェクトチームでは、ワクチン接種計画の策定、実施に向けた医療

機関との調整、ワクチンの流通に関する調整、接種会場、また、スタッフの確保等に取り組んでい

くということで考えておるところでございます。 

 

３ 県民限定宿泊キャンペーン・島民限定日帰り入浴半額キャンペーンについて 

コロナ禍ということでございますが、現在 11 月１日から実施している県民限定宿泊キャンペーン

第２弾につきましては、観光事業者が一丸となって佐渡クリーン認証の徹底に努め、市民の安全を

第一に進めさせていただいているところでございます。また、当キャンペーンをご利用いただく県

民の皆様におかれましても、新たな生活様式、体調管理等に努めたうえでご宿泊をいただいている

と、これはチェックを色々しているところでございます。そういう状況でございますので、現在の

ところでございますが、市内宿泊施設等での感染事案等の発生はこれまではございません。12 月以

降、特に島民の皆様にご活用いただいておりまして、これは本当にコロナ禍で厳しい状況にある観

光事業者に対する皆様の温かいご支援ということで本当に感謝申し上げるところでございます。現

状におきましても、ビジネスのお客様を除くと観光については非常に少なくなっているという現状

も今の観光の状況でございます。このキャンペーン自体、市民の皆様にぜひ使っていただきたいと

いうことで、たいへんご好評をいただいているところでもございますので、新たに 1,500 人泊分を

追加をさせていただきたいと考えております。また、対象期間につきましても、当初２月 14 日まで

という期間でございますが、２月 28 日まで延長させていただきます。本事業は現状を先ほど申し上

げましたが、島外からの入込みが本当に少ない状況下でございますが、経済への影響を少しでも緩

和をしたいというところもございますし、安全・安心な状況で、たまにはといいますか、ゆっくり

とおくつろぎいただくような状況もお願いしたいというところも考えまして、宿泊料金の２分の１

で、6,000 円を上限に市が補填しているものでございます。ご予約は直接お泊りになる宿にお申し

込みいただけます。市民の皆様、また県民の皆様におかれましても、体調管理を万全に、またご家

族などの少人数でお出かけいただき、安心・安全にゆっくり楽しく美味しいものを食べながらおく

つろぎいただければ、気分や身体をリフレッシュできるのではないかというふうに考えております。

宿泊施設はクリーン認証でしっかりと感染予防に取り組んでまいりますので、安心をしてご利用い

ただければと考えております。 

併せまして、また好評いただいている島民限定日帰り入浴半額キャンペーンについても２月 14

日まで延長するというところでございます。これにつきましても感染防止が第一でございます。そ

こについては徹底的に取り組みながら進めてまいります。皆様のお越しをお待ちしております。本

当にコロナ禍でなかなか外に出にくい状況ではございますが、しっかりと安全・安心を守りながら、

たまには本当にごゆっくりしていただければというふうな思いでございます。 
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４ 佐渡航路事業継続支援について 

 佐渡航路事業継続支援事業につきましては、債務超過に陥っている佐渡汽船に対する行政支援と

して、第三者割当増資による株式取得費用として３億 5,798 万 2,000 円、これ昨日議会からご承認

いただいたところでございます。今回の第三者割当増資により、新たに取得する株式数は 160 万

5,300 株で、現在佐渡市が保有する 18 万 2,100 株と合わせて 178 万 7,400 株となり、新潟県に次ぐ

２番目の株主となります。佐渡市としては、佐渡汽船の経営改善が着実に取り組まれるよう、経営

状態を定期的に確認しながら、新潟県及び関係市と連携し、佐渡航路の安定化に努めるというとこ

ろで考えておるところでございます。また、議会から承認にあたっていくつかご意見もいただいた

ところでございます。そのご意見も踏まえ、佐渡汽船の経営状況の把握及び経営改善の取り組みに

対する協議の場を設置し、また、カーフェリー３隻体制など佐渡航路の安定化、これは公共交通機

関としての責務というところもあると思います。この実行を佐渡汽船としっかり協議していきたい

と考えておるところでございます。 

 

５ 新型コロナウイルス感染拡大防止へのお願いについて 

先日１月７日でございます。政府は、１都３県を区域とする緊急事態宣言の再発令を行っている

ところです。佐渡市では、同日緊急情報伝達システムによる注意喚起と市長メッセージ、また、翌

８日には来島を予定されている方へのメッセージを市のホームページで発信したところでございま

す。その後、13 日には関西圏等の感染拡大状況や医療提供体制のひっ迫状況等を踏まえ、２府５県

の区域を追加し、合わせて 11 都府県に発令されたこととなっております。新潟県では先月 12 月 17

日から独自の警戒レベルを警報としているところでございます。ただ、今回県央地域での感染拡大

と県内スキー場で県外から応援に来られた従業員の感染事例が多いことから追加の注意喚起がなさ

れ、先日も感染者数が高止まりにあることなどから、引き続き感染拡大地域との往来について極力

控えていただくよう、警報の継続延長をしたところでございます。ここ数日若干新潟県内は少し落

ち着いてるようにも見えるところでございますが、このコロナウイルスの感染源はどこで広がると

いうことがなかなか読みにくい状況でもございますので、これからもしっかりと注意が必要だと考

えているところでございます。 

感染拡大防止でございます。これはしっかりと原因の対策をとっていくということになるのだろ

うと考えております。新型コロナウイルス感染症、主に飛沫感染、接触感染が本当に側に寄ったり

触ったりというところからうつるということでございます。人と人との距離の確保、マスクの着用、

手洗いなどの手指衛生の徹底といった基本的な感染対策が も重要になると考えております。また

改めて徹底をお願い申し上げるところでございます。また、全国の状況が本当に日々変化しており

ますので、その辺の情報のほうもテレビやインターネット、ニュース等で、ぜひご確認をいただき

ながら行動していただければというふうに考えております。それから、佐渡市へ来訪される方にお

かれましても、今お願いを申し上げているところでございます。一つ目は、来訪される２週間前か

らの行動をしっかり取り組んでほしいということでございます。２週間前からその行動として、ク

ラスターの発生要因でもある感染リスクが高まる５つの場面、具体的には飲食を伴う懇親会等、大
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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。行動をお願いしたいということでござ

います。二つ目に、来訪１週間前から来訪当日にかけては、発熱とか喉の痛み、この風邪の症状な

どがないことをご確認いただき、もしそういう症状が少しでもあれば、今状況がわからない中でご

ざいますので、来訪の延期等の再検討をしっかりしていただきたいというところでございます。三

つ目に、来訪中につきましても、発熱などの風邪症状がないかご確認いただき、基本的な飛沫感染

予防と接触感染予防に取り組んでいただきたい。この３つの事柄について、今島外から島にお出で

いただける方にお願い申し上げているところでございます。それでも体調に異変を感じたとき、島

内の市民の皆様も同じでございますが、風邪症状があるときはお早めにかかりつけ医院のほうにか

かっていただきたいというふうに思っておりますし、何かご不安があれば、新潟県新型コロナ受診・

相談センター、電話 025-256-8275。これは毎日 24 時間対応しております。ご連絡をして、早めの

検査等をお願いし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。 

 

６ 防災拠点庁舎の整備計画（案）についての意見募集 

昨日議会のほうで条例の制定等の議論がございました防災拠点庁舎整備計画でございます。これ

につきまして、平成 26 年策定の佐渡市新庁舎建設・整備基本計画を基に、このたび佐渡市防災拠点

庁舎建設・整備工事基本計画案がまとまりました。防災拠点庁舎整備の目的を改めて申し上げます

と、熊本地震など全国各地の災害の状況を鑑み、新庁舎に防災機能を強化した整備を行い、災害等

の緊急時においても業務が継続できる体制をつくり、現場把握、情報収集、指揮命令を迅速かつ確

実に行える司令塔として機能する庁舎が必要であること。併せてプライバシーの確保やバリアフリ

ー対応等を実施し、市民サービスの向上を図るものでございます。また、コスト面ではこれも何度

も申し上げておりますが、合併特例債を活用することで将来に負担を残さない庁舎整備が進められ

る点であり、佐渡市の負担額はおおよそ 10 億円となります。これは庁舎を建てず、現庁舎の改修の

みとしていた旧計画とも同程度の負担となり、この資金は庁舎を建てる建てないを別にしても、必

ずこの庁舎の大規模修繕等が要るということになりますので、現庁舎の改修等を含めながら有利な

合併特例債を活用し、防災拠点庁舎建設と一体でこの旧庁舎の整備も行い、これについてはおおよ

そ２億円の負担で実施ということになるということでございますので、将来に負担を残さない、国

の資金をしっかり活用して、今できることをしっかりと取り組んでいくというふうに考えていると

ころでございます。25 年後までの総事業費を比較した場合、現計画ではおおよそ 38 億円減額がで

きるというふうに見込んでおりますので、これについて子育て支援や移住定住対策に取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。 

この平面図などの基本設計案を広く公表し、市民の皆さまからご意見を募集し、現在進めている

設計に反映させていくことを目的とし、パブリックコメントを実施いたします。募集期間は令和３

年１月 22 日金曜日から令和３年２月 19 日金曜日の 29 日間となります。基本設計案については、各

支所、行政サービスセンター、各図書館、地区教育事務所、市ホームページ等で閲覧可能となりま

す。パブリックコメントの詳細については、市報さど１月号に掲載しておりますので、明日 22 日に

は市ホームページにも掲載いたします。ぜひご覧をいただきたいと、よろしくお願いします。 
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７ 「佐渡ビジネスコンテスト 2021」の申込を開始しました 

日本全国から優秀なベンチャー企業を佐渡に誘致するための佐渡ビジネスコンテスト 2021 を令

和３年２月 13 日土曜日にあいぽーと佐渡で開催することが決まりました。１月 13 日から申込受付

をしているところでございます。既に事前相談として 14 社程度からご相談を受けておるところでご

ざいます。このコンテストで優秀な成績を収めた企業に対して、国の地域社会維持推進交付金と連

動した助成、雇用とか起業に対する支援を行うとともに、インキュベーションセンター整備など起

業成功率ナンバーワンの島を目指すための佐渡市独自の支援を行いたいということで、これについ

ては現在企画しておるところでございます。佐渡市におけるこれまでのベンチャー企業の成功実績

などがお問い合わせの多い要因であると考えているところでございます。申込期限は２月３日水曜

日までとしております。非常にレベルの高いコンテストになるものと考えております。意欲のある

事業者から、さらなるお申し込みをお待ちしておるところでございます。なお、コンテストにつき

ましては、コロナウイルス感染防止の観点から、これは本当は市民の皆様の多くに見ていただきた

いと思ったのですが、非常に残念ではございますが、観客の方を入れずに開催をさせていただきた

いと現在考えておるところでございます。後日 CNS テレビの特別番組にてコンテストの模様を放送

したいと考えておりますので、ご覧いただければと考えております。 

 

８ 若手職員による「政策提案事業成果発表会」の結果について 

 若手職員の意見を市の政策に反映させる。また、政策立案能力を職員の中で高めていくというと

ころを目的に、この政策提案事業を実施いたしました。この取り組みですが、市の重点政策である

福祉、健康医療、地域づくり、産業観光、教育の５つのテーマについて、若手職員が５人１グルー

プに分かれて、１カ月半政策を検討し、12 月 24 日に発表を行ったものでございます。この発表時

は、実は全国的にも有名な市長でございますが、森富山市長からも政策提案の採点をお願いして、

審査にも参加し、アドバイスもいただいたところでございます。その結果でございますが、教育グ

ループの「佐渡式会社～あつまれ 子どもたちの島～」、福祉グループの「農業と福祉のいい連携」

この二つを優秀提案として決定したところでございます。教育グループの提案は、保護者が株主、

子どもたちが社員になって株式会社を設立し、企業経営などのビジネスモデルの実践、また、佐渡

産品の知識や佐渡の魅力を学び郷土愛を育むことで、将来佐渡を想い、また帰ってくる子どもたち

に育てていこうという提案でございます。また、福祉グループの提案は、障がい者が農業分野で活

躍できるよう、農家と福祉事業所をつなぐ農福連携コーディネーターを配置するというものでござ

います。これはサブ的な採用でございまして、障がい者のほうから積極的に会社等を作りながら農

業に参画していくというところまで踏み込むことが大事ではないかという議論が付いているもので

ございます。この二つについて審査員からの評価も非常に高いということで、現在佐渡総合高校が

取り組んでいる模擬株式会社の企業経営や販売戦略などの連携も見据えながら、今後事業計画や予

算根拠のブラシュアップを行って、事業実施に向けて、これはもう少し予算とか考え方、地域の役

割をもう少ししっかりと練りこむ必要もあると思っておりまして、来年４月ということになるかな

らないかはこれから検討していきたいと思っておりますが、しっかりと事業ができるような形で今
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後議論を深めていきたいと考えております。 

 

９ ポート・オブ・ザ・イヤー2020 に佐渡島の港が決定しました 

日本港湾協会では、わが国の港湾、臨海部の活性化に寄与し、みなと元気を高めた港湾をその年

のポート・オブ･ザ・イヤーに選定することとしております。このたび、日本港湾協会発行の情報誌

「港湾」の読者による投票により佐渡島の港がポート・オブ･ザ・イヤー2020 に決定いたしました

のでここにご報告いたします。佐渡は古くから人・物の交流を港が支えてきたということでござい

ます。そして、本年はその交流をさらに発展させ、世界文化遺産への登録を見据えて大きく飛躍す

る節目であるというところから推薦理由で選定されたところでございます。もちろん北前船などを

通した港の歴史、そして、港オアシスなどを活用した港の活性化、そして、クルーズ船、また、ア

ースセレブレーションなどのイベントなども高く評価されているところでございます。なお、１月

20 日に実施する予定でありました表彰式につきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、延

期となり、時期については今現在未定となっているところでございます。 

 

10 「にいがたふるさと CM 大賞」準グランプリ受賞作品について 

すでにお知らせしておりますが、ふるさと CM 大賞実行委員会が主催する第１回ふるさと CM 大賞

において、佐渡市が出品した作品が準グランプリを受賞いたしました。この取り組みは、新潟県内

の各市町村が、地域の活性化のために地元愛あふれるまちの魅力を30秒に盛り込んだCMを制作し、

グランプリを競うもので、第 1 回目の今回は 24 市町村がエントリーしました。佐渡市が応募した作

品は「安心・安全・おもいやりの島『佐渡』」というタイトルで、コロナ禍で訪れる人も迎え入れる

人もお互いを思いやれる島であるために、マスクの着用・距離の確保等の対策を様々な立場から趣

向を凝らして表現しております。実際の CM 動画を今流しますのでちょっとご覧をいただければと思

います。見るとおわかりになると思いますけれども、このコロナにおける距離、人と人とのソーシ

ャルディスタンスを佐渡の文化とか、そういうものをうまく活用しながら表現したものでございま

して、これは国内の方もそうなのですけど、今人は来られませんが結構外国の方も非常にわかりや

すいというようなこともあって、佐渡観光交流機構さんが作ったものをこういう形で改修させてい

ただいたということでございます。この副賞としてこの CM 動画、１月から８月の期間で 50 本放送

されるほか、二次展開として新潟県アンテナショップ等での放映や UX の公式チャンネルなどでの配

信が予定されておるところでございます。また、佐渡市の公式ユーチューブチャンネルでも配信し

ておりますので、ぜひご覧をいただきたいと思います。 

 記者会見の案件は以上でございます。本当にコロナ禍の中、なかなか大変市民の皆さんにご迷惑

をおかけしているところでございますが、一人一人しっかりとコロナに感染しないように取り組み

ながら、経済のほうも今後しっかりと動かしていきたいと思いますので、なにとぞご協力をお願い

いたします。 

 

事前質問 
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市内で確認された新型コロナウイルス感染者のその後の経過と、濃厚接触者などへの感

染の広がりはどうか？ 

市長： 

１月７日に島内で２例目、３例目となる新型コロナウイルス感染者が確認されたところです。そ

の後の状況について、現在のところ島内における感染拡大は確認されておりません。私どもも先般

放送で申し上げましたが、現段階で市中感染のおそれはないと考えておるところでございますが、

コロナウイルスは問題として、なかなか発症まで時間がかかって、また、直接的な発症をしない方

もいるということで、ちょっとわかりにくい、発見がしにくいウイルスであるということが大きな

課題でございますので、それを守るためにも先ほども申し上げましたように、しっかりと一人一人

の感染予防対策が一番重要でございますので、なにとぞお願いしたいと考えているところでござい

ます。 

 

質疑応答 

 

１ コロナに負けるな!! 子育て・暮らし応援事業 

 なし 

２ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保・プロジェクトチームの設置について 

記者： 

 プロジェクトチームの設置の中で、メンバーは元健康推進室長をリーダーにということなんです

が、元っていうのは退職なさった方とかそういったことですか。 

市長： 

 違います。現在市役所の中で、以前健康推進室長ということで全体の予防接種のほうのリーダー

として仕事をしていた人なので、現在の職員です。 

記者： 

 あと併せてですね、このワクチン接種の計画なんですけども、各自治体さんスタッフの確保です

とか会場の確保ですとか非常に頭悩ませていらっしゃるところだと思うんですけども、佐渡市さん

としては一番の課題っていうのはどんなところになると思われますか。 

市長： 

 私自身一番大きな課題としては、今個別接種という医療機関の接種ということも考えております

が、高齢者の方が約２万 3,000 人程度の人数でございますが、色んな形でやると実際の接種は２万

人から２万人弱くらいを想定しなければいけないというところでございますが、その数をどのよう

な形でいつまでにきちっと打っていくのか。そして、その後高齢者以外の方のスケジュールもどう

なるのか。そして、２回目というものがどうなるのか、まだそこら辺が国、県と情報共有ができて

おりません。私どもとしては、まずは今示されている３月下旬から高齢者の方に１回目が打てるよ

うにという準備をしておりますので、具体的なものについてはもう少し国、県としっかりとスケジ

ュール、また、ワクチンがこちらに届く仕組み、そしてまた、ファイザー製でございますので、非

常に低い温度で管理をしなければいけないというところもあるわけでございます。すると、そこの
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運搬する体制の問題も出てくるわけでございますので、そういうものがまだちょっと明確ではござ

いません。そういう部分で今接種券の準備ですとか、まずはできることからしっかりと取り組みな

がら、なるべく早い時期に接種ができるような体制を考えていきたいと思っております。 

 

記者： 

 このかかりつけの医療機関とかっていうのは、大体どれくらいの数になりそうなんですか。 

市長： 

 このワクチン接種ということですか。通常の医師でございますので、大きな病院もあれば町の個

人医院もあると思います。ただその中で、量がかなり多くなる関係でどういう形で医師のほうが何

時間対応できるかとかその辺ももう少し詰めていかなければいけないというふうに考えております。

基本的にはワクチン、１バイアルといって１本で何人取れるというのがあるのですけど、今確認す

ると１本で６人くらい取れるということでございます。すると６の倍数で数をこなしていくという

ことが非常に重要になってくるので、そういう調整も含めて一つの医療機関の中で、何人、どのよ

うな計画で、医師がどのような対応をしていくのかというところも重要になると思いますので、そ

ういう点はこの後医師会等々と詰めていかなければいけない点ではございます。 

 

３ 県民限定宿泊キャンペーン・島民限定日帰り入浴半額キャンペーンについて 

 なし 

 

４ 佐渡航路事業継続支援について 

記者： 

 市長４番目の案件のときにおっしゃっていただけましたけれども、経営状況を定期的にチェック

していくということですが、具体的に今の段階で例えば一月に１回とか、そういうスパンというの

は決まっておりますでしょうか。 

市長： 

 今の段階で何か月に１回というのは私自身まだ決めておる状況ではございません。昨日予算案が

出たところでございますし、私自身はこの予算が通る前から、佐渡汽船さんにはいずれにしろ定期

的な経営状況のチェック、今の経営改善策の執行状況という方がいいですかね、執行状況。そこを

しっかりと協議をしながら、協議をさせてほしいという話は了解いただいているつもりでございま

すので、回数等につきましては、例えば経営改善の状況によって詰まったりということもあると思

いますので、その辺ちょっとこれから何か月に１回が適正かと、ただ大きなポイントがあればその

都度やっていくということになると思います。そういうところで議論していきたいと考えておりま

す。 

記者： 

 続けてなんですけれども、昨日可決はされましたけれども委員会のほうでは審査のほうからも、

またなし崩し的に出費することになるんではないかという声も聞かれましたが、どのような経営改

善を求めていくかを改めてお願いします。 
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市長： 

 今出している経営改善は、役員のボーナスカットとか内部的にも認められているのも、進めてい

るのもあると思いますが、佐渡の市民に向けて、こういう経営改善するよということも重要だと思

います。市民サービスの向上を維持をしながら、こういうふうに取り組んでいくということも重要

だと思いますので、コロナの状況がこれからどうなるかということも経営改善には大きな要素にな

るということは間違いないというふうには考えておるところではございます。ただ、このコロナの

問題については、国全体でもう一度考えていく問題になるだろうというふうには思っておりますが、

いずれにいたしましても、なし崩し的に支援をするということは私自身も難しいと考えております

ので、まずはしっかりと経営改善をどのような形にしていくか。もっともっと本当の経営自体を改

善していくと。価格を上げるとかそういうことのほかに、内部的にもっともっと取り組んでいくと

いうことも必要だと考えておりますので、そういう部分もしっかりとチェックをしながら進めてい

かなければいけないと考えています。 

 

記者： 

 佐渡市が 178 万 7,400 株の株主となると、議決権の比率は何％になるんでしょう。 

交通政策課長： 

 今回の第三者割当によりまして、佐渡市のほう、持ち株比率が 10.5％になるというふうな状況で

ございます。 

記者： 

 今は何パーセントですか。 

交通政策課長： 

 今現在は 1.1％です。 

記者： 

1.1 が 10.5 になると。 

交通政策課長： 

 はい。 

記者： 

 新潟県の議決権の比率は何％になるの。 

交通政策課長： 

 新潟県さん、今現在 35.5％でございます。今回佐渡市が第三者割当することによりまして、新潟

県の持ち株比率が薄まりますので、新潟県は 32.1％になります。 

 

記者： 

 株主になるとですね、株主優待、株主特権とか、それが島民割引かなと思うんですけど、今回こ

れだけの株式を取得すると、我々がこの航路利用するときに割引の額がどうなるんですか、変わら

ないんでしょ。今のところ。 

市長： 
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 今のところ佐渡航路については、有人国境離島の中で普通のカーフェリーであれば JR の普通運賃、

ジェットフォイルであれば特急運賃ということで補助事業が出ております。そういう部分がありま

すので、また、今回の株主取得で優待等というのは我々が求めることはしないつもりでおりますの

で、今回のことで価格が下がるということではないというふうに考えております。基本的に変わら

ないということでご理解いただければと思います。料金等については。 

記者： 

 かつては国や県の議員になるとフリーパスで船乗れたんですよね。その辺りは特に佐渡市は、市

長であっても今のところ関係ないんですね。 

市長： 

 そういう形で考えております。 

 

５ 新型コロナウイルス感染拡大防止へのお願いについて 

 なし 

 

６ 防災拠点庁舎の整備計画（案）についての意見募集 

記者： 

 ここについてるこの完成予想図案の３階建てのこれありますけど、ほぼこれになるってことです

か。 

市長： 

 中身的には３階建ての形になると思います。外観については私もできるだけその華美なものは省

いて、機能的な質実剛健という言い方は変ですが、コストをかけない。しかし、機能がしっかり維

持できる庁舎にしてほしいということで、これから設計にまた皆さんの意見を取って入りますので、

外観のほうは一部変更があるかもしれませんが、内部的な機能はほぼそういう形で進んでいくと思

います。 

記者： 

 これはなんか意味あるんですか。デザイン的には。何かモチーフにしているとか。 

企画課長： 

 デザインは今のところ平面計画を基にして立ち上げたところでございます。大きなモチーフとし

てはそんなに大きな意味を持たせておりません。今ほど市長が申し上げました、できるだけ華美な

ものを省こうという部分と、自然エネルギー関係、こういったものを取り入れるような彩光とか風

とかそういったものを活用できるような形でということで設計事務所のほうと協議をしておるとこ

ろでございます。今回大きな特徴としましては、各階に管理用の庇を付けているところです。これ

を付けないと窓の清掃とか、そういった開け閉め、管理が複雑になってしまうということで、各階

に庇を付けていることから、そういった管理等もできるようなイメージで今考えてございます。こ

の後実施設計に入った中で、また色々な機能を追加していく形になるかと思います。それによって

かなり変更が出てくるというふうに考えております。今例えば、玄関の屋根等も市民の方の雪や雨

に濡れないようにというふうに考えておりますが、これからまた設計の中で例えば出来合いのアル
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ミ製とかカーボン製とかそういった部分に変更になる可能性もありますので、大枠なイメージとし

て捉えていただきたいと思います。大体の機能的なものにつきましてはこういった形になるかと思

いますが、意匠的なものについてはかなり実施設計のほうで変更が出てくるというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

記者： 

 このベランダみたいなところは何かわざとこれ出してる。かなり広いようなあれですけど。この

ベランダといいますか。 

企画課長： 

 今説明させてもらったこれ、ベランダではありません。普通の市民の方、もしくは職員が外に出

られるような仕組みではなく、基本的には窓の管理、ガラス掃除とかそういった部分、修繕、そう

いったので業者が歩行できる、今の庁舎ですと足場を組まないと２階、３階の窓が管理できない状

況になっています。そういった部分の管理ができやすいようにということで、庇というような形で

設けさせていただこうと思っております。プラス日光の抑制とかそういった部分も含めて検討して

いるところでございます。 

記者： 

 雪が多い年は大変そうですね。 

企画課長： 

 今年みたいに大雪のときにどういった形でするかといったことがございますので、そこについて

もちょっと今検討を今年災害という言い方おかしいですが、雪が出たものですから、こういった処

理をどうするかというのも今設計事務所のほうに検討していただいているところでございます。 

市長： 

 あとこの庁舎、私自身も今話をしているのが、この佐渡の災害時、例えば地震、津波等があった

ときに、本土であれば実は電気というのは繋ぎ替えていく。例えば東北であれば東京電力から融通

できるとか、そういうのがあるのですけども、島内だとなかなか島内で発電した電気を使っている

関係上、発電所がダメージを受けると発電できなくなるということも想定をしなければいけないと

いうふうに考えています。もちろん自家発電等も想定をするのですが、発電所の機械が壊れた場合、

その大規模な災害の場合、その発電所自体の修繕に非常に時間がかかるだろうというふうに想定し

ております。そういう部分で、多くの量は出せないですけども、ソーラーパネル等を活用した自然

再生エネルギーがここで使える。そんな仕組み作りもこの庁舎に入れながら、もし大きな災害の場

合、ここで電源の確保ができると。もし系統の電源が止まっても、自然再生エネルギーで系統の確

保ができるというところも今視野に入れて検討をしていくように指示をしておるところでございま

す。これにつきましてはこの庁舎全体の助成というよりも、そういう仕組みを作るということで国

からの助成をしっかり取っていきたいと思っておりますので、今国と、もっと事業自体は数年あと

の事業になりますので、国と色んな話をしながらしっかりと計画を作って、災害時にエネルギーの

出せる庁舎というのも造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。 

 

７ 「佐渡ビジネスコンテスト 2021」の申込を開始しました 
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 なし 

 

８ 若手職員による「政策提案事業成果発表会」の結果について 

記者： 

 優秀提案２つに絞ったということなんですけども、どういった点、例えば実現性ですとか将来へ

の展開とかどういったところがこの２つの提案については評価されたか教えていただけますか。 

市長： 

 まず一つ目の教育グループの提案につきまして、私ども、森富山市長も高く評価されていました

けど、子どもが自分で考えて起業を考えると。そこに保護者が支援していくという仕組みづくり。

これは高校生とか大学生が日本全土、世界的に見ても新たな起業、変な言い方をしますが会社のト

ップの CEO が今 30 歳とか、そういう時代になってきているわけでございます。そういう部分で島内

の子どもたちも、この島というところではございますが、起業といいますか、すぐそういうチャレ

ンジができるというようなところを小学生から保護者と一緒になって体験するというのは、これは

今あまり他所でもあまり事例を聞いておりませんし、その中で佐渡の魅力を知っていただくという

ことは、またキャリア教育というところに繋がるのではないか。ただ、これは多くの人を巻き込ん

でいくという仕組みになりますので、もう少ししっかりとスキームといいますか形を作らなければ

いけない。案としては非常に面白いということでございますので、このスキームをもう少しブラッ

シュアップしながら、しっかりと形を作りながら、一つの事業として作っていけないかというとこ

ろでございます。もう一つの福祉グループの提案でございます。ここのポイントはこの提案もそう

だったのですけど、どちらかというと農業のお手伝いを障がい者の方がするという提案を農福連携

といって今までもやってきたわけでございます。その提案も確かにあったのですけども、私どもが

今考えたのはこの提案ではなくて、障がい者の方が自ら会社等を作りながら、逆に農業を経営して

いく。そこに農家さんを雇うという逆にそういう形態もあるんではないかと。そういう形を一つの

方向性として考えていけるのではないかと。そうすると非常にその障がい者の方が自らの計画で自

らが考えて動いていく。そこに今農地等も耕作放棄地の問題もあって、これからも農地等は流動化

していくことも多いので、そういうもので障がい者の方々が自立できるような形を我々としても支

援するというのは一つの今後の大きな仕事の流れとして重要ではないかというところ。この２点で

ございます。 

 

９ ポート・オブ・ザ・イヤー2020 に佐渡島の港が決定しました 

 なし 

 

10 「にいがたふるさと CM 大賞」準グランプリ受賞作品について 

 なし 

 

事前質問における追加の質疑 

市内で確認された新型コロナウイルス感染者のその後の経過と、濃厚接触者などへの感
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染の広がりはどうか？ 

 なし 

                                                  


