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令和３年２月市長定例記者会見 記録 

令和３年２月 24 日(水) 

午前 10 時～午前 10 時 40 分 

 

発表案件 

 

１ 令和２年度佐渡市一般会計補正予算（第 17 号）について 

３月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算（第 17 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、５億 3,600 万 7,000 円を減額し、予算総額が 535 億 8,710 万 7,000 円となります。主な

補正内容ですが、新型コロナウイルス感染症対策については、いずれも令和３年度への繰越を予定し

ていますが、島内経済の回復に向けた対応として、住宅リフォーム支援事業に 8,177 万 8,000 円、地

域観光通貨を利用した宿泊ポイントバックキャンペーンを実施する滞在型観光促進事業に 5,945 万

4,000 円、学校における感染症対策等の学校教育活動の継続のため、小中学校の学校教育活動継続支

援事業にそれぞれ 1,800 万円、1,040 万円を新たに計上いたします。また、降雪の影響に伴い、道路

除雪事業に３億 8,967 万円を増額計上いたします。国の補正予算に伴う事業については、戸籍住民基

本台帳費や県営農業農村整備事業などに２億 8,324 万 6,000 円を追加計上します。なお、今回の補正

予算は、コロナ禍における事業の縮小等に伴い減額補正となっておりますが、補正の考え方といたし

ましては、新型コロナ対策や国土強靭化など国の 15 か月予算の考え方と連動しており、今回の住宅リ

フォーム支援事業などの経済対策に加え、１月の臨時会に提案した「コロナに負けるな！！子育て・

暮らし応援事業」など令和２年度の補正予算と令和３年度の当初予算を一体的に編成し、新年度に積

極的に取り組めるよう、所要額を計上しておるものでございます。 

 

２ 令和３年度佐渡市一般会計当初予算について 

令和３年度佐渡市一般会計の当初予算については、新型コロナウイルス感染症の動向を注視しつつ、

財源確保の徹底や歳出の見直しを行った一方で、老朽化に伴う公共施設等の維持・更新や地域医療の

確保などの喫緊の課題に対応するよう、重点施策として掲げる事業を集中的に取り組めるよう、予算

編成を行ったものでございます。特に「子育て支援の強化」、「起業支援と雇用の拡大」、「元気な高齢

者が活躍できる環境づくり」、ここを施策の重点的な柱として取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところでございます。予算規模は 455 億 4,000 万円で、前年度の当初予算と比較し、10 億 4,000

万円、率にして 2.3％の増となりました。しかしながら、ちょっと財政的なこれはルールでもあるの

ですけども、借換債という歳入と歳出を同額的に行うちょっと特殊なルールもございます。そういう

特殊なルールを除きますと約実質的には４億円の増というのが当初予算の姿でございます。歳入の特

徴としては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、市税、地方消費税交付金等が減額、地方特例

交付金、国庫支出金を増額計上しております。また、普通建設事業の財源対策として、合併特例債な

どの有利な市債の活用を図るほか、財政調整基金の取り崩しにより財源不足の調整を行っております。

歳出の特徴としては、職員配置の見直し等を実施することによって、人件費が１億 3,700 万円の減額
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となりました。行政改革に関しましては、現在総合計画の策定を進めているところでございます。施

設や組織・業務のあり方など、抜本的な見直しに本年度も合わせて取り組んでいきたいと考えており

ます。そのほか物件費や企業会計への繰出金等が増額となっています。また、庁舎整備などの合併特

例債事業の着手やワクチン接種体制確保などの新型コロナ対策が主な増加要因になっているものでご

ざいます。 

次に、重点施策における主な取り組みをご紹介いたします。令和３年度は「子どもからお年寄りま

で安心して笑顔で暮らし続けることができる島、持続可能な賑やかで元気な島づくり」の実現に向け、

事業の重点化を図り、取り組んでまいります。主に５つの事業がありますが、佐渡市の基本的にやら

なければいけないものが、コロナ対策、防災対策、そして地域づくり、これが主としてやらなければ

いけない本年度の柱だと考えております。そのほかに今佐渡市の施策として重要な人口減少対策、こ

れを具体的に取り組んでいく。そういう考え方での事業体制となっております。まず一つ目の重点と

して定住促進・企業誘致の推進。これにつきましては、一定期間島の暮らしを体験できるお試し住宅

の増設、空き家の改修など島での生活を気軽に体験できる仕組みや、低コストで佐渡に住むことがで

きるよう、企業誘致や子育て施策と連携した受け入れ態勢整備を進めてまいります。そのため、Ｕ・I

ターンサポート事業やお試し住宅体験事業、インキュベーションセンター整備事業などに所要額を計

上しております。また、２月 13 日付のビジネスコンテストなどの開催を受け、起業の申し込みが非常

に多くなっております。企業誘致・スタートアップ支援事業も新規に取り組みながら、またこれにつ

きましては当初予算より総額が増えていくと考えておりますので、起業については徹底的に支援して

まいりたいと考えておるところでございます。 子育て支援については、出生祝金にあたる子どもが元

気な佐渡が島事業や第３子以降となるお子様の成長の節目に合わせてお祝い金を支給する第３子以降

子育て応援事業を創設するなど、子どもを安心して生み、育てることができるよう、環境整備をより

一層整えてまいりたいと考えているところでございます。三つ目の柱でございますが、日本一の健康

寿命については、自然、温泉などを活用した健康づくりへの支援など、地域で元気で活躍できる高齢

者への支援を図るため、温泉利用促進事業や一般介護予防事業などに所要額を計上しておるところで

ございます。これにつきましては、高齢福祉課、社会福祉課、そして社会教育課、市民生活課、この

課が連携をしながら高齢者が元気に活躍できる仕組みづくり、これをしっかり作っていくということ

で考えているところでございます。地域防災力の向上でございます。災害時における情報収集や災害

対策本部を瞬時に立ち上げ指揮命令を行うため、既存の庁舎を活用しながら、災害時に拠点となりう

る庁舎整備を進めてまいりたいと考えております。また、小中学生を対象とした防災教育、地域にお

ける助け合いを推進するための自主防災組織の活動支援、市道等の集落の生活環境保全に取り組むた

めの防災対策事業や安全・安心まちづくり事業の拡充、こういうところにもう一度しっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。５番目の地域づくりの拠点化でございます。これにつきましては、

地域おこし協力隊や市職員ＯＢ等に加え、外部企業や大学連携などの専門知識を取り入れながら、地

域に出向き、地域の声を聞く体制をまず支所・行政サービスセンターで作ってまいりたいと考えてい

るところでございます。誰もが気軽に意見交換できる地域づくりの拠点として支所・行政サービスセ

ンターの機能拡充・拠点化を図り、地域の賑やかさを取り戻すということを進めてまいります。その

ため、支所・行政サービスセンター拠点化事業や地域の活力再生事業などに所要額を計上しておると
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ころでございます。以上が令和３年度の主な取り組みとなります。詳しくは、配付しました一般会計

当初予算の概要をご確認ください。 

 

３ 新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況について 

 新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、ファイザー社のワクチンが承認されたことによ

り、２月から医療従事者の先行接種が始まっております。佐渡市内の医療従事者の優先接種について

は、３月中旬を目途に開始する予定となっており、県が調整主体となり準備を進めておるところでご

ざいます。市民の皆さまの接種につきましては、４月以降高齢者の優先的な接種を開始する予定で準

備をしておったところでございますが、現段階で報道等でワクチンの供給状況等が今ちょっとはっき

りしていないということもございますので、その国の情報等も待ちながら、しっかりとスケジュール

を進めてまいりたいと考えておるところでございます。接種会場につきましては、市内の大規模な集

会所や体育館等で大勢の方を対象に接種する集団接種のやり方、そして病院や診療所等かかりつけ医

で接種する個別接種の２つのパターンを考えております。現在この２つのやり方について医師会と具

体的な実施方法を検討し、シミュレーションをしておるところでございます。そういうことでござい

ますので、しっかりと準備のほうは早めにしてまいりたいと考えているところでございます。ワクチ

ン接種に必要な資機材等の準備も進んでおり、ディープフリーザーといわれる超低温の冷凍庫につい

ては、佐渡島内にも国から４台配備されることなっており、３月中にすべて配送される予定と現在聞

いておるところでございます。現在もうすでに接種の対象者への通知等の準備も今取りかかっておる

ところではございますが、これにつきましてもワクチンの状況、いつから本当に接種できるのか、供

給体制がどうなるのかという国からの状況等を待ちながら、その目処が立ち次第、市民の皆さま方に

も接種券、予診票等を発送してお願いしたいと考えておりますので、これにつきましては、もうしば

らく時間をいただきたいと考えておるところでございます。 

 

４ 令和２年の観光客入込状況について 

佐渡市における令和２年中の観光客数について推計値が出ましたのでお知らせいたします。昨年１

月から 12 月までの観光入込数は 25 万 4,000 人と推計しており、前年の令和元年、49 万 5,000 人に比

較し 51.3％と半減となりました。また、島内観光旅館組合の宿泊者数も、おおよそ 15 万 4,000 人泊

と前年のおおよそ 29 万人泊と比較して半減の 53.1％程度となっております。令和２年は、３月から

新型コロナウイルスの感染拡大による影響が出始め、本来であればハイシーズンのゴールデンウイー

ク前の４月７日から７都道府県の緊急事態宣言、その後、４月 16 日から全国の緊急事態宣言が拡大し

５月 25 日まで継続されました。非常事態宣言解除後は、緩やかではありますが、回復傾向にあり、GoTo

トラベルの東京適用となった 10 月と 11 月に関しては、前年実績を超える状況まで回復いたしました

が、11 月末からの第３波とみられる感染拡大により 12 月は再び大幅な減少に転じておるところでご

ざいます。国内旅行の回復は、高齢者向けのワクチンがある程度行きわたった後だと想定しています。

そのため、これまでの経験を活かして感染拡大を 小限に抑えつつ、観光のⅤ字回復を目指し、観光

事業者と一丸となって取り組むとともに、観光等の交流事業も含めながら、ウィズコロナとアフター

コロナを戦略的に推進していく必要があると考えておるところでございます。観光客数の要因として、



- 4 - 

一つは帰省のお客様等もかなり制限されたことが大きいというふうに思っております。またビジ

ネスのお客様につきましては、一定程度往来しているということがあると思います。こういうものが、

数値の変化に変わっているというふうに考えているところでございます。 

 

５ 防災拠点庁舎の整備計画（案）についての意見募集について 

２月 19 日に防災拠点庁舎の整備計画（案）についての意見募集、パブリックコメントというもの

が終了いたしました。意見の件数は 30 件いただきました。建設的なご意見も多数いただいております。

主なご意見を紹介いたします。「新庁舎を建設し、手狭な市役所の改善とバリアフリー対策を進めてほ

しい」、「業務のデジタル化など、将来を見据えた計画としてほしい」、「地場産木材を使用し、地域産

業の育成につなげてほしい」、「雨水利用のコストや衛生面についてしっかり検討してほしい」、「高齢

者や女性、子どもも利用しやすい優しい機能にしてほしい」、「太陽光発電設備を利用した非常用発電

計画は、採算が合わないのではないか」など、庁舎整備の方針や仕様・設備に対する意見のほか、「議

会・水道課の集約は反対」、「建設計画よりソフトの面を強化すべき」という建設に否定的なご意見も

いただいておるところでございます。いただいたご意見については、現在進めておる基本設計や今後

行う実施設計においても継続して検討してまいりたいと考えております。ご意見への回答は、３月上

旬を目途に市ホームページや各支所・行政サービスセンター、図書館などにおいて閲覧できるように

いたします。今後のスケジュールにつきましては、基本設計終了後、来月には実施設計業務の委託契

約を行い、令和３年中の工事着工を進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 

６ 東京2020オリンピック聖火リレー リレー沿道及びミニセレブレーション観覧を募

集します 

これはいろんなところで議論になっておりますが、コロナウイルス感染症、この状況が前段にある

というのは事実ではございますが、現在の段階では６月４日金曜日に東京 2020 オリンピック聖火リレ

ーを実施するにあたり、新型コロナウイルス感染症対策として、観覧客・聖火ランナー・運営スタッ

フをはじめとする聖火リレー関係者と地域住民双方の安全・安心を確保するとともに、体調不良者発

生時に的確な対応が取れるよう、リレー沿道及びミニセレブレーションの観覧を原則として事前申込

制といたします。なお、聖火リレーのコースは、こちらのモニター画面のとおりです。主な観覧場所

は、スタート地点の佐渡金山、途中の道遊トンネル付近、佐渡奉行所、ゴール地点の北沢浮遊選鉱場

跡になります。観覧対象者は、佐渡市在住の方と考えております。ただし、18 歳未満は保護者の同意

が必要となっております。募集期間は、令和３年３月 10 日から４月９日の金曜日まで。応募方法は、

所定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送、FAX と本庁、各支所、各行政サービスセンター窓口へ提

出または応募フォームから必要事項を入力し応募していただきたいと考えております。観覧場所の定

員人数を超えた場合は、抽選により決定をさせていただきたいと考えております。当選結果について

は、令和３年４月 30 日金曜日までに当選者に当選通知を送付させていただきます。コロナ禍がどうな

るかいうこともございますが、この状況下でございますので、安全対策をしっかりとっていくという

ことを前提に進めてまいりたいと考えております。また、公募に関する詳細につきましては、３月 10

日に各戸配布します「東京 2020 オリンピック聖火リレー リレー沿道及びミニセレブレーション観覧
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公募要領」をご確認いただきたいと考えておるところでございます。 

 

７ ３月１日より佐渡市ホームページをリニューアルします 

３月１日に佐渡市ホームページをリニューアルします。このリニューアルの主なポイントをご説明

いたします。まず、デザインの一新です。より見やすく、親しみやすいデザインとしました。離島で

ある本市の特徴でもある「島を取り巻く海」をイメージする「青」を基調とし、佐渡市のブランドイ

メージを高めるため、トップページでは海の風景をメイングラフィックに採用いたします。機能面で

は、世界文化遺産登録の国内推薦を見据えたインバウンド需要に対応するため、英語、中国語、韓国

語などの外国語ページにボタン一つで切り替わる多言語化の仕組みを導入いたします。さらに、必要

とする情報にたどりつくための機能として、キーワード検索のほか、目的別の検索、組織別の検索、

アクセス数が多いページをランキング形式で紹介するなど、情報検索機能を充実させます。また、情

報機器の画面サイズに応じて自動で 適化された画面を表示するレスポンシブウェブデザインを採用

し、スマートフォンやタブレットなどでも見やすい画面が自動で表示されるようになります。また、

ホームページ上で、まるで本物の雑誌を見ているかのようにファイルを閲覧できる電子書籍の機能を

設けます。今後、市報をはじめ冊子や各種計画書をデジタル化し、市の情報をよりデジタルでより身

近にご覧になっていただけるように努めてまいります。今後も佐渡市公式ホームページがご覧いただ

く皆さまのお役にたてる充実したサイトになるよう取り組んでまいります。多くの方から市の公式ホ

ームページをご利用いただきたいと考えてお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 17 号）について 

記者： 

滞在型観光促進事業なんですけども、いつぐらいの開始で、また、対象になるのはどのようにお考

えでしょうか。 

観光振興課長： 

滞在型観光のポイントバックですが、これ３月議会に出させていただきまして、議決いただいてか

らすぐに取りかかるということで考えております。具体的にはもう準備行為としては、すぐ３月に入

ってから始めたいと思います。 

記者： 

対象は。 

観光振興課長： 

対象ですが、佐渡で宿泊される方に対して 5,000 ポイントのだっちゃポイント付与するいう内容に

なっております。こちら今まで佐渡観光交流機構のほうで一括付与というような形で行っておりまし

たが、今度はＤＭＯに加えて各宿泊施設、ここでもポイント付与ができるような仕組みを構築して、

実施するということで想定しております。 
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市長： 

これは国の事業費を活用しながらということになって、観光の再生の一つとして昨年からだっちゃ

コインを取り組んでまいりました。さどまる倶楽部と連携しながら、一過程的な観光ではなくて、ポ

イントやさどまる倶楽部に加入していただきながら、リピーターになっていただいたり、佐渡にまた

今度住むとか、佐渡に興味を持つとか、交流とか、そういうことにどんどんつなげていくという趣旨

の事業でございますので、今までと違って、ただ来ていただけるということだけではなくて、もう一

歩進んだ形で佐渡のファンになっていただくという形で事業展開を進めていきたいと考えております。 

 

２ 令和３年度佐渡市一般会計当初予算について 

記者： 

第３子以降子育て応援事業なんですけども、これは出生時、満３歳、満６歳、12 歳、18 歳と、これ

想定される人数というのはわかってるわけですか。 

市長： 

 だいたい第３子以降の数でいうと 50 から 80 というところになっております。本年度以降から生ま

れられる３子目以降へのご支援となりますので、数等は平均的な今までのその 50 とか 80 というとこ

ろで考えているところでございます。 

記者： 

 金額なんですけども、これは県内の他の自治体で同様の制度はあるんでしょうか。 

市長： 

 全国的には３子目以降の支援はございますが、こういうふうに踏み込んでいるところはあることは

ありますが、数はそんなに多くはないというふうに考えております。考え方といたしましては、いろ

んなアンケートを過去からずっと取っておりますが、３子目以降は、特に経済的な負担が３子目以降、

育てる上でかなり非常に大きな課題であるというアンケート結果も出ておることから、佐渡市として

も既存の子育て支援に合わせて、多子世帯支援という形での施策を新たに盛り込ませていただいたと

いう考え方でございます。 

 

記者： 

 重点施策には入っていなかったんですけれども、令和３年度予算での世界遺産関連事業の規模と位

置づけをお聞きしたいと。 

市長： 

 世界遺産につきましては、令和３年度に国内の推薦を受けた後で本格的な世界遺産推薦に向けたイ

コモス対応を含めたものを取り組んでいくというところと、今我々世界遺産ともちょっと関連すると

ころもありますが、基本的な調査と併せて、NOTE さん、新潟日報さん、佐渡観光交流機構、佐渡市が

連携しながら、相川の古い町並みを歴史的風致維持向上計画に基づいて、そこを取り組んでいくとい

うことが一つ、そして観光も今受け入れのほう、これは従前ですと看板ということになるのですけど

も、このホームページもそうなのですが、やはりアプリ等を使った多言語化等も進めていくというこ
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とで全体事業で考えているところでございます。本年国内推薦を我々はいただけるものというふうに

思っておりますし、国内推薦に向けて今度はイコモス対応ということになると思いますので、それに

向けて担当課の方は準備をするところでございます。そういう意味で調査について、特別に大きな予

算が増えるということではないというふうに考えておりますので、調査事業自体は特別に大きな項目

として新たということでは考えていないというところでございます。 

 

記者： 

何点かお願いいたします。概要の説明の 初のほうで地域医療の確保などの喫緊の課題に対応する

というお話を伺いましたが、地域医療の確保という点ではどういった取り組みを中心に計上されてい

るのかというのが１点目、それから、定住促進・企業誘致の関連でですね、お試しとかインキュベー

ションセンターなどがあげられていますけども、その規模ですとか設置場所などの具体的な内容がお

決まりだったらお伺いしたいのが２点目、 後に基金残高などあげておられますけども、財政調整基

金残高が令和３年度末で減る見込みですけども、財政の健全性とかそういった面での視点でどのよう

にお考えでいらっしゃるか、この３点をお伺いします。 

市長： 

まず地域医療については、今もすでに地域医療を検討する協議会、病院等々含めて考えておるとこ

ろで、進めておるところでございます。そしてまた、地域医療全体でもひまわりネットの取り組みも

含めながら様々取り組んでおるところでございますが、今年その専門の課を設けたいというのは、今

後医師の働き方改革も始まってまいります。そして人材不足、医療人材の確保、またそこにつきまし

ては今後とも厳しいものになっていくだろうというふうに思っています。そしてその中で今病院が非

常に経営的に厳しい。これは佐渡病院だけではなくて、県立病院もそうですし、市立病院もそうです

し、民間の病院もそうだというふうに思っております。コロナ禍における病院経営の問題というとこ

ろも今後出てくるという中で佐渡の医療圏、両津病院を立ち上げながら、佐渡の医療を今後どう守っ

ていくというところをしっかり議論する課をまず作っていくということになっておりますので、まず

その課を作りながら、既存の計画等々の調整を図って、まずはその佐渡市のあり方、今後のあり方含

めて医師会等々と合わせて検討していくというところで、今回考えておるというところでございます。

事業的にはまず医療計画を見直していくということが一番重要になると思いますので、まずそういう

ソフト的なものをしっかり取り組んでいきたいと考えております。 

インキュベーションセンターについては詳細を地域振興課長から申し上げますが、現段階では佐和

田地区を考えておりますし、佐和田の商店街の中の古い古民家というか古民家でもないのかな。ちょ

っと古いものを改修しながら、そういうところに企業に入ってもらいたいと考えて、これは商店街を

賑やかにしていきたいという思いもあるわけでございますので、そういう中で企業の方々といろいろ

話をして、利便性も含めてそういう商店街の中でも大丈夫だというご意見もいただいて、そこで一つ

考えておりますし、一方で、これはまだこれからですけども、両津港のほうでもワーケーションとか

できるようなスペースもちょっと考えていきたいというふうに今調整をしておるところでございます。

事業費等は課長の方からご説明をさせます。 

地域振興課課長： 
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インキュベーションセンターにつきましては、今ほど市長の方からお話がございました佐和田地区

の古民家を改修してということを考えております。具体的な入居の企業ですが、先般開催をさせてい

ただきましたビジネスコンテスト、そちらでグランプリを獲得した企業、それから入賞の企業、合わ

せて３社を優先的に入居させたいということで考えているところでございます。改修費につきまして

は現段階大まかなものなのですが、約 2,000 万円ぐらい。これは古民家ですので、かなり水回りとか、

修理改修等をしなければならないということでそのぐらいの予算を計上のほうをさせていただいたと

ころでございます。それからお試し住宅につきましては、現在佐渡島内に３地区設けておるのですが、

これから移住定住施策を進める中で佐渡島内にもう少し増やしていきたいということで、具体的には

令和３年度からは集落と連携した形でお試し住宅というものを新た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。 

市長： 

今度は財政の方向性でございます。この財政の方向性、これから佐渡市が持続可能な島になってい

くというのは、財政をどう自律的な財源を維持できるかというところが非常に重要であると考えてお

ります。ただ、佐渡市の自律的な財源というのは、佐渡市の税は今までもおおよそ 50 億ちょっと弱、

今年はコロナの影響で下がり 48 億程度になりますが、概ね 50 億弱前後で進んでまいりました。国、

県のお金をしっかりと活用しながら地域経済を回していくという基本概念が必ず必要になるいうこと

でございます。財政調整基金、これは我々の佐渡市の独自の、これは家庭でいえば貯金ということに

なるわけです。これはしっかり維持できていくというのが大事なことになるのはおっしゃるとおりで

ございます。そういう意味で今年新たな政策とコロナ対策等を入れながら、大変財政当局も議論しま

して何とか 3,100 万プラス程度で収めることができたというのは私どもにとってはかなり苦労して正

直作った予算案でもあるというのは事実でございます。国、県のお金を入れていくというのは、我々

の一般財源も必要になっていくということでございます。そういう面では、今はまずはコロナからの

脱却をしなければいけないということが一番の柱だと考えておりますので、こういうふうに積極的な

予算を少し組まさせていただきました。ただ、この 3,100 万のプラスもこの後実はコロナ対策等も国

からまだ少し財源をいただけるのではないかなというふうにも考えておりまして、そういう面ではこ

の 3,100 万のプラスも詰めていけるだろうというふうに考えておるところでございます。ただ、この

15 億を今後ゼロにしていくことも将来に向けて考えていかなければいけないことでございますので、

これは総合計画を今作っております。その中で財源のほうをもう一度聖域ないように、また種目別に

も見直して、財政課には今予算が終わったばかりですけども、もう４月以降から来年度の予算に向け

てどういうふうにしていけるのかというところも考えてほしいということも内部で調整しております

ので、将来の未来の佐渡の子どもたちに安定した財政基盤を残していくということは、今元気にさせ

るということと相反することではございますが、両立していかなければいけないことでもありますの

で、ここはしっかりと総合計画と合わせながら、しっかり財政計画を組んで、また見直していきたい

というふうに考えております。そういう形で今年は一ついろんな配置換えを含めながら、フルタイム

任用職員という新たな制度も含めながら、総人件費のほうを何とか抑えながら確保してきたいうこと

もございます。そういう中でも行政改革だけではなくて、来年度からは第２と第４日曜になりますが、

日曜日の午前中を本庁の窓口を開けて基本的な戸籍業務はそこで取れるように、当然取れない業務も
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ありますので、そこはお話を聞いて申請書等を出していただいて郵送等でできるとか、そういう対策

を取りながら、その場ですべてできないこともありますが、できるだけ多く来られた方の申し込みを

受け付けられるような仕組みづくりも含めて考えておるところでございますので、そこについては行

革等を進めながら、市民サービスの向上ということで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。 

 

記者： 

まず、地域づくりの拠点化というところで伺いたいんですけども、今までこういった地域おこし協

力隊ですとか市職員ＯＢの方が地域に出向いて意見を集約するというような機会っていうのは、基本

的に設けられていなかったのでしょうか。 

市長： 

業務的にはなかったと思います。支所・行政サービスセンターはこれまで佐渡市が合併した以降は、

まず中央型に佐渡市を変えていこうという大きな方針がございました。その後、合併 10 年の検証を見

たときに合併すると周辺部の疲弊が非常に問題になると。これはもう佐渡だけではございません。全

国の合併 10 年の報告で一番の課題は中央に人が集まって周辺が疲弊していく。これが合併の大きな課

題であるというところが明確に出たわけでございます。佐渡市においてもそこから支所・行政サービ

スセンターを強化していかなければいけない。本庁機能をしっかりしながら、支所・行政サービスセ

ンターも拠点としてあるべきだということでいろんな今のあり方ができているというのが事実でござ

います。その中で今までただ各支所が建設とか農水という現場を持つ、行政サービスセンターは基本

的には福祉と戸籍等の窓口という役割をしておりましたので、どちらかというと受け身の窓口、そし

て詳細は本庁のほうに問い合わせるという仕組みでございましたので、今回につきましては少し大き

く変えて、外部人材等を入れて、その外部人材と地域を知っているＯＢといっていますが、地域を知

っている方ならどなたでも構わないのですけども、いろんな方が地域を回って、地域の要望を聞いて、

それでいろんな視点からどうしたら地域が元気にできるのかというところを作っていくという機能を

新たに来年度からしっかり作っていきたいという考えでございます。ですから、こういう考え方につ

いては初めてだというふうに思っています。地域支援係もありますので、そういうことをしていきた

いという意図はあったかもしれませんが、具体的な形で取り組むのは初めてかなというふうには考え

ております。 

記者： 

追加で別なものなんですけども、今市長がおっしゃったとおり、合併後集約という形になって、各

地域でも医療においてもそういった流れがある中で、南佐渡に関しては地域医療センターができまし

て、結構そこで皆さん集まっているという中だと思うのですけども、新規の案件に小木診療所Ｘ線導

入ということであがっておったんですけども、その狙いといいますか、今までなかったのでしょうか。 

市長： 

昔の診療所の場所にはあったのですけども、新しいところにはないというところでございました。

年度途中に整備をしておりまして、そこができてなかったということから患者様には非常に不便をお

かけしておったところでございますし、既存の前あったものを活用しようとかいろんな議論をさせて
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いただきましたが、前あったレントゲンの機械も古くて、移動等におけるきちっと正確に動くかどう

かの保証等も難しいということから、今の形であれば、そばに必要だろうという判断から予算化をさ

せていただいたというものでございます。 

 

３ 新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況について 

なし 

 

４ 令和２年の観光客入込状況について 

なし 

 

５ 防災拠点庁舎の整備計画(案)についての意見募集について 

なし 

 

６ 東京2020オリンピック聖火リレー リレー沿道及びミニセレブレーション観覧を募

集します 

記者： 

 定員の規模はどういったものなりますでしょうか。 

市長： 

 観覧場所で考えておりますが、佐渡金山が 20 人程度、相川金山第２駐車場も 20 人程度、相川金山

の看板前が 30 人程度、道遊トンネル前を 20 人程度、弥十郎駐車場ここを 50 人程度、佐渡奉行所を

30 人程度、北沢浮遊選鉱場売店前を 30 人程度、そして選鉱場の方でも持ちますので、その選鉱場の

上の方は 100 人程度を募集していきたいと考えておるところでございます。合計だと 300 人です。 

 

７ ３月１日より佐渡市ホームページをリニューアルします 

 なし 

                                                  


