
令和 3年 4月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 4月 20日(火) 

午前 10時～午前 10時 40分 

 

発表案件 

 

1 新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

佐渡市の新型コロナウイルスワクチン接種について、お知らせします。 

 4月 17日に高齢者用のワクチンが佐渡市に到着しております。 

佐渡市では本日 20日からクラスター対策を考慮し、高齢者施設で接種を始めます。 

4月 26日にもワクチンの供給が見込めるため、準備が出来た高齢者施設から順次接種を進

めてまいります。 

 施設以外の高齢者の方の接種は、ワクチンが 5月には、順次供給される見込みですので、

5月 17日から市内 16の医療機関で個別接種を行います。 

また、5月 31日からは 1日 3会場、1会場当たり 120人を目安に集団接種を開始する予

定で準備をしているところです。 

 接種券の発送は、予約の集中を分散させるため、75歳以上の方には 4月 23日に、65歳

から 74歳までの方には 5月中旬に郵送いたします。 

 接種券がお手元に届きましたら、希望の接種場所へお電話で予約をお願いします。 

ご予約は、集団接種につきましては、佐渡市ワクチン接種コールセンター、電話番号は

0570-081-788で、4月 26日から受付を開始致します。 

 まずは 75歳以上から取り組むことといたします。 

個別接種につきましては、かかりつけ医等ご希望される医療機関へ直接連絡していただ

きますが、各医療機関では電話回線も少なく、電話がつながりにくい場合がございます。 

そのため、基礎疾患やアレルギー等がない方につきましては、なるべく集団接種をご利

用いただきたいと思います。 

繰り返しになりますが、電話回線が少ないため電話がつながりにくい場合がございます。

基礎疾患やアレルギー等がない方につきましては、なるべく集団接種をご利用ください。 

 また、集団接種を開始するにあたり、4 月 22 日の午後 2 時 30 分から、新穂体育館で模

擬訓練を実施致します。 

当日は、佐渡医師会、佐渡薬剤師会や、地元の老人クラブの方々等からもご協力いただ

き、接種方法について確認する予定です。 

また、アナフィラキシーの対応につきましても消防署と連携し、搬送等について確認す

る予定ですので、よろしくお願いします。 

ワクチンの供給に合わせて取り組んでまいります。 

 

2 低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給について 

 



国では、3月 23日の閣議決定により、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化す

る中で、低所得の子育て世帯に対して生活の支援を行うため、お子さま 1人につき 5万円

の特別給付金を支給することとしました。 

今回の給付金は、昨年度に行われたひとり親世帯への支給を再度行うことに加えて、低

所得のふたり親世帯も支給の対象とするものです。 

まずは、対象者が明確になっている、ひとり親世帯について、児童扶養手当の定期支払

日の 5月 11日に合わせて支給を行います。 

低所得のふたり親世帯については、現在国で制度設計を行っているところですので、国

の動向を注視しながら、具体的な内容が分かり次第速やかに支給できるように準備を進め

ます。 

 まずは、できるだけ早くひとり親世帯について対応し、国の制度が分かりしだいふたり

親世帯についても対応してまいります。 

 

3 子育て世代を対象に、市長タウンミーティングを開催します 

 

昨年 11月より、各地区において意見交換会を随時開催しているところですが、テーマ別

タウンミーティングとして、今回は子育て世代の皆様を対象に開催させていただきます。 

日時は令和 3年 5月 22日（土曜日）午前 10時から 11時 30分まで。会場は両津地区公

民館会議室で、テーマは「佐渡市の子育て支援施策について」です。 

参加対象は、佐渡市在住で小学生以下のお子様をお持ちの保護者の皆様です。当日は、

保育ルームをご用意いたしますので、申込時に利用希望の有無をお知らせください。 

募集期間は、本日から 5月 12日（水曜日）まで。 

定員は、コロナウイルス感染拡大対策として事前申込制とし、先着 20名とさせていただ

きます。 

お申し込みについては、市ホームページのお申込フォームから、お申込いただくか市役

所本庁舎、支所・行政サービスセンター、図書館・図書室、子育て支援センター、児童館、

保育園・幼稚園等に申込用紙を設置しますのでそちらをご利用ください。申込方法の詳細

については、配布資料をご覧ください。 

また、限られた時間の中で可能な限り多くのご意見・ご質問に答えられるよう、参加の

際は、参加申込と併せて事前に質問の提出をお願いいたします。 

今回は両津地区での開催となりますのが、夏から秋にかけて他地区での開催も計画した

いと考えておりますので、今回ご都合がつかない場合は、是非、次の機会にご参加くださ

い。 

次回以降の開催については、決定次第、改めてお知らせいたします。 

子育てしやすい佐渡市にしていくために、是非市民の皆様のご意見をお聞かせください。 

 

4 令和 2年度佐渡市ふるさと納税の寄付実績について 

 

令和 2 年度の佐渡市ふるさと納税は、過去最高の寄付金額 3 億 3,507 万 3,266 円とな

り、件数にして 17,531件のご支援を賜りました。 

 昨年度と比較しますと、7,830万 4,365円、30.5％の増となりました。 



応援していただいた皆様には、改めて御礼申し上げます。 

頂戴しましたご寄付は、お申込みの際にお選びいただいた寄付の使途に沿って、大切に

活用をさせていただきます。 

 令和 2年度は、新型コロナウイルスによる「巣ごもり需要」が高まり、これまでも人気

があったバター・チーズや日本酒などへの申し込みの増加が顕著でした。また、佐渡牛な

どの新規返礼品を増やしながら、柿やル・レクチェ、エビ、カニといった需要のある返礼

品の数量を例年よりも多く確保したことなどが、今回の結果につながったと考えておりま

す。 

 令和 3年度は、寄附の使い道として新しく「移住定住・起業の島応援コース」と「佐渡

ジオパーク応援コース」を追加して、全 8コースとしました。魅力的な温泉の島づくり応

援コースは「健康寿命日本一の島応援コース」に変更しました。 

また、4 月 1 日に採用しました地域おこし協力隊が、ふるさと納税協力事業者や新規返

礼品の掘り起こしなど、ふるさと納税の業務にあたっております。 

 今後も納税額を増加し、佐渡を応援してもらえるよう取り組んでまいります。 

 今後も多くの方から、ふるさと納税を通して佐渡市を応援していただけるよう、工夫を

こらしながら進めてまいります。 

 

5 自転車ツーリング及び大佐渡トレッキングの誘客キャンペーンの開催について 

 

コロナ禍でのアウトドア旅行のニーズにお応えするため、佐渡が誇るサイクリングと、

トレッキングという二大コンテンツに対し、誘客キャンペーンを実施します。 

 サイクリングについては、一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパンが開催する「サイ

クルボール」に参画を予定しております。 

こちらは、他のサイクリングで有名な地域と連携したキャンペーンで、アプリを利用し、

佐渡一周「サドイチ」コースを含めた全国の「一周コース」を巡っていただくと、その成

果に応じて豪華な景品をプレゼントするものです。 

開催期間は、5月 17日から 11月末までを予定しております。 

なお、4 月からは佐渡観光交流機構の南佐渡観光案内所に、電動スポーツサイクル（通

称 e-bike）を 13台導入し、お客様へのレンタルを開始しています。 

そちらも併せてご利用いただければと思います。 

 次に、トレッキングについては、登山アプリを提供する、株式会社ヤマップと連携し、

便利なアプリ上のマップを利用して大佐渡山脈の縦走コース等に挑戦していただくもので

す。 

複数のコースを設定していますが、中には、大佐渡石名天然杉遊歩道など、初心者の方

にもお楽しみいただけるポイントも設定しています。こちらの達成者には限定のピンバッ

ジをプレゼントいたします。 

 開催期間は、5月 17日から 10月末までの予定です。 

  いずれも、専門知識のある事業者と連携しながら設定したコースとなっており、ファ

ンの皆様にご満足いただける内容かと思います。これからグリーンシーズンを迎える佐渡

で、三密を避けた屋外のアクティビティをお楽しみください。 

 



6 「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」販売に伴うトキ環境整備支援について 

 

 

 「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」についてはこれまであまり発表していませんでしたが、

今回は発表させていただきます。 

佐渡市では、平成 20年度より取り組んでいる、朱鷺と暮らす郷づくり認証制度のお米を

「朱鷺と暮らす郷」米として販売し、その売り上げ、1kg1円を基準として、佐渡市トキ環

境整備基金に寄附されており、令和 2年度の寄付総額は 135万 937円でありました。 

この寄付金は、主に消費者の購入代金からいただいており、消費者の代理として、農業

協同組合様や株式会社イトーヨーカ堂様から、また個人販売をされています事業者の方々

からも多数、ご寄附をいただいております。 

また、コープデリ生活協同組合連合会様においては、「佐渡のお米」ということだけでな

く、生物多様性のお米作りということで独自で佐渡のお米を応援していただいており、令

和 2年度には、佐渡米の売上より 323万 7千 683円のご寄附をいただきました。 

認証制度の取り組みを実施されている農家の皆さまは、令和 2年度で 393人おり、農薬

や化学肥料を減らした、生きものを育む農法を実施いただくことで、また、消費者の皆さ

まは、認証米を購入し食べてもらうことにより、トキが羽ばたく豊かな自然環境づくりに

ご協力いただいております。 

頂いたご寄附につきましては、今後もトキの餌場環境の整備など人とトキが共生する島

づくりのため有効に活用させていただきますので、さらなるご支援ご協力をお願いいたし

ます。 

食べてもらって募金をいただく仕組みということで有効活用したいと考えております。 

 

7 「サンテラ佐渡スーパーアリーナ」の愛称使用の終了について 

 

平成 27 年 2 月の供用開始から佐渡市と株式会社サンテラ様との間で締結していた「佐

渡市総合体育館ネーミングライツに関する契約」について、令和 3 年 3 月 31 日をもって

契約期間が満了となりました。 

株式会社サンテラ様には 6年 2箇月の長きにわたり、市のスポーツ振興にご貢献いただ

き厚く御礼申し上げます。 

4月 1日以降は、「サンテラ佐渡スーパーアリーナ」の愛称使用は終了しますので、従来

の施設名「佐渡市総合体育館」になります。 

ご利用の皆様には、大会やイベントなどのご案内の際、体育館名を表記する場合は「佐

渡市総合体育館」としていただきますようお願いいたします。 

なお、新たなネーミングライツパートナーを現在募集しています。 

募集要項及び申込書は市ホームページに掲載していますので、ご覧いただければ幸いで

す。 

多くの方が使われている体育館ということで、事業者の皆様からのご応募をお待ちして

おります。 

 



事前質問 

 

 事前質問はありませんでした。 

 

 質疑応答 

 

1 新型コロナウイルスワクチン接種について 

 

記者： 

4月 17日でワクチンが到着してるとのことなんですが、量がどの届いているのかとい

うことと、あと、20 日からと 26 日からとそれぞれ接種開始ってありますけど、これは

20日であの 17日に届いている分を使い切って、また 26日から新しく届いた分で再開さ

れるという考えですか。 

市長： 

そうですね。そこが打っていく数にもよりますんで、繋がるかどうかは別にしてです

ね、全部それが打ち切れるかどうかも別の問題でございますので、要は総数、2 週間で

一定の数のワクチンが来ますので、高齢者施設の目処、ある程度の目途は立ったという

ことで、順次接種させていただくという形で考えております。 

数の方は今ちょっと非公表になってますので、数の方はちょっと今申し上げはしませ

んが、順次入ってくることになっております。 

 

記者： 

  わかりました。併せてで申し訳ありません。他の市町村で、医療従事者の方への接種

が間に合っていないというようなお声もあるようなんですけども、佐渡市の場合はどう

なっているのかということと、これから高齢者への接種始まるということで、何らか懸

念・課題などを感じてらっしゃることがあれば教えてください。 

市長： 

  はい。医療機関への問題はですね、先般、市長会でも、昨日行われましたがやはり問

題として挙がっているということでございます。 

今、ワクチンがですね、当初想定したよりも入ってきそうだということで、この集団

接種もしくは、個別接種前にはですね、医療機関の皆さま方にも、ほぼ、ほぼですね、

打てるようになるだろうという風に考えております。 

ただ、入り方によってですね、3週間程度の、2回目までの時間もございますので、ま

ずは最低限 1 回は接種をして、3 週間後にまた 2 回目ということになりますので、そこ

はちょっとバランス、入ってくるタイミングとか打つタイミング、そういうものは出て

くると思いますが、佐渡の場合はまず、ほぼっていう言い方をさせていただきますが、

出来るだろうと今見込んでおるところでございます。 

記者： 

懸念・課題。 



市長： 

  はい。まずその集団接種及び個別接種までにですね、少なくとも、1 回医療機関の皆

さま方には接種していただくということがやっぱり基本になると思いますので、そこが

今目処が立ったというのは、私自身は、1つのステップだという風に思ってます。 

  この後、高齢者の方も、対応していく訳でございますので、やはりその、医師の皆さ

ま方とですね、しっかりと対応してですね、確実に接種をしていくということの態勢が

大事ですので、やはりそこについてしっかりと、何回も見直しながらですね、取り組み

をしていかなければいけないと思っております。 

  数の問題もあって、端数の問題も出てきますので、キャンセル等もあるのも承知して

おりますが、そういうとこも市民の皆さまとしっかりと連携しながらですね、キャンセ

ルが出た場合どうするのかと、そういうところも含めて、考えていきたいと思っており

ますので、まずはしっかりと、我々はいつワクチンが来ても接種できる体制づくり、こ

のスケジュール通りにできる体制づくり、そこをしっかりと医療機関と話をしてまいり

ます。 

 

記者： 

先週、佐渡で確認されたコロナ感染、確認されたその後の濃厚接触者とか、どういう

状況なのかということが 1点と、あと、その方は物流に関わっている方で、日海丸です

か、しばらく動いてないということで新聞とか生活物資にちょっと影響が出ている訳な

んですけど、そのほか、佐渡は離島ということで、物流だけでなくて、佐渡汽船の旅客

とかそういう人たちの感染がもしクラスターとかが起きると、そういう物流とかに大き

く影響する訳ですけど、そういう佐渡独特のそういう人たちを先行、あるいは上げると

か、ワクチン接種ね、上げるとか、そんなようなことは検討というか考えたりしますか。 

市長： 

  まず、今、前段の、前回、佐渡保健所管内の 1名という話ですけど、あれからちょっ

と時間が経ちますけど、濃厚接触者はもちろん、当然保健所の方でしっかりと追いかけ

ていきますので、状況の方はしっかりとやっておるという風に聞いております。 

  その中で、佐渡はその次の感染が出ていないということでございます。そういうこと

でございますので、今はしっかりと追いかけられてですね、抑え込めていると言います

か、そういう問題は広がっているという認識は、今の段階では私自身はしておりません。 

  ただ、コロナ、見えないものと、人によってかなり潜伏期間が長かったりするような

ケースもございますので、いずれにいたしましても最善の注意をしながらですね、経過

を見ていくということが大事であろうという風に考えております。 

  もう 1つ、エッセンシャルワーカーって言いますか、生活のためにですね、必要な方々

へについて、支援についてはですね、やはり、潤沢にワクチンが来ないとですね、まず

重症化という問題も 1つあります。やはり高齢者の方が重症化しやすいということから、

やはり高齢者の順になっていくということがありますので、そういう基本的な考え方と、

医療機関等はやりますが、例えば福祉施設の働いている方をどのようにしていくかとい

うことも踏まえながらですね、そこは県と、また協議しながら進めてまいりたいと思い

ますが、やはり重症化を防ぐということがまず今の段階いちばん大事なことになるとい

う風には考えております。 

記者： 



  あまり離島ならではの順位を特別に考えるということはないのか。 

市長： 

  そうですね。そこについては、またこれからワクチンが潤沢に入ってくる状況を踏ま

えながら、しっかりと協議をしていくことでございますので、今回の佐渡汽船さんの件

はですね、よい教訓になっておりますので、この教訓をもとにですね、市民の安全、ま

た、生活に影響がないようにしっかりと考えてまいりたいと思っております。 

 

記者： 

  65歳以上と 75歳以上のそれぞれの数を教えてほしい。 

市長： 

 はい。3 月 5 日の住基情報でございますが、75 歳以上が 12,170 人。65 歳～74 歳が

9,230人。計 21,400人というのが現在見込んでいる数字でございます。 

 

記者： 

会場について、集団接種の会場についてなんですが、ホームページを確認すると、両

津・相川・国中・羽茂地区で全部で 8つの施設の名前が挙がっておるんですけど、こち

ら「3会場 1日」ということはローテで回していくという理解でよいでしょうか。 

市長： 

  はい。そうですね。会場は色んな、佐渡は広いございますので、色んな所で設定しな

がらですね、医療スタッフ等は限りがございますので、3 チームがローテーショで動い

ていくと、そんなような仕組みを今考えております。 

記者： 

  会場は当初予定されていた 8つで変更はないですかね。 

市長： 

はい。今、その 8つの中でですね、順番を組んでおるところでございますので、現段

階ではそのようにしてまいりますが、例えば医療チームが県から応援があるとかですね、

また色んなケースをこれから議論していくことになると思いますので、様々な議論の中

でですね、対応は考えていくべきと思っております。 

これは今の段階でということなので、これ以上悪くすることなくですね、出来るだけ

早く出来るような体制を、県とも協議をしていくということになっておりますので、考

えてまいりたいと思っております。 

 

記者： 

模擬訓練の方なんですけど、それぞれ、医師、薬剤師、人数どれくらい参加されるか、

全体ではどれくらいの規模になるというのかを教えてください。 

市長： 

  数は分かりますか。答えられますか。 

市民生活課長： 

  市民生活課の磯部といいます。よろしくお願いします。 

  当日ですが、医師が 2名。看護師が 5名。それから、事務方とか色々お手伝いをいた

だける方合わせまして全部で 23名出てきてございます。 

 



記者： 

模擬訓練に関連してなんですが、一部自治体では既に、恐らく集団接種を想定した訓

練だと思いますけど、一部報道でもありますけど、結構待ち時間結構かかったりですと

か、持病のある方ちょっとスムーズにいかないとか、色んな声聞かれますけど、この模

擬訓練の中でどういった課題を抽出し、実際の接種に活かすのか。その狙いがもしあれ

ば教えてもらいたいと思いますが。 

市長： 

  私自身はですね、全体の流れの中で、どのような時間軸の流れで何人できるのかと。

そのトラブルがあった場合にどういう対応をしていくのかというのが基本的な最終確

認になるであろうと思っております。 

詳細な点は担当課長よりご説明させます。 

市民生活課長： 

 はい。模擬訓練は 1 時間想定でやりますが、当日は 30 分ごとにグループ分けるよう

な形で、待機時間を短くする形、3つに分けるという形を取りたいと考えています。 

 

2 低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

3 子育て世代を対象に、市長タウンミーティングを開催します 

 

 質疑はありませんでした。 

 

4 令和 2年度佐渡市ふるさと納税の寄付実績について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

5 自転車ツーリング及び大佐渡トレッキングの誘客キャンペーンの開催について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

6 「朱鷺と暮らす郷づくり認証米」販売に伴うトキ環境整備支援について 

 

記者： 

 令和 2 年度の寄付総額 135 万 937 円と、このほかにコープデリの 323 万 7,683 円が、

足せばよい訳ですかね。 

市長： 

  そうですね。お米に対する生物多様性のお米作りというものに対する支援というのは、

これを足していただければ数字として出ると思います。はい。 

 

記者： 



認証制度に取り組む農家の方は 393名とあるんですけど、これは増加してる傾向にあ

るとか、そういった減少しているとかいったことについてちょっと教えてください。 

市長： 

これ始めてから急激に 400組を超える方に参加をいただいたという風に記憶しており

ます。その中で、若干ここ数年減り傾向になってると思います。 

取組農家数が増える減るというのは、小規模農家がだんだんどんどんやめて大規模化に

なっているという現状もございますし、やはり、数が減っているという現状もあるという

風に、全体の農家数の数が減っている現状もあると思いますし、やはり少量、これは刈り

取りとですね、乾燥と出荷を別にしなければいけないということで、やはり大規模でない

とちょっと、農家さんの個別メリットとして経済的なメリットとしては少し低いというよ

うな点もあると思います。 

そういう中で、生物多様性に配慮したお米に協力していただけるということで、400 名

弱の方がここ数年はこのくらいで推移している。 

ちょっと増えて、1回減り傾向で、今止まっているというそんな状況でございます。 

 

7 「サンテラ佐渡スーパーアリーナ」の愛称使用の終了について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

報告案件 

 

故鳥越文蔵先生のご冥福をお祈りいたします 

 

 去る 4月 5日に日本の演劇研究の第一人者である早稲田大学名誉教授、鳥越文蔵先生が

逝去されました。 

 衷心より哀悼の意を表しますとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。 

 鳥越先生と佐渡との関係は、佐渡の猿八集落に文弥人形に魅せられ移住された方が先生

の教え子でありまして、その方が、伝統芸能を中心とした地域おこしを集落住民と一緒に

取り組んでいる姿に感動し、平成 7年、先生が所蔵する演劇関係の図書約 2万冊が当時の

旧畑野町に寄贈されることになり、図書を収蔵する「鳥越文庫」を建築しました。 

 図書の閲覧はもちろん、伝統芸能に親しんでいただくために、講座を開き、先生の講演

や古典芸能、各地の民族芸能の実演が行われ、島内外の演劇研究者や早稲田大学の学生の

皆さまをはじめ多くの方に訪れていただきました。 

 先生は、生前にこよなく佐渡を愛され、佐渡を思いやる気持ちは人一倍強い方であった

と聞き及んでおります。 

 鳥越文庫が出来た当時、先生は、蔵書は私の分身たちで佐渡へ移住したことになる。ト

キの住める佐渡になれば私の分身たちにとってもよき住みかであるのでそれを願ってやま

ない。とコメントをいただきました。 

 鳥越先生のこれまでのお導きに心より感謝し、安らかに永遠の眠りにつかれることをお

祈りいたします。 



 

 その他の質疑 

 

記者： 

就任 1年を迎えられました。この 1年力を入れてきた政策、それから現時点で課題を

感じてらっしゃる部分などお聞かせいただきたいと思います。 

もう 1点なんですが、ゴールデンウィーク、非常に今、首都圏・関西などで新型コロ

ナウイルスが拡大している中で迎えることになります。観光、それから帰省についてな

ど、市では何か対策を考えていらっしゃるかお聞かせください。 

市長： 

 1 年経ってやはりコロナにかなり振り回された 1 年でもございますし、その中で、起

業とですね、子育て、起業、そして日本一の健康寿命を目指すという初手と申しますか、

その 1歩に踏み込めたというのは本年の仕事だったという風に思っております。 

ただ、やはり、このコロナの経済的な影響、そしてもう 1つは私自身は、伝統とかです

ね、集落の活動とか人と人のコミュニティと言いますかですね、この全般がウイルスがも

たらした経済的影響と、伝統や集落の活動、人と人のコミュニティ全般に対する影響もか

なり大きいと考えておりまして、やはり今年 1年、もう 1年ですね、ここをどう取り戻す

かとのかというところを主眼にしながらですね、人口減少真っ向から立ち向かえるような、

子育て、起業、そして健康寿命、この 3つにしっかりと取り組んでいきたいという風に考

えておるところでございます。 

そして今のコロナの状況でございますが、やはり地域別にですね、かなり厳しくなっる

という風に思っております。 

大阪の方が緊急事態宣言の可能性も出てきてますし、東京もそこに付随する動きがある

というところがある訳でございますが、一方で全国的な動きを見ていると、東京や大阪ほ

ど変異種の右肩上がりのあれが出ている訳ではないということもございます。 

やはり人の活動と言いますか、動きと言いますかですね、このコロナに関しましてはや

はり生活様式、これがやはり、何と言ってもいちばん大きな要因だという風に考えており

ます。 

そういう部分の中で、現段階でゴールデンウィークはちょっと厳しくなるだろうという

風にも考えておるところでございますが、いずれにいたしましても佐渡市としてはですね、

生活様式の方をしっかりと市民の皆さまにお願いしながらですね、また、ずっと申し上げ

ております。このコロナに関しましては、私は「2週間・1週間」というルールを守ってい

ただければかなり防げるのではないかと。 

それは、佐渡へ来られる時にはその 2週間くらい前からしっかりと行動に留意してくだ

さいと。感染の恐れのあるような行動はお控えくださいと。それがまず 1つ。 

そして、1 週間前からは体調をしっかりとチェックをしながらですね、当日まで体調チ

ェックをしていただいて、その上で帰省をしていただくということであれば、私自身は大

丈夫だという風に考えておりますが、見えないものでもございますので、お近くで不安が

あれば、例えば PCR検査、かなり東京の方では安く受けれるようにもなってますし、様々

なものを活用しながらですね、安全安心を確保の上で行動、動いていただきたいという風

に思っておりますし、佐渡市からも市民の皆さまと一緒にそういう発信をしながら、入っ



て来られる人も一緒に考えて取り組んでいく、そういう島にしていきたいと考えておりま

す。 

 

記者： 

  4 月 29 日から小木～直江津でジェットフォイル・ぎんがの方が就航始まりますけど

も、現段階で市長が考えられる交通の接続、島内の交通との接続ですとか、誘客の在り

方の変化等あればお聞かせいただけますでしょうか。 

 

市長： 

 はい。まずこれが決まってから上越市産と色々話をしながらですね、観光連携を結ん

でいこうということで取り組んでまいりました。 

我々としてはやはり 2次交通と言いますか、小木港に着いてからのアクセスという部

分を非常に大事であるということで、バス、レンタカー、また Eバイクなんかも用意し

ながらですね、小木半島をしっかりと楽しんでいただけるという形で今取り組んでいる

ところでございます。 

ただ、上越市の方はですね、今ずっと見てても、ほぼほぼコロナの感染はないように

見えておりますので、ジェットフォイルを使いながらですね、新潟、上越市さんなんか

とのミニ旅行と言いますか、そういうものも現段階ではあり得るのかも知れないという

風に思っております。 

いずれにせよ、今、新潟も市内が特別警報、全体が警報が出ているところでございま

すので、我々としては 2次交通も含めて上越市さんとの観光連携、そして有人国境離島

等を使ったジェットフォイルの価格下げなど、様々なことを活用しながら促進に努めて

いきたいと思っています。 

ただ、それにしても、いずれしてもこのコロナの問題が少しワクチン接種とあわせて、

そういうものが一定の目処がついた中でのてからの観光のスタートになるのかなと思

っておりますので、それまでにしっかりと PR等も進めていきたいと考えております。 

 

記者： 

  少し前の 4月 1日に世界遺産への登録推薦書原案が文化庁に提出されたということが

ありまして、紙でもコメントいただきましたけど、改めて今年度の国内推薦選定への期

待でしたり懸念でしたりお聞かせください。 

市長： 

萩生田大臣からは「佐渡市に、佐渡に寄り添って考えます」とおっしゃっていただい

てですね、非常に温かい雰囲気の中で色んなお話が知事と一緒にですね、知事の方が中心

になって話しができたという風に考えています。 

私自身も就任以降萩生田大臣にお会いするのは 2回目ということで、また色々な佐渡の

現状なんかのお話をさせていただきました。 

そういう中であるので、ユネスコの世界遺産委員会の方もですね、もう発表がありまし

て、7月 16～31日にかけてですね、オンライン開催で現在の世界遺産の登録の事業を進め

るという発表がありますので、国内推薦の方も、しっかりとこのスケジュール、いつもよ

りちょっと遅くなるかも知れませんが、スケジュールに合わせてあると聞いております。 

その中では、今まで本当にちょっと長い時間かかりましたが、その分しっかりとブラッ



シュアップができたと思っておりますので、このブラッシュアップした推薦書についてで

すね、認定いただけるものと私自身は強く信じているところでございます。はい。 

 

 最後に 

 

本当にありがとうございました。 

これから佐渡の農業も田植えもこれからピークになります。 

ちょっと風の被害等もありまして我々も探しておりますが、これからまた美しい農作業

の季節になりますので、また健康に留意して頑張っていただきたいと思います。 

本日は本当にありがとうございます。 


