
令和 3年 5月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 5月 17日(月) 

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、4 月 26 日から 75 歳以上の方の予

約を開始しているところです。コールセンターが大変混み合い電話がつながりにくく皆さ

ま方には、大変ご迷惑をおかけしており申し訳ありません。 

予約受付開始後 1週間程度は混雑していましたが、現在は開始 1時間とお昼過ぎに若干

つながりにくい状況はありますが、他の時間帯はつながりやすくなりましたので、時間を

みておかけ直ししてくださるようお願いいたします。 

現在の 75歳以上の予約状況ですが、8,210名で 68％の予約率となっております。個別接

種につきましては、10日とりまとめの人数となっておりますので、もう少し増えているも

のと思われますが、おおよそ 70％弱で推移しているところでございます。この後、21日以

降、順次 65歳以上 74歳までの方へ接種券を郵送いたします。 

現在、新潟県と連携を進めているところですが、この連携が功を奏しまして、新潟県内

から医師を派遣していただけるというふうに調整が整ったところでございますので、急遽

日程を、およそ 3千人分（延べ 18日分）追加しご案内することとしました。日程の追加に

あたりましても、新潟県内、佐渡島内の医療機関の医師の方々に多大なご協力をいただい

ていることと、新潟県には調整にご尽力いただいたというところで深く感謝申し上げます。 

今後の予約につきましては、電話回線を増やすとともに、ネットでの予約受付も可能と

なるよう対応してまいります。それでも予約初期には込み合うことが想定されます。そう

いう状況ではございますが、ご理解をいただきながら、繋がらない場合には、必ず予約が

出来る状態にして参りますので、接種が出来ないということはございませんので、ご安心

いただき、慌てずに接種いただけると大変ありがたく思います。これはお願い申し上げる

ところです。 

また、ワクチンの供給状況につきましては、65歳以上高齢者全員分が 6月中に届くと国

から連絡が入っています。希望される方は必ず全員接種が可能です。なお、医療機関で行

う個別接種は人数に限りがありますので、できるだけ集団接種のご予約をお願いいたしま

す。 

集団接種の予約受付はコールセンター（0570-081-788）へ電話予約していただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

2 佐渡市 PCR検査費用補助制度について 

 

 昨年度から事業所を対象に実施していました「佐渡市 PCR検査費用補助」につきまして、



4月から制度の拡充を致しましたのでお知らせします。 

 佐渡市は離島であり、医療体制も十分とは言えない中で、クラスターの発生が最も懸念

されるところでございます。新型コロナウイルス感染症のクラスターを予防するためには、

早期に発見して適切な対応を取ることが重要です。 

万が一事業所内で従業員等に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合、濃厚

接触者以外であっても感染の心配がある場合、感染拡大を防ぐことを目的に、事業所が主

体的に PCR検査を実施する費用について補助するものです。 

 対象要件としましては、市内の事業所内で新型コロナウイルスの感染者が発生した場合、

行政検査（保健所等の検査）の対象とならない従業員等の追加検査費用につきまして、1検

体当たり対象経費の 3分の 2（上限 1万円）の補助をするものです。 

 市内の事業所で PCR検査を実施する場合は、事前に市民生活課健康推進室までご相談く

ださいますようお願いします。 

 

3 観光客向け濃厚接触者滞在支援事業について 

 

 観光客、特に修学旅行生が佐渡に滞在中、新型コロナウイルス濃厚接触者と特定された

場合、検査等で一定期間の移動制限が望まれます。 

その場合、島内での滞在が必要となることから、それに伴う経済的負担や来島に対する

心理的抵抗を軽減することを目的に滞在支援事業を実施いたします。 

 具体的には、濃厚接触者と特定され島内の宿泊施設での滞在が必要となった場合に、協

力していただける宿泊施設では 1 泊 3 食を提供し 1 人あたり 1 泊 3,000 円を市が、2,000

円を観光旅館連盟が、残りを本人にご負担いただくというものです。 

 来島されたお客様の万が一に備え、宿泊施設と連携した滞在支援を行うことにより、安

心して来島いただけるセーフティーネットとして取組みます。当然、来島前の健康チェッ

クについても徹底して参りますし、観光施設滞在時のソーシャルディスタンス等も含め、

最大限の注意を払いながら観光客のお迎えにあたっているところでございます。 

 なお、この取り組みは人口 3万人以上の離島のホームページを調べたところ、同様の取

組みはありませんでしたので、おそらく離島では初めての取組みになるかと思います。 

 また、佐渡市の各施設における衛生環境の向上を目的に、手洗い水栓を非接触型の自動

水栓に改修いたします。 

トキの森公園など市の観光施設はじめ、その他の市の施設 22 施設にも非接触型の自動

水栓を進めることで、新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底に取り組んでまいります。 

 

4 新型コロナウイルス経済対策について 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、新たに 4つの事業

を実施いたします。 

 1つ目は「テイクアウト＆食事券」です。 

市内の飲食店等において出前、テイクアウト、店内での食事に利用できるテイクアウト

＆食事券を発行します。これは、1 セット 5,000 円分の食事券を 3,000 円でご購入でき、

2,000円分をお得に利用できるもので、500円券 10枚つづりの食事券です。 



「Go To Eatキャンペーン」等との違いについては、基本的にはテイクアウトが中心と

いうことと、アルコールの提供には使用できないということでございます。是非、昼食の

お弁当屋、また、夕食のメニュー・オードブル等に積極的に活用いただきたいと思ってい

ます。 

 ご購入には、事前のお申込みが必要となります。 

申込期間は、5 月 20 日（木）から 6 月 11 日（金）までとなっておりますが、食事券の

利用期間は 6月 25日（金）から 9月 30日（木）とさせていただきます。緊急事態宣言等

の実態も踏まえながら、一定の費用対効果を見ながら考えて参りたいと思います。 

ご案内のチラシを明日（5 月 18 日）新聞折込させていただくほか、市役所本庁、支所、

行政サービスセンターなどに設置いたしますチラシの裏面が食事券の申込書となっており

ます。 

先ほども申し上げたとおり、アルコール類にはご利用いただけません。 

今回は、10,000セットの発行で、おひとりさま 2セットまでの限定販売とさせていただ

きますので、申込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。あらかじめご了承くださ

い。 

また、食事券が利用できる取扱登録店も併せて募集しています。 

食事券の換金手数料は発生いたしませんので、是非とも多くのお店からのご応募をお願

いいたします。 

ご応募に当たっては、佐渡観光交流機構が取り組んでいる「佐渡クリーン認証」が必要

となりますので、認証のご申請もお願いいたします。 

 

2 つ目は「新しい生活様式」に対応するために事業所が行う、改修・改装工事、衛生用

品、備品購入に対する支援です。 

改修・改装工事は、仕切設置やトイレの洋式化などの飛沫防止、換気、非接触工事など

の費用が対象です。補助率 1/2以内で上限 50万円まで助成いたします。 

衛生用品の購入については、マスクや消毒液などの衛生用品の購入費用を補助率 1/2以

内で上限５万円まで助成いたします。 

備品購入については、空気清浄機や換気機能を持つエアコンなどの備品購入費用を 1/2

以内で上限 10万円まで助成します。 

いずれも、申請受付期間は、6月 1日（火）から 8月 31日（火）までです。 

なお、既に実施した改修・改装工事などについても、本年 4月 1日以降に行ったもので

あれば助成の対象といたします。 

昨年度に助成を受けた事業者の方についても、申請が可能です。 

事業所の皆様方におかれましては、本事業をご活用のうえ、新型コロナウイルスの感染

拡大防止のレベルを上げていくということについて、佐渡市と一体となってご協力をお願

いしたいと考えております。 

 

 3つ目は「緊急事業継続支援金」についてです。 

現在、新潟県では会食自粛等の影響により、売上の減少が続いている飲食事業者に対し

て、事業継続に向けた支援金を一律 20万円支給しているところです。 

佐渡市も県の取組に合わせまして独自に「緊急事業継続支援金」を設け、県の支援との

連動による効果的な飲食事業者支援を行います。 



具体的な支援内容ですが、新潟県事業継続支援金の支給決定を受けた事業者で、なおか

つ「佐渡クリーン認証制度」の認証を受けている事業者に対して、市独自の上乗せ分とし

て一律 5万円を支給します。 

申請受付期間は、5月 21日（金）から 7月 30日（金）までです。 

該当する事業者の方は、申請をお願いいたします。 

 

4つ目は個人向けの「快適な生活応援事業補助金」についてです。 

新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛等の影響を踏まえ、市民の皆様が長時

間化する在宅生活を快適に過ごすことができるよう「新たな暮らしの生活スタイル」対応

への支援を行います。 

具体的な支援内容ですが、空気清浄機、換気、空気清浄機能を持つエアコン、浄水器、

軟水器、加湿器、換気扇いずれかの購入費用を、補助率 1/2以内で上限 10万円まで助成い

たします。 

既に購入した場合であっても、本年 4月 1日以降に購入したものであれば助成の対象と

いたします。 

助成を受けるには、事前の申込みが必要となります。 

応募申込期間は明日 5月 18日（火）から 6月 30日（水）までです。 

お申込み多数の場合は、抽選とさせていただきます。また、1 世帯お 1 人様までの助成

とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

 以上の 4事業の詳細については、いずれも市役所第 2庁舎「新型コロナウイルス経済対

策窓口」（電話：63-3855）までお問い合わせください。 

 全体として、市民の皆さま方が安心して動ける仕組みづくり、そして動くための支援を

一体的に取り組んで参りたいと思っておりますので、コロナ対策を取りながら経済の方も

少しずつ動かして参りたいと考えておりますので、積極的なご応募をお願いいたします。 

  

5 モウモウキャンペーンの実施について 

 

名前を聞くと大体ご想像が出来るかと思います。 

丑年である今年度、佐渡牛や佐渡産乳製品を食べてもらい、佐渡の畜産業を理解し、興

味を持っていただくことを目的に、6月 1日から 30日までの 1箇月間、モウモウキャンペ

ーンを実施します。 

キャンペーンの内容は、島内のスーパーやドラッグストアなどで販売されている「佐渡

牛乳」や「佐渡産和牛」などの対象商品に貼られた「モウモウシール」20 点を一口とし、

7 月 9 日までに、地域振興課産業振興室、各支所、行政サービスセンター、または、店頭

に設置の応募箱へ申請書をお願いいたします。 

併せて、期間中、キャンペーンと連動した取組として、市内の保育園や小中学校への働

きかけも行い、佐渡産乳製品を使用した給食を提供し、園児や児童へ佐渡の畜産業の魅力

をアピールしていきたいと考えております。 

多くの皆様のご応募お待ちしております。 

 応募していただいた方の中から抽選で、A コースは「モウモウ体験ツアー」として市営

牧場や和牛繁殖施設の見学、佐渡乳業でのバター作り体験に 45名様をご招待いたします。 



その他 Bコースでは「無名異焼 モウモウごはん茶碗」を 10名様にプレゼントいたします

ので、この機会に佐渡牛や佐渡産乳製品を食卓に取り入れていただきたいと思います。 

 

事前質問 

 

新型コロナウイルス禍の下での 2回目の大型連休となりました。連休中の入込数と前年

比、一昨年（感染禍前）比、経済損失の推計を教えてください。 

 

市長： 

  ゴールデンウィークの比較でございます。ただし、昨年は来島自粛をお願いしており、

一昨年は 10 連休ということで稀に見る多くの方にご来島いただいたということで比較

対象としづらいと考え、平成 30年度と比較をさせていただきました。 

  例年、ゴールデンウィーク中の入込数は 2万人弱でございます。今年度は大幅な減少

になっている訳でございますが、令和 3年度のゴールデンウィーク中の入込数はおよそ

7,300人でございます。 

  平成 30 年が約 1 万 8 千人くらいでございますので、おおよそ 4 割程度となっており

ます。 

  一応、参考までに、令和 2年度のゴールデンウィーク中の来島者数は 900人というこ

とで、佐渡汽船の乗船調べでございます。 

  経済損失ですが、ゴールデンウィーク中における消費額を令和 3 年と平成 30 年とで

比較すると、消費額でマイナス 5億 7,500万円。経済波及効果でマイナス 9億 6,800万

円となっております。 

  方面別の分析の方は、県内が 5割減程度ということで一定の人数が来られましたが、

他の方面については 20～35％の間くらいとなっております。特に緊急事態宣言等が発令

されてからキャンセルが増えたということが現状でございます。 

 

 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： 

昨日までの接種率を教えてください。 

市長： 

  一般の方につきましては、本日から個別接種が始まります。今、ずっと接種を行って

きたのは医療従事者等でございますが、概ね基幹病院等は医療従事者については 2回の

接種が終わっている状況でございます。個人の医院等は 1回の接種が終わっているとい

う状況です。また、消防の救急隊員等につきましても、概ね 1回目の接種が終わってい

るところです。 

  高齢者施設についてでございますが、入所者については 4 月 20 日から接種を開始し



ており、約 4 割の 567人が 1回目の接種を終えているということで、7 月第 1週には接

種終了を目標にしていきたいと考えているところでございます。 

  一般の高齢者につきましては、まず 75 歳以上の方が本日からかかりつけ医等で接種

を受けている状況となっておりますし、今月末より集団接種も行っていくということに

なっております。 

 

記者： 

  ワクチン接種なんですけど、当日に予約キャンセルが出た場合の優先順位は決まって

いますか。 

市長： 

  今、メディア等で、各市長等が打つ打たないとう問題が様々出ておりますが、きちっ

と整理をしなければならないと思うのが、そもそも医療従事者として市長が接種してい

るのか、余ったから接種しているのかというところが、色々な報道で曖昧になっている

と思っています。 

  佐渡市としては、医療従事者として私どもが打つということは考えておりません。余

った場合の対応につきましては、実はこれは医療機関の中でも少しずつ実施をしており

まして、我々としてはやはり高齢者がなぜ先に打つのかというと、命に関わるから高齢

者から先にということになりますので、まずその高齢者関係の方からルールとしてはや

っていきたいというふうに思っておりまして、高齢者の施設、高齢者の施設も医療の方

は対象でもうやっているんですけど、例えば介護とか事務の方、こういう方々はまだ打

っておりませんので、そういう方々から打っていきたいということでやっていきたいと

思っております。これはこの後も取り組んで参ります。 

  ただ、ワクチンを余らせないようにするということも重要でございますので、解凍し

なければ大丈夫ですので、解凍のタイミング等もしっかりと注意しながら、まずはどん

なに余っても 1瓶だけと。1瓶ですと最大 6名ですけど必ず 1名は使うので、最大 5名

しか余らないということになりますので、その 5名をどのように福祉施設等で組んでい

くのかというところ。そこはしっかりと考えなければいけないと思っています。 

 

記者： 

  高齢者施設が 4割終わったというのは、2回目が終わったということか。 

市長： 

  いえ。1回目です。 

記者： 

  あと、新潟県からの医師の応援は何人くらいか。 

市長： 

  数は担当から説明します。 

市民生活課長： 

  実数で 12名お願いできております。 

記者： 

  集団接種の施設は 4地区で変わりありませんか。 

市民生活課長： 

  接種会場について変わりはございませんが、その中で午前のところを追加したり、接



種の数と言いますか、そこらへんを増やしたりというような形で対応していきたいと思

っております。 

 

記者： 

  今もお話ございました、応援があるというお話なんですけど、この応援を受けますと

国から要請のあった 7月末完了というのはだいたい達成できるような見込みになります

でしょうか。 

市長： 

  私ども、実は最初から接種率を 7割前後と見ております。 

  今の 75歳以上の方の状況を見ておりましても、今申し込みがあるので 74～75%くらい

が動くのかなと。もちろん、もう 1度、打ち漏れといいますか、申込漏れの把握は行っ

ていきます。 

  そういう形でいきますので、そもそも 7割で 7月末までに集団接種を終わらせるとい

うスケジュールでおりましたので、今回の応援を受けて出来るだけ 7月中に終わるよう

に最大限調整をしていきたいというふうに思っておりますが、これはやはり接種数と、

佐渡は医師の数も非常に厳しい状況でございますので、そういうことも調整しながら考

えていかなければならないと思っています。 

  しかしながら、これだけ県の方から応援いただけるということであれば、7 月以降も

もう一段応援いただいて、何とか、もちろん希望が多くても、7 月中に打っていけるよ

うに最大限努力しているところでございます。 

 

記者： 

  一部報道ですと、予約を巡ってですね、最近、いわゆる自治体職員を騙って予約を代

行しますとか、具体的な金額 5,000円を支払うと必ずワクチン接種できますといったよ

うな、詐欺が疑われるような相談というのが結構消費生活センターに寄せられていると

いう報道がありました。 

  恐らくこれから佐渡市内でもですね、65 歳以上から 74 歳までの接種券を郵送すると

のことですが、何かそういった詐欺と疑われるようなことがあったら注意してください

といったような注意喚起の考えはあるでしょうか。 

市長： 

  今、その全体の状況を私自身が、詐欺が何件あったとか、そういう話があったという

ことは私自身はまだ正確に聞いておりませんが、全国の報道でやはりそういうケースが

あるというのは当然考えております。 

  そういう部分では、佐渡の場合は比較的地域コミュニティがあるので、まだそういう

部分は少ないのかもしれませんけど、十分注意はして取り組みたいと思います。 

市民生活課長： 

  やはり全国的な報道がございましたので、消費者協会の方でホームページを立ち上げ

ていただいて既に周知の方はいたしております。 

 

2 佐渡市 PCR検査費用補助制度について 

 

 質疑はありませんでした。 



 

3観光客向け濃厚接触者滞在支援事業について 

 

記者： 

  濃厚接触者の滞在支援事業についてですが、これが始まるのはいつからでしょうか。 

市長： 

  今発生すれば対応可能にいたします。もう、ホテルとは状況を踏まえて予算を取った

段階で話をしているところでございます。 

記者： 

  こちらは観光客限定なのか、それともビジネスでの滞在客も含めるのか。 

市長： 

  宿泊のお客様ということになりますので、ビジネスで来られても観光のお客様なので

基本的には差は付けられないと考えておりますが、やはり個別の場合は、色々な個々の

お考えもありますが、やはり団体、特に修学旅行の場合はやはり色々全体で調整しなけ

ればいけないという点もあることから、主に修学旅行生を中心に考えておりますが、要

綱上は対象にするという中で進めていきます。 

記者： 

  現状ではまだ実際滞在中に濃厚接触者になった事例は恐らくないのではないかと思う

んですけども、仮にそうなった場合は佐渡汽船に乗って、例えば新潟市に帰るというこ

とは出来なくなるという理解でよろしいでしょうか。 

市長： 

  法的な形かどうかということになります。基本的には県の方から、濃厚接触者になっ

た場合はそこから 1週間ないし 2週間くらいは動くことはご遠慮くださいということに

なりますが、絶対強制ではございません。 

  ですから、個人の場合、そのまま 2週間佐渡にいられるのかという状況もやはりある

訳でございますので、そこはやはりしっかりと個々の状況に応じてですね、例えば PCR

が終わって 1週間が経ったら出るということもあるでしょうし、個人の場合は。 

様々なケースを個々としっかり話し合いをして、感染予防という観点から考えていか

なければならないというふうに思っています。 

  お願いをするという状況ですので、法的にどうしてもいなければならないということ

ではないということでございます。 

記者： 

  市内に留まることが求められる。 

市長： 

  そういうことでございます。 

記者： 

  こちらは、市が 3,000 円、観光旅館連盟が 2,000 円ということなんですが、5,000 円

を上限にということになるのか、それとも、宿泊施設はもう指定されていて、基本的に

もうこの金額は変わらないものと理解してよろしいでしょうか。 

市長： 

  1 泊 3 食を基本 1 万円で各ホテルも頑張ってやっていただけると。どこのホテルでも

1万円で。ですから 2分の 1を支援しますので、2分の 1はご本人でという、そういうス



キームになります。 

  ですから、泊まったホテルによって大きく差が出る訳ではないということです。 

記者： 

  施設は指定の施設か。 

市長： 

  そうですね。観光旅館連盟の中で取り組んでいるということでございます。 

 

記者： 

  宿泊施設というのは、今、何軒くらいあるのか。 

観光振興課長： 

  今のところ観光旅館連盟で 5つ受入れが可能ということで進めさせていただいており

ます。 

記者： 

  それは島内全域ということか。 

観光振興課長： 

  そうですね。観光旅館連盟の施設 5つ。点々と施設ありますけども、そちら、保健所

の指示と言いますか、指導のもと、こちらということで進めさせてもらおうかなと思い

ます。 

 

記者： 

  全国の観光地で、こういう政策やっているところはあるんでしょうか。 

市長： 

  私どもの調べでは、特に離島系の中で観光地調べましたけど、あまりないという状況

でございます。私どもには見つけられなかったということで、あまり行われていないの

ではないかなというふうに思っています。 

 

4新型コロナウイルス経済対策について 

 

記者： 

  手洗い水栓の、非接触の改修なんですが、そちらの予算の規模とスケジュールですね。

いつまでに完了するかというところを。 

市長： 

  市全体。観光施設以外の全体もありますので、企画課長分かります。全体。 

企画課長： 

  自動水栓の関係ですが、市長からありましたが、公共施設 22 施設を検討しておりま

す。基本的に観光の方が 2施設ございます。その他に庁舎・行政サービスセンターと図

書館関係を中心に実施をしたいということでございます。 

  スケジュール的には、このほど臨時議会において予算が通りましたので、予算課の方

でスケジュールを組んで改修していくというような形となっております。 

記者： 

  年内か。 

企画課長： 



  当然、年内に実施をするということで各課の方に連絡をしております。 

 

5 モウモウキャンペーンの実施について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  市民生活課かなと思うんですけど、こないだワクチン接種の訓練の方ございまして、

その中で、いくつか現場から聞こえてきた声の中に、例えば、救護スペースの中に AED

の設置、分かりやすい場所に設置しておくですとか、エピペンを常備しておくというよ

うなところ。それから看護師の方を、来場された方とか見える化するためにゼッケンを

着た方がよいのではないかというような意見が寄せられていましたけど、そのあたりは、

最終的にどのように決まったのかというのは。 

市長： 

  今、内部協議をやってますので、最終の案についてはまだ私報告を受けていないので、

今、現状の状況だけご報告いたします。 

市民生活課長： 

  PT の方を中心にそのあたりを詰めております。AED、それから看護師のゼッケン、そ

れについても準備を進めておりますので、やる予定でおります。 

 

記者： 

  佐渡汽船の関連なんですけど、今期第 1 四半期の決算発表で昨年の 12 月末と比べま

すと債務超過がおおよそ倍に膨らんでおります。この数字をどうご覧になるのかという

ことと、今後の債務超過解消に向けての取り組みにどういったことを求めていかれるか

ということをお聞かせください。 

市長： 

  大変厳しい数字だと思っております。 

  ただ、コロナの感染次第によって大きく変動するものだと思っておりますし、ワクチ

ン接種がどの程度進んでいくかと。その中で、例えば色々な「Go To キャンペーン」で

すとかそういう形での人の動き。ちょっと安心して動けるような色々な仕組みがいつ出

来るのか。それが秋に間に合えばかなり回復できるだろうとも想定できる訳でございま

す。昨年の状況を見ても。 

  そういうふうに考えておる訳でございますので、四半期ごとに考えるというのは、今、



当然厳しいであろうというふうに想定しておりましたので、全体状況を見ながらですね、

もう少し判断と言いますか、考えていきたいと思います。 

  一方、いずれにいたしましても私どもが一貫して佐渡汽船さんに求めているのは、値

段を上げる部分は必要な部分は必要というふうに考えておりますが、組織も含めて会社

全体で身を削るということをしっかりと、コスト削減を含めて社員全体で考えていただ

きたい。その結果をもって、改革と言いますか、改善を進めていただきたいと思ってお

ります。 

  やはりそういう姿勢を市民の皆さまも評価するというふうに考えておりますので、是

非、会社一丸となって経営改善に向けて取り組んでいただきたいというふうに考えてお

ります。 

記者： 

  現時点で、今後、行政支援を追加で求めるようなお話があった時には、市としてはど

んなふうな対応をされるのか。 

市長： 

  今の段階で全く考えておりません。 

  今の段階では全く考えておりません。 

  とにかく、厳しければ厳しいなりにどのように会社として経営を進めていくんだとい

う議論ももっともっと必要だと思っておりますし、その中で、公共交通機関ですので、

私どもはやはり国の方がまずしっかりと考えていただきたい。そして県も考えていただ

きたい。その中で足並みを合わせて我々自治体が考えていくのが、離島振興法や有人国

境離島特措法を踏まえて当たり前の世界でございますので、国の状況等も加味しながら

ということになります。 

  そういう点から、今は全く、市単独としては考えていないということでございます。 

 

記者： 

  予定されていますオリンピック聖火の状況ですけど、何かこう変更とかですね、検討

事項とかあれば。 

市長： 

  オリンピック聖火については色々なご意見をいただいているところですが、今、正直

申し上げて最終決断、「やる」「やらない」というのは、原則やるつもりでおります。 

  ただ、やり方についてどのようにしていくのかというのは、最終的に決断しておりま

せん。 

  これにつきましては、もう少し県内のコロナの感染状況、国全体の状況を踏まえなが

らですね、きちっと感染対策が出来るかどうかという観点がいちばん重要になると思い

ますので、その上で最終的に判断をしていきたいというふうに思っております。 

  ただ一方で、新潟県を複数の市町村が一生懸命努力しながらリレーで来るわけですの

で、そういうところの足並みを揃えながら、感染対策をとにかく一番にしながらですね、

取り組んでいくと。 

  そのやり方については、もう少し、やはり県内の状況だと思いますが、県内のコロナ

ウイルスの感染状況、島内ももちろんなんですが、そこをしっかりと加味しながら考え

ていかなければならないと思っていますので、出来るだけ後延ばしさせていただいて、

現状に即した対応を取らせていただきたいというふうに考えております。 



 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

 今年は本当に、市民の皆さまには本当に、天候が非常におかしいというふうに考えて

おります。 

 柿の被害もそうですが、暖かくて早く芽が出てそこに寒の戻りがあったということが

大きな要因でございます。冬も雪が早く多く降ってその後は暖かい。そして今度は、今、

梅雨の前線がこの時期に上がってきているという非常に珍しい状況でございます。 

 そして、昨日も一昨日も非常に暑くなりましたので、どうか天候の変化で体調を崩し

やすいということから、市民の皆さまにおきましては、コロナ対策ももちろんですが、

健康の方、しっかりと留意いただいて、天候に負けないように健康対策を取っていただ

きたいと思っております。 

 今月も本当にありがとうございました。 

 また今月もよろしくお願いいたします。 


