
令和 3年 6月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 6月 7日(月) 

午前 10時～午前 10時 30分 

 

発表案件 

 

1 新型コロナワクチン接種の進捗状況について 

 

新型コロナワクチン接種の予約状況につきましては、接種券配布後の当初段階では電話

がつながりにくい状況となり、大変ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。新たに回

線数を増やすとともに、5月 24日（月）からはネットによる予約受付も開始いたしました。 

しかしながら、接種券につきましては一度に数千という形でお送りしますので、接種券

が届いた直後が非常に込み合い、枠の関係でネットでも予約が取れないという声もいただ

いております。大変申し訳ないと考えているところですが、ワクチン接種を希望される方

には必ず接種できるように準備を進めておりますし、接種は可能でございますので、慌て

ずに予約いただきたいと考えているところです。 

今、傾向としましては、接種券が届いた 3日間程度は非常に込み合います。その後、電

話は少し空いてきますが、朝やお昼の一番、夕方という時間帯が込み合うという傾向が出

ておりますので、これも参考にしながら慌てずに予約をいただきたいと考えております。 

集団接種の予約状況ですが、金井・真野会場は予約がほぼいっぱいとなりましたが、新

穂会場など他の会場にはまだ空きがございますので、お申し込みいただきますようお願い

いたします。また、集団接種と個別接種の二重予約をされている方がございましたら、い

ずれかを選択の上、どちらかをキャンセルしていただきますようお願いいたします。 

佐渡市は医師の数を含め、皆さま方のお力添えにより予約を受けた方がしっかりと接種

を受けていただく体制で進めております。多くの枠が余っている状況でもございません。

皆さま方からの予約を取りながら、しっかりと確実に進めていきたいと思っておりますの

で、お力添えをいただきたいと考えております。 

 

接種の状況ですが、現在、7,333人の方が接種を終了しております。率にすると約 32％

強ということになっております。1 回目の接種ということでございます。今のところ現場

では大きな問題もなく順調に進んでいると考えておりますので、しっかりと取り組んで参

りたいと考えております。 

また、一部キャンセルにつきましては、佐渡市としては早めに分かった場合には繰り上

げて高齢者に接種いたしますし、直前に分かった場合には福祉施設の方に接種をするとい

うことで、この集団接種に関して余りが出ないように調整して進めているところでござい

ます。 

また、集団接種会場は、受付を予約時間で順に行いますが、待合場所のスペースが限ら

れていますので、時間通りにおいでください。また、スムーズに接種を受けられるよう、

「事前に予診票への記入を済まされ、ご持参いただく」「肩を出しやすい服装」でお越し願



います。この 2点により接種がスピーディーに行われます。スピーディーに行われればこ

の後も会場の接種の人数を増やすなど医師会と相談しながら進めたいと考えておりますの

で、是非、この準備の 2点についてお願いしたいと考えております。 

 

今後の予定でございます。 

高齢者の接種は、7 月末を目途に終える予定です。その後、ワクチンの確保があるもの

ということになりますが、「64歳以下の方で基礎疾患をお持ちの方」「高齢者施設の従事者」

「60 から 64 歳までの方」の先行接種を考えているところです。その後につきましては、

今、正直申し上げて、ワクチンの供給がいつという見込みそのものが自治体に情報として

降りてきておりませんので、準備をしながら、正確な情報はワクチンの目途がつきしだい

市民の皆さまにお知らせしたいと考えております。 

また、基礎疾患をお持ちの方には、接種券を先行送付いたします。しかしながら、この

基礎疾患についてはどうしても分かりづらい部分がございます。そういう部分で事前にお

申し込みが必要となります。申込用紙は佐渡市ホームページからダウンロードできますし、

ネット環境が整っていない方は、各支所・サービスセンターにも設置いたしますので、早

めの申請をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

2 令和 3年度佐渡市一般会計補正予算（第 2号）について 

 

 6月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第 2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、3億 6千 79万 5千円を追加し、予算総額が 461億

4千 674万 7千円となります。 

 主な補正内容ですが、 

1 新型コロナウイルス感染症対策については、 

(1) 医療・福祉提供体制の確保として、 

・島内の中核病院の持続的な診療体制を目指し、即戦力（急性期の医療ができる）と

なる看護師を緊急に確保するための、見学・面接に係る旅費及び就業支度金の補助

に係る経費に 390万円。 

(2) 感染拡大防止対策として、 

・指定避難所の衛生対策及び感染症の予防のための手洗い場の自動水栓化に係る経

費に 2千 758万 8千円。今のところ 66施設を考えております。 

・8 月 15 日の成人式開催にあたり、PCR 検査等の結果の提示を必須とする県外在住

の参加者へ商品券を贈るための経費に 406万 8千円。 

(3) 産業振興と雇用促進として、 

・民間施設を活用した、企業誘致の活動拠点の整備に係る経費に 2千 172万 1千円、 

・古民家や空きスペースを活用した、ベンチャー企業のスタートアップ拠点となるイ

ンキュベーションセンターの整備に係る経費に 1 千 976 万 2 千円。これは国のテ

レワーク交付金の申請をしており、75％の補助ということで非常に有利な制度で

ございますので、活用を考えている事業でございます。 

(4)地域経済の活性化として、 

・4月臨時会（1号補正）で、コロナ禍において、長時間化する在宅生活を快適に過

ごすための個人の備品購入費への補助に対する経費として 1 千万円を計上したと



ころですが、応募者多数で不足が見込まれることと、議会との協議の中で予算額の

不足に関するご指摘もございましたので、今回、2千万円の増額計上を考えており

ます。 

・JR のポイント制度である JRE ポイントを観光地域通貨「だっちゃコイン」へ変換

する仕組みを構築し、コロナ対策の環境が整った島内イベント等と連動した新た

なポイント活用による誘客及び消費を促進するための経費に 955万円。 

・コロナ禍で経営に支障が生じている観光施設事業者を支援するための経費に 1 千

300万円。これにつきましては、観光の立ち寄り施設等の体験等でお客様に楽しん

でいただけるものに対する支援を考えているところでございます。 

・島民の安全で安心な暮らしを支え、地域経済の活性化のための取組として、地域要

望のある道路工事等に係る経費に 5千万円を新たに計上するものです。 

 

2 温泉利用促進事業については、10月より民間事業者への無償貸付を予定している「ビ

ューさわた」が行う利用促進の取組等に対する補助経費として 327 万 5 千円を増額計上

し、併せて温泉運営費等の直営に係る経費の減額と温泉施設利用料等の歳入を減額する

ものです。  

 

3 多子世帯出産成長祝金事業については、当初予算で計上しました第 3子以降子育て応援

事業について、議会からのご指摘や市民の皆さまからの声をいただき、見直しを行い、令

和 3 年 4 月 2 日以降に第 3 子目以降の子として出生した児童を対象とした成長祝金のほ

か、令和 3 年 4 月 2 日時点で 3 人以上の児童を養育する保護者への特例給付に係る経費

に 4千 84万円を計上するものです。 

 

4 老人福祉施設整備事業については、特別養護老人ホーム歌代の里新設移転に伴う建設予

定地の地質調査に係る経費に 1千 672万円を新たに計上するものです。 

 

5 スポーツ・文化活動への支援については、スポーツ及び文化関係の国際大会、全国大会

への出場者に対し、激励金を支給するもので、スポーツ大会の出場者に対する経費に 285

万円を新たに計上し、文化関係の大会の出場者に対する経費に 20万円を増額計上するも

のです。 

 

6 羽茂小学校グラウンド改修費については、国の学校施設環境改善交付金を活用し、雨水

排水能力の著しい低下により、屋外教育活動に支障をきたしているグラウンドの全面改

修に係る経費に 1億 1千 583万円を新たに計上するものです。 

 

また、その他の経費については、当初予算編成後の事由による必要な経費を計上するも

のです。 

 

3 令和 3年度 第 2回佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集開始について 

 

雇用増を伴う創業又は事業拡大を行う民間事業者等に対して、設備投資資金や人件費、

広告宣伝費などの運転資金を支援する、佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集を開始しま



す。 

補助率は、国、県、市を合わせて計 3/4の補助となり、有人国境離島の交付金の活用と

いうことで非常に有利になっております。創業の場合、最大で 450万円、事業拡大の場合、

最大で 1,200万円までの補助を受けることができます。 

今回の募集スケジュールですが、事前相談を令和 3年 6月 14日から 28日まで、個別相

談会を 7月 8、9日に行います。補助金申請をお考えの方は、両方ともお受けください。 

その後、事業計画である事前協議書の受付を 7 月 8 日から 7 月 30 日までの期間で行う

予定としております。 

 この補助金につきましては、本年度の第 1回目の募集で、創業、事業拡大、合計で 49事

業者を採択させていただきました。採択事業者については、新たに 65人の新規雇用が計画

されており、島内の雇用にも良い影響を与えているものと思っておりますし、直接的には

移住・定住という効果、そして、佐渡の方の雇用ではなく、佐渡で働いていただくという

選択を広げるということでも、非常に有用であると考えております。 

佐渡市としましても国、県と連携し、積極的に事業を進めてまいりたいと考えておりま

す。事業者の皆さまの応募をお待ちしております。 

 詳細につきましては、佐渡市地域振興課産業振興室（63-4152）までお問い合わせくださ

い。 

 

 また、本年 11 月頃を目途に、令和 4 年度第 1 回目の市雇用機会拡充事業補助金の募集

を開始する見込みですが、この募集と併せ、令和 4 年 2 月に「佐渡ビジネスコンテスト

2022」を開催する予定です。 

このコンテストで入賞した企業には、市雇用拡充事業補助金の採択基準の優遇措置をは

じめ、連携する投信ファンドからの出資や、市が整備するインキュベーションセンター（※

創業初期段階にある起業者の支援を目的に事務所スペースを低廉で提供、アドバイスを行

う人を配置する等経営ノウハウを補完した施設）への入居など、多くの特典を用意しなが

ら、投資会社とも連携しながら企業の事業性を見ながら採択をしている状況ですので、し

っかりと将来性を見出しながら佐渡での起業がうまくいくように取り組んで参りたいと考

えております。 

 このように市では創業や事業拡大で雇用を生みだす補助制度と、市内外から様々なアイ

デアを持つ企業の誘致を目的とするビジネスコンテストを連動させ、佐和田地区と佐渡の

玄関口である両津地区に働く拠点整備を行うことで、佐渡に多様な企業や人材を集め、活

躍していただく仕組みづくりを進めるとともに、全国に「起業しやすい島」「起業が成功す

る島」を発信していきたいと考えています。 

 

4 「佐渡の弥生時代の息吹(いぶき)－新穂遺跡群 平田(ひらた)遺跡展－・講演会」に

ついて 

 

 6月 19日（土曜日）～8月 15日（日曜日）にかけ、新穂歴史民俗資料館において、「佐

渡の弥生時代の息吹(いぶき)－新穂遺跡群 平田(ひらた)遺跡展－」を開催します。 

 この平田遺跡は佐渡市新穂地区（下新穂）に位置し、およそ 2千年前の弥生時代中頃(な

かごろ)の、稲作の様子を知ることができる、同時代の北陸地方を代表する遺跡です。 

また、この遺跡からは、佐渡最古のコメや、水田用の水路なども発見されており、佐渡の



米作りの始まりを知る上でも大変貴重な遺跡です。 

 なお、この展覧会に合わせ、平田(ひらた)遺跡や弥生時代の佐渡のことを、市民の皆さ

まに詳しく知っていただくために、7 月 4 日（日曜日）午後 1 時から、新穂トキのむら元

気館を会場に「平田(ひらた)遺跡講演会」を開催いたします。 

当日は、新潟県考古学会副会長・高橋 保
たもつ

 氏、明治大学文学部教授・石川 日出
ひ で

志
し

 氏を

お迎えし、記念講演を行います。定員は 100名、事前申込が必要ですので、7月 1日（木）

までに、世界遺産推進課埋蔵文化財整理事務所（55-3990）までお申し込みください。 

 この展覧会・講演会をきっかけとして、佐渡の大切な宝である文化財に関心を寄せてい

ただければと思います。 

 

事前質問 

 

 事前質問はありませんでした。 

 

 質疑応答 

 

1 新型コロナワクチン接種の進捗状況について 

 

質疑はありませんでした。 

 

2 令和 3年度佐渡市一般会計補正予算（第 2号）について 

 

記者： 

  インキュベーションセンターなんですが、佐和田、両津それぞれいつ頃完成して運用

を始められるご予定か教えていただけますか。 

市長： 

  秋頃から工事の準備をすることとなっておりますので本年度はかなり厳しい状況なん

ですが、具体的なスケジュールは担当課長から申し上げます。 

移住交流推進課長： 

  インキュベーションセンターの整備につきましては、8 月末に補助金の交付決定を受

ける予定です。それから作業に取り掛かりますので、年度内の完成を目途にしていると

ころです。 

 

記者： 

  補正予算の関係で看護師の緊急確保について、これは予想できることでありましたの

でもう少し早い時期にできたのではないかということと、今現在の見通しや条件など、

もう少し詳しく教えてください。 

市長： 



  実は、看護師募集は通常の制度として常に進めておりまして、引っ越しの費用等様々

な支援があるものでございます。ただ、今回はコロナが非常に、日本的に流行っている

ということと、この支援は佐渡病院への就職を考えていますが、高度医療を支える佐渡

の唯一の病院でございますので、そこに連携をしながらコロナ禍の中、移住・定住とあ

わせてモデル的に、短期間に行ってみたいということで今回補正をさせていただいたも

のでございます。 

  状況としては、医師の不足と看護師の不足は非常に厳しい状況がございます。そして、

佐渡病院は急性期ということで佐渡の中では高度医療を担う病院ですので、看護師の方

も数が要るということになります。ですから、今回モデル的に行わせていただきたいと

いうことでございますので、「何人足りないから何人要る」というよりも、慢性的に、特

に高度医療を支える看護師の不足は明確になっておりますので、お子様が看護師で、例

えば、「東京で働いているけれど、帰って来たい」というような方々を対象にできないか

なということも考えて、このコロナ禍の中、各地で看護師の皆さまは色々と大変ですの

で、「これを機会に佐渡へ帰りたい」というような声があったら、そういう方を誘致して

いきたいと、そういう思いで、モデル的に行うものでございますので、あくまでもコロ

ナ禍における緊急事業という形でお考えいただきたいと考えております。 

 

3 令和 3年度 第 2回佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集開始について 

 

記者： 

  今後の予定のビジネスコンテストのことなんですけど、例えばこれは、佐渡市の方か

ら何か求める業種ですとかサービスというものを参加者の方に事前に示したりという

ことは考えられますか。 

市長： 

  ありがとうございます。 

  今、実はそれを考えています。 

  一般的に、今までですと、「佐渡で何をやりたいですか」という形で募集を取っていま

したが、今は佐渡の課題、先ほど雇用も申し上げましたけども、その雇用のマッチング

等大きな課題となっておりまして、正直申し上げて雇用が少ないといいますか、そうい

う状況もあるということでございます。そういう部分で、このコロナ禍の中、移住・定

住と組み合わせたマッチングに対しての起業など、佐渡の課題解決型の起業を我々から

提案して、そこには少し点数を上乗せするなど、そういう形のものも今考えております

ので、色々な主催企業と連携しながら、どういう形が適切なのか、課題解決型として募

集できるのかというところの議論は今しているところでございます。 

記者： 

  具体的な業種ですとか、例えばこの間のタウンミーティングでは、市長は子育て支援

に対してある程度民間の事業者の誘致も検討するということもおっしゃっていました

けど、具体的にイメージする業種というのは、今のところ何かございますか。 

市長： 

  私自身は今申し上げたように、ビジネスの人のマッチング等ができるようなものがひ

とつ、どうしても必要かなと考えているところでございます。 

  都市部で短期的に働きたい方がいらっしゃいますので、そういう方々も含めながら、



佐渡で連携を取りながら佐渡で働いてもらう。一例を言えば、8 月であれば、大学生が

例えば佐渡でアルバイトをするとか、これも観光業にそういう形で配置をしていけば、

スタッフ不足という部分にカバーできる訳でございますので、私自身は今のところは、

ひとつは人材のマッチングというものが重要かなと考えているところでございます。 

 

4 「佐渡の弥生時代の息吹(いぶき)－新穂遺跡群 平田(ひらた)遺跡展－・講演会」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： 

  佐渡市のホームページを拝見しますと、SDGs*1のアイコンと言いますか 17の項目が各

新着のニュースですとかに貼られておりますけれど、これはどういった取り組みで始め

られましたでしょうか。 

市長： 

  SDGsにつきましては、昨年より議会でも申し上げておりますが、「佐渡は『SDGs未来

都市*2』を目指します」という形ではっきりと申し上げております。 

  ただ、SDGsというのは本当に広い。若干でございますが、後進国・発展途上国と申し

ますか、そういう視点で作られているところもございます。ただし、17の項目というの

は、すごく佐渡にとって解決しなければならないものがたくさんある。そうすると、佐

渡の人の目線であの 17 の項目を咀嚼しながら課題を作っていかなければならない。そ

ういうふうに考えておりますので、今年は高校生も含めながら SDGsの勉強会だとか、意

見をもらっていく。 

そして、今話をしておりますが、国を俯瞰的に見るということで、IGES*3という東京の

機関と連携しながら、今の国の課題と佐渡の課題、これを SDGsとして明確にしていくと

いう取り組みを今行っているところですので、SDGsは本当に広い範囲でございます。例

えば、食を残さないということも SDGsの重要な話になると思っております。 

そういう部分で、広い範囲から少しずつ取り組んで、本年度、「SDGs 未来都市」の認

定を本年度末に狙っていきたいということで今準備をしておりますので、SDGsについて

はほぼその一環で広く取り組んで、市民の皆さまと一緒に意見を聞きながら進めていき

たいと考えております。 

記者： 

  これは佐渡市が自主的に始めたものですか。時期だといつからになりますか。 



広報戦略室長： 

  ホームページを改修し、今月。5月。 

市長： 

  実は SDGs、昨年度は申請するつもりはありませんでした。行政で簡単に作った絵で、

「SDGs未来都市」認定を受けるということはあまり望ましくないと。佐渡の場合、環境

に加担する取組はかなり進めておりますので、今の取組を書くだけで認定されるのでは

ないかという想像はしていましたが、やはり市民の皆さまともう一度、問題となってい

る環境について考えるということが大事であろうということで、今その準備をしている

ところでございます。 

  そういう形のところで、昨年から少しずつ準備をしておりましたが、ホームページの

方は今申し上げたように、リニューアルを機会にということで、昨年は事前準備期間、

そして今年は準備期間ということで少しずつ始めているという、そんなイメージでござ

います。 

 

記者： 

  コロナ禍に伴う島内の経済への影響。最新のデータではどのくらいの状態なんでしょ

うか。 

市長： 

  分野別でかなり違うんですけど、今のところ掴んでいるのは観光がいちばんであろう

というところで考えております。 

観光は概ね 40～50%くらいで前年比を推移しております。しかしながら、修学旅行に

ついては全体の数も昨年より少し増えている状況でございまして、今はこれがピークで

ございますので、この実績を見ながら観光の方はいかなければいけないと考えておりま

す。 

  また、一般のホテルの方も、平日の団体は厳しいんですけど、土日は少しずつ今は個

人客も入っているようにジワジワ聞いておりますので、このワクチン接種と 6 月 20 日

の緊急事態宣言の解除に合わせてかなり雰囲気は変わってくるのかなというところは、

考えているところでございます。今、そこを見ながら考えています。 

  併せて、島内の企業については、今のところ私が報告を受けているのは、建築の方は

色々な形で住宅リフォーム等ありますので、また、新しい生活様式の事業等もございま

すので、建築の方はある程度仕事は回っていると聞いています。 

  建設業は少し仕事が切れているという状況になっていると聞いています。 

  飲食の方も厳しいことは厳しいですが、特にお酒を飲みながらというところは本当に

厳しいと認識しております。ここに関しては今しばらくご辛抱いただきながら、国の施

策と合わせながら、また状況に合わせて我々も考えていきたいと。 

  今の現状はそのような形で、具体的な数字まではありませんが、今のところはそうい

うふうに状況を聞いておりますので、まずは、この国の緊急事態宣言がどのように動い

ていくのかというところも含めて議論を進めていかなければならないと、そんなふうに

考えております。 

 

*1 SDGs 

  「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称です。エス・ディー・



ジーズと発音します。2015 年 9 月の国連サミットで採択された 2030 年を期限とする、

先進国を含む国際社会全体の 17の開発目標です。 

*2 SDGs未来都市 

  内閣府が公募する、自治体による SDGsの達成に向けた取組のうち、優れた取組を提案

する都市を選定するものです。選定された自治体は内閣府による取組の支援や成功事例

の普及展開を受けることができます。 

 

*3 IGES 

  公益財団法人 地球環境戦略研究機関（Institute for Global Environmental 

Strategies）。アイジェス。  

 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

 6 月を迎えました。水無月でございますが、調べていくとどうも「水が無い月」ではな

くて、「水の月」であると言われている説もあるようです。 

 これから梅雨を迎えます。市民の皆さま方は梅雨を迎える中で体調等を整えて、体調を

崩さないようにお気をつけいただきたいと思います。 

 今月もありがとうございました。 


