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令和 3年 7月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和 3年 7月 12日（月） 

時 間 午前１０時～午前１１時（予定） 

 

 

 発 表 内 容  

 

 

１ 新型コロナワクチン接種の進捗状況について  ……＜市民生活課＞ 

 

２  多子世帯出産成長祝金の支給について    ……＜子ども若者課＞ 

 

３ 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 

                       ……＜子ども若者課＞ 

 

４ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、後期高齢者医療 

保険料、介護保険料の減免制度について      

      ……＜高齢福祉課・市民生活課＞ 

 

５ 佐渡市奨学金制度の改正について      ……＜学校教育課＞ 

 

６ 佐渡観光の誘客対策について        ……＜観光振興課＞ 

 

７  新型コロナウイルス経済対策の実施状況について ……＜地域振興課＞ 

 

８ 「佐渡市高校生議会（今、私たちが考える佐渡の未来）」の実施について 

……＜企画課＞ 

９ 「第 1回 佐渡島サイエンスプロジェクト」の開催について 

……＜企画課・教育総務課＞ 
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10 アース・セレブレーション 2021の開催について 

……＜観光振興課＞ 

11 「第 5回 佐渡民謡の祝祭」の開催について 

……＜社会教育課＞ 

 

【事前質問】 

①・世界文化遺産の国内推薦候補を選ぶ国の文化審議会が今夏にも開かれる見通しです。 

佐渡金銀山の候補決定に向けて、市として準備している事業がありましたらお聞かせください 

 

②・7月 7日に児童が給食のパンをのどに詰まらせた事案で、教育委員会は、学校名を公表し 

なかったのはなぜでしょうか。 

・消防は、火災現場や佐渡汽船が故障して遅延したときに、警察に指示して、我々を排除しよ 

うとします。行政は、世間でいうところの我々を「マスゴミ」として、邪魔な存在としているのでし 

ょうか。 

教育委員会や消防は、我々を敵とみなして協力を拒否しているのでしょうか。お答えをお願い 

いたします。 
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市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ3．7．12） 

 

 

１ 新型コロナワクチン接種の進捗状況について                        

＜概要＞ 

〇現在６５歳以上の高齢者への集団接種は２回目がほぼ終わりに近づいてい 

ます。 

・接種状況：１回目が 79.2％で 18,109人、２回目が 66.7％で 15,250人  

〇７月１０日～ 

・６５歳未満の一般の方で基礎疾患をお持ちの方 

・居宅系の高齢者サービス事業所等の従事者 

・６４歳、６３歳への集団接種を始めています。 

＊基礎疾患がある方でまだ申込をされていない方 

・接種券の発送が必要なため、７月１５日（木）までに市役所、各支所、 

行政サービスセンターにお申込みください。 

 ・予約枠が終了しだい締め切ります。お早めに手続きをお願いします。 

 

〇観光客や帰省客が増える時期を前に職域接種として「大規模接種」を実施 

します。 

※「職域接種」は通常、1,000人以上の企業が主体となり実施するものですが、佐渡地域 

では、中・小企業が多いことから、佐渡市が実施主体となり実施します。 

・会   場：佐渡市総合体育館 

・接種予定日：１回目⇒７月３１日、８月１日 

２回目⇒８月２１日、８月２２日 

・対 象 者：高齢者に接する機会の多い業種や観光関係、交通関係を中心 

に考えています。 

（各団体を通じて呼びかけや、ホームページ等で周知） 

＊対象者を特定するため、基礎疾患同様に事前申し込みとし、対象者リスト 

の提出をお願いしています。 

＊接種については、ワクチンの配分に限りがあるため優先順位を設定し、 

必要な方から接種していく予定で計画準備をしています。              
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〇その他６２歳以下の方の接種は７月、８月のワクチンの供給量が少なくな 

ると国から連絡がきており、集団接種、個別接種共に９月以降になる見込 

みで準備を進めています。 

 

 

 

２ 多子世帯出産成長祝金の支給について  

【配布資料あり】 

＜概要＞                    

〇佐渡市では、佐渡の全ての子どもの出生を祝い、島全体で子育ての機運を 

醸成するため、すでに「子どもが元気な佐渡島（たからじま）事業」とし 

て、出生祝金１０万円を支給しています。 

〇子育て世代へのアンケートでは希望する子どもの数は３人ですが、実際は 

２．６人が現状です。 

〇第３子以降の妊娠、出産の後押しや、本市の重要課題である少子化の減速、 

移住・定住の促進及び地域を活性化するため「多子世帯出産成長祝金事業」 

を６月定例会で承認いただき、４月２日以降に出生した第３子以降の児童 

に対し成長祝金を支給します。 

 

〇成長祝金 

・支給金額：総額２００万円 

（出生時２０万円、満６歳時４０万円、満１２歳時５０万円、 

満１５歳時８０万円、＋たからじま事業の１０万円） 

・対象となる方には案内を送付済み。順次手続きをお願いいたします。 

  

※この事業は児童の出生から１５年間にわたり支援を行うもので、全国的に 

も事例はなく、日本一の子育て施策であると考えています。 

※４月１日以前に既に多子世帯となっている満１５歳以下の第３子以降の児 

童について、特例として１０万円の祝金を支給します。 

（対象となる方には８月以降にご案内する準備を進めています） 
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３ 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 

＜概要＞                               

〇新型コロナウイルス感染症による影響を受けている低所得の子育て世帯に 

対する生活支援として、児童１人につき５万円の特別給付金を支給します。 

〇既に実施のひとり親世帯への支給に続き、今回はひとり親以外の低所得世 

帯を対象に行います。 

〇支給対象者： 

・１８歳まで（障がいのある児童は２０歳まで）の児童を養育する方 

・令和３年度の住民税均等割が非課税の方。 

＊令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方は、 

６月３０日に手当受給口座へ振込みを完了しています。 

＊児童が高校生のみの方、公務員の方は申請が必要です。 

＊令和３年度の市民税が課税の方でも令和３年１月以降に新型コロナウイル 

ス感染症の影響を受け家計が急変し住民税非課税の方と同様な収入水準と 

なっている場合は、申請により支給の対象となります。 

＊申請方法など詳しくは佐渡市ホームページ等でご確認ください。 

 

 

 

４「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、後期高齢者医療 

保険料、介護保険料の減免制度について 

【配布資料あり】 

＜概要＞                               

〇新型コロナウイルス感染症の影響で世帯の主たる生計維持者の収入が前年 

と比較して３割以上減少した場合 

⇒令和３年４月から令和４年３月までの国民健康保険税、後期高齢者医療 

保険料、介護保険料の一部または全部を減免します。 

※減免申請は世帯の状況により、各制度で減免基準が異なります。 

※必要書類の準備等申請については、まずは各担当課までお問合せください。 
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○国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関することは、 

市民生活課 保険年金係 電話 ６３－５１１２ まで 

○介護保険料に関することは、 

高齢福祉課 介護保険係 電話 ６３－３７９０ まで 

 

※申請期限は令和４年３月 31日まで。 

※詳細については、今月発送する令和３年度分の各保険料等の通知書に、 

減免制度のチラシを同封していますのでご確認ください。。 

 

 

 

５ 佐渡市奨学金制度の改正について  

＜概要＞ 

〇国の奨学金制度が拡充され有利な制度になっているため、まずは国や県の 

奨学金制度をご利用いただく改正をするもの。 

〇国、県の奨学金を受けられなかった方は佐渡市奨学金の対象として補完。 

〇現行の佐渡市奨学金制度は定住促進を目的に一定条件を満たすことで返還 

の全額免除としていましたが、現制度と同等の利点となるＵＩターン者奨 

学金支援策を新たに講じており、国、県、市など多くの奨学金制度を対象 

に支援することに拡充しています。 

＊日本学生支援機構の奨学金：奨学金返還不要の「給付型」を設定している。 

＊「貸与型」利用の場合 

⇒卒業後佐渡市に戻って就労すれば、返還金は佐渡市が補給する。 

⇒佐渡市以外で就労の場合でも佐渡市出身の方を対象に利息分を佐渡市が 

補給します。 

〇奨学金の制度改正により 

・学生の皆さんには不利益なく借りることができる。 

・ＵＩターン策としても有効に使われる。 

 

※佐渡市奨学金制度の変更は令和５年度貸与開始分からです。 

※今後、市内の中学校、高校等での説明会で生徒、保護者の皆さんに詳しく 

説明していく予定です。 
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６ 佐渡観光の誘客対策について 

＜概要＞ 

〇新型コロナウイルス感染症の感染再拡大により落ち込んだ佐渡の観光需要 

の「早期回復」を図る目的で「さどまる倶楽部 宿泊ポイントバックキャ 

ンペーン」「佐渡観光体験施設利用促進事業」を実施します。 

 

【さどまる倶楽部 宿泊ポイントバックキャンペーン】 

〇開始日：７月 12日(月)  

〇対 象：さどまる倶楽部のアプリ会員 

〇内 容： 

・キャンペーン対象宿泊施設へ 1人 1泊税込 5,000円以上の宿泊プランを 

WEBで予約、宿泊された方に、市内 156か所の飲食店等で使用できる「だ 

っちゃコイン」を１泊につき 5,000ポイント付与。 

〇期 間：７月 12日～９月 30日（但し８月７日～８月 22日を除く） 

※先着 10,000人泊限定で行います。 

 

＊新潟県では県民を対象とした「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」を 

実施しています。市民の皆様もこの機会に、佐渡クリーン認証制度で安心 

安全な島内のお宿にお泊りいただければと思います。 

 

※注意：両キャンペーンの併用はできません。 

市民・県民の皆様は「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」 

県外の皆様は「さどまる倶楽部 宿泊ポイントバックキャンペーン」 

をご利用ください。 

 

〇詳細は、インターネットで「さどまる宿泊キャンペーン」または「にいが 

た県民割」で検索し各キャンペーン特設サイトからご確認ください。 
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【佐渡観光体験施設利用促進事業】 

〇参画施設の公募を７月９日（金）より行い今月下旬に観光体験施設の割引 

キャンペーンを実施予定です。 

〇支援内容： 

・クリーン認証を受けた参画施設が提供する 1人当たり 1,000円以上の体験 

商品または入場料に対し、市が 1/2、上限 1,000円を補助します。 

・利用者に対し、参画施設内で使用できる 500円分の買物券（上限 1,000円分） 

を体験または入場料に合わせ配布します。 

※参画施設や対象商品など詳細決まり次第７月下旬を目途に情報発信します。 

※割引キャンペーンは、市民の皆様もご利用できます。この機会に佐渡の立 

寄り施設にもお出かけください。 

 

 

【本年１～６月の佐渡汽船乗船客数、修学旅行の状況】 

〇１月～６月までの佐渡汽船の乗船客数：約 29万５千人 

前年比 108.7％、一昨年比 46％ 依然として厳しい状況が続いています。 

昨年の四半期で比較：１～３月 66％、４～６月 185％（５月・６月の修学旅行 

の入込みもあり少しずつではありますが回復傾向にある） 

〇本年 1年間の修学旅行の状況： 

約１万５千人の見込み。（現在までの実績と今後の予約状況を合わせ） 

前年比約 142％、一昨年比 129％ 

 

＊ここ数年と比較し増加傾向。コロナ禍においても佐渡クリーン認証制度に 

よる「安全・安心な佐渡」に行き先を変更いただいた学校も増えていると 

いう状況です。 
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７ 新型コロナウイルス経済対策の実施状況について 

＜概要＞ 

「テイクアウト＆食事券」 

〇６月 11日（金）に購入申込を締め切り、10,000セット発行のところ 

10,805人、20,596セット分の申込あり。 

〇６月 15日（火）に抽選を行い、5,248人の方を当選としました。 

〇更なる飲食店支援の観点から、2,000セットを追加発行。 

〇前回落選した方の中から抽選を行い、当選された方のみ明日以降郵送にて 

連絡します。 

※今回の事業は、全ての事業者が「佐渡クリーン認証」を受けていますので、 

安心してお食事を楽しんでいただきたいと思います。 

 

〇飲食店の支援 

・発売が延期されていた新潟県の「ＧＯ ＴＯ Ｅａｔ食事券」第２弾分の 

発売が７月 10日（土）から開始。 

・購入価格 10,000円で、500円券が 24枚つづり 12,000円分が利用できる 

食事券です。1人１回につき、２冊まで購入可能。 

・ＧＯ ＴＯ Ｅａｔ食事券の詳細は、新潟県ＧＯ ＴＯ Ｅａｔキャンペーン 

ホームページ又はコールセンター 025-382-5510まで。 

 

 

「快適な生活応援事業補助金」 

〇コロナ禍の中、長時間化する在宅生活を快適に過ごしていただくための 

物品購入の補助金（５月 18日～受付開始）多くの申請お問い合わせあり。 

〇1,000万円の予算額を６月市議会定例会に 2,000万円の補正予算を計上し、 

議決をいただきました。 

〇申込受付：６月 30日（水）に締め切り。 

1,609件の申込み、申込金額総額は１億 230万２千円。 

※申込多数のため７月６日（火）に抽選し当選者を決定。 

抽選結果の通知は本日以降郵送にて行います。 
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「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金 

〇「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。 

〇申請受付期間：８月 31日（火）まで。 

※予算に余裕がありますので新型コロナウイルス感染拡大防止に備え補助金 

を活用していただきたいと思います。 

※新潟県も感染防止対策として新潟県感染症対策認証を受けた飲食店を対象 

に「感染症対策認証店舗設備導入支援事業補助金」制度を設けています。 

 補助率は３/４で、佐渡市よりも有利な補助金です。 

 

◎新潟県の補助金のお問い合わせは： 

新潟県感染症対策認証店舗補助金センター 025-288-6526 まで。 

 

 

 

「緊急事業継続支援金」 

〇新潟県事業継続支援金の支給決定を受け、かつ、「佐渡クリーン認証制度」 

の認証を受けた飲食事業者に対し、佐渡市が独自に上乗せ支援を行うもの。

〇申請受付期間：７月 30日（金）まで。 

 

※新潟県では６月から飲食関連事業者を事業継続支援金の新たな支援対象と 

しています。 

※佐渡市も８月から飲食関連事業者を新たな支援対象とするよう検討してい 

ます。詳細が決まり次第、佐渡市のホームページ等でお知らせします。 

 

 

【４事業についてのお問い合わせ】 

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。 
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８ 「佐渡市高校生議会（今、私たちが考える佐渡の未来）」の実施について 

＜概要＞ 

〇市では、最上位計画となる総合計画の策定や、2022年度の「ＳＤＧｓ未来 

都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業」の選定に向け、また、佐渡教育コン 

ソーシアムでの検討を重ねる中、市内の高校生に佐渡の未来を考えてもら 

い、佐渡の諸課題を解決するためのアイディアを、自ら、そしてグループ 

で考え、発表するワークショップや授業に取り組んでいます。 

〇この成果を政策提案というかたちで、各学校のグループの代表者により市 

議会と同じ、代表質問、一問一答形式で高校生議会を行います。 

〇学生には二元代表制などの議会の仕組み、議会制民主主義の現場を実際に 

体験してもらう機会になります。 

＊あらためて佐渡を知り、理解を深めるキャリア教育につながり、探求学習 

の一環としてよい機会になると思います。 

 

〇高校生議会参加校：羽茂高等学校、佐渡総合高等学校 

〇会 場：市議会議場 

〇開会日時：８月５日（木曜日）15時～ 

＊参加学生に議会の会場見学なども予定しています。 

＊当日の傍聴も、通常の市議会とできるだけ近いかたちで進めたいと考えて 

います。 

 

 

 

９ 「第 1回 佐渡島サイエンスプロジェクト」の開催について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

〇開催日：８月 19日(木曜日)～20日(金曜日) 

〇会 場：アミューズメント佐渡 

＊佐渡ご出身の東京理科大学名誉教授の本間芳和先生、東京大学名誉教授の 

浅島誠先生をはじめ、佐渡を応援していただいている先生方が中心となっ 
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て、佐渡の子どもたち等たくさんの皆様に本物のサイエンスを体験いただ 

くために企画されたイベント。 

〇内 容： 

<８月 19日>  

・教員向けの「プログラミング教育」 

・高校生から大人向けの「2050年宇宙エレベーターの旅」などの講演会 

<８月 20日>  

・小学生～大人を対象とした講演会やトークショー 

・小学生～高校生を対象とした大学生などによる８つの「ワークショップ」 

<両日> 

・展示スペースで「メイド・イン・佐渡のロケット部品」や「ブラックホ 

ールの写真」などを展示。 

〇参加料：無料 

〇申込み： 

・講演会、トークショーの事前の申し込みは不要 

・「ワークショップ」は申し込み必要。 

※「チラシ」のＱＲコードまたはＵＲＬからお申込みください。 

※申し込みは先着順で、締め切りは７月 30日(金曜日)です。 

〇お問い合わせ： 

・「チラシ」のサイエンスプロジェクト実行委員会のメールアドレスまで。 

 

 

 

10 アース・セレブレーション 2021の開催について 

＜概要＞ 

〇新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、観客動員数を縮小しての実 

地開催と昨年同様のインターネット配信で実施します。 

〇イベント概要： 

・小木みなと公園で開催するハーバーライブのみ、8月 21日（土）・22日（日） 

の両日に実施します。 

・ライブイベントのほかにオンラインでの開催ができそうなものは、可能な 

範囲で実施に向けて調整を進めていく予定です。 
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※実地開催は、ご来場の皆様の安全を守るため国及び県のガイドラインを遵 

守することとし、両日ともに定員を 600名程度に縮小します。 

※実地開催チケットは今月 9日（金）より「アース・セレブレーション 2021」 

ホームページ等で販売開始しています。 

 

 

 

11 「第 5回 佐渡民謡の祝祭」の開催について 

＜概要＞ 

〇佐渡の民謡が一同に会する「佐渡民謡の祝祭」を８月２２日に改修を終え 

たアミューズメント佐渡のリニューアル記念イベントとして開催します。 

〇テーマ：「つなぐ」 

・民謡団体を「つなぎ」、後継者育成に取り組むことで、佐渡の民謡の文化を 

未来に「つなぐ」という思いが込められています。 

・いくつかの団体が合同で出演するほか、民謡に一生懸命取り組む子供たち 

も大勢出演。 

〇ゲスト：佐渡出身民謡歌手 小林よしえさん、羽茂高校郷土芸能部の皆さん 

 

※今年は民謡団体で組織された実行委員会が企画・運営を行い、民謡団体が

主体となって作り上げられた総勢２２団体とゲストによる見ごたえのあるイ

ベントです。 

 

〇日 時：令和３年８月２２日（日曜日） 

 午前９時３０分～午後４時 

〇会 場：アミューズメント佐渡 大ホール 

〇入場料：お一人様５００円。中学生以下は無料。 

〇定 員：１，０００席（全席自由席） 

〇前売りチケット：７月２６日（月曜日）～ 

アミューズメント佐渡、佐渡博物館、各地区公民館、 

一般財団法人佐渡文化財団にて販売。 

 


