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令和 3年 7月 12日(月) 

午前 10時～午前 11時 30分 

 

 記者会見の前に、昨日メッセージを出させていただいたところですが、7月 7日に発生

した市内小学生児童の給食における事故につきまして、1日も早い回復を祈ってていたと

ころでございます。しかしながら、昨日、お亡くなりになったという報告をいただきまし

た。このようなことを防ぐことができなかったことは、本当に断腸の思いでございます

し、本当に申し訳ないという思いも私個人はいっぱいでございます。児童のご冥福をお祈

り申し上げます。 

 今回の事故を重く受け止めまして、まずはご家族、そして児童の関係された子供たちの

心のケアをしっかりとしなければならないと考えております。また、佐渡市だけではな

く、このような事故が 2度と起きないようにしっかりと検証して、しっかりと対策をとら

なければいけないと考えています。 

 いずれにしましても、学校事故対応に関する指針がございますので、そこに向かって教

区委員会の方でしっかりと取り組みながら、私も、学校・教育委員会としっかり連携をし

ながら児童・生徒の安全確保に取り組んで、最大限努力して参ります。 

 本当に、ご冥福をお祈りするところでございます。 

 

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につきましては、現在 65歳以上の高齢者の接種については、集

団接種は 2回目がほぼ終わりに近づいています。 

 接種の状況は 1回目が 79.2％で 18,109人、2回目が 66.7％で 15,250人の方が終了して

おります。これは 65歳以上の高齢者のみでございます。 

 おおよそ 65 歳以上の方への集団接種につきましては、7 月 18 日を目途に終わらせると

いう見込みが立っている状況でございます。 

  

 7 月 10 日からは 65 歳未満の一般の方で基礎疾患をお持ちの方と居宅系の高齢者サービ

ス事業所等の従事者、それから、少しでも重症化リスクの高いところから接種をしたいと

の思いから、64歳、63歳の方への集団接種を始めております。基礎疾患をお持ちの方で、

まだ申込をされていない方は、接種券を発送いたしますので、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願います。この後のワクチンの確保等の関

係もございます。もう 1 度申し上げます。基礎疾患をお持ちの方は 7 月 15 日までに市役

所、各支所、行政サービスセンターにお申し込みをお願いしたいと思います。これが遅く



なると、基礎疾患をお持ちでもこの後すぐに接種できなくなる可能性もありますので、基

礎疾患をお持ちの方につきましては、もう 1度確認をしたうえでお申し込みいただきたい

と考えております。 

 もう一方では、これは新潟県へ要望して確保ができたものでございますが、今後、お盆

に向かって、観光客や帰省客が増えるであろう時期を前に、職域接種の形で佐渡市の「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ってワクチン管理や医師を確保するも

のでございます。今、日本全体で大きく進んでおりますが、佐渡地域では、中・小企業が

多いことからなかなか難しいであろうということから、新潟県と相談し、佐渡市が実施主

体となって職域接種を行うという形をとらせていただいているものです。 

日程としては、「佐渡市総合体育館」を会場に 7月 31日、8月 1日に、1回目の接種を予

定しています。2 回目は、その 3週間後ということで 8月 21と 8月 22日となっておりま

す。「様々な日程で実施してほしい」「もっと会場を小分けにしてほしい」などのご意見も

ございますが、医師の確保等を踏まえながら取り組んでおりますので、何卒ご理解いただ

きますようお願いいたします。 

対象者ですが、高齢者に接する機会の多い業種や不特定多数の方と接する機会の多い業

種ということで、具体的には観光関係、交通関係の皆さま方を中心に考えており、各団体

を通じての呼びかけ等を行っているところです。 

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

いしているところです。接種につきましては、ワクチンの配分に限りがございますので、

人数は制限せざるを得ない状況でございます。優先順位を設定し、必要な方から接種をし

て参ります。     

 

 そして、62歳以下の方の接種の状況でございます。 

我々としては、集団接種の準備をしながら進めていたところでございますが、県からの

ワクチン配分を見る限り、8 月に供給されるワクチンは、今接種している方の 2 回目に充

てざるを得ない状況となっております。そういう点から、62歳以下の方の新規申込は一旦

停止させていただきたいと思っております。 

ワクチンの供給量の状況をしっかり見ながら、ワクチンの安定した確保ができしだい集

団接種を実施していくと、そしてすぐに接種券を出せるようにするということで最大限の

準備をしていきたいと考えているところでございます。 

今の段階ですと、8月までは非常に数が少ないということになりますので、9月以降に集

団接種・個別接種を再度進めていくことになると思いますが、ワクチンの供給量につきま

しては、少なくなると国・県から連絡が来るのですが、確保できしだい取り組んで参りた

いと考えております。 

一方、まだ数字等は明確ではございませんが、先般の県と市長との会議において、朱鷺

メッセにおける今後の集団接種につきましては、市町村枠も一定程度設けるとの話を聞い

ているところでございます。具体的な内容については、これから県と協議して参りますが、

佐渡枠が確保できましたら、一定程度の交通費の支援等も必要と考えておりますので、県

の実施方法、対象者を明確にしたうえで朱鷺メッセでも接種しやすい形をとっていきたい

と、少しでも早く終わらせていきたいと考えておりますので、県と情報交換しながら対策

をとって参ります。 



 

2 多子世帯出産成長祝金の支給について 

 

佐渡市では、佐渡の全ての子供の出生を祝い、島全体で子育ての機運を醸成するため、

既に「子供が元気な佐渡島（たからじま）事業」として、出生祝金 10万円を本年度より支

給しています。 

今回、議会に説明した新たな施策として、子育て世代へのアンケートにより、希望する

子供の数がおよそ 3人であるのに対し、実際は 2.6人となっている現状から、課題につい

ては経済的な面が大きいという結果が我々のアンケートからも国等のアンケートからも出

ているところでございます。そういう点から、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ましたので、4 月 2 日以降に出生した第

3子以降の児童に対し、成長祝金を支給いたします。 

 

 これが非常に珍しいのですが、成長祝金の支給の仕組みでございます。 

至急金額は、出生時の 20万円に加え、満 6歳時に 40万円、満 12歳時に 50万円、満 15

歳時に 80万円ということで、かなり長きに渡って支給する仕組みで、実際に子育て資金が

必要な段階で支給したいという考えでございます。これで、支給総額については、たから

じま事業の 10 万円と合わせて 200 万円となります。これについてしっかりと段階的に取

り組みたいということで条例についても設置したところでございますので、子育て支援、

また、UIターン・移住定住促進という点で取り組んで参りたいと考えております。 

対象となる方には、既にご案内を送付しているところでございます。 

また、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

ても、特例として 10万円の祝金を支給します。これについては、年度を分けて支給する形

となりますので、対象となる方には、8月以降にご案内する準備を進めております。 

なお、明日 13 日（火曜日）10 時から、佐渡島開発総合センターにおいて、多子世帯出

産成長祝金の第 1号の対象となる方への祝金の贈呈式を行う予定としております。 

何としても島全体で出産・子育てを支援・応援していくという仕組みを作って参りたい

と考えているところでございます。 

 

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 

 

これは国の制度でございます。 

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。 

既に実施しております、ひとり親世帯への支給に続き、今回は、ひとり親以外の子育て

世帯の低所得世帯を対象として行うものです。支給対象者は 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で、令和 3年度の住民税均等割が非課税の方です。 

このうち、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につい

ては、6 月 30 日に手当受給口座への振込みを完了しています。児童が高校生のみの方や、

公務員の方は申請が必要です。また、令和 3年度の市民税が課税となっている方でも、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て家計が急変し、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支給の対象となりますので、しっかりと要綱を

見ていただいて、対象となる方は申請いただきたいと思います。 

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 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、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は、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いたします。 

各保険料等の減免申請にあたっては、世帯の状況により、各制度で減免基準が異なって

おります。まずは相談していただくということが非常に重要でございます。 

 

○国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免に関することは、 

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までお願いします。 

 

申請期限は、令和 4年 3月 31日までです。 

昨年よりも収入が減少したとお考えの方は、まずはご相談いただくということが大事だ

と思いますので、積極的なご相談をお願いしたいと考えているところでございます。 

 

5 佐渡市奨学金制度の改正について 

 

 このたびの改正は、国の奨学金制度が拡充され有利な制度になっていることから、佐渡

市奨学金制度より、まずは国や県の奨学金制度をご利用いただくような形で改正するもの

です。もちろん、国や県の奨学金を受けられなかった方は、そのセーフティーネットとし

て佐渡市奨学金の対象として補完して参ります。また、現行の佐渡市奨学金制度は、奨学

金という仕組みのほかに Uターン策というものが加味されたおりました。今回の改正では、

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ように拡充しています。 

また、有利な国の奨学金というのは、国の日本学生支援機構の奨学金は様々な所得要件

等もございますが、そもそも返還が不要というものでございますし、貸与型の方も利息は

佐渡市が補填するということになりますので、制度的には佐渡市の制度を利用することと

全く変わりのない状況で活用いただきたいと考えているところでございます。 

付型」が設定されております。 

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。 

 

6 佐渡観光の誘客対策について 



 

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」並びに「佐渡観光体

験施設利用促進事業」を実施いたします。 

 

まず、ポイントバックキャンペーンについてですが、予算は確保しておりながら、新型

コロナウイルスの感染状況を踏まえて中止していた状況ですが、県の事業と合わせながら

取り組みを考えており、本日、7月 12日(月)よりを開始いたします。 

本キャンペーンは、さどまる倶楽部のアプリ会員もしくは新規に会員になられた方を対

象に実施するもので、内容としては、本キャンペーン対象であるクリーン認証を受けた宿

泊施設へ、1 人 1 泊あたり税込 5,000 円以上の宿泊プランを WEB で予約し、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

トを付与するものです。 

キャンペーン期間は、8月 7日から 8月 22日を除く、本日 7月 12日から 9月 30日まで

の期間とし、先着 10,000人泊限定で行いますので、是非、さどまる倶楽部にお入りいただ

き、また、会員の方は是非もう 1度佐渡へ遊びにお越しいただいて、この有利なポイント

バックをご利用いただければと思っています。 

また、現在、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」も

実施しております。これは市民の皆様が市内で宿泊する場合も対象となりますので、是非

この機会に、佐渡クリーン認証制度で安心安全な市内のお宿にお泊りいただければと思い

ます。 

 なお、両キャンペーンの併用はできませんので、市民・県民の皆様には「使っ得！にい

がた県民割キャンペーン」をご活用いただき、県外の皆様には「さどまる倶楽部 宿泊ポイ

ントバックキャンペーン」でご来島いただければと考えております。 

 両キャンペーンの詳細につきましては、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」と検索いただき、各キャンペーン特設サイトからご確認くださ

い。 

 続きまして、新たな事業である「佐渡観光体験施設利用促進事業」についてですが、現

在参画施設の公募を 7月 9日（金）より行っており、今月下旬に観光体験施設の割引キャ

ンペーンを展開する予定としています。 

 

 これまで、市内の宿泊キャンペーンは行っておりましたが、立ち寄り観光施設の方が観

光のお客様が減ることによって入場者数が減っているとの大きな課題があるところですの

で、「佐渡へ来たら色々な体験をしましょう」というところに誘導していきたいと考えてお

ります。 

 支援内容につきましては、クリーン認証を受けた参画施設が提供する 1人当たり千円以

上の体験商品または入場料に対して、市が 2 分の 1、上限千円を補助いたします。また、

利用者に対して、参画施設内で使用できる 500円分の買物券を、体験または入場料に合わ

せ配布します。（1,000円の場合は 500円分、上限 1,000円分の買物券）※１ 

 

参画施設や対象商品など、詳細が固まり次第、７月下旬を目途に情報発信したいと考え

ておりますが、これからお子様も夏休みに入る訳でございます。佐渡の色々な体験メニュ



ーがございますので、市民の方も利用できますので、是非色々な立ち寄り施設で佐渡のメ

ニューを様々体験していただけると、夏休みの思い出や宿題にもなるかと思いますので、

是非ご利用いただきたいと考えております。 

最後に、本年 1～6月の佐渡汽船乗船客数と、本年の修学旅行の状況についてです。 

 1～6月までの佐渡汽船の乗船客数は、およそ 29万 5千人で、前年と比較すれば 108.7％

と若干増加していますが、一昨年と比較しますと 46％ということで、依然として厳しい状

況が続いております。 

昨年の四半期で比較しますと、1～3 月は 66％、4～6 月は 185％となっており、1～3 月

は一昨年は新型コロナウイルスの影響があまりなかったが、昨年は影響があったというこ

とで大きな差が出てございます。また 5 月、6 月が増加しているのは修学旅行に多く来て

いただいたというふうに考えております。 

修学旅行の状況ですが、前年比較で約 142％、一昨年と比較しますと 129％ということ

で、ここ数年と比較しても増加傾向にあり、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のが状況で

す。 

 

7 新型コロナウイルス経済対策の実施状況について 

 

1 つ目は「テイクアウト＆食事券」です。 

本当に多くの方からご応募いただきありがとうございました。「当たらなかった」という

声もたいへんいただいて申し訳ないというふうに思っております。 

 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 人の皆さ

まから 20,596セット分のお申し込みをいただきました。 

 申込多数のため、6月 15日（火）に関係機関の職員立会いのもと抽選を行い、5,248人

の方を当選とさせていただきましたが、これだけ多くの方からご応募いただいたというこ

とと、更なる飲食店支援の観点から、2,000 セットを急遽追加発行することといたしまし

た。お 1人さま 1セットのみの販売といたしますが、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、郵送にてご連絡いたします。 

 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。もちろん、1 人 1 人のマスク・手荒い等につい

てはご配慮・ご協力をお願いしたいと思います。 

 一方、新潟県の「GO TO Eat食事券」第 2弾分の発売が 7月 10日（土）から開始されて

います。これは購入価格 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。お一人 1回につき、2冊まで購入が可能です。 

GO TO Eat食事券の詳細につきましては、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 までお問い合わせください。 

 市民の皆様におかれましては、この機会に安全・安心なお食事、また、テイクアウトで

お楽しみいただいて飲食店の支援の方もお願いできればと考えているところでございます。  

2つ目は「快適な生活応援事業補助金」についてです。 

 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個人の物品購入

の補助金ですが、5月 18日（火）の受付開始から、非常に多くの申請、お問い合わせをい

ただきました。そのため、6 月の市議会定例会に補正予算を計上し議決いただき、最終的



に 3,000万円の事業として取り組んだところでございますが、最終的に 1,609件のお申込

みをいただき、申込金額の総額は、1億 230万 2千円となりました。 

 7 月 6 日（火）に関係機関の職員立会いのもと、抽選を行っております。当選者の決定

を郵送にて行わせていただきます。 

 こちらについても、多くの方が当選しないということでたいへん申し訳ないと思ってお

ります。 

 3 つ目は「新しい生活様式」対応施設整備等支援事業補助金です。これは事業所が対象

でございます。「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が、こちらは 8 月 31 日（火）までが、申請受付期間で

す。予算には余裕がありますので、もう 1度見直していただいてお申し込みをいただけれ

ばと思います。 

 また、新潟県が、新潟県感染症対策認証を受けた飲食店を対象とした「感染症対策認証

店舗設備導入支援事業補助金」制度が設けられています。 

 補助率は 3/4と、実は佐渡市よりもかなり有利な補助制度となっておりますので、もし

事業所等を改修されるようでしたら、まずは県の方から見ていただいた方が制度としては

有利になると考えております。 

新潟県の補助金については、新潟県感染症対策認証店舗補助金センター 025-288-6526  

までお問い合わせください。 

4つ目は「緊急事業継続支援金」です。 

 この支援金は、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て、佐渡市が独自に上乗せ支援を行うものですが、こち

らの申請受付期間は、7月 30日（金）までとなっておりますので、申請のお忘れがないよ

うお願いいたします。 

 一方、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。佐渡市においても、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

ております。詳細が決まりましたら、佐渡市のホームページ等でお知らせいたします。 

 

 以上の 4事業について、ご不明な点等がありましたら、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。 

 また、今後の経済対策の実施につきましては、国の GOTOトラベル等の実施状況を注視す

るとともに、当初予算では有人国境離島の交付金での宿泊支援等もありますが、新型コロ

ナウイルスの感染状況を踏まえながら、対策を考えていきたいと考えております。 

 

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 

 

 市では、最上位計画となる総合計画の策定や来年度、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るとこ

ろです。 

このワークショップや授業の成果を政策提案という形にして、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、1問 1答形式で高校生議会を行います。 



学生には、普段なかなか体験できない二元代表制などの議会の仕組みや、議会制民主主

義の質問の在り方等について現場を実際に体験してもらう機会として新たに企画したもの

です。佐渡を知っていただき、佐渡を学んでいただき、この政治・議会を知っていただく

ということで非常によい機会になるのではないかと思いますので、高校生と一緒に考えて、

若い力の中で佐渡の未来を作っていきたいと考えているところでございます。 

 高校生議会の参加校は、羽茂高等学校と佐渡総合高等学校で、市議会の議場を会場に、

8月 5日（木）15時から開会予定としています。 

また、せっかくの機会ですので、参加される学生には議会の会場見学なども予定してい

ます。当日の傍聴などにつきましても、通常の市議会とできるだけ近い形で進めたいと考

えています。 

新型コロナ対策など、今後の状況によって内容の一部に変更が生じる場合もありますが、

是非、今の若者の思いを聞いていただければと思います。 

 

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 

 

 第 1回ということで初めての取組でございます。8月 19日(木)、20日(金)の 2日間、ア

ミューズメント佐渡を会場に「第 1回佐渡島サイエンスプロジェクト」を開催します。 

佐渡ご出身の東京理科大学名誉教授の 本間 芳和(ほんま よしかず) 先生や、東京大学

名誉教授の 浅島 誠(あさしま まこと) 先生をはじめ、佐渡を応援していただいている先

生方が中心となって、佐渡の子供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です。なかなか佐渡ではあまり機会もないことですので、多

くの方に参加していただきたいと考えております。 

8月 19日は、教員向けの「プログラミング教育」や、高校生から大人向けの「2050年宇

宙エレベーターの旅」などの講演会を開催します。翌 20日はブラックホールの撮影に成功

した国立天文台 本間 希樹(ほんま まれき) 先生による「人類が初めて見たブラックホー

ルの姿」など、小学生から大人を対象とした講演会やトークショーのほか、「望遠鏡を作っ

て、星空の不思議を探ろう」や「宇宙エレベーターをつくる! 操縦する!」など、小学生か

ら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」を開催します。 

 また、2日間、展示スペースでは「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」などを展示します。 

参加料は無料でございます。講演会、トークショーの事前の申し込みは不要ですが、「ワ

ークショップ」への参加は申し込みが必要です。「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)です。 

お問い合わせは「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

お願いします。 

夏休みの 2日間、佐渡の子供たちだけではなくて、大人の皆さんもサイエンスを楽しん

でいただきたいと考えております。 

 

10 アース・セレブレーション 2021の開催について 

 

今年で 34回目を迎えるアース・セレブレーション 2021は、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

実施いたします。 

イベント概要につきましては、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）の両日に実施いたします。ただし、ライブイベントのほかにも、オンラ

インでの開催ができそうなものについては、可能な範囲で実施に向けて調整を進めていく

予定としています。 

なお、実地開催については、ご来場の皆様の安全を守るために、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名程度に縮小いたします。 

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

ジ等で販売を開始しております。 

 実行委員会としても、国及び県のガイドラインに基づき、独自のガイドラインを作成し

て感染症対策に万全を期して実施して参りたいと考えておりますので、イベントの成功に

向けて皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

11 「第 5回 佐渡民謡の祝祭」の開催について 

 

 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いたします。 

 今年のテーマは、「つなぐ」です。これには、民謡団体を「つなぎ」、後継者育成を持続

可能にしていくということで、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。テーマに沿い、いくつかの団体が合同で出演したり、民謡に一生懸命取り組

んでいる子供たちも大勢出演したりします。 

 ゲストとして、佐渡出身の民謡歌手 小林 よしえ さんと、羽茂高校郷土芸能部の皆さん

をお招きします。 

 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となっています。 

 日時は、令和 3年 8月 22日（日）午前 9時 30分から午後 4時までです。場所は、アミ

ューズメント佐渡大ホール。入場料は、おひとり様 500円です。なお、中学生以下は無料

です。定員は 1,000席で、全席自由席となっております。前売りチケットは 7月 26日（月）

から販売いたします。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

佐渡文化財団にてご購入いただけます。 

 感染防止対策には十分注意を払って実施いたします。 

 大勢のご来場をお待ちしております。 

 

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。 

市長： 



国の文化審議会について、まだ開催時期等の情報は届いておりませんが「今年こそは

推薦」と信じているところでございます。 

発表当日は、佐渡を世界遺産にする会、また、市民の皆さまと一緒に市民参加型のイ

ベント等を企画したいと考えております。大きな方向としては、現在は、民間企業の方

とタイアップしたキャンペーン、また、佐渡産品の販売促進等も計画しているところで

ございますし、航空機のラッピングなども実は色々議論しているところでございますの

で、まだ確定ではございませんが国内推薦に向けて日本全体に発信していくことにも取

り組んで参りたいと考えております。 

当日・翌日は、現在確定しているところでは、北沢地区での芸能披露、民間が企画し

ている相川商店街の提灯行列。市庁舎や佐渡汽船ターミナルの懸垂幕等。きらりうむ佐

渡の入館無料キャンペーン。新米販売キャンペーンなど様々取り組んで参りますし、こ

の後もしっかりとできることを計画しながら進めて参りたいと考えております。 

 

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。 

 

 市長： 

   何かが起きた時、どこまで発信が出来るのかということを含めて、現場は情報収集

と現場処理ということでなかなか整理ができない点があるということも事実でござ

いますし、その対応において皆さま方にそういうご不快な思いがあったということに

ついて、過去にもお話しいただいているところでございますので、まず、対応につき

ましては適切な対応がとれるように全課連携して協議して参りたいと思っておりま

す。そういう部分で非常に不快な思いをされたということであれば、たいへん申し訳

ないというふうに考えておりますし、しっかりと対策はとっていきたいと考えており

ます。 

   質問の点でございます。 

   まず、学校名が出せないことについては、学校事故対応に関する指針が文部科学省

から出ております。やはり被害に遭われたお子様、ご家族、また、学校に通っている

子供たちに対するプライバシーや心のケアを最優先に決められているところでござ

います。そういう点で、ケースにもよりますが、基本的に学校名を出さないことで取

り組んでおりますので、何卒ご理解をいただきたいと考えているところでございます。 

   消防の件につきましては、私どもが聞くところでは、消防としては安全の確保しか

頭にはないとのことでございますので、ご指摘のようなことはない私は考えておりま

すが、そういう思いをされたということであれば先ほど申し上げたとおり、しっかり

と対策は話し合いを進めて参りたいと考えております。 

   一方、安全につきましては、これは私が判断できるものではなくて、やはり現場の

状況によって様々判断が変わってくるということになりますので、消防長を中心とし

た判断で安全を守るということになりますので、そこについてはご理解をいただきた



いと私の方からもお願いを申し上げるところでございます。 

 

 広報戦略室長： 

   本日の案件には載せていませんが、急遽、昨夜からの大雨について市長からご報告

いたします。 

 市長： 

   私も昨夜は 3時頃まで雨雲レーダーを睨んでいたが、ずっと雨雲が一定程度流れ込

むような、発達した雷雲が流れ込むような状況で心配していたところでございます。 

   職員が昨日から出勤して対応しておりましたが、7時現在の 24時間雨量では、相川

地区では 97.5ミリ、両津地区で 100ミリ、羽茂地区で 19.5ミリということで、相川

から国中、そして両津の方へ雲が流れた時間が結構多かったと、レーダーの方で私自

身は見ておりました。 

   被害としては、林道や農地等は一定程度崩れているところはあるのだろうと想定は

しております。これは、昨日の今日でございますので現在調査をしてございます。調

査できしだい、皆さま方に発表したいと考えております。 

   今のところ把握しているのは、停電が雷の影響で 7 月 11 日に両津から新穂のエリ

アで 12時 50 分に 1,293 戸。これはお昼でございます。昨日の夜は、7月 11日 23時

27分に、市野沢、真光寺、泉、中興、平清水、ここについて 982戸が停電をしており

ます。およそ 4 時間強 5 時間弱くらいの停電時間だと思っております。23 時 37 分か

ら、背合、豊田を含めまして真野地区の方で 239戸ということで、これもおよそ 6時

間弱の停電であったというふうに聞いております。停電戸数としては 2,514戸でござ

います。 

   今、こういう形で調査を進めておりますので、市民の皆さま方も「裏庭でたいへん

な音がする」というようなものがありましたら市の方へできるだけ早いお声がけをい

ただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

 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 

 

記者： 

  職域接種について。おおよそ何人くらいの接種を考えていらっしゃいますか。 

市長： 

  職域接種の人数については、どこまで計上するのかによってかなり違います。職域接

種でご家族まで対象にしている方もいらっしゃいますし、範囲をどこまで絞るかという

ことでございますので、我々としては今そこで確保できているワクチンが約 2,000弱で

ございますので、おおよそ 2,000 人程度になるまで、今申し上げたとおり、観光関係、

交通関係、そういう方々から数を確保していきたいと考えております。 

  全体の数も今確保しきれていない状態で、出来るだけそこに合わせて何とか 2,000人

くらい進めていきたいと考えているところでございます。 



 

2 多子世帯出産成長祝金の支給について 

 

記者： 

  支給対象について、佐渡市で生まれていなくても移住してきた方も対象になるのでし

ょうか。 

市長： 

  対象についてはかなり議論してきたが、佐渡市在住で 3子目が産まれた方という形で

考えております。移住につきましては、今新たな拡充を考えておりまして、多子世帯の

移住に対して追加支援するとか、移住策につきましては色々な範囲を広げますと対象が

長期間に渡るとかなりぶれてきますので、そういうことがないように別の形での移住定

住の形の支援ということで、多子世帯支援を新たに作っていきたいということで、今、

担当課の方で議論しているところでございます。 

 

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 

 

質疑はありませんでした。 

 

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 

 

 質疑はありませんでした。 

 

5 佐渡市奨学金制度の改正について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

6 佐渡観光の誘客対策について 

 

記者： 

  観光の関連ということでお伺いします。 

  今日からまた緊急事態宣言が東京に 4回目が出されました。佐渡の観光は東京、特に

に首都圏からの観光客が多いかと思いますが、こういった対策を打たれる中でも、夏休

み・お盆の観光客の入込に対する影響を何かご懸念の点、または、既にこの緊急事態宣

言ということでキャンセル等起きているのか教えていただけますか。 

市長： 

  ゴールデンウィークの状況を見ますと、今回は東京だけということで、神奈川も若干

増えておりますけど、私自身首都圏 1都 3県少しずつ増えておりますので気にはなって

おりますが、まずは東京ということでございますが、ゴールデンウィーク等の状況を見

ていると、色々なところで旅行意欲は高くて、キャンセルはあるけど少しずつ埋まって

くるという状況でもあったというのがゴールデンウィークの流れでございました。それ



を考えていくと、一定程度影響があることは間違いないと思います。緊急事態宣言につ

きましては出たばかりなので、どのような影響があるのかについては、観光振興課の方

に調査するように先週金曜日に指示したばかりでございますので、このへんはもう少し

お時間をいただきたいと考えております。 

一方で、安全な対策をとらなければいけないということで、ワクチンも 65歳以上の方

はかなり接種しておりますので、ワクチンを接種した方はかなりフリーに来られるとい

う動きもございますが、ワクチンを接種したからといってコロナにならないということ

はございませんので、ずっと申し上げているように 1人 1人の行動が大事であると思い

ますので、これから観光・帰省で来られるお客様は、いずれにせよお住まいの都道府県

の状況をしっかりと聞いて判断してほしいと思います。そして、どうしても佐渡へ来ら

れる場合には「2週間しっかりと行動を規制してください」と、「1週間体調チェックを

してください」と、そして当日前後具合が悪ければ「ご遠慮ください」と、これはしっ

かりと周知をして、また、帰省も同じですので、佐渡の方にも「お子様にそういうふう

にお伝えしてください」と、もう 1度昨年と同じように取り組んで、もし万が一何があ

っても佐渡で広がらないように取り組んで参りたいと考えております。 

それから、観光振興課を通して観光施設にも、再度、もう 1度、感染対策の徹底。ク

リーン認証制度もありますが、感染対策には限りはございませんので、もう 1度感染対

策を徹底するように、観光振興課を通して各ホテル・施設の方にも 8月に向けた対策を

もう 1度見直すようにということでお願いをしているところでございます。 

記者： 

  特に不要不急の来島の規制の呼びかけ、自粛の呼びかけは今年の夏はされないという

ことでしょうか。 

市長： 

  今の段階では、「都道府県の情報に従ってください」と。そして、市民の皆さまには、

「感染の多いところへ行く時にはもう 1度行くか行かないかをしっかりと判断してくだ

さい」という形になりますので、当然、発表している方々にも、今の行動等、そういう

部分でしっかりと必要性に向かって判断してほしいということは盛り込むようなこと

で、今、考えているところではございます。 

 

7 新型コロナウイルス経済対策の実施状況について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

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 

 

 質疑はありませんでした。 

 

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 

 

記者： 

  このサイエンスプロジェクトは全国的にはかなり珍しいと考えてよいのでしょうか。 



市長： 

  他市で開催したことはあります。ただし、数はかなり少ないと思います。 

教育総務課長： 

  同じようなイベントでございますが、一昨年だったと思いますが大分県で開催された

例がございます。 

 

10 アース・セレブレーション 2021の開催について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

11 「第 5回 佐渡民謡の祝祭」の開催について 

 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

 追加の質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  学校の給食事故の関係ですけども、今後、再発防止として食事の仕方を徹底して指導

していくとのことなんですけど、こういう稀なことですけど、こういうことが起きた以

上は米粉パンの提供の仕方を、このままでよいのか、この形でよいのか検討する必要が

あるかと思うが、どう思っていますか。 

市長： 

  米粉パン自体がということはないが、大事なことは子供さんの気持ちといいますか、

そういうものもありますし、もちろん、完全に、もう 2度と起きないという対策をとら

なければいけないという思いもあります。 

  一方で、色々なところを調べていますと、米粉パンだけではなく、例えばお餅の事故

なんかも結構ございます。そういう点で、この商品だけに絞り込んでやっていくという

のは、私自身は顎の発達も含めて、柔らかいものばかりでは適切な給食ではないという

ふうにも考えておりますが、そこも含めまして、これは再発防止の中でしっかりと考え

ていくべき案件と思いますし、私自身は米粉パンというものも、もちろん今申し上げた

ように色々ありますが、やはりお子様がパンに対しましてどういうふうに思っていくの

か等、心に寄り添うことが先決だと思っておりますので、学校の中でこれから当然調査

に入っていく訳ですし、お子様方に色々な話をお伺いする訳でございますので、その中

でまた判断していきたいと思っております。 



記者： 

  米粉パンは保護者の間では、子供達が「硬い」というような表現が結構あると聞いた

んですが、もう少し、より安全策で形をもっと小さくして数を増やす等、そういうこと

をすべきではないのか。 

市長： 

  それはもちろんご指摘のとおりだと思います。米粉パンにつきましては、作る時から

仕事で関わってきましたが、温かいときはそうでもないんですが、冷めてしまうと硬く

なるというところは以前からある問題でございますので、ここについては学校教育課の

中でしっかりと議論をして取り組んでいく案件だと思っております。 

記者： 

  「取り組んでいく」とはどういうことか。 

市長： 

  議論をしていくことが必要だと考えます。今のご指摘も含めて、私が申し上げたとお

り児童の心の問題も含めてのことになると思いますし、しっかりともう 1度考えるべき

だと思っております。 

 

記者： 

  確認なんですが、いちばん最初の頃に出てきた一部の報道で、「お子さんが一口でパン

を食べようとした」という表現があったと思うんですが、金曜日の会見では「それは正

しくはなくて、半分くらいは残っていた」と。最新の状況では、一口で食べようとした

訳ではないということでよろしいでしょうか。 

市長： 

  私の方も、「残っていた」という報告は受けております。具体的な状況は学校教育課長

からご説明いたします。 

学校教育課長： 

  今ほどのパンの食べ方についてですが、色々な情報把握が十分ではなかったというこ

とも原因であり、吐き出されたパンの様子などから、多めというようなことをはじめお

伝えしたかと思いますが、その後の情報では、子供たちは全員前を向いて食べていて、

実際に口に入れたところを見た子供たちはいなかったということを聞きました。それで、

その後の会見の中で、そのような返答をさせていただいたところです。 

  一口で全部のパンを食べたというような表現は教育委員会からもしておりません。 

 

記者： 

  こういう今までにない事故がどうして起きたのですか。教育委員会、学校、どのよう

な最新情報が分かるんですかそのあたり。そうしないと、子供が「給食怖い」というよ

うな印象が残り、大人になっても影響があると思う。通常の食べ方をしていて、このよ

うな事になるということはどういう見解ですか。 

学校教育課長： 

  今回の件につきましては、残念ながら大切な子供の命が失われたということで、県の

報告を受けて文部科学省等に報告され、調査委員が立ち上げられます。その中で詳しく

調査を進め、先ほど市長も言いましたけど、全国で同じような事故が起こらないように、

出来るだけ具体的なところを判明しておきたいと思っているところです。今現在は、こ



の形に報告させていただいた内容のとおりとなっております。今後、調査をしっかりし

ていきたいと思います。 

記者： 

  そんな「今後」と言うのではなく、子供たちは今日も給食を食べる訳ですけど、緊張

感がないと言われても仕方がないんじゃないでか。すぐに、あなた方がしっかり状況を

把握しない限りは国の委員会がどうやって調べていくんですか。市民は疑問ですけど。 

市長： 

  こういう大きな事故は必ず国に報告が行くことになります。学校事故対応に関する指

針を細かく読み込んでおります。そういう中で、今、学校教育課でできることは、しっ

かりと、まず、事故がすぐ起きない対策をとることが大事であります。そして万が一発

生した時の学校の先生方の対策をもう 1度しっかりと早急に見直すこと。この 2つがま

ずあって、絶対に、今、事故を起こさないということが大事だと思います。 

  そして、この中で、「何故、喉に詰まったのか」等、食べ方がどうであったのかを含め

て詳細につきましては、これから内部の調査も本格的になりますし、このルールによっ

て詳細調査の方も教育委員会で進められると考えておりますので、そこの中でまた国・

県に報告が行くということでございますので、まずすぐは、とにかく、緊張感がないと

いうことではなくて、もう絶対に起きないということで、対応をとるということで進め

ている状況でございます。 

学校教育課長： 

  今市長がおっしゃったとおり、絶対に同じ過ちを起こさないように各学校の方に改め

てきっちり指導しているところです。併せまして、今、国の調査という話をさせていた

だきましたが、まずは基本調査ということで教育委員会がしっかり調査を進めていきま

すし、その後、具体的にまた詳細調査という段階を踏んでいくということになっており

ます。決して私たちの方で待っているというスタンスでなく、しっかりと対応していき

たいと思っております。 

記者： 

  納得できないですが、教育委員会のことであり国の方でも所管があるのは分かるが、

市民が亡くなっている訳ですから、そうすれば、「市長部局と教育委員会と合同で速やか

に」というのが通常の検証の基本中の基本だと思う。何となく教育委員会が主導である

ように受け取れるんですが、これは間違いでしょうか。 

市長： 

  我々は、今私が申し上げたとおり、しっかりと連携と協力。協力という言い方は変で

すが、連携と一緒になって判断をしていくということは行います。後で概要を皆さまに

お配りいたしますが、学校事故に関する指針というのは明確に定められておりまして、

その中で、今現在の流れとしては教育委員会がまず 1次的な内部調査を行います。その

調査に合わせて、重大事故の場合につきましては、県を通して国に全部報告が上がりま

す。今回は死亡事故になりましたので、当然、国からの調査も入るものと考えておりま

す。 

  ただ、それでは、先ほどおっしゃるように「遅い」ということになる訳です。当然、

そうでございので、まずはこの指針の流れによっても、まず教育委員会が主体となった

内部調査、そして教育委員会が外部委員会を立ち上げるということが 2つ目の課長が申

し上げた詳細調査というものでございます。まずこの 2つを始点に取り組んで参ります。



そこの中で我々一緒に色々な視点から子供の安全を守るということは、我々も一緒に進

めて参りたいというのは当然の話でございます。 

  ただし、書き物と言うか、法律の要綱の中では教育委員会がまずは主体となるという

ことがありますので、そういう申し上げ方をしておりますが、法律の世界でございます。

我々自治体は一緒になって生徒・児童の安全・安心を守るということは当然一緒に取り

組んでいくと。私はそういう思いでおります。 

 

記者： 

  学校教育課長に伺えればと思うんですが、伺うというかお願いなんですけど、例の「一

口でパンを食べようとした」という表現のニュースがまだヤフーニュースに残っている

んですね。子供の自己責任を指摘するようなコメントに「いいね」が 1万 2,500件くら

いついていて、恐らく全国的には、この子供が一口で食べようとしたことが自己責任で

はないかという風潮が一部で広がってしまっている恐れがあると思うんです。これがも

し違うのであれば違うということをなるべく早い段階で言っていただきたいというこ

とと、私たちはそういう表現を使ってはいないんですが、最初のこれらの情報が起きた

ばかりの時期に、周りの子供たちの話として多くのパンを食べようとしていたらしいと

いうようはお話しは、私も電話で伺った記憶があるんですね。そこが定かでないのであ

れば、そういうものは慎重に扱っていただきたいということが 1つと、あと、もしまだ

こういう情報が広まっているようであるならば、「それは違うんだ」ということを公式的

にもおっしゃっていただければと思います。一応、お願いです。 

 

記者： 

  佐渡観光誘客になくてはならない、本土と佐渡を結ぶ航空機ですね。トキエアライン。

トキエアラインには結構皆さん期待されるような話がどんどん出ていましたが、いつの

間にやら静かになりましたが、これはどんな進捗状況なんでしょうか。分かる範囲内で。 

市長： 

  先般も長谷川社長とお会いいたしております。また、新潟県ともこの件についてお話

をしているところでございます。 

  会社を立ち上げ、何とか会社の運営というところに一定程度進んでいるという、良い

お話は私も聞いているところでございます。現在、これから飛行機のリースというもの

も含めて仮契約まではしたという話は聞きましたが、ここは明確ではございません。口

頭でしか聞いておりませんので明確ではございませんが、本格的な飛行機のリース契約

に向けて調整をしているという状況だという話は聞いたところでございます。 

  一方で、短い滑走路で飛べる ATR-600S というものがコロナの影響かで若干開発が遅

れているというお話も聞いているところでございますので、そのへんも踏まえながら今

後トキエアの方で取り組みを進めているところでございますので、例えば、人を減らし

て荷物を減らして ATR-600で飛ばすのか、こういうことも含めて様々な形で議論してい

ると聞いておりますので、今しばらく、状況を私も見ていきたいと考えておるところで

ございます。 

 



 最後に 

 

本当に色々と、今回は私も大分苦しい思いと言いますか、ご家族には申し訳ないという

思いでいっぱいだということは先ほども申し上げたとおりでございます。本当に 2度と起

きないように取り組んで参りたいと思っております。 

一方で、熱海市の例もそうですが、今年もやはり水による災害が非常に大きくなってお

ります。佐渡市においても防災対策をしっかり見直しながら取り組んでいかなければいけ

ないと、改めて肝に銘じております。 

これから、天気予報によると明日以降たいへん暑くなる。夏に向かって梅雨が明けそう

な予報が続いております。市民の皆さま方においても暑さ対策、特にマスクによる熱中症。

マスクは絶対に必要なんですけど、熱中症にならないように誰もいないときは外すとか、

家の中では外すとか、小まめに着脱していただいて健康に十分留意していただきたいと思

っております。 

今月の記者会見もありがとうございました。 

またよろしくお願いいたします。 


