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令和３年８月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和３年８月３１日（火） 

時 間 午前１０時～午前１１時（予定） 

 

 

 発 表 内 容  

 

１ 令和３年度 佐渡市一般会計補正予算（第５号・第６号）について 

……＜財政課＞ 

２  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＞ 

３ 佐渡市総合戦略アドバイザー等の委嘱について 

……＜総務課＞ 

４ 多子世帯出産成長祝金「特例給付」の支給について 

……＜子ども若者課＞ 

５ 第 2回 子育て世代と市長のタウンミーティングを開催します                      

 ……＜企画課＞ 

６ 最盛期（8/7～8/16）の入込者数について 

           ……＜観光振興課＞ 

 

【事前質問】 

1. ・アース・セレブレーションが今年も無観客・オンラインで開催されました。オンラインで鑑賞し

た人数をお聞かせください。また来年度以降の開催方針につきまして、お考えをお聞かせくださ

い。（観光振興課） 

 

2. ・トキ野生復帰の取り組みについて、環境省などは佐渡以外での放鳥方針が示され新たなロ

ードマップも策定されました。トキ放鳥に積極的な地域を中心に生息環境整備の可否を調査検

討するとし、佐渡での取り組みに関する資料の提供などが盛り込まれています。佐渡以外での 

放鳥方針に関し、佐渡市の関わりなどについて所感をお聞かせください。（農業政策課） 
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市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ３．8．31） 

 

 

１ 令和３年度 佐渡市一般会計補正予算（第５号・第６号）について                        

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

◎一般会計補正予算規模 

・第５号、第６号をあわせて２０億８千７７２万１千円を追加。 

予算総額は４８２億７千５０４万円 

 

【主な補正内容】 

第５号補正 

〇新エネルギー導入事業：９９３万４千円を新たに計上。 

  2050年までの脱炭素社会を見据えた佐渡市の新たなエネルギー計画の 

策定に向けた基礎情報の収集や現状分析、具体策の検討業務を行う。  

 

第６号補正 

（新型コロナウイルス感染症対策） 

〇ワクチン接種体制の確保：６千９３万４千円 

土曜、日曜日のワクチン集団接種実施に伴う島外医師への必要経費。 

 

〇産業振興と雇用促進：１千５００万円 

  新潟県が実施の事業継続支援金の支給決定を受けた事業者を対象に、 

佐渡市が上乗せ分５万円を支給することで手続きを進めていたが、売上 

減少期が長期化しているためさらに５万円を上乗せし１０万円を支給す 

る経費。 

 

〇地域経済の活性化 

①市内入浴施設利用者増加を図るための島民限定日帰り入浴促進事業 

２千３００万円 
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②プレミア率３０％を上乗せした商品券を発行し消費を喚起するプレミア 

どこでも商品券発行事業。 

２億４千９３１万１千円 

③売上減少が大きく、経営継続が困難な公の観光施設への経営継続支援金 

を支給する観光施設運営費。 

１千７５０万円 

④佐渡金銀山世界文化遺産推薦候補選定の決定に向け気運の醸成、誘客促 

進として佐渡金銀山に関連する５施設の入館料等割引に要する経費。 

２千４８７万１千円 

⑤富裕層をターゲットに佐渡までの移動、食事、宿泊などサービス内容の 

グレードを高めた旅行商品を造成する冬季プレミアム商品造成事業。 

１千２０５万円 

 

〇外部人材活用事業：８５８万円 

民間外部人材を登用し、観光客へのおもてなし力向上、佐渡市のデジタル

化推進体制の整備など佐渡市が抱える喫緊の課題解消を図るための経費。 

 

〇創業・事業拡大等支援事業：２億９千１３２万９千円 

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する事業資金の一

部を補助。（第２回目の公募で応募事業者が多数であったため増額計上） 

 

〇病院補助事業：３千８００万円 

 市内の医療体制確保のため、公的病院の運営事業に要する経費を追加補助

する経費を増額。 

 

〇普通建設事業  

・相川地区認定こども園整備費：２千３２万８千円 

・非常用電源整備事業：２千５３３万６千円 などを追加。 

 

〇災害復旧経費：１億３千７２万３千円 

 ７月発生の梅雨前線豪雨被害にかかる農地・農業用施設、林業施設関係の

復旧経費を追加。 
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〇市債（合併特例債）繰上償還：４億４千５８３万円 

高速カーフェリーあかねの建造経費の一部は佐渡市が合併特例債を財源に

補助を行っているが、売却による財産処分が行われたため市債の繰上償還に

要する経費。 

＊当該航路事業者に返還を求めた補助金は歳入予算に５億８０万４千円を計上しています。 

 

〇その他の経費 

人事異動等に伴う人件費補正のほか、６月補正予算編成後の事由による必

要な経費を計上。 

 

 

２ 新型コロナワクチン接種の進捗状況について 

＜概要＞                    

〇８月３０日新潟県では全県に特別警報が出されました。 

〇佐渡市では８月１４日以降感染者の発生はありません。 

〇全国的に児童生徒の感染者が増加傾向、学校は２学期が始まりクラスター

発生防止対策の徹底がさらに重要。 

〇クラスターの発生は飲食を伴う場面、マスクをつけづらい場面等での発生

が多い。 

＊市民の皆さまへお願い 

・マスクを外している時は話をしない。 

・会話をするときはマスクをつける。 

・「人と人との距離の確保」「換気の励行」「マスクの着用」「手洗い・うがい」 

などの予防対策をしっかり行うようお願いします。 

 

【新型コロナワクチン接種について】 

・現在６５歳以上の高齢者、６５歳未満の一般の方で基礎疾患のある方、 

居宅系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 2 回

目が終了。 

・佐渡市の優先接種として、高齢者等に接する機会の多い業種や島外のとの

人と接する機会が多い業種、不特定多数の人と接する機会が多い業種の方の

接種も２回目が終了。 
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※対象者全体の接種状況（8/30現在） 

・１回目 ６０％   ２９，４０４人 

・２回目 ５４．８％ ２６，８５６人 が終了。 

  

【集団接種について】 

・ワクチン供給の見込みが立ったため、その他の優先接種対象の方、妊産婦、

６２歳以下の方の接種を９月から実施します。 

・９月中に１回目を、１０月末には２回目までの接種を終了する予定で計画

しています。 

 

【接種券について】 

〇8月 30日までに郵送済み。 

・優先接種対象の方、妊産婦、１８歳、１５歳で受験や就職活動のため島外

への往来が必要な方、12歳から 14歳、62歳から 30歳までの方。 

〇9月 1日郵送予定 

・１０代、20代の方。 

 

【予約について】 

・コールセンターでの予約は大変混みあいます。 

・スムーズな予約受付のため集団接種はなるべくインターネットでのご予約

にご協力をお願いします。 

〇ネット予約：佐渡市ホームページから 

〇電話予約： 

・集団接種希望の方は「佐渡市ワクチンコールセンター」 

電話０５７０－０８１－７８８ 

・個別接種希望の方は、各協力医療機関に直接ご予約ください。 
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３ 佐渡市総合戦略アドバイザー等の委嘱について 

【配布資料あり】 

＜概要＞                               

◎佐渡は日本を代表するコンテンツや活かすべき素材があふれる島。 

人口減少に伴う高齢化など日本の課題先進地。 

トキを再生させた自然と共生する社会。 

佐渡金山の世界文化遺産登録へチャレンジ。 

 

→島の環境を最大限に活かしＳＤＧｓ未来都市への取組みを進める。 

豊かな暮らしのモデルエリアとしての挑戦を始めたい。 

 

◎佐渡市総合戦略アドバイザーの委嘱 

〇目的：国の指導的立場の専門家の方から佐渡の在り方、方向性について 

指導助言をいただき佐渡の魅力を押し上げる。 

〇任期：令和３年９月１日～令和５年８月３１日（２年間） 

〇内容： 

・市政運営に関する相談や意見交換。 

・佐渡の未来づくりに関する「佐渡未来講座」を設け講師を依頼。 

＊市民のみなさまに学ぶ機会を提供していきたいと考えています。 

 

◎佐渡市起業・交流促進アドバイザーの委嘱 

・新たな起業や多様な人材が活躍できる仕組みを構築し、関係人口の拡大か

ら移住者の受入れ促進と定着を目指すため今年度から移住交流推進課を設置。

〇目的：ビジネスコンテストの開催、インキュベーションセンターの整備等、 

佐渡で起業する方への支援策等検討 

〇任期：令和３年９月１日～令和５年８月３１日（２年間） 

〇内容： 

・起業・交流・移住に関するアドバイス 

・新潟・佐渡を拠点とした事業実施 
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４ 多子世帯出産成長祝金「特例給付」の支給について 

＜概要＞                               

多子世帯出産成長祝金「特例給付」 

・既に３子以上の児童を養育している方に対して１０万円の成長祝金を 

支給する制度。（５万円を現金、５万円を商品券で支給） 

・支給は対象児童の年齢により令和３年度と４年度に分けて行います。 

 

〇今年度支給対象者 

・第３子以降の児童が小学４年生から中学３年生までに該当する方。 

・対象の方へは８月２４日（火）締め切りで案内済。 

・申請書提出済みの方へは、９月３日（金）に５万円を振込む予定です。 

・商品券「子育て Happy Ticket」（*９月１日から使用可能）は、８月２７日 

から順次発送しています。 

 

＊「子育て Happy Ticket」 

市内の登録店舗で利用可能(有効期限は令和４年２月２８日まで) 

登録店舗一覧は「子育て Happy Ticket」に同封。 

 

※「案内があったけど申請を忘れていた」「案内が来たのかわからない」場合は 

子ども若者課 子育て支援係（電話 ６３－３１２６）までお問合せください。 

 

〇令和４年度に対象の小学３年生以下の児童を養育する方 

・令和４年４月以降に申請のご案内をいたします。 
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５ 第 2回 子育て世代と市長のタウンミーティングを開催します  

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

〇日 時：10月 10日（日曜日）午前 10時～11時 30分 

〇会 場：佐渡市消防本部 ２階の多目的ホール（佐和田地区八幡） 

〇テーマ：「佐渡市の子育て支援施策について」 

〇対 象：市内在住で小学生以下のお子様をお持ちの保護者 

〇定 員：先着 20名 

〇申込み：事前申込制 

但し第１回目のタウンミーティングに参加していない方を優先。 

〇申込方法： 

・市ホームページの申込フォーム 

・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・幼稚園等に設置の申込用紙 

〇締 切：9月 24日（金曜日） 

〇提出先：市役所企画課（メール、ファックス可） 

 

※当日は保育ルームあり。申込時に利用希望の有無をお知らせください。 

※参加の際は事前に質問の提出をお願いします。 

 

【前回のタウンミーティングから】 

〇子育て支援センター休日開所の要望あり 

・試験的に、さわた子育て支援センターで１０月から休日開所できるよう 

準備を進めています。 

・就園児の利用も休日は保育園等が休みのため利用可能とする方向です。 

〇雨の日の屋内の遊び場の充実について要望あり 

・真野の「いぶき２１」を日曜日などに開放できるよう準備を進めています。 
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６ 最盛期（8/7～8/16）の入込者数について 

＜概要＞ 

〇８月７日～16日の入込者数 

・令和３年：約２万１千人（20,459人）＊推計 

・令和２年：約１万８千人（17,524人） 

＊昨年同期間と比較すると３千人、率で約 17％の増加。 

〇同期間の入込者数を経済波及効果に換算 

・令和３年：約 17億円 

・令和２年：約 14億６千万円 

＊前年に対し今年２億４千万円増加したものと試算。 

  

〇令和３年１月１日～令和３年７月 30日の入込者数 

・令和３年：約 13万４千人 

・令和２年：約 10万９千人 

＊昨年同期間と比較すると２万５千人、率で約 23％の増加。 

 

※コロナ前の令和元年と比較した場合は約 52％にとどまり、依然として厳し 

い状況が続いています。 

 

※現在も、首都圏などに緊急事態宣言やまん延防止措置が発令されており、 

誘客は厳しい状況。 

※全国的にワクチン接種が順調に進むことで、今後人流が加速するタイミン 

グに合わせ、国の動向も注視しつつ、実効性のある対策を展開したいと考 

えています。 

 


