
令和 3年 8月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 8月 31日(火) 

午前 10時～午前 10時 50分 

 

発表案件 

 

1 令和 3年度 佐渡市一般会計補正予算（第 5、6号）について 

 

 9月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第 5号及び第 6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、第 5 号及び第 6 号をあわせて 20 億 8 千 772 万 1

千円を追加し、予算総額が 482億 7千 504万円となります。 

 

 主な補正内容ですが、 

① 第 5号補正に、新エネルギー導入事業として、 

 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新エネルギー導入事業に 993万 4千円

を新たに計上します。 

 

② 次からは第 6号補正になります。 

新型コロナウイルス感染症対策については、 

 (1) ワクチン接種体制の確保として、 

   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などに 6千 93万

4千円。 

 (2) 産業振興と雇用促進として、 

   コロナ禍において、飲食事業者及び関連事業者の売上が減少していることから、新

潟県が実施している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

乗せ分として 5万円を支給することで手続きを進めてきましたが、売上減少期が長期

化していることから、さらに 5 万円を上乗せし、10 万円を支給する経費として 1 千

500万円。 

 (3) 地域経済の活性化については、 

   連日、報道にありますように、全国的な新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

け、市内経済の停滞は深刻化しており、支援が必要と考えています。また、今回、新

潟県下全体に特別警報が発令されることへの上乗せ支援等にもなると考えます。 

今回の補正では、来場者が減少している市内入浴施設の利用者の増加を図るための

島民限定日帰り入浴促進事業に 2千 300万円、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に 2 億 4 千 931 万 1 千円。

これは飲食等にもすべて使えるような形で考えています。 

売上の減少が大きく、経営の継続が困難な状況にある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に 1千 750万円を、また、佐渡金銀山の世界文化遺産



推薦候補選定の決定に向けた気運の醸成や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に 2千 487万 1千円を、新たな観光誘客商品として富

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に 1千 205万円を、それぞれ新た

に計上するものです。 

 

③ 外部人材活用事業については、 

佐渡金銀山の世界遺産の国内候補選定。また、令和 3年 9月に国のデジタル庁設置を踏

まえ、民間外部人材を登用し、観光客へのおもてなし力向上や、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っていくための経費として、国の事

業等を活用しながら 858万円を新たに計上するものです。 

 

④ 創業・事業拡大等支援事業については、 

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す

るものであり、この度、第 2回目の公募を行い応募事業者が多数であったことから、交付

金支給に要する経費として、2億 9千 132万 9千円を増額計上するものです。 

 

⑤ 病院補助事業については、 

  市内における医療体制を確保するため、中核病院として位置づけられている公的病院

の運営事業に要する経費について、特別交付税措置による不採算地区中核病院分の算定額

を追加補助する経費として、3千 800万円を増額計上するものです。 

 

⑥ 普通建設事業については、主なものとして、 

(1) 相川地区認定こども園整備費に 2千 32万 8千円、 

(2) 非常用電源整備事業に 2千 533万 6千円などを追加計上します。 

 

⑦ 災害復旧経費については、 

 7 月に発生した梅雨前線豪雨被害にかかる農地・農業用施設、及び林業施設関係の復旧

経費に 1億 3千 72万 3千円を追加計上するものです。 

 

⑧ 市債（合併特例債）の繰上償還については、 

小木直江津航路に運航する高速カーフェリーあかねの建造経費の一部を佐渡市が合併

特例債を財源に補助を行っておりました。しかしながら、本年 7月に当該船舶の売却によ

る財産処分が行われたことから、市債の繰上償還が必要となっており、その経費に 4 億 4

千 583万円を計上するものです。 

なお、当該航路事業者に返還を求めた補助金についても、歳入予算に、5億 80万 4千円

を計上しています。 

 

 その他の経費については、人事異動等に伴う人件費の補正を計上するほか、6 月補正予

算編成後の事由による必要な経費を計上させていただきます。  

 



2  新型コロナワクチン接種の進捗状況について 

 

 新型コロナウイルス感染症の発生状況につきましては、全国的に増加している状況が続

いており、新潟県では昨日、全県に特別警報が出されました。 

佐渡市では 8月 14日以降感染者の発生はない状況ですが、全国的にも、児童・生徒の感

染者等が増加傾向にあり、また、学校では 2学期が始まっています。この夏休み期間で学

校内のクラスターがいくつか発生したという事情もあると聞いています。こうした中、県

立高校の部活動の休止を受け、今までも団体のスポーツ等は接触を控えるような形をとっ

ていたところですが、現在、家庭内感染が多いという状況に鑑みると、市内の小中学校の

部活動につきましても、県と足並みを揃えなければならないと考え、子供たちには本当に

申し訳ありませんが、今、そういう判断をしているところです。こういう形から、2週間、

しっかりとクラスターを抑えながら、まずは新潟県全体で感染を抑えていくということが

非常に重要であり、これがまた次の経済に繋がると思うので、県下全体足並みを揃えて取

り組んでいきたいと考えています。 

クラスターが発生する要因としましてはかなり明確になってます。飲食ばかりが責めら

れるという声もいただいて申し訳ない気持ちもあります。「お店が悪い」ということではま

ったくありませんが、原因を見ると、飲食を伴う場面（職場、運動の場）に大きくクラス

ターとして数が発生しています。これについては、マスクをつけづらい状態であることが、

どのクラスターの事例を見ても非常に大きな要因になっていると分析しています。今回、

新潟県においてもほぼデルタ株に置き換わっているという状況です。そして、感染力が強

いという状況もデータとして示されている状況なので、まずは不織布のマスクが非常に重

要であると我々も判断していますので、市民の皆さまに継続してお願いしているところで

す。 

引き続き、マスクの着用が非常に重要と考えますし、狭い部屋でマスクを着用していな

がら長時間滞在することによってエアロゾルという形で感染が広がったという事例も報告

されています。マスクの着用と部屋の換気が非常に重要です。当然、人と人との「距離の

確保」「手洗い・うがい」にもしっかり取り組みながら予防対策をお願い申し上げたいと考

えています。 

 

 新型コロナワクチン接種につきましては、現在 64 歳以上の高齢者、65 歳未満の一般の

方で基礎疾患をお持ちの方と、居宅(きょたく)系の高齢者サービス事業所等の従事者、64

歳、63歳への集団接種の 2回目が終わっていますし、佐渡市が先般実施いたしました大規

模接種、また、朱鷺メッセにおける接種にも市民の皆さまにご協力いただきました。これ

らにつきましては、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につ

いても 2回目が終わっています。 

 現段階で、対象者全体の接種状況は、1回目は 60％で 29,404人。2回目が 54.8％で 26,856

人の方が終了しております。 

  

 集団接種につきまして、7 月 8 月には国からのワクチン供給量が少なかったため、供給

量に合わせ、優先対象となる「基礎疾患をお持ちの方」などから順次接種を進めてきまし

たが、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や、妊産婦、62歳



以下の方の接種につきまして、9月から実施します。 

 すべての方に 9月 1日以降に中接種券が送付されますので、対象者すべての方の予約が

できるようになると考えています。9月中には 1回目、10月中には 2回目までの佐渡市民

の希望される方すべての接種が終了できるような仕組みで取り組んでいますので、接種券

が届きましたら、電話等が混むこともありますが、インターネット等で申し込むと比較的

スムーズに予約できると考えておりますので、落ち着いて予約していただきたい。そして、

接種についてご不安等もあるということも多々ありますが、今、コロナ対策としてはワク

チン接種が非常に大きな効果があることは明確になっているので、市民の皆さまにもご理

解いただきながら、しっかりと接種を受けていただきたいと考えています。 

 

インターネット予約につきましては、佐渡市ホームページから予約を、電話予約につき

ましては、集団接種をご希望の方は「佐渡市ワクチンコールセンター」電話 0570-081-788、

個別接種につきましては、各協力医療機関に直接ご予約くださいますようお願いいたしま

す。 

 

3 佐渡市総合戦略アドバイザー等の委嘱について 

 

 これは、佐渡市総合戦略アドバイザーと佐渡市移住・交流促進アドバイザーと、2 つの

アドバイザーの形でお願いしているところです。 

まず、佐渡市総合戦略アドバイザーですが、佐渡は人口減少に伴う高齢化など、日本の

課題先進地である一方、トキを再生させた自然と共生する社会や、佐渡金山の世界文化遺

産登録へのチャレンジなど、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で

もあります。 

島という環境を最大限に活かし、生物多様性と脱炭素社会の実現のため、自然、文化、

歴史、環境を核とした暮らしと、産業が共鳴する SDGs未来都市への取組みを進め、お金だ

けではない、豊かな暮らしのモデルエリアとしての挑戦を佐渡から始めていきたいと考え

ています。 

佐渡の進むべき道、その道しるべを照らしていただけるようなリーダーシップを執る専

門家の方々から「総合戦略アドバイザー」として参画してもらい、佐渡の在り方や方向性、

佐渡の魅力を押し上げていくための指導又は助言をいただくこととが総合戦略アドバイザ

ーの目的です。 

具体的には、当然、私ども佐渡市の方も市政運営、また、市の方向性について様々な相

談・ご意見をうかがうほか、市民の皆さまにも佐渡の在り方について学ぶ・検討する場を

作っていきたいということから、佐渡の未来づくりに関する「佐渡未来講座」を設け、そ

の講師を依頼するなど、市民のみなさまとも色々な形で意見交換が出来るような仕組みを

作っていきたい考えています。 

なお、任期は令和 3年 9月 1日から 2年間とします。 

 

そして、移住・交流促進アドバイザーにつきましては、日本全体の人口が減少している

なか、佐渡でも人口減少対策にあわせた活力ある豊かな地域を作らなければならないと考

えています。その手段として、多くの人が佐渡に移住したい、起業したいというような仕

組みづくりが重要です。 



そのため、佐渡市では新たな起業や多様な人材が活躍できる仕組みの構築と、関係人口

の拡大から移住者の受入れ促進と定着を目指して、今後もビジネスコンテストの開催や、

インキュベーションセンターの整備など、国からも支援をいただきながら、佐渡で起業す

る方への支援策等を検討していきたいと考えています。そのために、有識者の方々を「起

業・交流促進アドバイザー」として委嘱します。 

アドバイザーの方々には、実際に佐渡に入ってもらい、起業・交流・移住に関するアド

バイスや、新潟・佐渡を拠点とした、事業の実施をお願いするものです。併せて、こうい

う方々と一緒に、市内の企業も一緒に連携しながら、企業等への支援にも取り組んでいく

ところです。 

任期は、総合戦略アドバイザーと同様に、令和 3年 9月 1日から 2年間とします。 

 

この記者会見終了後、総合戦略アドバイザーと、起業・交流促進アドバイザーの委嘱状

交付式を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。 

名簿等は配布のとおりです。 

 

4 多子世帯出産成長祝金「特例給付」の支給について 

 

 多子世帯出産成長祝金の「特例給付」は、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で、支給額 10 万円のうち、5 万円を現金で、残り 5

万円を商品券で支給するものです。支給については対象児童の年齢によって令和 3年度と

4年度に分けて行います。 

 

 今年度の支給対象は、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

で、対象の方へは 8月 24日（火）を締め切りとしてご案内いたしました。 

既に申請書を提出いただいた方へは、9月 3日（金）に 5万円を振込む予定です。 

また、9月 1日から使用できる商品券「子育て Happy(はっぴー) Ticket(ちけっと)」に

ついては、8月 27日から順次発送しています。 

 

 「子育て Happy Ticket」は、市内の登録店舗でご利用できる商品券で、有効期限は令和

4年 2月 28日までです。 

登録店舗の一覧は「子育て Happy Ticket」に同封しておりますのでご確認ください。 

 

また、まだ申請が少し上がって来ないということもあります。私どもとしては、対象者

の方全員に申請していただきたいと思いますので、「案内があったけど申請を忘れていた」

「案内が来たのか分からない」等の方がいらっしゃいましたら、子ども若者課子育て支援

係（電話 63－3126）までお問合せいただきたいと考えています。 

 

なお、令和 4年度の対象となる小学 3年生以下の児童を養育する方へは、令和 4年 4月

以降に申請のご案内をいたします。 

 

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 



 

今年度 2回目となりますが、子育て世代の皆様を対象としたタウンミーティングを開催

いたします。 

前回 5月のタウンミーティングでは、運動会などの行事と日程が重なってしまったこと

もあり、今一度、より多くの方々と意見交換したいと考えております。是非、ご参加いた

だければと思います。 

 

・開催日時は 10月 10日（日曜日）、午前 10時から 11時 30分まで 

・会場は、佐和田地区八幡の佐渡市消防本部、2階の多目的ホール 

・テーマは「佐渡市の子育て支援施策について」とし、 

・対象は市内在住で小学生以下のお子様をお持ちの保護者の方々、先着 20 名とさせてい

ただきます。新型コロナウイルス感染防止の観点から、人数が絞り込まれてしまいたい

へん申し訳ございません。 

・お申込みは、新型コロナウィルス感染防止の観点から、事前申込制とし、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させていただきます。 

・申込み方法は、市ホームページの申込フォームからお申込みいただくか、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にて、9月 24日（金曜日）までに、市役所企画課まで提出を

お願いいたします。メール、ファックスでも結構です。 

 

当日は、保育ルームを用意いたしますので、申込時に利用希望の有無もお知らせくださ

い。限られた時間の中で可能な限り多くのご意見・ご質問に答えられるよう、参加の際は、

申込みと併せて、事前に質問のご提出をお願いいただければ幸いです。詳細は、配布資料

をご覧ください。 

 

そして、前回のタウンミーティングでは、子育て支援センターの休日開所について要望

がございました。試験的ではありますが、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おります。 

また、就園児の利用についても、休日においては保育園等が休みであることから利用可

能とする方向です。 

ほかにも、雨の日の屋内の遊び場の充実についても要望がございました。これについて

は、真野のいぶき 21 を利用していない日曜日などに開放できるよう準備を進めておりま

す。 

 

今回のタウンミーティングでも、子育てしやすい環境づくりに向けて、多くの方々と意

見交換したいと考えておりますので、是非、皆様のご意見をお聞かせください。お待ちし

ております。 

 

6 最盛期（8/7～8/16）の入込者数について 

 

 観光の入込数についてです。 

最盛期であるお盆シーズン 8月 7日～16日の間の入込者数はおよそ 2万 1千人（20,459



人）と推計され、昨年同期間のおよそ 1万 8千人（17,524人）と比較すると 3千人、率に

しておよそ 17％の増加となりました。 

同期間の入込者数を経済波及効果に換算すると、前年のおよそ 14 億 6 千万円に対し今

年はおよそ 17億円となり、2億 4千万円増加したものと試算しております。 

 

 また、今年 1月 1日から 7月 30日までの入込者数は、およそ 13万 4千人であり、昨年

同期間のおよそ 10万 9 千人と比較すると 2万 5 千人、率にしておよそ 23％の増加となっ

ておりますが、コロナ前の令和元年と比較した場合はおよそ 52％にとどまっており、依然

として厳しい状況が続いております。 

 

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、新潟県につい

ても、全県が 9月 3日から特別警報になるということで、誘客にとっては依然として厳し

い状況が続くことには間違いありませんが、この後、全国的に、11月末頃を目途に、希望

する国民の 8割までワクチン接種を進めることを国が言っている状況です。このワクチン

接種が進む中で、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おります。 

 

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。 

市長： 

私どもも、春先は、今年は現地でお客様を招いて開催できると希望を持っていました

が、感染が急拡大ということで非常に残念ではありますが、オンライン開催ということ

になりました。 

 

視聴者数については、21日（土）が 1,000人、22日（日）が 1,500人、2日合計でお

よそ 2,500人です。 

次年度以降は感染症対策を徹底した上で、ワクチンを打っても重症化に対する効果は

非常に高いという認識ですが、感染に対してはすべて収まる訳ではないということが現

在のワクチン状況ですので、この後も新しい生活様式については、当面の期間、対応し

ていかなければならないことになると思います。そこをしっかりと加味した上で、でき

る限り通常通りの開催を目指していきたいというのがワクチン接種後の考え方です。 

このアース・セレブレーション以外もできるだけ、通常の形に感染対策をしながら、

重症化にならないコロナ対策をしっかり講じて取り組んでいくことが重要と考えてい

ます。 

ただ、いずれにせよ、この後のイベントについては、「現地かオンラインか」ではなく

て、現地とオンラインのハイブリッド型をすべて発信していくべきと考えています。来

られない方もたくさんおりますので、そういう方々、特に海外への発信等はオンライン

が有効であるということは、このコロナの中で判断できているところなので、ハイブリ



ッド開催という形がこれからの主流になるのではないかと考えています。 

 

来年度につきましては、8月 19日～21日の 3日間の開催を予定しています。 

 

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。 

市長： 

佐渡市では 2008年の試験放鳥以前から、「生きものを育む農法」「ビオトープの整備」

「生物多様性」、環境整備の一環として「トキの生息に適した環境保全」「再生するため

の取り組み」を市民の皆さま、関係団体の皆さま、そして農家の皆さま、関係機関、多

くの方が協力し、色々上手くいかなかった点も多々あったと思っていますが、そのよう

な試行錯誤をしながら、安定したトキの野生復帰が今実現できているということです。

併せて、10 年を超えますが、色々な企業の方も参画をしていただいた。これは、1 個 1

個の取り組みが継続してきたからです。 

ですから、我々がこのシステムを「このようなものですよ」と言って渡したからとい

てすぐにできるものとはまったく認識をしていません。トキ放鳥にあたっては、何より

重要なのは、これまで佐渡市が行ってきた、トキが生態系の中に入っていける。そして、

餌が普通に採れる持続可能な生息環境の整備が非常に重要であり、それを行うには、住

民の皆さまが理解して共生社会を実現することが非常に重要であると思っています。 

これを作っていくのはシステムで、そのシステムを持っていたからすぐにできるとい

うことはないと思っています。これには時間がかかると思います。佐渡市以外の放鳥に

ついては、この点を十分に評価・調査いただいて、私自身はトキの放鳥において「トキ

の保護」という視点も大事ですが、やはり「生物多様性の保全」。それがトキの野生復帰

に非常に重要であること。ここを理解していくことが大事であると思っています。その

ため、この、環境省と希望する自治体と佐渡市が連携し、このような佐渡が取り組んで

きたモデルでトキの生息環境の再生に取り組んでいくことに、このような視点から全国

的に連携・協力をして、そして我々は、日本全体の生物多様性が豊かで、人と自然が共

生する社会づくりの役割の一翼を担っていくということが、このトキの野生復帰を経験

してきた佐渡市の役割であると考えていますので、しっかりと連携しながら取り組んで

いく。そして、少しずつ理解を広めていくことが大事だと思っています。 

そういう点につきましては、積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

 質疑応答 

 

1 令和 3年度 佐渡市一般会計補正予算（第 5、6号）について 

 

記者： 



  「地域経済の活性化」の④。佐渡金銀山に関連する施設の入館料当割引なんですが、

具体的に決まっていれば、施設名とか、割引はどれだけ割り引くのか。 

市長： 

  これは、「史跡 佐渡金山」「佐渡西三川ゴールドパーク」や「道の駅 あいぽーと佐渡」

などの関連施設一連で対応しようということで、民間企業と連携しているものと認識し

ております。 

具体的な金額等については担当課長より説明します。 

観光振興課長： 

  「ゴールドチケット」という名称で進めていきたいと思っています。 

  市内の佐渡金山に関連する 5施設を、通常であれば入場料等で 3,000円の料金がかか

るんですけども、そちらを 5施設共通クーポンということで 1,000円にしたいというも

のです。 

  「史跡 佐渡金山」「佐渡西三川ゴールドパーク」「きらりうむ佐渡」「史跡 佐渡奉行所

跡」「相川技能伝承展示館」というようなところで、相川地区中心に加えて西三川地区と

なっております。 

 

記者： 

  新エネルギー導入事業ですが、以前、風力発電の関係で県が進めようとして、それに

対して漁業関係者の人たちが、魚の漁場でもあり、環境的に非常に難色を示していたが、

それとは別のものか。 

市長： 

  正直申し上げてまったく別でございます。 

  大きな風力。1 万を超えるようなメガ風力については、様々な問題がある訳でござい

ます。そこを 1個ずつ新潟県が中心に我々も協力をしながらご理解を得ていく、また説

明をしていくことが大事だと思っております。 

ただ、風力につきましては、2050年という世界をどうしようかということでございま

す。ただ、我々としてはこの島を考えた時に、エネルギーにつきましては低炭素の問題

と、循環型社会としても非常に重要だと思っておりまして、エネルギーの部分のお金が

全部島外へ出ていくという形は非常にこの島の経済を考えた時に好ましくないと考え

ております。 

そういう部分では、エネルギーの地産地消を進めていかなければならない。「低炭素社

会」と「エネルギーの地産地消」。この 2つが大きな目標になります。そのために、例え

ば、ソーラーであるとか水素であるとか、新庁舎建設についても既存の庁舎を活用した

エネルギー拠点の作成であるとか、様々な形でこの後、自然エネルギーを使いながら循

環型の島を作っていく。化石燃料をしっかりと自然エネルギーに置き換えていく。 

その中で、今回はあまり風力のことではなくて、ソーラーという今すぐできることか

ら基軸に、水素の問題であるとかそういうものにチャレンジしていく。そのような形が、

どのようなことができるかという実証を調査に入っていくということでございます。 

 

記者： 

  プレミアどこでも商品券なんですけども、今決まっている概要等ありましたら分かる

範囲で教えていただけたらと思います。 



市長： 

  先ほど申し上げたとおり少し率は下げて、3 割。30％のプラスということにしたいと

思いますし、今また飲食等が厳しいということで、より明確に飲食等にも使えるような、

使える範囲をどんどん広げていくという形で考えております。その代わりに、今までは

「なかなか当選しない」と多々言われておりますので、発行部数を増やしていくという

手段でまずは大きく企画をしました。 

  今のところ大きな変更点はそういう形でございます。ですから、今までプレミアム商

品券と例えば飲食の券、その両方を別々に発行しておりましたが、この商品券はそれを

1 つでできるだけ使えるような形。そして、少し率は下げさせてもらいましたが、その

ぶん発行部数を増やして 1人でも多くの人に当選するような仕組み。そういう形で企画

をさせていただいたところでございます。 

 

2  新型コロナワクチン接種の進捗状況について 

 

記者： 

  特別警報が発令になりましたけど、佐渡は半月以上感染者が発生していない中、観光

客も落ち込んでいる中、飲食店の時短を要請するということについて、改めてお考えを

お聞かせください。 

市長： 

  まずこの 2週間、感染者が発生していないということは、特にお盆の時期、帰省のお

客や観光のお客様等おいでになっている中で、コロナウイルスは感染してから 2週間発

病していきますので、しっかりと乗り越えられているということは、まずは市民の皆さ

まや事業者の皆さまに本当に感謝を申し上げるところです。 

一方で、佐渡はこういう状況であるんですけど、仕事の面も含めて、様々な形で我々

は新潟市を玄関として動いていく訳でございます。そういう部分では、新潟県全体が収

まっていかないと、この次の観光の打つ手もなかなか難しい。例えば新潟県で収まって

いなければ、県内を対象に様々なことができますし、関東ほど大きな誘客は難しいです

が、それでも人を動かすことができる。しかしながら、新潟市でどんどん発生をされて

いくと、いつ我々のところに人を介してくるか分からない。そして仕事を介してくるか

もしれない。その対策と、新潟県全体で色々な形の人の動かし方ができなくなるという

ことです。 

今の状況を見ていくと、1 度発生するとバッと広がるという傾向も見えている訳でご

ざいますので、新潟の各都市でポツポツと発生していくといつまでも収まらないという

ことから、2 週間。本当に厳しいと思います。特に子供たちには本当に申し訳ないとい

う気持ちでいっぱいなんですけども、やはり、産業、特に観光と飲食等は厳しい状況に

なりますが、この 2週間でしっかりと結果を出して、次の手が打てるような仕組みを作

っていく必要があると。そして、子供たちは本当に申し訳ないと思っております。佐渡

市も 8月後半からクラブの方も小中学校できるようになっているんですが、現実的には、

あまり集団にならないようにという形で、個人練習等の形でお願いをして参りました。

ただ、今回、県が部活動を中止にする。そして、コロナの感染が今多いのは、家庭内、

職場、そして飲食などマスクを外すところばかりなんですけど、高校生の部活動だけを

やめるということとなると、もし、家庭内で感染があった時に、やめたこと自体がまっ



たく無意味になってしまうことになるといことも踏まえて考えていくと、やはりこの 2

週間で、皆さまには迷惑をかけますけど、県下全体で抑えるという強い意思を出してい

かなければいけないと。今まで頑張ってきた佐渡も、確かに影響はあるのですが、その

あたりは、県の方の飲食の支援の給付金もございますので、そういうことで、我々も周

知をしっかりとしながら乗り切っていくというような思いでございます。 

 

記者： 

  関連ですが、特別警報が全県に発令ということになりますけど、当然、酒類を提供す

る飲食店の営業時短要請になるかと思いますが、それを含めて佐渡市として、規制をす

る訳ですから、やはり支援というものも必要になってきます。 

  現段階で、市長もしお考えありましたらお聞かせ願えますでしょうか。 

市長： 

  基本的にこの規制については県の方で、今日、説明会があるんですけども、休業した

場合の支援金・給付金の仕組み、これが売り上げによって違いますが、最も売り上げが

少ないパターンでも 1 日 25,000 円の支援が出ることになっている訳でございます。こ

れが 7時までお酒の提供で 8時に営業を閉める場合という形でございます。あとは売り

上げに応じて金額が 3段階ほど変化していくということでございます。 

  これが基本になりますが、先ほど予算で申し上げたように、私ども 7月からコロナが

発生したということで、非常に飲食店が厳しいということで、従前、国の支援に対して

50,000 円上乗せしていたところでございますが、プラス 50,000 円今回の補正で乗せて

支援を広げていくということで考えております。併せて、飲食店と関連する業者につき

ましては、県が事業継続支援金を申し込んでおります。この方々は 10 万円ということ

で、1回でお支払いしたいと考えておりますので、既に 50,000円払っている方について

はプラス 50,000円、今まで払っていない方については 10万円を市の単独費で支援して

いくと。 

  今はこの 2点について考えております。 

記者： 

  新型コロナワクチンの接種について、対象者全体の接種状況の数が出ていますが、こ

こにある文言のほかに、7～8月にかけて職域接種が行われていると思うんですが、それ

を含めた人数ということでよろしいですか。 

市長： 

  そのとおりです。全体の人数はそれを含めています。市が実施した大規模職域接種に

ついては、人数的には 2回目までも終わっておりまして 1,776名の方に受けていただき

ました。ありがとうございました。 

  そして、今回、専決で補正予算も出しているんですが、朱鷺メッセの方も「企業の皆

さまに 1日でも早く」との声がありましたので、ワクチンがないために「ここへ行って

いただきたい」ということで、我々も県に交渉して、枠をかなり多くいただいて、1,004

人の方に朱鷺メッセにワクチン接種に行っていただいたということで、ワクチンがない

中ではございましたが、県とうまく連携しながら 2,780名の方が追加で接種できたのは

よかったと思っています。 

記者： 

  もう 1点お願いします。 



  9月 1日以降、10代 20代の接種券の郵送ということで、全世代・全市民に接種が行わ

れる訳ですが、この 10 代 20 代の方は、接種方法は普通に大人の方と一緒にするのか、

それとも、10代 20代は別にして行うのか、接種方法を教えていただきたい。 

市長： 

  年齢によって集団接種ではないパターンもございます。集団接種とそうでない方がい

るとのことなので、詳しいことは担当課長から説明いたします。 

市民生活課長： 

  小児学会の方からも文書が出ておりましたので、12～15歳については個別接種。所謂、

個別の病院の方で接種を受けていただくと。それ以外の方については、個別も集団も両

方できますが、その年齢については個別のみということでありますので、接種券の方も

大人が予約・申込する前にできるように早めに発送しております。 

 

記者： 

  2 回目を打った人も皆さん「心配だ」ということで、国の動きを見ながら 3 回目とい

うことで実現に向けて検討が進んでいますが、そのあたりどのように考えられますか。 

  また、混在する製薬会社で、違う製薬会社のワクチンを接種するとの報道もあります

が、そのあたりはどうお考えですか。 

市長： 

  これについては、まだ専門的な知見が我々の手元に入っていないというのが本音のと

ころです。 

  様々な状況、また、海外の状況を見る限り、3 回目の接種は一定の期間で検討が必要

なのかなと考えているところでございます。 

  一方で、今、ブレイクスルーと言われる 2回打った方が感染する、この要因が抗体量

の問題なのかどうかはっきりわかっていない訳です。これは、裏返して言うと「3 回目

を打っても感染するのではないか」ということも今の知見でははっきり見えていない訳

でございます。ですから、そのあたりを国の方でしっかりと調査をしていただいて、私

はやはり国民の皆さまを含めてしっかりと情報を提供して判断していただく。2 回目も

副反応がきついという方が多かったので、「3回目を打つと副反応はどうなるんだ」とい

う素朴な疑問が出てくると思う。そういうところをしっかりと国がお示しして、そうす

ると我々もそういう知見、専門家の知見を我々もしっかりと市民の皆さまにお伝えして

1人 1人判断していただくということになるかと思います。 

  個人的な見解については、今の状況を見ると、海外の状況を見ても、どこかで必要に

なるんだろうとは見えておりますが、専門的な意見・知見を待ってまた色々な考え方を

判断していきたいと思います。 

 

記者： 

  中学校で部活動の中止があったんですけど、体育祭等が予定されていると思うんです

けど、そこの対応はどういう変化になりますか。 

市長： 

  昨日、部活動の話までしたんですけど、今日、学校に通知をして打ち合わせをすると

いうことですので、今、教育委員会からそこはまだ情報が入っておりません。確認して。 

記者： 



  近日中に決まる。 

市長： 

  もちろんです。 

  対策につきましては、問題は、基本的にはマスクを外す状況になるかどうかが判断ポ

イントになるかと思います。もう 1 つは距離。学校ですから換気は十分できますので、

そこができるかどうかを各学校でしっかり判断した上で行事は決めていくということ

で話をしておりますので、昨日の本部会議の段階で 1個 1個の行事まではまだ教育委員

会で学校現場と話をしておりませんので、そこは早急に確定するように取り組んで参り

ます。 

 

記者： 

  昨日の話で小中学校がクラブ活動停止と言うか、小中学校のクラブとかスポーツ少年

団とか一切含めてまったく全部、小中学生の活動はなしということでよいのですか。 

市長： 

  クラブ活動については、スポーツ少年団の方も明確に「やめろ」ということではあり

ませんが、この状況に鑑みた時には少しご遠慮いただきたいというか、お願いをしたい

ということで、佐渡市としてはそういう形でお願いして参りたいと思っております。 

記者： 

  もう 1つ。市の施設の閉鎖も検討ということだったんですけれども、そちらの話では

県の方は「施設の休館」などというものが出ていますけれども、どのようにお考えです

か。 

市長： 

  そこは昨日の本部会議で少し議論したところなんですけど、各市町村からかなり対策

会議で色々なご意見をいただきまして、県が一定の指針を示すと。県の施設と言っても

幅広くありますので、本当に全部閉めていくのかどうかがまったく分からない状態です。

ですから、どのようなものを閉めるのか、そして逆に言うと、私自身は単純に閉めるの

ではなくて、「こういう施設だとこういうクラスターが起きるからこういう理由で閉め

る」ということを市民の皆さまにしっかりとお示ししていくということも大事だと思っ

ています。 

  そういう部分で佐渡市は、8 月に感染した時に、スポーツが原因で全国で発生してい

るということでスポーツ施設のみは閉館させていただきましたが、図書館、社会教育施

設等については感染対策を徹底して開館することを考えていますので、私自身はできる

だけ県の指針の中で考えていくことが大事だと思いますが、佐渡における現状と対策も

加味すべきと考えておりますので、昨日の段階で「県の明確な指針をまず出してほしい」

と、そして最終的な判断をして参りたいと考えております。 

記者： 

  では、近々それが出れば、市の方も判断するということですか。 

市長： 

  はい、出しだいどこまでやるか。一律全部閉めるということは適切でないのかなとは

考えておりますが、いずれにしろ、県の指針を含めて 1度確認をさせていただきたいと

思っております。  

 



3 佐渡市総合戦略アドバイザー等の委嘱について 

 

記者： 

アドバイザーには対価というか報酬はどのようになるのか。 

市長： 

  基本的にございません。 

  講師としておいでになった時に講師料をお支払いするということでご了解を得ており

ます。本当に申し訳ないですけど、結構、テレビ等に出られる方も多く、「とにかく佐渡

のために力を貸してくれ」ということで力をお借りしていますので、佐渡に講演に来る

時の旅費・講師謝礼についてはお支払いしますが、通常の委嘱等については発生しない

形で、できるだけ市民とも気楽に話をしながら方向性を作っていくというようなイメー

ジを持っています。 

記者： 

  12人の経歴とか生年月日とか、どういう方なのか分かるデータは文書でいただけます

か。 

市長： 

  現職等は出せるが過去経歴については事務所等も含めて確認し、公表しているものに

ついては。 

記者： 

  何が専門分野で何がアドバイスできるのかが分かるような。 

市長： 

  承知しました。そこは出せると思います。 

 

4 多子世帯出産成長祝金「特例給付」の支給について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

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 

 

 質疑はありませんでした。 

 

6 最盛期（8/7～8/16）の入込者数について 

 

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： 

  昨日の市議会の全協で出た、8月 20日付の環境対策課長の人事なんですけど、このよ

うな時期こういう人事について説明してください。 

市長： 

  人事の中身なので具体的なことは職員の体制によるものでございまして、特別に何か

があるということではございませんが、人事異動につきましては、我々からお願いする

ものとご本人からの意思もございますので、様々な要件を勘案した上で今の時期になっ

たと、業務を優先するための人事異動を行ったということでございます。 

記者： 

  前任の方が何か事情があって辞められたということではないんですか。 

市長： 

  そういうことではないです。 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

いよいよ夏も終わりまして稲刈りの季節になります。季節の変わり目は本当に市民の皆

さまは体調の部分が非常に不安になることもありますので、また、コロナについては、本

当に申し訳ございませんが、9 月 3 日から 2 週間、新潟県一丸となって取り組むというこ

とで何卒ご協力、そしてまた、ご自愛をいただきたいと思っております。 

 

健康に気を付けて、また来月お会いしたいと思っております。 

本当にありがとうございました。 

 


