
令和 3年 8月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 9月 27日(月) 

午前 10時～午前 10時 45分 

 

発表案件 

 

1 新型コロナワクチン接種の進捗状況 

 

 新型コロナワクチン接種につきまして、対象者全員に接種券の発送は終わっております。 

現在、希望者の 1 回目の接種がほぼ終わりに近づいており、2 回目の接種も始まっている

ところです。 

 対象者全体の接種状況は 1回目が 79.4％で 38,897人、2回目が 64.3％で 31,480人の方

が終了しております。数値は 9/26現在のものです。 

  

申込の状況ですが、年齢が若くなるにつれ予約率が低いことから、9 月中旬に企業や高

校を介して周知するとともに、市民の皆様へ緊急情報伝達システムやホームページ、SNSに

よる接種の呼びかけを行ったところです。また、若い方が接種を受けやすいように、土曜

や夜間の時間帯での接種日程も追加しました。 

 最近の新型コロナウイルス感染症は、感染力が強いデルタ株の占める割合が高くなって

おり、全国的に高齢者のワクチン接種が進んだことにより、ワクチン接種を実施していな

い若い方に重症化する状況が多くみられるようになってきています。ご不安な方は、医師、

佐渡市、また、県と相談しながら、できる限りワクチン接種をしていただければと思いま

す。 

 

 もう 1点。11月以降のワクチン供給量は不確定です。接種券をお持ちの方で、まだ予約

がお済でない方は、早めに予約くださるようお願いいたします。繰り返しますが、11月に

なるとワクチン接種ができなくなることもあり得えますので、まだワクチン確保の目処が

立っておりませんので、10月中の予約をなるべく早い時期にお願いいたします。 

 また、65歳以上の高齢者につきましても、まだ接種がお済でない方は予約可能ですので

ご予約くださいますようお願いいたします。 

ご自身や周りの家族、大切な人を守るためにも、是非、早めにワクチン接種を受けてく

ださるようお願いいたします。 

 

2  GIAHS認定 10周年記念フォーラム in佐渡の開催について 

 

10 月 29 日（金）～31 日（日）にかけて、世界農業遺産認定 10 周年を記念しまして、

「GIAHS認定 10周年記念フォーラム in佐渡」を開催いたします。 

2008年のトキの自然放鳥と朱鷺と暮らす郷認証制度の創設を経まして、国連食糧農業機

関（FAO）から、2011年に石川県能登地域と共に国内初となる「世界農業遺産」に認定され



ました。この 10年間に取り組んできた生物多様性農業の成果と課題を基に、これからの展

開と次世代への継承について議論を深めるという趣旨となっております。 

 

開催につきましては、ハイブリッド型の開催を考えております。この取り組みは、2011

年に世界農業遺産に認定された時にも、里山イニシアティブという取り組み、そして、日

本の里山を守る農業システムという取り組みというものが世界に発信されております。し

かしながら、現状、米価の下落も含めながら、農業が当時に近い危機的な状況になってい

ます。そういう点から、生物多様性農業、そして世界農業遺産が示すような、文化や生活

が一体となった農業システム、農業集落の在り方をしっかりと検証して次世代に残してい

くというようなイベントにして、全世界に発信できるような仕組みづくりを考えていると

ころでございます。 

 

 内容的には、初日（29日）は、「トキ野生復帰の意義と GIAHS」と題し、環境省の中井事

務次官を迎え記念講演を行い、トキの生態や歴史の学習に積極的に取り組んでいます行谷

小学校とトキの餌場環境整備に取り組んできた農家の方々からの事例報告を行います。 

 2日目（30日）は、今、課題となっております農業の持続可能性という部分を中心に、

地球環境戦略研究機関・武内理事長を迎え「日本の持続可能な農業とは」と題した基調講

演の後、パネルディスカッション、分科会へと続き、最後にトキと共生する佐渡の里山か

らこれからの日本農業への提言を行います。 

参加者の募集・申し込みにつきましては、チラシ等に掲載の URLにアクセスしていただ

き専用サイトにてお申込をお願いいたします。 

 

また、新型コロナウイルス感染症の影響でございますが、フォーラムが開催される 10月

末には、島内における 12歳以上の希望者へのワクチン接種はほぼ終了しますし、全国的に

もかなりの割合で終わるであろうと見込んでおります。島外からの参加者へは、ワクチン

接種済みでの来場を呼びかけ、そうでない方には PCR検査等の実施も踏まえながら、安全

性をしっかりと担保した上で取り組んで参りたいと考えているところでございます。 

 

3 さわた子育て支援センターの休日開設および真野活性化センターいぶき 21の休日開

放について 

 

先般の子育て世代の皆様との意見交換会においてご要望をいただいておりました公共

施設の休日開設について、利用者のご理解も得られましたので、2 つの施設で開始したい

と考えているところです。 

 

1 つ目は、子育て支援センターについて、試験的ではありますが 10 月から 12 月までの

間、佐和田行政サービスセンターの隣にある「さわた子育て支援センター」を毎月第 2、

第 4日曜日の午前 9時から午後 3時 30分まで休日開設します。 

 休日開設については、これまで利用できなかった就園児（保育園に入園している児童）

も利用できることとしました。 

 

2 つ目は、天候に関係なく親子で利用できる遊び場の設置についても要望をいただいて



おり、冬でも土の上で遊べるメリットとして「真野活性化センターいぶき 21」を 10 月か

ら年間を通じて毎月第 2、第 4 日曜日の午後 1 時から午後 4 時まで休日開放します。日頃

ご利用いただいている方々のご理解を得て、開放できることになりました。ご協力に感謝

いたします。ご利用になれる方は、小学生以下のお子さまとその保護者です。 

 こちらの施設は、他の団体や事業でも多くの利用があるので、遊具等は設置していませ

ん。個人での遊具の持ち込みは自由ですが、ルールを守ってお使いください。 

 

 10月の開設・開放日は、どちらの施設も 10日と 24日の日曜日になります。曜日、時間

等お間違えのないようお願いします。利用料はどちらも無料ですので、休日の子育て親子

の交流の場、親子の遊び場として、ぜひご利用ください。 

 

なお、新型コロナウイルス感染予防対策のため、入室人数を制限しながらの実施となり

ますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

 

4 ごみ分別アプリ「さんあ～る」の導入について 

 

 令和 2年度より火災事故などを防ぐため、スプレー缶（エアゾール缶）や、カセットボ

ンベ、ガスライターは「発火性危険ごみ」として分別するよう変更し、現在、佐渡市のご

み分別は大きく「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「発火性危険ごみ」「粗大ごみ」「資源ご

み」の 5つに分けています。そしてさらに「資源ごみ」は廃プラスチックやペットボトル

など 7つに分けています。そのため、ごみを出す際の分別や、いつ出すかなど迷うことも

あるかと思います。 

 そこで、ごみ出しの際に役立つ情報をスマートフォンなどの端末から確認できるごみ分

別アプリケーション「さんあ～る」を導入いたします。 

 

このアプリの主な機能としては、 

 ・ごみの分け方、出し方を確認できる 

 ・ごみ分別一覧を確認できる 

 ・お住まいの地区のごみ収集日を確認できるカレンダー 

などがあり、ごみ出し日を通知することもできます。 

現在は貼ってあるカレンダー等を見ながら確認しているかと思いますが、このアプリの

導入によって、携帯電話やタブレット等でも確認ができるということになります。また、

スマートスピーカーの Alexa（アレクサ）にも対応可能なため、音声で確認することもで

きます。このアプリケーションは「App Store」と「Google Play」で 10月 1日から配信を

開始いたします。 

 また、市ホームページには、ごみ分別アプリケーションの WEB版もアップいたします。

多くの市民の皆様からこのアプリ「さんあ～る」をご利用いただき、ごみ分別の理解を深

め、ごみの減量化や資源化にご協力いただきたいと思います。 

 実際の画面について、これより担当が隣のモニターでご紹介いたします（環境対策課職

員が動画で説明）。 

 

 少し長くなりましたが、アプリへの入り方が少し大変と感じたもので、本日、入り方に



ついて発表させていただきました。 

 本来、AIが進化すると、利用者様の位置情報さえ確認できれば自動的に情報が提供され

るようなシステムが可能と思いますので、まず、これが第一歩と考えておりますし、次の

ステップとして、ごみ出しに限らず、できる限り手続が不要な、AIを活用した形でのシス

テムを考えております。 

 

5 観光案内所 3か所での e-bikeレンタル開始について 

 

 本日、担当者がこちらへお持ちいたしました。男性用と、お子様や女性が乗りやすいタ

イプの 2台でございます。 

佐渡のサイクルツーリズムは非常にニーズが高いと思っておりますが、これまでは受け

入れ態勢が整っていなかったと認識しています。また、このツーリズムはコロナ禍におい

ては三密回避のアクティビティとしても人気が高くなっております。そのニーズに対応す

る為、（一社）佐渡観光交流機構と連携し、島内 3か所の案内所で e-bikeを導入し、「エコ

だっチャリ スポーツタイプ」としてレンタルを開始します。 

 小木の南佐渡観光案内所では本年 4月から先がけて貸し出しを行っていたところですが、

10 月 1 日からは両津港佐渡汽船ターミナル内の佐渡観光情報案内所ならびにきらりうむ

佐渡内の相川観光案内所でもレンタルを開始することとなりました。 

 「エコだっチャリ スポーツタイプ」は従来の電動自転車よりもアクティブに長距離の走

行を楽しめますので、例えば、エリア内での観光施設めぐりにもお使いいただけますし、

海岸線や里山など、佐渡ならではの風景を電動のパワーで楽にサイクリングできる新しい

体験としてもお楽しみいただけるものと思います。 

南佐渡観光案内所で 4月以降ご利用いただいた実績としては、稼働率はコロナ禍の影響

もある中で、今後改善の余地がありますが、従来のエコだっチャリよりも長時間利用の頻

度で上回っており売上高は確保できております。そういった部分でも、新たなニーズにも

訴求できているものと考えています。 

 今後、体験商品としての販売も開始しているほか、佐渡汽船でも乗船券と e-bikeがセッ

トになったお得なプラン等も含め、広く「サイクルの島」というところを PRして参りたい

と考えております。また、従来型のエコだっチャリのレンタルは引き続き行いますので、

目的地や好みなど、お客様の用途に合わせて自転車のタイプをお選びいただくことも可能

となっています。 

 これから秋が深まり、紅葉の季節のサイクリングもたいへんお勧めですので、たくさん

の方にご利用いただければと思います。 

 

また、新潟県は特別警報の解除とあわせ、休止していた「使っ得！にいがた県民割キャ

ンペーン」の新規予約を再開しました。市民の皆様も、ぜひ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。 

キャンペーンの詳細につきましては公式サイトをご覧いただくか、コールセンター、電

話番号 0570-00-2287（対応時間は 9時～17時、期間中無休）までお問い合わせください。 

 

6 第 18回佐渡市美術展覧会の開催について 



 

 佐渡市美術展覧会は、佐渡市における美術活動の普及と芸術の振興を目的としており、

市内の作家の皆様による多彩な作品や子どもたちのいきいきとした作品が多数展示されま

す。昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりましたが、今年は感染症

対策を十分に行い開催いたします。 

会期は 10月 9日（土）から 10月 13日（水）まで。時間は午前 9時から午後 7時まで。

ただし、最終日の 13 日は午後 1 時までとなっています。会場は両津総合体育館で入場は

無料ですので、多くの方からご来場いただきたいと思います。 

表彰式は、密集を避けるため会場を加茂小学校体育館へ移し 10 月 9 日（土曜日）午前

10時から各部門別に行います。 

 

また特別展として、市内の障がいを持つ方々による障がい者アート「アール・ブリュッ

ト展」を同時開催します。障がいのある方々の独創性と個性あふれる芸術作品の数々を展

示いたします。こちらも入場は無料です。 

 なお、観覧の際にはマスクの着用、手指消毒を行い、密を避けるなど、また、体調が不

良な方は観覧をご遠慮いただくなど、新しい生活様式とあわせた安全対策にご協力をお願

いいたします。 

 

事前質問 

 

① 今月 15日の火災で有線を利用した市の防災ネットワークの脆弱性が明らかとなった。

今後地震、津波など様々な防災に対応するため早急に無線による防災ネットワークの構

築が急がれるのではないか？ 

市長： 

  この問題ですが、結論から言うと、しっかりと検証していかなければいけないと考え

ておりますし、他市町村の状況もしっかりと見て判断していかなければならないと考え

ています。 

  具体的には、緊急情報伝達システムについては、佐渡市発足以降様々な議論がある中

で、既存のケーブル網を利用して構築することとして取り組んだものです。当然、既存

のケーブル網ということですので有線ということでございます。 

  この有線についての問題はご指摘のとおり、切断されることがあればそこで通信が切

れてしまうという問題が発生します。そのこととあわせ、緊急情報の発信には、緊急情

報伝達システムのほか、市民メールやエリアメール、SNS などでも行っているのが現状

です。ですから、有線と電波等を利用した形で情報発信を行っているということでござ

います。 

  現在の状況で考えますと、緊急時にはできるだけ多くの方に情報を配信する必要があ

りますので、まずは市民メール、そして SNSなどの加入促進をしっかりと取り組んでい

かなければならないと、今回のことで考えているところです。また、災害弱者やスマー

トフォン等をお持ちでない方もいらっしゃいますので、こういう部分につきましては、

自主防災会に避難行動要支援者台帳などを配布し、災害時の連絡網等をしっかりと取り

組んでいかなければならないと、こういう面において、まずはできることは取り組んで



いかなければいけないと考えております。 

 

  ご指摘の無線による防災ネットワークの構築ですが、全世帯を対象とした無線による

防災ネットワークを有している自治体はほとんどございません。今、調べていると、聖

篭町にそのような無線があるのではということですが、もう少し全国の状況を調べて参

りたいと考えておりますが、無線ネットワークの場合は結果的に鉄塔を立てて情報発信

していく訳ですので、佐渡は特に広くございますので、無線でスピーカーによる放送と

なると非常に多くのコストと大きな時間を要するという課題もある訳でございます。そ

ういう点も含めて考えながら、必要な対策・改善を行っていかなければならないと考え

ています。 

 

② 衆院選について 2区から 4人の立候補が予定されているが支援、または支持する候補

はいるか？支援する場合、具体的な支援行動や方法は予定しているか？ 

市長： 

  現時点で直接的な要請はございませんので、今後の情勢を見てということとなります

が、やはり我々末端自治体は政権の方としっかりと連絡を取りながら予算を確保して進

めていかなければいけない部分がございます。また、市長就任以降様々なお願い等議論

して、佐渡の課題等を説明しながら対策に取り組んでいる現状もございますので、そう

いうものも含めながら今後判断をしていかなければならないと考えています。 

 

③ 県の「自然エネルギーの島構想」について太陽光発電の家庭への導入が現状、それほ

ど進んで無いと思うが今後の課題をどう考えるか？ 

市長： 

  「自然エネルギーの島構想」の大きなものは風力で、その風力を活かして水素を発電

するような形を考えているものでございますが、洋上風力というものは 1年や 2年で進

むものではないということで、この離島について、朱鷺を含めた環境の島という部分で

ESG 投資も踏まえた中でエネルギーの自給自足の問題について取り組んでいかなければ

ならないと考えているところです。これがまた、移住・定住も含めた佐渡の魅力の向上

に必ず繋がるものと考えているところです。 

  太陽光発電があまり広がっていない様々な要因があると思いますが、どんどん売電価

格が下がってきたこともございますし、売電そのものに対する補助、パネルのコスト自

体が下がって、そういうものに対する補助が下がっているということもあります。そし

て、特に初期型では、佐渡の場合は塩害等による耐用年数の問題を不安視されている方

も多かったと思います。一方、全国的には電源の不安定の問題もあると思います。ソー

ラーをあまり多く入れると電源供給の方が電力会社で不安定になるという問題も過去

様々あったということは要因だと考えておりますが、今、佐渡市におきましては、太陽

光発電設備と常時接続する住宅用蓄電設備を対象とした補助制度を実施して、蓄電とセ

ットで利用するというものを支援しているところでございます。 

  今後、民間主導の取組みとして、初期費用をかけずに毎月定額のサービス料金で太陽

光発電・蓄電システムをお使いいただける青空チャージサービスの取り扱いが本年 9月

6 日より開始されております。このような状況でございますので、我々としては、民間

のこの青空チャージサービスをどう広げていくのかということも、来年に向けて 1つの



重要な課題であると考えています。 

   一方、様々考えなければいけないのは、太陽光パネル、省エネ設備により、消費エネ

ルギーを実質ゼロにする住宅について、現在、佐和田地区において東京大学が取り組ん

でいるモデル住宅もございますが、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの普及が、国や

税制上の支援、また、予算の動向なども出てくる訳でございますので、こういうものも

考えながら、太陽光は比較的参入しやすい自然エネルギーでございますので取り組んで

参りたいと考えておりますが、そこだけではなく、例えば高気密住宅やお湯の問題など、

様々な部分で省エネを進めていく、そして、低炭素社会を作っていくことが重要と考え

ているところでございます。 

 

 質疑応答 

 

1 新型コロナワクチン接種の進捗状況 

 

質疑はありませんでした。 

 

2  GIAHS認定 10周年記念フォーラム in佐渡の開催について 

 

記者： 

  主催が市と実行委員会ということですが、実行委員会の構成団体はどこになりますか。 

市長： 

  実行委員長は私になります。詳細は担当より説明します。 

農業政策課長補佐： 

  実行委員会は、JA佐渡、JA羽茂、（一社）佐渡生きもの語り研究所、佐渡土地改良区

連合会、新潟県佐渡地域振興局が構成団体となっております。 

記者： 

  プログラムについて、31日のエクスカーションは具体的には何をするのか。 

農業政策課長補佐： 

  エクスカーションについては、1 つは生物多様性の文化ということで、佐渡金山を観

たのち、新穂潟上へ移動し、トキ交流会館を中心としてその文化について勉強すること

と、もう 1つは、笹川集落の方に向かいまして金銀山の歴史というものを生物多様性と

あわせて勉強するというようなコースになっております。 

 

3 さわた子育て支援センターの休日開設および真野活性化センターいぶき 21の休日開

放について 

 

記者： 

  不勉強で申し訳ないが、佐和田児童クラブ遊戯室の休日開放を始めたというようなこ

とだと思うが、それとの関連性はどのように理解したらよいのか。 

市長： 



  佐和田児童クラブについては、今、雨になると比較的人が集まって来られて、コロナ

禍の関係もあってあまり大勢の方が入れず、待つようなこともあります。 

  一方で、並行して複数の場所で遊べる場所を広げていきたいという思いもありました

が、やはり子育て世代の意見交換会においてそのような声もありましたので、真野いぶ

き 21については、今も色々な形で利用していますが、できるだけ、確実に開放できる施

設を利用者と調整いたしまして、ここは土の上でありますのでまた違ったものもできま

すので、真野と佐和田というところでご用意させていただいたとういことでございます。 

記者： 

  例えば、プールを開放すれば監視員がいるが、子どもたちがぶつかり合ったりだとか

思わぬことが考えられるが、例えば保母さんたちが状況を見ているとか、そういうよう

なことがあれば万全かなと思うが、任せきり、開放しきり、ということになるとなかな

か色々起きてくると思うが、どのように考えているのか。 

市長： 

  この手の施設について、皆様のご要望に合わせてできるだけ広げたいと思っています

が、1 人 1 人のお子様の安全については、保護者同伴として、保護者の方には外へ遊び

に行くことと同じ感覚で施設内で遊べるような仕組みにしたいと考えておりますので、

基本的には保護者の方に一緒にいていただいて、あまり密にならないように我々も気を

付けますし、管理人ももちろん用意はいたしますが、例えば 10組のお子様が入りますと

1 人や 2 人の管理人では目が届かないので、基本的には保護者の方にきちっとした形で

ルールを守りながら安全も確保して、他の危険になるようなものは我々も努力してなく

していきたいと考えていますが、個々については保護者の方にお願いしていきたいと考

えております。 

記者： 

  管理人は置くということか。 

市長： 

  管理人は置きます。 

 

4 ごみ分別アプリ「さんあ～る」の導入について 

 

記者： 

  これは全国共通のアプリなのか。 

環境対策課長： 

  このアプリは「さんあ～る」というアプリではありますが、全国で 150以上の自治体

で導入されており、新潟県内では新潟市が利用しておりまして佐渡市が 2例目となりま

す。 

 

5 観光案内所 3か所での e-bikeレンタル開始について 

 

質疑はありませんでした。 

 

6 第 18回佐渡市美術展覧会の開催について 



 

質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

① 防災ネットワークの構築について 

 

記者： 

  遮断された時の宅内防災ラジオに影響があった件数と、屋外防災スピーカーの影響の

あった基数を知りたい。 

防災管財課長： 

  緊急情報伝達システム、屋内の個別ラジオ型のものなんですが、10,300台ほどとなっ

ております。屋外スピーカーにつきましては、全体で約 190台ございますが、エリアが

ギリギリのところがあるものですから、「何基が鳴らなかった」ということはなかなか調

べられないんですけど、イメージ的には国中エリアのものが鳴らない状況でございまし

た。相川・両津を含めて海岸線に立っておりますが、そちらは障害を受けておりません。 

記者： 

  国中エリアには何基あるのか。 

防災管財課長： 

  境のところが分からないものですから、何基ということについては掴めていないんで

すけど、エリアとしては国中エリア。 

記者： 

  海岸線の半分以上。 

防災管財課長： 

  海岸線中心ですので半分もございません。 

記者： 

  この宅内ラジオは長岡市なんかは全部無線でやっていると聞いたんですが。 

市長： 

  無線については、鉄塔を立てているのは聖篭町くらいなんじゃないかなということな

んですが、少し調べさせていただきたいと思っています。 

記者： 

  FM周波数で。ラジオの。 

市長： 

  FMでできるような形になるのかどうかなんですけど。 

防災管財課長： 

  長岡市さんですと、合併前の旧市町村で一部地域無線を持っていたところが引き続い

て無線というのがあるそうなんですが、全体としては、既存の FM局から発するものでラ

ジオで受けるというものかと思います。 

  県内ですと、FM を使ってのものが多いかと思いますが、常時市町村が FM を使うとな

ると FM 局を開設する必要があるということですので、そのようになっている自治体は

そんなにはないかと思います。 



  新潟市さんのように、災害があると FM NIIGATA から放送が流れてそれをラジオで自

動受信するというのが多いと聞いております。 

記者： 

  では、FM局を開設する費用と、有線ケーブルの毎年度の賃借料なりを比較するとどう

なのか。 

防災管財課長： 

  FM局の開設についてはこれまで調べたことがございませんので、費用面は存じ上げて

おりません。 

総務課長： 

  ケーブル網の張替え全体のものについては試算ができておりません。 

記者： 

  恐らくそんなに変わりがないと思うんですよ。災害時に安全な市民のことを考えたら

FM周波数を使った無線に替えるべきだと思うんですけど。 

市長： 

  そこも含めて、今回のことをしっかりと検証しなければいけないと考えています。同

じ有線でも、国中は佐渡テレビジョンが 1 箇所切れると届かない。しかし、周辺部 CNS

エリアであれば 1箇所切れても逆から行けるので届くなど、様々なエリアによって違う

こともありますので、どこがどういう脆弱性で、どうなった時にどの程度の市民の皆様

に情報が伝えられないかというところを、今やっている SNS等とあわせながら考えなけ

ればならないと思いますので、今ご指摘のあった全体のコストがどうなっていくのかと

いうことも考えなくてはならないので、少し他市町村の状況も含めながら、これについ

ては検証をしていきたいと考えております。 

記者： 

  市役所内のパソコンも大分使えなかったということを職員から聞いたんですが、どの

くらいの台数が、どのくらいの時間使えなかったんですか。 

総務課長： 

  市役所内のパソコンにつきましては、インターネット等の利用の中で若干使えなくな

ったものがございますが、復旧の方は早期に完了しているはずです。 

  実際に全体の復旧が終わったのが当日夜の 11 時頃というところでございますが、止

まっている所と止まっていな所がございましたので、そのあたりにつきましては今後し

っかりと検証して参りたいと思います。 

記者： 

  やはり、それなりに支障が出たという状況からも、検証をしっかりととは言うが、い

つ検証するのか。本来ならばもう検証が終わっていなければならないのではないか。 

市長： 

  基本的には、これはかなり大きな予算の絡む話になります。他市町村がどの程度のこ

とをどういう形でしているのかという再度の確認もしたいと思っています。そして、今、

その作業をしております。ですから、今の段階では、先ほど申し上げたとおり、無線で

はございませんが、SNS 等でそれをどう広げていくのかということは、短期的にやらな

ければいけないと思っておりますし、今ご指摘のあった点については、しっかりと、他

市町村とあわせて、佐渡は本当に広くございますので、予算のことも含めて、国の補助

事業等もありますので、そういうものも研究しながら検証していきたいと考えておりま



すので、もう少し時間をいただきたいと思っております。 

記者： 

  佐渡は他と違って離島であり、海岸線がすごく長いので、広い面積があるので、無線

が絶対に効率的だと思うし、それから、SNS と言うけれど、年寄りとか、そんなのいち

いち仕事している人は来たって見ないので、屋外スピーカーというか、その数を、無線

ネットワークを増やしていくというのがいちばんよいと思う。 

市長： 

  正確ではないんですけど、平成 18年頃だと思いますが、1度佐渡市で議論していると

思います。その時に、その予算が 30億円とかそのような数字が出ていたと思います。こ

れは正確ではないので、そのところも含めて、今ならどうなのかも含めてしっかりと検

証しなければいけないと思っておりますが、30～50億円ではないかということもあるの

で、莫大な予算になりますので、構造物をスピーカーで届く範囲で立てていくというこ

とは、かなりの時間とコストがかかるということはありますので、そういうものも含め

て考えなければいけないと思っておりますので、今回の件、例えば「ここだけ必要であ

れば、ここだけ」という手もあるかもしれませんが、この SNSで届かないということに

なりますと、本当にどこまでやったらよいのかということもございますし、地域防災の

中で連絡網をどうしていくのかという個別のこともございますので、複合的に様々な形

を考えなければいけないと思っております。 

記者： 

  宅内の有線ラジオは一部屋にしか設置できないので、例えば就寝時や家族がそれぞれ

の部屋に離れたら分からない訳ですよ。だけど、長岡市なんかは、そのラジオを持って

移動できる訳。常に情報を得られるようになっている。 

  佐渡市は不完全ですよ。 

市長： 

  様々、そういう点も含めてしっかりとご指摘いただいて、考えさせていただきたいと

思っています。 

  いずれにせよ、大きな予算を伴う仕事となりますので、様々な形で対応を考えていき

たいと思っています。 

 

② 衆院選について 

 

記者： 

  関連になるかと思うんですが、来週にも自民党の総裁選がありますけども、新しい政

権与党のリーダーに求める姿、望むものがもしあれば。 

市長： 

  この日本の国自体、私自身は国土がしっかりと均等ある発展をしなければいけないと

思っておりますし、東京一極集中の結果地方がダメになると、結局東京自体も大きな影

響を受ける訳ですので、私自身は、地方にどのような見解を持っているのかと、そして、

国土全体を、この離島を、憲法に決められていますので我々は、国民として同じ権利で

生きていくことは定められておりますので、ここに対してどのように考えていくのか、

というところが私は非常に重要だと思っています。 

  ですから、地方創生というものがなかなか難しいということは、重々、今の段階でも



言われておりますけど、そういうものも含めながら、どういう形で新しい政策提案をで

きるのかというところが、私は非常に興味がある。興味があるというか、関心が高いと

ころでございます。 

 

③ 自然エネルギーの島構想の関連について 

 

記者： 

  佐渡としては、エネルギーをどのくらい、1 年間を通じて不足しているのか、また、

大丈夫なのか。そして、これからどういうことが心配されるのか。発電所の状態等もあ

ると思うんですが。そのあたりはどのくらい把握しているんですか。 

市長： 

  火力発電が 95～96％くらいですので、98～99％と言っていましたが少し下がっている

と思いますので、それでも 90％台半ばを過ぎている。正確な数値は今日持ち合わせてお

りませんが、95％は超えていたと思います。 

  そういうことでございますので、本土と言うか、そこから頼っているということもあ

りますので、逆に、一方で、そこに頼っているということは、経済としても佐渡の資金

がそこから「油」という名前で流出しているということになる訳です。ですから、生活

の安心。いざという時に電気が賄えるというところの考え方と、経済。島内に地産地消

でお金を残すことと、この二面からエネルギーについて非常に高い関心を持っていると

考えています。 

  そういうことで思っておりますので、数字的には今申し上げたように 95％を超える形

で火力発電でございますので、本土と違いまして、系統が弱いということで、あまり自

然のエネルギーをどんどん入れるということが難しく、どうしても不安定電源になって

しまうということで難しいので、例えば、家庭で使う、市役所で使う。市役所でパネル

を貼ってそれを使っていく。それぞれが発電所になっていくという仕組みを今後入れて

いかなければならないと思っています。 

  そういう点で、先ほど申し上げた民間の青空チャージサービスという形。これは、新

規住宅からということでございますが、こういうことでそれぞれの家庭が発電所になっ

ていく。そしてそれが、自然再生エネルギーで家庭の電源を賄っていく。そこに、今、

色々なお湯のシステム等も民間メーカーでございますので、そういう形でエネルギーを

できるだけ自前で作りながら生活ができるような、そんな仕組みを少しずつ作っていき

たい。 

  市役所の方は、いざという時は、もし今言ったように電源を喪失しても、市役所で最

低限の、例えば車の充電であるとか様々なものができるような、そんな拠点としても作

っていかなければいけないと思っております。 

  今日は数値の方を持ってはいませんが、一応、県の方で自然エネルギーの導入数値の

方を設けておりますが、私ども、今、国の方の補助をいただいて調査に入っていきます

ので、この調査の中で、ベストミックスと申し上げておりますが、例えば、木質バイオ

マスが可能なのかも含めながら、ソーラー、バイオマス、そして、今はなかなか難しい

ですが、水素。こういうものを複合して将来の洋上風力に繋げていくというような形を

視野に、県と連携して考えているというところでございます。 

 



 その他の質疑 

 

記者： 

  先日、粟島の船舶事業に対する国と県からの支援策が示されたと思うんですけど、佐

渡汽船の現状を踏まえて、改めて離島航路の存続・支援策について市長の方から。 

市長： 

  私もこの離島航路に関してはずっと申しておりますが、佐渡汽船は民間企業ではござ

いますが、公共の人を運ぶことのできる、そういうものだと考えておりますので、公共

施設とは言いませんが、公共事業サービスの一環だと思っています。そして、離島振興

法・有人国境特措法を踏まえて、離島で人が生きていく、それは、全国の平均と同じレ

ベルで、国として離島にサービスを提供するということが、国・県の計画に載っている

訳でございますので、しっかりと、国・県の対応を含めて、安定的な航路の維持には国・

県が積極的に取り組んでいくべきだと考えております。 

  やはりこれが基本的な考えです。この中で、観光振興策であるとか、そういうものに

ついては県と一緒に我々も当然一緒に取り組んでいかなければならないと思っていま

すし、何としても経営の安定について佐渡汽船も努力をしてほしいですし、国・県の方

も私どもも状況をしっかりと伝えながら、しっかりと国・県の関与もしていただきたい

と考えているところでございます。 

 

記者： 

  皆さん関心あります世界遺産の流れ、最新はどんな状況、市はどんなアプローチをか

けているのか、そのあたり。 

市長： 

  8月 11日に文化審議会があって諮問されたという情報までは入っております。 

  正直、正式なスケジュールというのは出ておりませんが、我々については県と色々な

話をしながら、目標として令和 3年秋過ぎに、国の文化審議会で推薦候補に選定・答申

を出していただきたいなと思っておりますし、令和 4年 1月末には推薦書をユネスコへ

提出するということになりますので、我々は今、文化庁と連携をしながら準備の方は、

今までより答申が遅いので、いざ、間に合わないということがないように準備の方はし

ておるつもりでございますので、そのへんのスケジュールが国から示されて、1 日も早

く答申があることを今考えておりますが、今の段階では秋、晩秋の遅いくらいになるの

かなと我々は想定しながら動いているところでございます。 

記者： 

  今週 10月に入るんですけど、もうちょっと、例えば 10月中なのか、11月に入るのか

くらいは分からないのでしょうか。 

市長： 

  晩秋ということになると、10 月ではないと考えております。我々としては 11 月とか

12月ではなくて、本当に早くとは思いますが、だいたい今までも諮問があってから 3か

月程度かかるんじゃないかと思っておりますので、諮問が 8 月ですと 11 月が 3 か月と

いうことになりますので、一般的には、そのへんを目途に考えなければならないのでは

ないかと我々は見ているというところでございます。 



  もちろん、国の方は、これは正式に言っている訳ではございませんが、今までの流れ

から含めていくと、そこくらいが目途かなという感じで想定しているということでござ

います。 

記者： 

  佐渡を世界遺産にする会のメンバーによると、「佐渡ひとつなんだから、そんな 3か月

も審議にいるのか」と。素朴に。競争相手がいるのなら、と思いますけど、 

市長： 

  ユネスコに推薦するために審査をするものですので、一定の時間は必要がと思ってい

ます。 

  正直、私が「11月でよい」と言っている訳ではなくて、私も 1日でも早く答申いただ

きたいという思いですが、そういうものに関してはなかなか情報が出てこないというこ

とでございますので、一般の状況ということで今の段階でお話しして、しかしながら準

備をしっかりとしていくというような形で考えておりますので、「今年こそは」という思

いでおりますので、今、待ち望んでいるところでございます。 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございました。 

今回、火事・火災もあってこういう防災の問題も出てきた訳でございます。 

いずれにいたしましても、市民の皆様の安全・安心というところで、火災・交通事故等

に本当にご注意していただきたいと思いますし、季節も秋に移り変わっておりますので、

体調の方も十分お気をつけて、また、国全体が色々と、人の動きも今後出てくると思いま

す。 

やはり、その中で、ワクチンを 2回接種したとしても、新しい生活様式をしっかり守り

ながら、特に、今の現状で言うと、マスクと部屋の換気と、スポーツでも何でも同じなん

ですけど、そういう部分ではご協力いただいて、安全・安心な島としてコロナ対策もしな

がら、また少しずつ普通の日常も取り戻していきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

今月もありがとうございました。 


