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令和３年 10月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和３年 10月 18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  看護師緊急確保事業の対象者の拡大について 

 ……＜医療対策課＞                      

３ 令和４年度 第１回佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集開始について 

……＜地域振興課＞ 

４ 佐渡市プレミアどこでも商品券の発行について 

……＜地域振興課＞ 

５ 島民限定入浴半額キャンペーンの実施について 

……＜市民生活課＞ 

６ ＵＩターン者と市長のタウンミーティングの開催について 

                       ……＜移住交流推進課＞ 

７ 「たからじま 遊びの広場」の開催について 

……＜子ども若者課＞ 

８ 佐渡世界農業遺産(GIAHS)認定 10周年フェアの開催について 

……＜地域振興課＞ 

９ 「佐渡冬紀行」の発売について 

……＜観光振興課＞ 
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【事前質問】 

①明日 19 日に衆院選が公示となりますがあらためて市長が支援する政党、候補者はいます

か？当選する国会議員に佐渡市として望むことを挙げるとすると何かありますか？ 

（総務課） 

 

②衆院選について。選挙を通じてどのような政策論議を期待しているか。また、佐渡の現状や課

題について、２区の立候補者にどのように考えてもらいたいか。12 日時点で立候補を予定して

いる方々のうち、誰を支援・支持するか。具体的な支援行動は考えているか。 

（総務課） 

 

③ガソリンの全国平均価格が 5週連続上昇しています。現在佐渡市は国のガソリン価格支援事

業で 10円安くなっているがそれでも新潟市などから比べるとまだ 10円余り高い状態です。 

移住促進などを進めるのであればガソリンの本土との価格差をなくすべきではないか？ 

（地域振興課） 

 

④佐和田病院が医師不足などにより診療科の一部廃止、縮小を発表しました。佐渡市として市

民の命を守る病院の縮小が続く中、今後の医師確保についてどのように考えていますか？方策

はないのでしょうか？ 

（医療対策課） 

 

⑤ジアス 10 周年について。佐渡のジアスは一般の市民から「わかりにくい」との声が聞かれる。

認知度を上げるための課題や発信の在り方などについてどう考えているか。 

（農業政策課） 

 

⑥佐渡汽船の値上げや割引休廃止について。今後の市の対応は？ 

（交通政策課） 
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市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ３．10．18） 

 

 

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

＜概要＞ 

〇１１月６日「トキのむら元気館」で行う２回目接種が最後です。 

〇対象者全体の接種状況（１０月１７日現在） 

・１回目：８６．１％  ４万２千１４９人 

・２回目：７９．６％  ３万８千９７８人 

〇年齢別の接種率：全国同様、若年層で低い状況です。 

〇１１月以降の予定 

・国からは３回目の追加接種用ワクチンの供給のみ。 

・１回目、２回目用のワクチン供給計画はありません。 

＊２回目未接種者や体調不良等で都合のつかなかった方への接種機会を確保

できるよう検討しています。 

＊接種計画が決まり次第、各戸配布や、ホームページ等で周知します。 

＊接種希望者は必ず申し込み接種くださるようお願いします。 

 

〇３回目の接種について 

・準備を進めるように国から通知がきています。 

・対象者、ワクチンの種類等、詳細は決まっていませんが、来年以降接種が

受けられるよう関係機関と調整をすすめ準備していきます。 

 

 

２ 看護師緊急確保事業の対象者の拡大について 

【配布資料あり】 

＜概要＞                    

〇看護師緊急確保事業趣旨 

・佐渡医療圏の中核病院（佐渡総合病院）の持続的な診療体制を確保する。 

・新型コロナウイルス感染症による医療崩壊を防ぐ。 
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⇒７月から総額１００万円の就業支度金をはじめとした補助制度を創設し、

即戦力となり働いていただける看護師の確保に努めてきました。 

 

⇒より多くの看護師の方が対象となるよう、補助対象者の要件を拡大。 

・居住地：新潟県外在住の方を対象→佐渡市以外の新潟県内在住の方も対象 

・年齢要件：４５歳未満→５５歳未満まで拡大 

 

〇看護師緊急確保事業支援内容 

新潟県厚生連佐渡病院の看護師として新たに就業する方で一定の要件を満た

す方に対して支援 

・施設見学旅費補助 上限５万円 

・面接旅費補助   上限３万円 

・就業支度金    初年７０万円。３年就業で３０万円追加支給 

 

〇申請期限：令和４年３月１５日まで。 

〇お問合せ：医療対策課（電話 0259-67-7036）まで。  

 

 

３ 令和４年度 第１回佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集開始について 

＜概要＞                               

〇佐渡市雇用機会拡充事業補助金採択件数 

・島内外合わせ 71事業者（新たに 97人新規雇用計画あり） 

〇募集スケジュール 

・事前相談：令和３年 11月１日から 22日まで 

・個別相談会：令和３年 12月６日から８日まで 

＊補助金申請をお考えの方は両方お受けください。 

・事前協議書受付：令和３年 12月 13日から令和４年１月７日まで（予定） 

〇第２回佐渡ビジネスコンテスト２０２２：令和４年１月開催予定 

・入賞企業特典：佐渡市雇用機会拡充事業補助金採択基準の優遇措置 

連携する投信ファンドからの出資 

市が整備するインキュベーションセンターへの賃料補助 
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〇今回から「課題解決型ビジネスモデル部門」を創出 

⇒佐渡市の重要施策である「エネルギー」「健康づくり」等に関するビジネス

を展開する企業の受入を進め、課題解決先進地域を目指す。 

※佐渡市では、新規雇用を生み出す事業の創出、世界に挑戦できる企業、人

材が活躍できる仕組みづくりを進め「起業成功率№１の島」を発信していき

たいと考えています。 

 

【お問い合わせ】 

・雇用機会拡充事業補助金は、佐渡市地域振興課産業振興室（℡63-4152） 

・佐渡ビジネスコンテスト２０２２は、佐渡市移住交流推進課（℡67-7153） 

 

 

４ 佐渡市プレミアどこでも商品券の発行について 

【配布資料あり】 

＜概要＞                               

新型コロナウイルス感染症の影響を受け停滞する市内経済の活性化を図る。

⇒飲食など幅広く使用可能な「佐渡市プレミアどこでも商品券」を発行。 

〇内 容：１セット６，５００円分を５，０００円で販売（プレミア率３０％） 

〇使用期間：１１月２４日（水）～令和４年１月３１日（月）を予定 

〇発行数：35,000セット（昨年から 5,000セット増）事前申込みが必要。 

〇申込書：チラシの裏面が商品券の申込書です。 

※チラシは１０月２０日の新聞折込のほか、公共施設、郵便局、ＪＡ窓口に 

設置します。 

〇申込期間：１０月２０日（水）～１１月１０日（水） 

※お一人さま２セットまでの限定販売です。（申込み多数の場合は抽選） 

 

〇取扱登録店も募集！ 

・商品券の換金手数料は発生しません。商品券取扱登録店の申し込みをお願 

いします。 

〇購入申込や取扱登録店への申込など 

・詳細は、佐渡市プレミアどこでも商品券事務局コールセンター 

（電話：0570－007－555）までお問い合わせください。 



- 6 - 

 

 

 

５ 島民限定入浴半額キャンペーンの実施について  

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

〇期 間：１１月１日から来年２月２８日まで。 

〇内 容：キャンペーンに参加する入浴施設の入浴料金を割引。 

大人半額、小学生以下は無料。 

〇その他： 

・感染防止対策として参加の日帰り入浴施設で「佐渡クリーン認証」を取得。 

・各施設で工夫を凝らしたイベントを開催予定。 

〇利用方法： 

・利用の際、市民サービスカードや運転免許証など、佐渡市にお住まいで 

あることがわかるものを施設の受付でご提示ください。 

＊各施設の利用料金、営業時間等は別添資料をご参照ください。 

＊年末年始は営業日・時間が通常営業と異なる場合があります。 

ご利用の際は各施設にお問い合わせください。 

 

 

６ ＵＩターン者と市長のタウンミーティングの開催について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

〇佐渡市のＵＩターン者受け入れ 

・令和２年度：５０４名 

・令和３年度：２４８名（９月末現在） 

・昨年度同時期と比較：６名増 

〇令和３年度～ 

・集落と連携した「お試し住宅」の整備による空き家の有効活用。 

・気軽に移住体験できる環境整備を進め、多様な起業家が活躍できる仕組み 

づくりを中心に、企業誘致を図るなど、「暮らす」と「働く」を一体的に進 

めています。 
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〇ＵＩターン者とのタウンミーティング 

「移住の島」「起業成功率№１の島」としてのブランドを確実に構築していく。 

〇日 時：令和３年１１月２日（火）１８時３０分～ 

〇会 場：アミューズメント佐渡「はまなすホール」 

〇その他：託児ルーム設置 

※より多くの皆様から参加いただき、活発な意見交換の場としたい。 

〇申込み： 

チラシ・ポスターのＱＲコードを読み取り、申込みフォームよりお申込みい

ただくか、佐渡市移住交流推進課、電話６７－７１５３までご連絡をお願い

します。 

 

 

 

７ 「たからじま 遊びの広場」の開催について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

・休日に親子で遊べる場所の提供。 

・保育士など専門職員による子育て相談。 

⇒子育ての悩み解消と、子どもの想像力を育む場所として開催。 

 

〇日 時：１１月３日（祝日）午前１０時～午後３時 

〇場 所：あいぽーと佐渡 多目的ホール（両津地区） 

〇内 容 

・遊びの広場：ミュージックケア、読み聞かせ、子ども実験室などを予定。 

・育児相談ルーム：保育士が子育ての悩みや相談をお受けします。 

 

※新型コロナウイルス感染予防対策のため感染予防対策、入室人数を制限 

しながらの実施となります。ご理解ご協力をお願いします。 
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８ 佐渡世界農業遺産(GIAHS)認定 10周年フェアの開催について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

〇新潟・首都圏・ネット通販で佐渡産品同時販売を実施 

・10月 29日から開催の「GIAHS認定 10周年記念フォーラム in佐渡」に 

合わせ、全国の方に世界農業遺産の理解と佐渡産品の認知度を高める。 

・世界農業遺産の象徴的な産品「朱鷺と暮らす郷米」の販売、佐渡産の果物 

や魚介類、日本酒や畜産物など、佐渡の産品が一堂に揃います。 

＊この機会にぜひご購入ください。 

 

 

 

９ 「佐渡冬紀行」の発売について 

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

佐渡の冬の味覚をお得に楽しめる旅行商品「佐渡冬紀行」を販売します。 

〇通常価格の約３割引きのモニター価格で提供 

・首都圏発  ３８，９００円 

・新潟港発  ２６，７００円 

・大阪空港発 ４５，０００円～ も販売します。 

 

〇「佐渡冬紀行」 

・平成２７年度から実施。 

・２泊３日の宿泊プランで、活ズワイガニ、寒ブリ、島黒豚のしゃぶしゃぶ、 

ノドグロを提供。 

・参画のお宿さんからは料理の説明、お客様のおもてなしの充実を図って 

います。 

 

〇「プレミアム佐渡冬紀行」 

・今年、新たに「プレミアム佐渡冬紀行」として、宿泊するお部屋を特別室 

や貴賓室にグレードアップし、評判の高い料理メニューをさらにプレミア 



- 9 - 

 

ム仕様にした、「シェフ・料理長の豪華お任せコース」を堪能できる、高価 

格プランを限定１００名様に販売します。 

・４軒のお宿で取り組み、宿代だけで１泊２食付き 30,000円以上の設定で、 

２泊３日のプランです。 

 

※富裕層の受け入れ態勢の強化を宿泊施設と連携して図ります。 

  

〇商品の販売開始 

・佐渡冬紀行：（WEB販売）10月 18日の午後 2時を予定。 

      （びゅうプラザ店頭販売）10月 29日 

・プレミアム冬紀行：（WEB、店頭）11月上旬販売開始予定です。 

 

 


