
令和 3年 10月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 10月 18日(月) 

午前 10時～午前 11時 05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は、現在、11月 6日にトキのむら元気館で 2回目

接種を最後に実施しているところです。 

 対象者全体の接種状況は、10月 17日現在で 1回目が 86.1％で 42,149人、2回目が 79.6％

で 38,978人の方が終了しております。 

年齢別の接種率をみますと、全国同様に若年層において低い状況となっています。 

  

 11 月以降、国からは 3 回目の追加接種用ワクチンの供給のみで、1 回目、2 回目用のワ

クチン供給計画はありません。 

このため、この後、個別接種の予約状況を確認したうえで、ワクチンの残数に応じて集

団接種の追加日程を設け、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に集団接種の追加日程を準備しています。 

 接種計画が決まりましたら、嘱託員文書による各戸配布や、ホームページ等で周知いた

します。2回目の接種をされていない方はもうしばらくお待ちいただきたいと思いますし、

状況に合わせながら接種をご検討いただきたいと考えております。 

 

今後、3 回目の接種についても準備を進めるように国から通知がきています。まだ、対

象者やワクチンの種類等、詳細について決まっていませんので、決まりしだい、市民の皆

様にお知らせできるよう関係機関と調整をしているところです。 

一方、新型コロナウイルスの感染対策でございますが、新潟県内も警報が解除されてお

ります。国の方でも一歩ずつコロナとの共生社会の実現に取り組んでいます。佐渡市とし

ても、「with コロナ」の中でできる限り通常の生活に戻っていただきたいと考えていると

ころですが、引き続き感染対策不織布マスクの装着など、基本的な感染症対策が重要です

ので、十分注意したうえでの行動をお願いしたいと考えています。 

 

2  看護師緊急確保事業の対象者の拡大について 

 

 佐渡医療圏の中核病院である佐渡総合病院の持続的な診療体制を確保し、新型コロナウ

イルス感染症による医療崩壊を防ぐために、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、即戦力となって働いていただける看護師の確保に努めていると

ころです。 

 現状は、4 件ほどお問い合わせをいただきましたが、まだ正式に決まっている訳ではあ



りません。そのため、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

したいと考えています。 

 具体的には、居住地についてはこれまで新潟県外在住の方を対象としていましたが、佐

渡市以外の新潟県内在住の方も対象とし、年齢要件も 45歳未満から 55歳未満まで拡大し

ます。 

 

 本事業は、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、 

・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 

を支援するものです。 

 

 申請期限につきましては、令和 4年 3月 15日までとなっています。 

 お問合せにつきましては、医療対策課（電話 0259-67-7036）までお願いします。 

 

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 

 

有人国境離島法に基づく佐渡市雇用機会拡充事業補助金ですが、令和 2年度は採択数が

44 事業所であったことに対して今年度の採択数は 71 事業所と、大幅に伸びています。非

常によい傾向であると考えております。 

今回、佐渡市としてもより積極的に活用していきたいと考えているところですので、今

回の募集スケジュールについて、事前相談を令和 3年 11月 1日から 22日まで。個別相談

を 12 月 6 日から 8 日まで行います。補助金申請をお考えの方は両方ともお受けいただく

必要があります。その後、事前協議書の受付を 12月 13日から来年 1月 7日までの期間で

行うこととなっています。 

また、令和 4年 1月には、昨年度に引き続き第 2回目となる「佐渡ビジネスコンテスト

2022」の開催を予定しています。入賞企業には、佐渡市雇用機会拡充事業補助金の採択基

準の優遇措置をはじめ、連携する投信ファンドからの出資や、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などにより、スタートアップを支援していく予定です。 

 

今回から新たに「課題解決型ビジネスモデル部門」を創出したいと考えています。佐渡

市で色々な事業を実施していただくことも大事ですが、佐渡の課題を解決する、そんな企

業の皆様に挑戦していただきたいと考えています。佐渡市における重要施策でもある「エ

ネルギー」や「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ることで、

課題解決先進地域を確実に目指していくこととします。 

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。事業

者の皆様の応募をお待ちしております。 

 

なお、雇用機会拡充事業補助金の詳細につきましては、地域振興課産業振興室（0259-63-

4152）。「佐渡ビジネスコンテスト 2022」の詳細につきましては、移住交流推進課（0259-



67-7153）までお問い合わせください。 

 

4 佐渡市プレミアどこでも商品券の発行について 

 

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ため、飲食な

どにも幅広くお使いいただける「佐渡市プレミアどこでも商品券」を発行いたします。 

1セット 6，500円分を 5，000円でご購入できるプレミア率 30％のお得な商品券で、使

用期間は 11月 24日（水）から来年 1月 31日（月）を予定しております。 

今回はより多くの市民の方からお求めいただけるよう、発行数を昨年から 5,000セット

増やさせていただきました。また、飲食等にも幅広く使えるように、例えばホテル等の宿

泊にも使えるように、ホテルでの食事、通常の飲食店での食事にも使えるように、業者に

呼び掛けています。「使っ得！にいがた県民割キャンペーン」を利用して市内のホテルに宿

泊したり、その時に残りの分を商品券で使っていただいたりという形の制度設計にして参

りたいと思っていますので、広くお買い物から飲食、市内のプチ旅行まで使えるよう、事

業者の公募をしっかりとしていきたいと考えています。 

 

ご案内のチラシを 10月 20日の新聞折込にさせていただくほか、公共施設や郵便局、Ｊ

Ａ窓口にも設置いたします。チラシの裏面が商品券の申込書となっておりますので、10月

20日（水）から 11月 10日（水）の申込期間内にお申込みください。 

なお、お一人さま 2セットまでの限定販売とさせていただきますので、お申込み多数の

場合は抽選となりますことをあらかじめご了承ください。 

また、この商品券が利用できる取扱登録店も併せて募集いたします。これまで取り組ん

できたテイクアウトの事業者や宿泊施設の割引事業者など、そういう方々にも広く声をか

けて参加をしていただきたいと考えているところです。 

 

なお、購入申込や取扱登録店への申込など、詳細につきまして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。 

 

5 島民限定入浴半額キャンペーンの実施について 

 

 新型コロナウイルス感染症も新潟県の警報解除により少しずつ落ち着いている状況の中

で、人と人が交流できるような仕組みづくりを少しずつ進めていきたいと考えています。

そういう中で、昨年実施して好評いただいた「島民限定日帰り入浴半額キャンペーン」を、

寒くなる時期から温泉で温まって健康をどんどん増進していただきたいとの思いから、11

月 1 日から来年 2 月 28 日まで実施します。期間中はキャンペーンに参加する入浴施設の

入浴料金が大人は半額、小学生以下は無料になります。 

今年は感染防止対策として、参加するすべての日帰り入浴施設で「佐渡クリーン認証」

を取得するほか、期間中、例えば夜間イルミネーションによるライトアップや粗品のプレ

ゼントなど、それぞれの施設で工夫を凝らしたイベントが開催される予定となっておりま

す。しっかりと感染対策したうえで多くの方のお越しをお待ちしております。 

取扱につきましては、入浴施設をご利用の際は、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受付でご提示ください。 

各施設の利用料金、営業時間等はモニター画面のとおりですが、キャンペーンの概要を

10月の嘱託員文書で回覧したほか、市のホームページやフェイスブックにも掲載していま

すのでご参照ください。 

 

なお、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。 

多くの島民の皆様のご利用をお待ちしております。 

 

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 

 

佐渡市においては、人口減少が進んでいる一方で、令和 2 年度には 504 名の UI ターン

者を受け入れ、本年度も 9 月末現在で 248 名の UI ターン者の皆様から移住いただいてお

り、昨年度同時期と比較しても 6名多い状況となっています。 

本年度より、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と、気軽に

移住体験できる環境整備を進めるとともに、多様な起業家が活躍できるような島づくりを

進めているところです。いずれにしても、移住者の方から色々な形で意見を聞きながら参

考にしたいと思っています。そういう中でタウンミーティングを開催したいと考えていま

す。 

 

日時は令和 3年 11月 2日（火）18時 30分から。会場はアミューズメント佐渡「はまな

すホール」です。当日は託児ルームも設置いたします。多くの皆様からご参加いただきた

いと考えております。 

お申し込みは、チラシまたはポスターの 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、移住交流推進課（0259-67-7153）までご連絡をお願いいたします。 

 また、「GIAHS認定 10周年記念フォーラム in佐渡」が終わったばかりというタイミング

ですので、移住・定住される方に色々なことを知っていただきたいということで、新型コ

ロナウイルス感染症の状況を踏まえてということになりますが、無農薬の自然栽培米のお

にぎりを若干ではございますが準備をして、試食程度に食べていただきたいと考えていま

す。 

 

7 「たからじま 遊びの広場」の開催について 

 

 子育て世代との意見交換を様々な形でする中で、「相談できる場所が足りない」「たまに

は子どもを遊ばせながら息抜きしたい」という声や、様々な提案をいただいています。 

こういう中で、休日に親子で遊べる場所を提供するとともに、保育士などの専門職員に

よる子育て相談を行い、子育ての悩み解消と子どもの想像力を育む場所を作りたいと考え

ています。これは子ども若者課で初めての取組となります「たからじま 遊びの広場」と

いう名前で開催します。 

 

日時は 11月 3日（祝日）の午前 10時から午後 3時まで。場所は両津地区のあいぽーと



佐渡の多目的ホールです。遊びの広場として、ミュージックケアや読み聞かせ、子ども実

験室などを予定しています。また、育児相談ルームでは保育士が子育ての悩みや相談をお

受けしますのでお気軽にご利用ください。 

 

当日は、様々なイベントの開催が予定されていますが、是非、あいぽーと佐渡にもお立

ち寄りください。 

なお、新型コロナウイルス感染予防対策のため、感染予防対策の徹底および入室人数な

どの制限も考えていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

8 佐渡世界農業遺産（GIAHS）認定 10周年記念フェアの開催について 

 

今月 29日から開催される「GIAHS認定 10周年記念フォーラム in佐渡」に合わせて、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ことを目的に、新潟・首都圏・

ネット通販で佐渡産品同時販売イベントを開催します。 

世界農業遺産の象徴的な産品「朱鷺と暮らす郷米」の販売をはじめ、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。是非この機会にご購入をいた

だきたいと考えています。 

 

具体的には、新潟三越伊勢丹様（新潟市中央区）の方で 10 周年フェアを考えています

し、首都圏では東京交通会館（東京都千代田区）の 1階で「世界農業遺産スペシャル」と

いう中で佐渡フェアを雪國商店様が実施する計画となっています。また、インターネット

通販等は、「さどっさり」「さどおしな」において特徴を活かした販売に取り組んで参りた

いと考えています。 

 

是非多くの皆様にご利用いただきたいと思っています。 

 秋。佐渡は非常に「食」が豊かになる時期ですので、おいしい商品そして、綺麗な美し

い商品も目白押しになりますので、是非ご利用くださいませ。 

 

9 「佐渡冬紀行」に発売について 

 

佐渡の冬の味覚をたいへんお得に楽しめる旅行商品「佐渡冬紀行」を今年も販売いたし

ます。海のものも山のものも最も美味しくなるこの初冬にかけて、通常価格のおよそ 3割

引きのモニター価格とし、首都圏発 38,900円、新潟港発 26,700円、大阪空港発 45,000円

という商品も販売します。 

 この佐渡冬紀行は、平成 27年度から実施しており、2泊 3日の宿泊プランで、冬の味覚

である活ズワイガニや寒ブリをはじめ、島黒豚のしゃぶしゃぶやノドグロを提供いたして

おります。参画していただくお宿さんからは料理の説明を始め、お客様のおもてなしの充

実を図っております。 

また、今年は新たに「プレミアム佐渡冬紀行」といたしまして、宿泊するお部屋を特別

室や貴賓室にグレードアップし、通常の冬紀行でも評判の高い料理メニューをさらにプレ

ミアム仕様にした、「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 名様に販売いたします。今回は 4 軒のお宿で取組み、お宿代だけで 1 泊 2 食付き

30,000円以上の設定で 2泊 3日のプランとなります。今まで冬の集客ターゲットとしては

チャレンジしたことがない部分で、これを連携して行っている JR様と一緒に、世界文化遺

産登録に向けた中で、佐渡の美味しいもの、そして佐渡の魅力の高付加価値化を図ってい

くチャレンジとして取り組んでいきたいと考えています。 

 

 なお、商品の販売開始は通常の佐渡冬紀行の WEB 販売開始を、本日 10 月 18 日の午後 2

時を予定しています。びゅうプラザ店頭での販売は 10月 29日からとなります。 

 また、プレミアム佐渡冬紀行については、WEB、店頭ともに 11月上旬に販売開始予定で

す。 

 

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？ 

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。 

市長： 

  今回、小選挙区の方で細田経済産業副大臣と高倉氏、平氏の 3名が出馬されています。

細田副大臣には、私が市長に就任して以来佐渡の課題等も議論させていただいています

し、高倉氏とは面識があるという程度で政策等についてお話ししたことはありませんが、

平氏は 1度佐渡においでになって政策課題を議論させていただいたところです。たいへ

ん素晴らしい方々が小選挙区に出馬されており、よい議論になるのではないかと期待し

ているところです。 

  一方で佐渡市のような末端自治体は政権としっかり連絡を取りながら予算を確保して

施策を進めていくことが私自身としては非常に大事なことであると考えています。そし

てもう 1 点。私自身も市長就任以降佐渡の大きな様々な課題について、細田現副大臣、

鷲尾元副大臣にあわせて相談申し上げ、親身になってご相談に乗っていただいて行動い

ただいた経緯がありますので、私としては与党の方を支援していくという形で考えてい

るところです。 

  今後の期待についてですが、日本全体がマイナススパイラルの状態になっていく訳で

すが、そういう中でその先駆けを地方が被っているということで、佐渡の危機は今、新

潟の危機とイコールですし、地方の危機も遅かれ早かれ時間の問題であると思っていま

す。そういう危機が実は新型コロナウイルス感染症のお陰で少し早く炙り出されたと、

私自身は認識しているところです。そういうことであるので、地方の在り方。この国の

人口減少の大きな流れの中でその地方をどう生かし、その地方をどう維持していくのか

という視点をしっかりと議論していただきたいと思っています。国と地方のバランスが

適性にあるからこそ、この日本という国がしっかりと動いていける。そして人口減少も



止めていけると私自身は考えていますので、やはりそこは非常に重要であるので、地方

の視点をどう持ってこのマイナススパイラルの中で、東京より 2～30年早く炙り出され

ている課題の解決モデルをどのようにしていくのかという部分も含めて選挙でしっか

りと発信していただきたいと考えています。 

  具体的には、航路、医療体制の問題がございますし、実は離島振興法の改正作業も今

取り組んでいるところで、私も様々な意見を言わせていただいているところですので、

そういう点などにも触れて、新潟 2区の市民の皆様方に発信していただきたいと考えて

います。 

  具体的な支援行動ですが、これについては正式にということではありませんが、細田

候補の方から街頭宣伝について言われておりますが、正式に要請のあった中で判断した

いと考えているところです。 

 

※①②は類似の質問のため、同一の回答としております。 

 

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？ 

市長： 

  令和 3年 10月 11日現在ですが、1リットルあたりのガソリン価格は佐渡市では JAセ

ルフで 166円です。13日に経済産業省が公表したデータは全国平均で 162.1円、新潟県

平均では 159.5円となっています。新潟県平均が少し低いのは、新潟市内や上越市内も

そうですが、新潟県内には、エリアによっては全国平均で見てもかなり安い販売店がい

くつかあることも大きな要因かと考えています。 

  そういう中ですので、新エネルギー庁が離島等における石油製品の安定的な供給を確

保するための離島ガソリン流通コスト支援事業は、基本的に本土からの距離に応じて補

助単価を設定しています。その中で、佐渡市では 1リットル 10円の助成となっており、

制度の形としては、「本土との差額分はこの 10円で平準化している」ものでございます。

全国平均で約 4円、新潟県平均で約 6円違う訳ですが、これは市内販売事業者の取扱規

模が少ないということと市内の配送コストがかかっているということが要因であると

考えています。 

  本土との価格差がある状況は影響があると思っていますが、やはり数値をしっかりと

明確にして国に支援を求めることになりますが、離島のガソリン代となるとなかなか個

別の数値が分かりづらいところもありますので、いずれにしましても、ガソリンの価格

の上昇については離島の経済への影響もありますので、離島振興協議会を通しながら国

にも申し入れはしていきたいと考えているところです。 

 

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？ 

市長： 

  医師不足と看護師不足については本当に厳しい状況であると考えています。私自身も



市長就任以降、かなりの方々から色々な情報を得ながら医師の方に「佐渡に来ていただ

けないか」という話をしていますが、常勤となるとなかなか難しい現状です。介護施設

のすこやか両津の方に三科先生に来ていただいてひとつホッとしたところではありま

すが、佐渡だけではございませんが、なかなか医師の確保ということは難しい現状です。 

  また、新潟県につきましては医師の充足率が全国の 46～47位ということで、新潟県全

体で医師の充足が足りていないという状況です。一方で、知事もお話ししていますが、

新潟大学をはじめ 4 大学で 33 人の地域枠、地域で働く総合医療も含めた取組を今始め

たところで、非常に期待しているところです。しかしながら、この地域枠については近

年拡大されたものです。ですから、医師を育てることで少なくとも効果が表れるまでに

5～6年程度かかるものと考えております。そういう中で、先般、新潟県と連携しながら

基幹型臨床研修病院であります佐渡総合病院とも連携して、離島でも医師のキャリアが

形成できる、医師が佐渡へ来るとなかなか医師としてのキャリアとして医学を学べない

という現状があり、そこが懸念される材料のひとつでもありましたが、現在のインター

ネット社会の中で、離島でも医師のキャリア形成が可能となる海外留学支援の仕組み。

これが先般新潟県と結んだ仕組みですので、これで今、ほぼ医師の方の派遣も決まって

いる状況ですので、まずは研修医の方に多く来ていただいて佐渡総合病院で離島の医療

をしっかり学びながら、将来的にもご支援をいただきたいところを、まず短期的に確保

していきたい。これも新潟県ともう少し数も含めて増やしていけないかという議論もし

ているところです。 

  一方、私自身も昨日 15 日に新潟大学の医学部の方へ参りましてご支援の方もお願い

してきたところです。非常に厳しい状況ではございますが、今の状況の中で、まず、今

は新潟県と佐渡の医療圏をベッド数も含めてもう 1度しっかりと見なおさないと次の対

策ができないということで、今、そこに取り組んでいこうということで話をしていると

ころです。 

  他の新潟の医療圏も病院の合併等も含めて医師の働き方改革に合わせた対策を進めて

いるところですので、しっかりと新潟県とタッグを組みながら、また、国にも医師の偏

在性の問題を含めて、これは国が大きく進めなければ新潟県だけでは非常に難しいお話

しですので、そこも様々なチャンネルを通して国にも要望をかけていきたいと考えてい

るところです。 

 

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のか。 

市長： 

  この問題は、実は世界農業遺産に認定になった時に私は北京に行っておりましたが、

その時から「わかりにくい」というお話しは聞いておりました。その大きな要因が、例

えば文化遺産であればそのモノがしっかりとある訳ですが、そのモノを見るという行為

自体が分かりやすいのですが、実はこの農業遺産というものは遺産という名前と少し違

って、過去にあったものも含めて今生きている行動が認知されている訳です。例えば、

朱鷺を守る生物多様性農業における取組であるとか、棚田を保全しながら美しい景観を

守っていく取組であるとか、集落の中で鬼太鼓や能という文化をしっかりと守っていく

取組であるとか、これが農業の非常に大きな役割であるということが認定された非常に

価値の高いものであると考えておりますが、それが、「全部動いている」「今も取り組ん



でいること」ですので、そこが評価しづらいとは考えています。 

ただ一方では、この世界農業遺産の取組の前後を契機にコープネットグループさんと

取り組みを始めた生物多様性農業の支援等については、2,000 万円を超える寄附金をい

ただき、毎年佐渡においでになっているなど、消費者も大きく変わった側面もあります

が、消費者だけの取組では少し広がりに欠けると考えており、様々なアプローチも始め

ております。首都圏の学校への朱鷺認証米の提供。これはお米の提供のみならず、お米

の背負っている文化であり景観であり朱鷺であり、これを首都圏のお子様に給食を通し

て伝えていくという取組です。例えば、市内の学校への出前授業。大学との連携事業。

また、今、岩首の棚田が観光で 1つの拠点となっている訳ですが、これも世界農業遺産

を契機としています。このように「暮らすように旅をする」という観光のテーマの中で、

「世界農業遺産の中で旅ができる」というようなことも観光のお客様に少しずつ伝えて

いくということが大事だと思っています。 

世界農業遺産は色々な意味で範囲が広いので、「これ」と言いにくいものがありお伝え

しにくいところがあると思いますので、逆に、観光や交流・移住を通した包括的な PRの

仕組みが大事であると考えています。 

 

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？ 

市長： 

  先月の議員全員協議会において佐渡汽船㈱からご説明があったように、特に今年度は

新型コロナウイルス感染症による影響が二重に被さったということです。たいへん厳し

い状況であることも認識しているところです。ただ一方で、上場企業ですので、企業自

らが経営を改善していくという取組を進めている最中ですので、一旦その企業活動をし

っかりと見極めてはいかなければいけないと考えているところです。 

  佐渡市としては佐渡汽船という会社ではなくて佐渡航路を守っていくということをし

っかりと意識して取り組んでいかなければいけないと考えていますので、そういう中で

佐渡汽船㈱の経営改善をしっかりと見守りながら、新潟県と様々な対策について今協議

をしているところです。そういう中で、市民の皆様が最も不安な部分である「市民の負

担増」につきましては、佐渡航路は国道でもあり、有人国境離島の航路でもある訳です。

そういう点で、国・県との協議はもちろん必要になりますが、JR運賃並みで移動ができ

るということが有人国境離島のひとつの原則である訳です。ですから、これによって市

民の負担が増えないようにしっかりと国・県と協議をして進めていきたいと思っていま

す。 

  一方で、観光に影響が出る恐れも十分あると考えています。これにつきましては、今

後の国の予算等も踏まえながら、どのような対策を打っていけるのかもあわせて、今の

段階からしっかり検討しながら、経営改善の方向性も含めて注視しながら、国・県にし

っかりと要望しながら取り組んで参りたいと考えています。 

 

 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  看護師緊急確保事業の対象者の拡大について 

 

記者： 

7 月に事業を始めて 4 件のお問い合わせがあったということですが、正式に佐渡へ来

ていただくというお返事はまだいただいていないということか。 

市長： 

まだ具体的に成約というか、「この形で支援する」というところは決まっていない状態

です。「1 人いるのでは」という情報も入っているので、今、色々な精査をしています。 

記者： 

  どんなところがネックになっていると捉えていらっしゃいますか。 

市長： 

当事業につきましては、今回はコロナ禍における緊急対策で行ったということで、移

住する時に、例えば今の段階で「1 ヵ月前に聞いたからすぐに 1 ヵ月」ということで判

断できない訳ですので、最終的には半年ないし、しっかりと PRをして、相談をしながら

1 人でも 2 人でも受け入れていくということが大事だと思っていますので、今の段階で

は、私自身は時間も PRももう少し一段階していかないといけないと考えています。 

記者： 

  今回、対象を拡大するということですけども、対象を拡大したことでどの程度の効果

が出ると考えていますか。やはり、「ここまで広げればそれなりに来ていただける人がい

らっしゃるんじゃないか」という感触は。 

市長： 

  「県内まで」ということになると、佐渡出身の方もいるということと、この事業の口

コミも含めて対象の方に情報が届くということもあると思っています。こういう点でま

ず県内からも広げさせていただいて、もう一段、3 月に向けてしっかりと確保していき

たいと考えています。 

  そういう点では、島出身者の方が「戻りたいな」と思っているような、そういうとこ

ろにうまくアプローチができないかなというところが要因の 1つです。 

記者： 

  逆に最初からそれくらいの対象にしておけばよかったんじゃないかなという感じのと

ころもあるんですけど、ある程度市としては、最初始めた段階で、段階的に広げるとい

うことを想定していらっしゃったんでしょうか。 

市長： 

  実は、最終的には段階的に広げることを考えていました。これは最初からです。 

  やはり、新潟県全体を見ても、できるだけ県外から医療技術者を移住・定住とあわせ

て可能ではなかということでまずはチャレンジしていこうと。今回、コロナ対策という

ことで少しチャレンジ事業的な意味合いもありまして、どのように人が判断してどのよ

うな動きになるのかということも判断していきたいということから、当初から段階的に

考えていたということです。 

 



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 

 

質疑はありませんでした。 

 

4 佐渡市プレミアどこでも商品券の発行について 

 

質疑はありませんでした。 

 

5 島民限定入浴半額キャンペーンの実施について 

 

質疑はありませんでした。 

 

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 

 

質疑はありませんでした。 

 

7 「たからじま 遊びの広場」の開催について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

8 佐渡世界遺産農業遺産（GIAHS）認定 10周年フェアの開催について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

9 「佐渡冬紀行」の発売について 

 

記者： 

  この「シェフ・料理長の豪華お任せコース」というのは、4 軒とはどういうホテルか

教えてもらうことはできますか。 

市長： 

  プレミアム実施がホテル大佐渡さん、八幡館さん、浦島さん、ホテル吾妻さんの 4軒

になります。 

 

記者： 

  昨年の実績といいますか、何名の方がこの紀行を活用されたのかを教えてください。 

市長： 

  昨年は 10～11月の「GoTo」の反動で新型コロナウイルス感染症が拡大したということ

で 12月はかなり厳しかった状態になっています。昨年度と一昨年度の数字について、観

光振興課長から説明いたします。 

観光振興課長： 

  佐渡冬紀行の昨年度の数字および一昨年度の数字についてご説明いたします。数字に



つきましては「人泊」で説明いたします。昨年度につきましては、首都圏からは 542人

泊ありました。新潟発のものが 466人泊。関西・大阪からは 26人泊ということで、全部

で 1,034人泊でした 

  一昨年度（令和元年度）につきましても紹介いたします。首都圏からは 1,714人泊。

新潟発が 990人泊ということで、令和 2年度は半分程度に落ちたということで、今年度

は少しでも戻したいと考えております。 

 

 事前質問（追加） 

 

①② 衆院選について 

記者： 

  今のところ、鷲尾英一郎議員が比例代表区に移るということですけども、それにつて

はいかがですか。受け止め方など。 

市長： 

  お 2人とも素晴らしい実力の持ち主で、私自身はずっとお 2人に相談しながらこの市

政を続けてきた訳ですので、ここは自民党本部のご判断ですので、私自身が「何か」と

いうことではありませんが、いずれにしましてもお力のある先生お 2人であると考えて

います。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。 

 

③ ガソリンの本土との価格差について 

記者： 

  市の平均価格が 166円とのことだが、何軒から抽出しているのか。 

地域振興課長： 

  佐渡市の 166円というのは 1つの店舗の金額でして、平均ではございません。 

記者： 

  何も参考にならないじゃないですか。 

  観光客が佐渡汽船から国道を走って入るガソリンスタンドがあるが、170 円を超えて

いる。いくつかを抽出した平均ではないんですか。高いところ、低いところ。 

地域振興課長： 

  今回につきましては、先ほど申し上げました、所謂セルフの価格で説明させていただ

きました。 

記者： 

  佐渡のガソリンスタンドはセルフ以外にも普通のガソリンスタンドの方が多いが、こ

れでは何の説明にもなっていない。 

地域振興課長： 

  たいへん申し訳ございません。抽出した数字については持ち合わせておりません。 

記者： 

  国の平均が今 162円。かなり差があるんだけど、観光客は最初に見てびっくりして皆

さん怒っていると言っている。それはどう思いますか。 



市長： 

  私は様々なところへ行ってガソリンを入れると高いのは佐渡だけではありません。や

はり、中心部の方は競争が激しいのか、1 軒あたりの販売量が多いのか、そのあたりは

定かではありませんが、県によっても違いますし市町村によっても違いは見受けられる

と思っています。 

  この制度そのものは、あくまでも離島の不利益性について補助するものですので、販

売体系ですとか個人の事業所によっては補助しきれていないということも、この制度の

現状における事実です。ですから、モノを売るという販売上、若干の差が生じてくると

いうことは、これはもう仕方のないことであると思っています。一方で、以前にガソリ

ン価格が上昇した時にテレビでも取り上げられましたが、確かハイオクが 200円くらい

まで上昇して、市外のお客様がいらして「スーパーガソリンだ」なんて言ってらっしゃ

ったこともありましたが、これを今すぐ私どもでどうにかするというにはなかなか参り

ませんが、こうした地域の声があるということは受け止めながら、補助の要綱における

ガソリンの計算の仕方そのものを変えない限りこの「10円」は変わりませんので、そう

いうところも踏まえて考えていきたいと思っています。 

  国の方へしっかりとお伝えしていきたいと思います。 

記者： 

  安いところと高いところの差がありすぎるんですよ。市内で。このあたりをどう思い

ますか。 

市長： 

  それは地域の状況にもよりますし、販売量もありますし、今の課題はスタンドの更新

に莫大な費用がかかることから、更新が難しくなるようなところもあると思っています

し、全体の人口減少として、中央はあまり変わらずに周辺から人が減っているというこ

とで周辺のスタンドは販売量が減っているという現状を含め、様々な現状があると思っ

ています。そういう部分の中ですので、一定程度の差があることは利便性との引き換え

も含め、私自身は仕方がない部分もあると思っています。 

しかしながら、平均として高い状況となるということは、できるだけ本土に近づけて

いくということは、私どもは努力を続けていかなければならないと考えています。 

記者： 

  地方ではなくて中心部が高いんですよ。両津の中心部が。 

市長： 

  そのあたりは、法律上の問題があるのかどうかということも含めての話しになるが、

多少の差は、ある程度、私自身は仕方がないと思っていますが、そういう市民の声が多

いということであれば、色々と調査もしながら、対策が打てるかどうかは別ですが、し

っかりと現状把握に努めて参ります。 

記者： 

  「観光の島」で、移住も募集しているのであれば、佐渡は車が足なのでガソリンが生

活に密着しているので、あまり新潟市とすごい差があるようでは困るので、今後検討し

ていただきたい。 

市長： 

  本土との差はこれ以上開かないように考えていきたいと思っていますが、やはり個々

の経営の問題が大きくなるのかなと思っているので、そのあたりは地元の経済の状況も



注視していかなければならないという点にはなると思います。 

 

記者： 

  電気自動車がかなり普及したという状況に鑑みてというなら分かるが、私も両津と小

木とガソリンを同じ日に入れてみたがやはり価格が違う。価格を表示しているところは

ある程度良心的だが、表示していないところは全然違うので、これはやはり世界遺産の

国内推薦の発表が近いということを考えると、こういうことを早急に対処した方がよい

のではないかと思う。市が補助できないのかどうか、それは、市民は分からないので、

そういうこともひっくるめてどのように。 

市長： 

  市の補助ということになると一律になるので、高いお店と低いお店と差額がずっと変

わらない訳です。お店の販売形態によるところもかなりありますし、どのような販売形

態で、要はどの程度の販売量があるのかというところもかなり大きいと思います。そう

いうことなので、我々は全体的な価格はこれ以上開かないことが重要ですので、この「10

円」が適性かどうかということは、この「10円」の補助が入る前に私自身も市外へよく

車を持って行ったんですけど、新潟で入れると大体 18～19 円くらいは違っていたよう

な気がしています。新潟市内の最も安いところです。と、比較するとそのくらい違って

いたような気もしますが、過去の推移も含めまして、一旦、こういうご意見もあるとい

うことで我々も精査しながら対策の方は検討していきたいと考えております。 

記者： 

  ガソリン価格の表示ということはある程度してもらった方がよいのでは。 

市長： 

  表示法の関係もありますので、法律的なことは今、把握しておりませんので、表示を

しなければならないということはないと思いますが、そのあたりの在り方も含めて、法

律で決まっているものを私が「変える」とは言いにくいところがありますので、本来的

には全体の業者の中でしっかりと議論しながら進めていっていただくことが大事と思

います。 

記者： 

  ガソリン協同組合でそういうことを決めるんですよね。そこに働きかけた方がよいの

かも知れない。 

市長： 

  色々と調べさせていただきたいと思っています。 

 

④ 佐和田病院について 

記者： 

  質問事項としては佐和田病院についてですが、最初に議会の委員会の方で、相川病院

の委員長先生も退職するという話があって、そちらも大変かなという印象を持ったんで

すけど、相川病院も含めて、今、市内の医療体系について、市長の認識としてはかなり

ひっ迫していく状況と受け止めているのかそのあたりの認識を。 

市長： 

  佐和田病院がなくなるということですが、相川病院も委員長が退職の意向を示してい

るということで、今、我々も色々な話をしながらこの後どうして行こうかということは



これから委員長としっかり話をして議論していきたいと思っています。私自身も相川病

院で働いておりましたので、委員長と様々な話をしておりますので、まずその中で進め

ていきたいと思っていますが、佐渡医療圏で両津病院を作る時に、県も市も議論をしな

がら作った医療構想自体が今、既に抜本的に変えなければいけない状態になっています。

一方で、新潟県が医療圏ごとの医療構想を今、見直しを図っているところです。そうい

うところですので、私自身としては医療についてはできるだけあった方がよいというの

は当然の話しですし、ドクターヘリもそうですが、できるだけヘリが来ないで済む体制

が必要だということも当然そう思っています。ですから、不足していると言われれば不

足。そもそも不足していると考えているところです。そこをどう強化していこうかとい

うところを、新潟県と、医療構想の中でこの佐和田病院の問題も受けてしっかりと取り

組んでいくということで進めておりますので、医療構想がしっかりとできしだい。 

それと、医療・医師の人材確保は別の問題です。そこは今でも、毎日でも、何かあれ

ばすぐにお話をしていきたいと思っています。ただ、全体における佐渡のベッド数だと

か急性期のベッド数だとか慢性期のベッド数であるとか、そういうところをどうしてい

くのか。そして、今、佐渡の患者様がどのような形で推移していくのか。手術等が必要

な患者様がどのようになっていくのか。そこまで全部踏まえた中で医療構想が必要にな

っていく訳です。あわせて医師の働き方改革が 2年後に始まります。そうすると、当直

も勤務時間にとらわれていくということで非常に、今も医師は非常に厳しい状態で働い

ていただいているんですけど、今後、医療経営自体が非常に難しくなるということもあ

ります。そこも踏まえながらの考えになると思いますので、今の病院の問題、患者さん

がこの後どうするかという個別の問題もしっかり議論しながら、この医療圏構想自体を

早々に議論していくということで、今、準備をしているところです。 

 

⑤ ジアス 10周年について 

 質疑はありませんでした。 

 

⑥ 佐渡汽船について 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  通告以外なんですが、今日の夕方の予定を見ると「市長の訓示」という時間が設定さ

れていますが、これは初めてのことなのか。であれば、どういう思いを込めているのか。

位置づけをお聞かせください。 

市長： 

  訓示ではございません。今、来年度の政策について私自身が 1つの素案といいますか

を作って、これから予算編成に入っていきますので、職員の皆さんに理解していただい

て、その方向でもよいですし、私の方向よりも「もっとこの方向の方がよい」というも

のでもよいですし、そのような意見を交わせるような職場にしていきたい。そういう部

分では課長会議で色々と議論しているが、予算編成をする方々を中心に、1 度私の方で



直接描いた文章を説明して理解していただいて、どう進めていくかというところもあわ

せて意見いただければということで、職員と、どちらかと言うと来年度の政策に向けて

の基本方針の意見交換という趣旨で考えているものです。 

記者： 

去年も開催したのか。 

市長： 

  大きな方針の話しはしたことがありますし、私自身が講師として職員の研修も実施し

ましたけど、予算のことは去年はしていなかったと思います。色々な形で職員と直接話

をしながら進めていきたいとは思っているんですけど、この予算の関係の方針を今年は

しっかりと作って考えていますので、それで実施するということです。 

記者： 

  1つの市長のカラーというか、手法の 1つというふうに捉えてよいでしょうか。 

市長： 

  はい。私自身は、自分の考えを理解していただいて、「違うものは違う」と言ってほし

いし、その意見交換や議論ができる組織にしていきたいと思っています。これができな

くて、私が言ったから「やります」というような組織では新しい改革は進められません

ので、そういう意味でずっと若手職員の政策提案をしてみたり、プロジェクトチームを

多く作ってみたり、というところで様々取り組んで参りましたので、実際には私自身が

市民の皆様とも意見交換したいし、職員ともしっかりと話をして、お互いに理解をしな

がら進めていきたいという、私自身の考え方でもあります。 

 

記者： 

  昨日、曽我ひとみさんが戻ってから 19年になるということで、色々な思いを話された

が、「なかなか進まない」と。これについて市長はどう思うかですね。例えば、市役所の

担当職員であると拉致問題は事実であるが、一般の職員ではどこでどうなったのか知ら

ない訳ですね。そうしますと、市長としてはそういう幹部とか色々な人たちを現場に行

って見てもらうなど、何か方法はあると思うんですね。そして全体的なムードを盛り上

げられたらよいなと思うんですが、それはどう思っていますか。 

  もう 1つは、大使館へ行って、市長が話を進められると言っていたと思いますが、そ

の後の進展はどのようになっているのか教えてください。 

市長： 

  先に大使館の方から。大使館は、あくまでもこの人権被害については、しっかりとア

メリカの方は「寄り添って対応します」ということでおっしゃっていただきました。柏

崎市長と一緒にお伺いして要望書を渡したんですが、そのようにおっしゃっていただい

て、また是非佐渡にも来たいと、柏崎を回って来たいとおっしゃっていただきましたの

で、是非そういう機会を早々に作っていきたいと考えています。 

  ただ、コロナ等があって、なかなかそういう動きはできないということは 1つの難点

ですが、落ち着きつつある中で、以前、ケネディ前大使が佐渡においでいただいたこと

もある訳ですので、そういうご縁もありますので、大使が直接来られるかは別にしても、

そういう形でアメリカの大使館の方々にも来ていただいて、柏崎市長と一緒に積極的に

展開していきたいと考えています。 

  そして、アメリカ大使館へ行ったというのは、時間がないということがいちばんの理



由です。そういう形でアメリカ大使館も含めて外交の問題がありますので、国にしっか

りと対応していただくということを、今までもそうですが、これからも、より一層スピ

ード感を上げて取り組まなければならないということですが、一方で、ご指摘のとおり、

市民の皆様方にもこれを風化させないことが大事ですので、そこは曽我さんが一生懸命

になっていただいているところを職員も含めて見ておりますので、決して知らないとい

うことではありませんが、より一層行動に繋がるような形がどのような形があるのかと

いうことは、また考えさせていただきたいと思っています。 

  総務課の方で担当しておりますので、職員全体のことを踏まえながら考えていきたい

と思っています。 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございました。 

今日から急に寒くなりました。本当に体調にお気を付けください。 

また、コロナの方が収まって警報も外れておりますので、通常の生活に近づいていると

思っていますが、まだゼロになった訳ではございませんので、市民の皆様方には十分な感

染対策をしながら様々な行動をしていただきたいと思っています。 

今は行動の規制等がある訳ではございませんが、ご注意をお願いし、また県内の状況に

よってはできるだけ市民の皆様にお伝えしたいと思っておりますので、何卒、よろしくご

協力のほどお願いしたいと申し上げます。 

本当にこれから寒くなりますけど、体調にお気を付けくださいませ。 

今月もありがとうございます。 


