
令和 3年 11月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 11月 29日(月) 

午前 10時～午前 11時 00分 

 

発表案件 

 

11月 26日に発生した市役所本庁の電話回線の不具合について報告 

 

 案件の前に、11 月 26 日に発生した市役所本庁の電話回線の不具合についてご報告させ

ていただきます。 

 まず、市民の皆さまにご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。 

 11月 26日午前 8時 10分頃から市役所本庁のすべての電話が、電話交換機のメイン基板

の故障により通話ができなくなりました。同日午前 10時頃に復旧したもので、現在は安定

している状況です。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

 

 経緯をご説明させていただきます。 

 平成 30 年度に予算編成の中で、保守点検の期間が終了するということを当時の執行部

へ議論させていただいたところです。庁舎の改修費用の中で予算を盛り込んだところです

が、当時、予算が否決されたことから一旦取り下げをして、その後、何もされていなかっ

た状況であると聞いているところです。 

 ただ、状況としては、点検を毎月実施しながらしっかりと安定的に使用できるという状

況での判断であったということですが、保守点検期間が終了しながら今まで使用してきた

ということです。 

 私の初めての予算査定となる令和 3年度予算編成においてこの問題が浮上しましたので、

今年度は予算を確保している状態で、修繕が必要であると判断したところですが、現庁舎

を改修し新しい庁舎を建てるということも含め、合併特例債の対象になるとのことなので、

予算が約 3,000万円弱になると思いますが、合併特例債の対象事業としているということ

で、今年度、基盤の交換につきまして実施していくということで、準備をしているところ

です。 

 

 その他の支所も、今年度と来年度ですべて対応していくということで、今年度の予算査

定の中で決めているとのことですので、しっかりと点検をしながら、こういうことが起き

ないように努めてまいりたいと考えています。 

 

1 令和 3年度佐渡市一般会計補正予算第 9号(専決)および第 10号、第 11号について 

 

 国は、ポストコロナの未来を切り拓く「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を

11月 19日に閣議決定したところです。 

対策では、コロナ禍の長期化に対応し、18 歳以下への 10 万円相当の給付や生活困窮者



支援、原油価格高騰に伴う事業者支援策など、財政支出は 55.7兆円と過去最大となってい

ます。 

その中で、国が予備費を措置する「子育て世帯への臨時特別給付」については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響が長期化する中、経済的負担を受けておられる子育て世帯への

支援策として、18歳以下のお子さま 1人あたり 5万円を支給する「子育て世帯への臨時特

別給付金給付事業」に 3億 1千 815万 8千円を計上した、佐渡市一般会計補正予算第 9号

を 11月 24日付けで専決処分し、対象世帯には 1日も早く給付金をお届けできるよう準備

を進めています。 

少し分かりにくいですが、子育て世帯への 5 万円に関しましては 10 万円のうち 5 万円

は現金であることから、まず、専決予算でできる限り早く対応していきたいということで、

第 9号の予算を専決させていただき準備をしているということです。残りのものにつきま

しては、明日、11 月 30 日開催の 11 月臨時議会に佐渡市一般会計補正予算第 10 号を上程

いたします。補正予算の規模は 4千 634万 1千円を追加し、予算総額が 489億 9千 939万

6千円となります。 

 

主な補正内容ですが、 

① 新型コロナウイルス感染症対策として、 

(1) 生活支援として、 

昨今の原油価格の高騰が市民生活に大きな負担となっていることから、住民税非課税の

65歳以上の高齢者世帯、障がい者が属する世帯、並びに生活保護世帯への生活支援として、

灯油をはじめとする生活必需品等の購入に利用できる商品券 6千 500円分を交付する「高

齢者・障がい者等生活支援（灯油購入費等）事業」に 4千 484万 9千円を新たに計上しま

す。 

(2) 地域経済の活性化として、 

現在、プレミア分 30％を上乗せした商品券について実施していますが、購入申込期間の

延長により、予定発行冊数 3万 5千冊を上回る申し込みが想定されることや、灯油価格高

騰等を含めて全体的に値上げになっている状況の中で、市民の生活を支えるという観点か

ら、商品券を 5千冊増刷し、プレミアどこでも商品券発行事業に 3千 596万 5千円を増額

計上するものです。 

(3) このほか、 

新潟県人事委員会勧告に伴う人件費の減 3千 447万 3千円を計上しています。 

 

次に、12月 3日招集の 12月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第 11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、2 千 923万 7千円を追加し総額が 490億 2千

863万 3千円となります。 

 

 主な補正内容ですが、 

① 新型コロナウイルス感染症対策として、  

感染防止への対応として、私立保育所等および民営の放課後児童クラブにおける感染症

対策の徹底を図るために、私立保育所支援費に 167万 1千円を、放課後児童健全育成事業

者補助事業に 90万円を計上します。 

 



② 次に、幼稚園費についてですが、 

ICT システムの導入により、園児の登園状況等のスムーズかつ確実な情報伝達、状況把

握や保護者へのお知らせ配信等によるペーパーレス化など、保護者の安心や利便性の向上

等を図るため、幼稚園費に 74万 4千円を計上します。 

 モデルとして保護者様の負担、業務の効率化も含めて取り組んでまいります。 

 

③ 次に、佐渡ふるさと島づくり寄附金については、 

ふるさと納税の実績見込みに伴い、歳入・歳出においてそれぞれ所要額を計上します。 

歳入では、当初予算において 3 億 5 千万円を目標に見込んでいましたが、10 月末時点

で、昨年度と比較しても 1千 200万円を越えるご寄附をいただいています。本当にありが

とうございます。今後の見込みも勘案し、3千万円を増額計上するものです。 

歳出では、歳入見込みの増額に伴う返礼品業務委託料等として 1千 500万円を増額計上

するものです。 

 

④ 次に、病院事業会計費については、 

両津病院移転新築事業費の変更等に伴い、病院事業会計への補助金を 1千 195万 7千円

増額計上するものです。 

 

⑤ 次に債務負担行為の設定についてであります。 

(1) 令和 3年度災害復旧支援資金等利子等補助金については、 

災害および米価下落の影響を受けた農業者が農業経営の維持・安定等のため、借入れす

る資金の保証料および利子の一部を補助し、生産体制の維持等を図ります。 

(2) 公共工事の実施量が少ない 4月から 6月期の対応として、 

令和 4年度に実施予定の道路改良舗装工事や漁港整備等の公共工事の一部について、前

倒しして年度内に発注することで公共工事の平準化に取り組みます。 

(3) また、ごみ処理施設運営費については、 

佐渡クリーンセンターにおける焼却残渣(ざんさ)を、令和 4年度から市外搬出により資

源化処理するため、本年度から事務手続き等を進めてまいります。 

 

なお、その他の経費については、新型コロナウイルス感染症の影響によるイベントの中

止等に伴う経費の減額などを計上させていただきます。 

 

2 子育て世代への臨時特別給付金の支給について 

 

 国の経済支援の一つとして実施される、18歳以下のお子さまを養育している子育て世帯

に対し、子ども 1人あたり 10万円の臨時特別給付金の内容についてお知らせします。 

 この給付金は、5 万円を現金支給し、残りの 5 万円をクーポンで支給することとなって

いますが、クーポンについては国から支給方法が示されていないため、お話をできる状況

ではないということです。 

 

 5万円の現金支給については、児童手当の仕組みを利用して行うこととなっているため、

「一律 960万円」という議論がなされていますが、そこは制度的に少し違うということで



す。上限としては 960万円になると思っていますが、一律ではないということです。 

 

少し問題がございまして、児童手当を受けている兄弟がいらっしゃる高校生の方。高校

生は児童手当が支給されませんので、兄弟がいて、その兄弟の方が児童手当を受けている

高校生の方は申請が必要ありません。口座と紐づけされていますので、ご兄弟が児童手当

を受けている世帯につきましては、申請が必要ありません。 

一方、児童手当を受けておらず、今回対象となる高校生の方。この方は申請が必要とな

ります。そういうことで、高校生によって対応が分かれるということで、その点を特にご

注意いただきながら、12月 1日以降、この申請が必要な方につきましては申請書をお送り

させていただきたいと考えています。 

12月 1日以降に出生した方につきましては、その出生の届出時にご案内させていただき

たいと考えています。 

 

 給付金の支給日ですが、申請が不要の方（児童手当を受けている方）については、こち

らからのプッシュ型での支給となりますので、12月 24日（金）の支給を予定しています。 

 申請が必要な方についても、12月 15日（水）までに申請いただければ、12月 24日（金）

の支給に間に合わせてまいりたいと考えています。 

 

3 佐渡市プレミアどこでも商品券の発行について 

 

プレミア率 30％の商品券については、当初 35,000 冊の発行を予定しておりましたが、

購入申込期限の延長により予定発行冊数を上回る申込が想定されること、また、灯油価格

高騰等による市民の経済的負担の軽減および市内需要の更なる喚起を図るため、5,000 冊

を増刷させていただきます。 

 

この商品券についてこれまでと違うのは、飲食やホテルの宿泊にもフリーに使えますし、

当然、ガソリンスタンドなどにも使えます。今までよりも非常に幅広くご利用いただける

ことを目的として作ったものでので、是非、様々な形で、ご家族でのお食事であったり、

友人等の忘年会であったり、灯油の購入であったりお使いいただきたいと考えています。 

明日が申込期限ですが、多くの市民からお求めいただきたいと思います。 

 

 基本的に 11月 10日までにお申し込みいただいた方につきましては、全員お渡しできる

ということで、今、お届けしているところです。 

 現在お申し込みいただいている方につきましても、できるだけお渡ししたいということ

で取り組んでいますが、残りの申し込みがどの程度発生するのかにもよりますが、30日ま

でにまとまったお申し込みがあると抽選になるかもしれないという状況になっているとい

うことです。 

 

追加購入申込や取扱登録店への申し込みなど、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。 

 



4 新型コロナワクチン接種について 

 

新型コロナワクチン接種の状況につきましては、集団接種の 1回目が 11月 27日に終了

し、2回目が 12月 18日に終了します。 

 

 対象者全体での接種状況は、11 月 28 日現在で 1 回目が 89.9％で 4 万 4 千 21 人という

ことで、ほぼ 90％の方が接種いただいた状況です。2回目が 88.9％で 4万 3千 518人の方

が接種を終了しています。 

 特筆すべきは、年齢別の状況がどの年代も 8割を超える接種状況であるということで、

本当に市民の皆さま方にはご理解をいただいたことに感謝を申し上げるところです。 

  

 3 回目の追加接種につきましては、現段階では色々な報道がありますが、基本的には 2

回目接種完了から 8か月を経過した方から接種するというように考えて準備をしていると

ころです。 

 実施方法は、1 回目 2 回目と同様に、医療機関による個別接種と集団接種を併用して実

施します。 

 12月に医療従事者、1月から高齢者施設の入所者、2月から 65歳以上の方の個別接種を

行い、集団接種については雪解けを待って 3月から予定しているところです。 

 

接種券は事前に対象者へ順次発送いたします。 

個別接種につきましては各医療機関へ、集団接種につきましては佐渡市ワクチン接種コ

ールセンターかインターネットでの予約を予定しています。 

 

事前質問 

 

① 2022年度予算編成の方針は？ 

 

 予算編成の方針については現在取り組んでいるところで、大きな方針ということになり

ますが、新型コロナウイルスから立ち直っていくということが 1点。また、第 6波の可能

性も含めて、ワクチン接種等も含めながら取り組んでいくということが 1つの基本的な動

きになります。 

 しかしながら、ポストコロナを見据えてどのように経済も含めて人の動きを通常に戻し

ていくのか、「新しい生活様式」の中で取り組んでいくのかということも基本的な動きにな

ることかと思います。 

 

 まず、本市の財源状況は地方交付税が歳入の大半を占めており、今後の見通しとしては、

人口減少が進むにつれて減少するものと見込んでおり、不足する財源については基金の取

崩しなど臨時的な財源に頼ることとなり、近年にあっては財政調整基金を 2年連続（およ

そ 16億円）取崩して予算編成しているところですので、一定程度絞り込みながらになると

いうことは現状としてあるということです。 



 その中で、新年度の方針をいくつか申し上げます。 

 

 まず 1つ。 

 私は国のモデルとして仕事をしていきたいというお話をずっとさせていただきますが、

国・省庁の情報収集・調査により、国・県等の財源確保をしっかりと取り組んでまいりた

い。この財源確保につきましては、国・県の事業をしっかりと、課題解決を地方で行うこ

とが必要となりますので、国の先端を行く事業を取り組むということが大事になると思い

ます。 

 

 2点目として、実施事業の効果検証の徹底と課題の洗い出し。これは 1年をかけて、今、

財政課が取り組んでいるところです。 

 今、総合計画を作っていますので、事業ビジョンも含めながら向こう 3年間の事業展開

を具体化した施策にしてまいりたいと考えています。 

 あとは、事務的ですが、1 事業ごとに目的、内容、必要経費などをチェックする全件一

件査定を実施しています。 

 また、非常に重要と思うのが、民間事業者をどう活用していくのか。行政の仕事を民間

事業者ができることは民間事業者に担っていただき、雇用の確保と元気な民間事業者を作

っていくということが今の佐渡にとって必要であるということと、行政事務と高齢化対策、

そして、観光と受け入れに対してデジタル化をどのようにしていくのかということも 1つ

の大きな方針になると思います。 

 

 こういう点で今考えているところですし、その中で、デジタル化により事務効率をどの

ように上げていくのかも来年度以降の大きな課題になるかと思います。 

 こういうことに取り組みながら、「子どもからお年寄りまで安心して笑顔で暮らし続け

られることができる島、持続可能な賑やかで元気な島づくり」を進めるための「定住促進 

・企業誘致の推進」「子育て支援」「日本一の健康寿命」「地域防災力の向上」「地域づくり

の拠点化」を含めながらローカル SDGsの実現など、「暮らすことの重要さ」「新しい暮らし

方」「佐渡における豊かさ」、そういうものを提案していくということが、これからの離島

にとっての重要な施策になると考えています。 

 

② 世界遺産国内推薦について、国に要望活動をした際の感触は？ 

審議会開催は年内とされているが、市としての見通しは？ 

佐渡金銀山の中央要望の手応え、今後の見通しは。国内推薦が決まった場合の佐渡市の 

対応は？ 

 

11 月 15 日、知事、国・県・市議会議連の皆様と共に、末松文部科学大臣、都倉文化庁

長官へ「ユネスコ推薦」への要望書を提出いたしました。 

末松文部科学大臣からは予定以上にお時間をいただき、大臣も非常に佐渡金銀山の内容

をご存知で、是非佐渡に来ていただきたいとのお話をさせていただいたところです。 

また、都倉文化庁長官からは「文化庁としては佐渡を応援している」というご声援もい

ただきました。私どもの思いは受け止めて下さったものと感じています。 

スケジュール等はまだ示されておりませんが、いずれにいたしましても、もう 12月です



ので、近日中に文化審議会が開催されるものと想定しているところです。 

 

予定としては、きらりうむ佐渡において記者会見を開催するほか、関連団体の皆さまか

らは芸能披露等のイベントを実施していただけるという事で取り組んでまいりたいと思っ

ていますし、提灯行列というようなものも民間の方で企画していますし、市庁舎での懸垂

幕、そして佐渡汽船ターミナルでの横断幕・のぼり旗など、佐渡に来られるお客様もそう

いうようなものが感じられる取り組みをしてまいりたいと考えているところです。 

また、たくさんの企業から様々なご提案もいただいていますので、推薦を受けた段階で、

観光施策と合わせながら広く PRも取り組んでまいりたいと考えているところです。 

 

③ガソリン、灯油高騰についての市の対応は？ 

 

 ガソリン価格につきましては、全国的に高止まりしている状況であると認識しています。

国の方が備蓄の放出ということもありますし、一定の金額以上になると支援をするという

こともありますので、今はそういうところで止まっているのかなと考えているところです。 

 いずれにいたしましても、これは我々としても国の対策を見ながら必要な対策を講じて

いくことが重要でありますし、今度の新しい補正予算の中でも様々なものが出てくるだろ

うと考えていますので、それに合わせて、しっかりと市民の負担軽減に取り組んでいかな

ければならないと考えているところです。 

 ただ、先ほど申し上げたとおり、まず、6,500円分を住民税非課税の高齢者のみ世帯や、

障がい者が属する世帯に支給をしていくということで、今回も予算を上げさせていただい

ていますので、支援の方も取り組んでいきたいと考えているところです。 

 

④ワクチン 3回目接種の課題は？ 

 

 今は新潟県の協力もあって、医師確保も含めて比較的順調に進んでいます。ですから、

ワクチン接種自体はしっかりできるだろうと考えてはいますが、今課題となっているのは

ファイザー社製とモデルナ社製の問題がございまして、それぞれのワクチンの量が半々く

らいではないかという想定で動いてまして、佐渡の場合、ファイザー社製のワクチンを 1

回目に接種している方が非常に多くいらっしゃいますので、そういう対応等を含めた予防

接種自体への対応が、この後どのように市民の皆さまにご理解いただくかというところは

大きな問題になるのではないかと考えていますので、交互接種がどのような考え方になる

のか、そういうものも含めながら、もう少し精査をして市民の皆さまにしっかりと説明を

していかなければならないと考えているところです。 

 

⑤佐渡汽船の経営問題の見通しと佐渡市の対応について。 

 

 12 月期の債務超過額が 26 億 8 千万円ということで、非常に厳しい状態にあるという認

識をしているところです。 

 10 月後半くらいからお客さまは少しずつお戻りになって、11 月も比較的多く乗船して

いると想定していますので、少し 11月のお客様の推移等を注視しているところです。 

 ただ一方で、民間企業として今は出資の関係を取り組んでいると聞いていますので、ま



ず、そこをしっかりと整理していくことが大事であるということは従前から変わらない考

え方でいます。 

佐渡市としては、冬場はホテルや観光施設等もこのコロナ禍において大きなダメージを

受けていますし飲食店も然りですので、やはり 1人でも多くの方から航路を利用していた

だけるよう、先般から補正予算等を含めながら全国で割引が利用できるような仕組みだと

か含めて実施していますので、また PR をしながら、12 月はお客さまに来ていただけるよ

うに取り組んで、1 人でも多く乗船していただけることが、我々が今、まず先決して進め

ている取り組みであるということです。 

 

⑥「佐渡紀行」「プレミアムプラン」とも出足鈍いと聞く。冬観光の難しさ、原因と対応は？ 

 

 「佐渡冬紀行」は 10 月 18 日からインターネットで、10 月 25 日からは電話やびゅうプ

ラザの店頭で発売を開始しており、11 月 22 日現在でおよそ 250 名の予約状況となってい

ます。 

 

 昨年の同時期はおよそ 800名、一昨年前の同時期はおよそ 550名の予約がありました。 

特に昨年は「GoToトラベル」とのリンクがあって非常に好調だったと考えています。 

 本年につきましては様々なことが想定されますが、「GoTo トラベル」が来年 1 月以降に

延期となっていることについても関連があるのかなと考えています。ただ一方で、26日に

能登の GIAHS（世界農業遺産）10周年記念に行ってまいりましたが、金沢の方はかなりお

客さまが多いということで、12 月を含めて、もう 1 弾、観光交流機構と合わせて PR を進

めていきたいと考えているところです。 

 

 「プレミアムプラン」の高額商品につきましては冬場で初の試みとなりますが、この商

品につきましては現在 20名程度の予約ということになっています。2割程度ということで

すが、2 泊 3 日で大きな金額になる訳ですので、ここがいらっしゃるということを含めな

がら、もう少し情報発信しながら来年度に向けてしっかりとご意見等調査をしてまいりた

いと考えているところです。 

 

 冬はどうしても交通リスク、特に 11 月は例年よりも少し時化が多いような感じもあり

まして、海の影響によって大きく左右されるというところはあると思っています。思って

いますが、現状、海の問題はこの佐渡におきましては受け入れながら取り組んでいくとい

うことにしかなりませんので、まずは「佐渡冬紀行」と合わせ、現在行っています「さど

の島たび応援割キャンペーン」なども、もう 1 度しっかりと情報発信しながら、1 人でも

多くのお客さまに来ていただける。また、この時期は食については非常に美味しいものが

提供できますので、そういうものも PRしながら、また来ていただけることに取り組んでま

いりたいと考えているところです。 

 

 質疑応答 

 



1 令和 3年度佐渡市一般会計補正予算第 9号(専決)および第 10号、第 11号について 

 

記者： 

灯油の 4,600万円の内訳というか、何世帯くらいを見込んでいるのか。 

社会福祉課長： 

  灯油の助成の対象世帯は 6千世帯を見込んでいます。 

   

2  子育て世代への臨時特別給付金の支給について 

 

記者： 

  12月 24日支給は、県内の中では早い方ですか。それとも、それくらいの時期ですか。 

市長： 

  他市町村の状況はまだ入っていませんが、インターネット等で確認すると、「12月 24

日が早い方だ」という他県の事情は聞いていますが、我々としては早いか遅いかよりも

「最短でいつ支給できるのか」ということで考えていますので、他市も大きくは変わら

ないと思いますが、対象者のサイズや規模によって変わってきますので、若干遅れるこ

ともあるかも知れませんが、今の仕組みですと、調査をしてチェックをして振込手続き

をすると大体そのくらいになると。あとは、振込日が自治体にどのように定められてい

るのかによって数日変わる可能性があると。そのようなところかと思います。 

 

3 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。 

 

4 新型コロナワクチン接種について 

 

記者： 

  集団接種の受付について、自治体によっては 1回目 2回目で混乱があったから、接種

方法を変えるという場所もあるかと思うんですけれど、佐渡市に関しては、1 回目 2 回

目と同じ方法をとるという方針でよろしかったでしょうか。 

市民生活課長： 

  当初、1 回目 2 回目とは違う方法を考えておりましたが、先ほど市長が申しましたよ

うに、交互接種というか、「どのワクチンでもいいよ」ということが出てきたものですか

ら、やはり、戻した形で 1回目 2回目と同じ仕組みを考えています。 

  コールセンターでの予約、それからインターネットでの予約両方を使えるような形を

考えています。 

市長： 

  今回は、一定の月数（現在は 8か月）を過ぎてから対応していくこととなっています

ので、以前のように一斉に対象になるということではないと思っています。対応しだい

でできるだけご迷惑をおかけしないようにしていきたいと話をしているところです。 

 



 事前質問（追加） 

 

① 2022年度予算編成の方針は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

② 世界遺産国内推薦について、国に要望活動をした際の感触は？ 

審議会開催は年内とされているが、市としての見通しは？ 

佐渡金銀山の中央要望の手応え、今後の見通しは。国内推薦が決まった場合の佐渡市の 

対応は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

③ガソリン、灯油高騰についての市の対応は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

④ワクチン 3回目接種の課題は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑤佐渡汽船の経営問題の見通しと佐渡市の対応について。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑥「佐渡紀行」「プレミアムプラン」とも出足鈍いと聞く。冬観光の難しさ、原因と対応は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  朝乃若関が新十両で素晴らしい成績でしたけども、市長として取組をご覧になっての

印象とか、所感ですとか、市として何か応援するようなことを考えているのか、そのあ

たりをお聞かせください。 

市長： 

  本当に素晴らしいですね。十両に上がって、プロの場合は、偉そうに言う訳ではない

のですけど、今までもプロ野球とかそういう選手を見ていますけども、伸びる時にぐっ

と伸びるということがすごく大事で、新十両で二桁しっかりと確保できるというのは、



本当にこれからが期待できると思っています。 

  一方で、やはり大きな相撲選手から見るとまだ一回り小ぶりだなというところもあっ

て、スピードもあってそれはそれで 1つの方向なんですけど、今、JA佐渡と話をしなが

ら、12 月に高砂部屋に米を 10 俵お届けして、佐渡の朱鷺認証米を食べて大きくなって

いただこうと思って準備をしているところです。 

  本当にこの後期待しています。 

 

記者： 

  電話交換機の件で、冒頭の話の内容を整理したいんですけど、令和 3年度予算でもと

もと交換・修理する費用が盛られていたという理解で。 

市長： 

  そういうことです。 

記者： 

  では、市長が就任される前から、早い段階で交換しなければいけないという認識はあ

ったということでしょうか。 

市長： 

  私が就任したのが令和 2年の 4月で、その予算編成をしておりませんので、私の 1年

目（令和 2年度）の予算についてはまったく認識しておりませんでした。 

  令和 3年度予算編成になった時に、事務方から「電話交換機を変えなければならない」

との内容を確認したところ、「保守期間が切れている」と。しかしながら「毎月点検をし

ながら、今のところは問題がない」という話を聞いたうえで、いずれにせよ保守が切れ

る訳ですので、やらなければならないという認識の下で、ただし、事業を実施する上で

2～3千万円という大きなお金となりますので、当然、我々は財源の確保を考えていかな

ければならないということで色々と調査をした結果、合併特例債が対象になるというこ

とで、その中で修繕を実施しようということで、この 12月に修繕の方を発注していきた

いと考えています。 

  本当に、もう少し持っていただけるとよかったんですけど。そんな状況で令和 3年度

予算編成をしたというところです。 

記者： 

金曜日（11 月 26 日）に、一連の不具合があった時間帯でだいたいどのくらいの電話

に影響があったのかと、そういう集計はできているでしょうか。 

防災管財課長： 

  その時間帯、おおよそ 1時間半程度本庁に電話が繋がらない状況でしたが、市民の皆

さまには、「お急ぎの場合は支所の方で」ということで電話番号の案内をさせていただき

ました。その後確認したところ、本庁への用事と、それに関する問い合わせを確認いた

しましたが、繋がらない内容に関するお問い合わせが 2件程度。あとは、「窓口が機能し

ているのか」というお問い合わせが 1件ということで、これに関するものは 3件が確認

されています。 

 

記者： 

  今の関連になりますが、現在、まだ修理されていない状態なんですか。 

市長： 



  そうです。簡易的に点検をして、今、繋がっていますので、今、安定していますが、

修理というか、保守点検が終わるということは不具合が起きた場合には基盤自体を換え

るということになりますから、ですから基盤を換えるということで、修理を行うという

ことです。 

記者： 

  また同じような症状がでることがあるんですか。 

防災管財課長： 

  昨日と本日と安定しておりまして、このまま続いていますが、万一の時に備えまして

基盤の方を今できる限り集めています。それに加えまして、万一また不通になる場合が

ございますので、代替の電話が取れる確認を行っています。 

  ただ、昨日今日、通常どおり機能はしています。 

記者： 

  完全に修理できるのはいつなんですか。基盤を取り換えるのはいつなんですか。 

防災管財課長： 

  基盤の方を今取り寄せておりまして、今週中にはまいります。ただ、今は安定してい

るものですから、取り換える必要があるのかどうかも踏まえまして判断してまいります。 

 

記者： 

  関連で。今回は本庁舎の機械のトラブルでしたけども、今後、例えば支所ですとか行

政サービスセンター含めて公共施設でも今回のような事象があった場合に、他の施設の

点検ですとか、スケジュールとかあれば聞かせていただきたいんですけど。 

市長： 

  点検の方は毎月行っている状況です。他の支所についても令和 3年度と 4年度で全部

基盤を換えていくと。対象部品を換えていくということで予算準備をしているところで

すので、今、課題があるのは、早急に急ぐ本庁は令和 3年度に実施をしていきたいと思

っていますし、残り、支所もいくつかあるんですけど、そこについては令和 4年度で行

うということで、昨年度に予算を編成したところです。 

  当然、通常の点検、チェックは毎月行っていますので、もし急に危ないということに

なれば時期を待たずに修理せざるを得ないということですが、その点検状況を踏まえて

ということです。 

 

記者： 

  関連で。平成 30年度の時に予算を盛りこんでいたんだけども否決されたと。三浦市政

の時だと思うんですけど、これは庁舎の改修予算が否決されたのか。 

市長： 

  電話の改修予算もその庁舎の改修予算の中に入っていた状況です。それで、当時予算

が否決ということで、そのあと、電話の改修について予算の上程がされなかったという

状況です。 

 

記者： 

  市長は以前に事務方から耐用年数を過ぎているという報告を受けたけれどもそのまま

にしたということだけど、それでよいんですか。耐用年数を過ぎたら不具合なんていつ



起きるか分からんから、換えるべきじゃないですか。 

市長： 

  基本的には耐用年数というよりも保守点検が終わった段階で交換するというのが通常

の考え方だと思ってます。ですから、今年度実施するということで、私自身が聞いたの

は今年度聞いたんですけど、今年度 4 月に実施するのか、年度内 12 月に実施するのか

と。4 月に実施しても、いずれにしても発注は 6～7 月となっていきますから、それで、

実施する時に財源の確保とあわせて、今年度、状況が今安定しているので、今おっしゃ

るように、換えなければいけないと言われればそれきりなんですけど、安定していると

いうことと、財源の確保とこの 2点を踏まえて今年度の発注ということで、私の方は令

和 3年度に予算を盛らせていただいて、この後、12月で発注するという流れになってい

ると、そういうことです。 

記者： 

  「今安定しているから」というのは、今、明日、今にも起きる可能性があるので、や

はりそれは、事務方から話があった時点で換えるべきだったと思います。 

市長： 

  安定しているのかどうか、確かにその点もあるかと思いますが、私としては全体の財

源も含めて考えていきたいという思いがあったのも事実です。 

  合併特例債の対象にしなければ全部市の単費になる訳です。もちろん、こういう問題

が起きるというリスクも考えなければいけないということで、そのリスクの問題と財源

の問題ということで、本年度、何とか持つんじゃないかということで、こういう判断を

させていただきましたが、できるだけ早く換えていくということで取り組んでいきたい

と思っています。 

 

記者： 

  当日、業者に聞いたところですね、「また起こるだろう」とはっきり言っているんです

ね。それで、市長応接室で担当課長と副市長とカメラを回しながら聞いていた訳ですけ

ど、担当課長は「知っていた」と。ただ、副市長は「それは聞いていなかった」と。「そ

ういう状態であるとは知らなかった」と言っているんですけど、そういうことであると、

「幹部の中での危機意識が」というふうに言われても仕方がないと思いますが、このあ

たりはどういうことになるのか市民としては関心がありますので、そこをちょっと教え

てもらえますか。 

市長： 

  考え方としては、私自身も予算査定の時にもちろん基盤の問題は聞いていますので、

ただ、要は安定して動いているという認識があったということです。ですから、先ほど

のご指摘のとおり、「安定して動いていても保守期間が切れていればすぐ直せ」というお

考えは当然ですので、そういう点はもう少し議論をしなければいけないと思っています

し、今回、平成 30年以降この問題が予算化されていなかったということも問題だと思っ

ていますので、やはりこういう問題については、幹部職員としっかり情報共有しながら

課題を整理していくということは、改めて取り組んでいかなければいけないと考えてい

ます。 

記者： 

  副市長は聞いていなかったということはどうなんですか。 



市長： 

  予算査定の中で、「聞いていない」というのは、基盤が壊れるかもしれないという想定

はしていなかったと。私も実はそれはしておりませんでした。 

  たいへん申し訳ございませんが、安定して動いているということでしたので、今年度

補修するということで、そういうもので考えているところです。それは、予算査定の中

で議論したということでございます。 

 

記者： 

  「もう、換える部品がない」と言っているんだよね業者は。そんな状況のものを今ま

で置いておいたってことは、非常に危険だった訳ですよ。 

市長： 

  保守点検が切れるということは、今後部品がないということですので、たいへん申し

訳ありませんが、ただ、やはり大きな金額になりますと財源の確保も考えていかなけれ

ばいけないということもあるということで、今回こういう判断をさせていただきました

が、今後できる限りこういうものについては先を見越しながら財源の確保を含めて取り

組んでいくということで、行ってまいります。 

 

記者： 

  観光名所でもある二宮神社の関連なんですが、どこがいちばん燃えていたんですか。 

市長： 

  具体的にどこがどうというのは、公式な見解として私自身は把握しておりません。 

ということですので、報道の状況のまましか私のところには入っていないところです。 

記者： 

  消防も何も言っていないんですか。 

市長： 

  はい。基本的には確定した情報としては上がっていないということです。 

  私が把握しているのは、メディアで出ていた情報と、そういうことがあるのかないの

かというところは確定できていない状況であるということです。 

 

記者： 

  関連でなんですが、二宮神社の火災でですね、市の有形文化財である能舞台は被災は

免れたんですが、一方で、もう 1つの文化財である狛犬がかなり破損を受けたというこ

とで、今、修繕を含めて検討されているところですが、またこれから空気の乾燥する季

節になりますし、他の文化財も含め神社もなかなか常に人がいる訳じゃありませんし、

予防も含めて注意喚起も含めて一言お願いできますか。 

市長： 

  今日、最後に申し上げようと思っておりましたが、二宮神社もそうなんですが、この

時期はどうしても火を使うことが多くなるということで、火災が多くなって、毎年、命

が失われたり、命だけでなくて火災の場合、思い出からすべての財産が失われてしまう

ことになりますので、本当に辛いことが起きますので、これは気を付けていただきたい

と思っていますし、市としても文化財の消防というのは、毎年場所を決めながら教育委

員会の方で訓練を実施しているところですので、そういうところでまた消防署と話をし



ながら、啓発等も含めて取り組んでまいりたいと考えています。 

 

記者： 

  市内の中学校で感染症胃腸炎がかなり流行っていると。風邪症状が大変な状態だと父

兄から聞いたんですが、そのあたりは何か把握されてますか。 

市長： 

  少し前にそういう状況があると聞いていますが、今現在の保育園の状況等をお話しし

ます。 

  保育園の方でちょっと話があったので、今、落ち着いたのかどうかが分かりませんが、

そういうことがあったということで対策を講じるという話は聞いています。 

子ども若者課長： 

  保育園については 10～11 月に感染性胃腸炎が流行しまして、登園自粛をした園が複

数ありますが、現在は 1日 1名程度というところで落ち着きを見せています。 

  市内の状況につきましては、今ほど中学校というお話しでしたが、中学校はどちらか

というと発熱の方が多いというような統計は出ていますが、今日現在のサーベイランス

を見てこなかったので、兄弟児がいるので多少なりとも感染状況はあるのかも知れませ

んが、クラスの運営が困難に至っているということは聞いていません。 

 

 最後に 

 

今月もありがとうございました。 

これから季節の変わり目ということで、風邪もありますし、コロナの方もまた新しい変

異ウイルスというような情報も入っていますので、我々もしっかりと情報を把握して必要

なことは市民の皆さまにお伝えしたいと思っています。 

また一方、これからは火災の時期になりますので、本当に体調管理と、特に火の元につ

いてはご注意いただきたいとお願い申し上げて、今月の記者会見とさせていただきます。 

今月もありがとうございました。 

 


