
令和 3年 12月市長定例記者会見 記録 

令和 3年 12月 22日(水) 

午前 10時～午前 10時 37分 

 

発表案件 

 

1 子育て世帯への臨時特別給付金の一括支給について 

 

 18 歳以下のお子さんを養育している子育て世帯への 10 万円の給付金については、5 万

円を現金で、残りの 5万円をクーポンで支給する方向で進めてまいりましたが、この度の

国の給付方針の変更を受け、本市では 10 万円を現金で一括支給することを決定し、17 日

（金）に関係予算の議決をいただきました。 

 

 児童手当を受給している方や高校生のみの世帯等で、既に申請済みの方については新た

な申請なしで 10万円を支給いたします。 

支給日は当初ご案内のとおり 12月 24日（金）です。 

ただし、12 月 16 日（木）以降に申請書を提出いただいた方については、現在申請内容

の審査を行っており、1月以降に順次支給いたします。 

 

高校生のみの世帯などでまだ申請がお済みでない方は、早めの申請をお願いします。 

 

 

2 文化財防火デー「防火訓練」の実施について 

 

市内でも指定文化財に影響する火災が 2件発生しました。 

発生後は、文化財の所有者に連絡差し上げるなどし、火災予防の徹底をお願い申し上げ

ているところです。 

 

防火訓練の実施については毎年行われているものです。 

毎年 1月 26日は「文化財防火デー」に定められています。 

 これは、昭和 24年 1月 26日に法隆寺金堂(こんどう)で火災が発生し貴重な壁画が焼損

したことから、これを教訓として、文化財を火災・震災その他の災害から守るため、昭和

30年から「文化財防火デー」と定められました。 

全国的にこの日を中心に文化財防火運動が展開されます。 

 

佐渡市でも文化財防火デーに合わせて消防訓練を実施します。 

今年度は、令和 4年 1月 23日（日）午前 10時から金井地区の正法寺(しょうぼうじ)に

おいて開催します。 

 内容としましては、建物からの出火を想定した「消火訓練」や「消火器の取扱い講習」

を予定しています。 



 

 正法寺は世阿弥ゆかりの寺として知られ、本堂をはじめ、観音堂や鐘楼(しょうろう)な

ど計 6棟が国の登録有形文化財となっています。 

また、雨乞いの面として有名な県指定文化財「神事面(しんじめん)べしみ」も所蔵され

ています。 

 当日は、佐渡市消防本部や地元消防団とも連携した訓練を実施しますので、地域住民の

皆さまにもぜひご観覧いただきたいと思います。 

また、訓練終了後には正法寺の文化財について解説を交え見学する時間を設けておりま

すので、こちらもぜひご参加いただきたいと思います。 

 

貴重な文化財を火災から守るため、今までも定期的に文書などでお願いしているところ

ですが、春と秋の火災予防運動と併せ、より一層の啓発活動に力を入れたいと考えている

ところです。 

 

 

3 佐渡市総合計画に関するパブリックコメント及び市民意見交換会を開催します 

 

市では、社会環境や経済情勢の変化に的確に対応するため、市民が佐渡の将来あるべき

姿を思い描けるように、市の最上位計画として「佐渡市総合計画」の策定を進めてまいり

ました。 

この度、総合計画の案が整いましたので、令和 4 年 1 月 11 日から 2 月 9 日の間におい

てパブリックコメントを実施します。 

ぜひ多くの皆さまからご覧いただきご意見を賜りたいと考えております。 

 

また、併せて 1月 21日から市内の 5ヶ所で市民意見交換会も予定しております。 

意見交換会につきましては、令和 4年度から 5年間の施策、特に重点的・横断的な施策

についてご説明させていただき、離島における課題や今後の持続可能なまちづくりについ

て、皆さまと意見交換をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたし

ます。 

なお、意見交換会では三密などの感染症対策を施し、万全の態勢を整えて実施いたしま

す。事前申し込みは必要ありませんので、ご都合のつく会場にぜひお越しくださいますよ

う重ねてお願い申し上げます。 

 

 

4 新型コロナワクチン接種について 

 

新型コロナウイルス感染症の発生状況につきましては、全国的に減少傾向にあったとこ

ろですが、国内でもオミクロン株の感染者が確認され、微増傾向にあります。 

新潟県内では、小学校関連のクラスターも発生していることから、本市においても保育

園・小中学校並びに企業等へも 12月 17日に注意喚起をしたところです。 

今後第 6波に備え、ワクチン追加接種の前倒しや新しい生活様式（三密回避、マスク着



用、手指消毒、換気など）の実践など基本的な予防対策を徹底しながら、年末・年始は普

通の生活を取り戻せるように引き続き取り組んでいく必要があります。 

一方で、特に、体調が悪い場合は行動を控えていただくなども含めながら、新しい生活

様式の徹底を再度お願いしたいと考えています。 

市民との意見交換会でもお願いしていますが、マスクの着用と、特に、冬場は換気が大

きな影響を与えるのではないかと考えています。 

もちろん手洗いも大事ですが、狭い部屋に長時間いる場合は換気に気をつけるなどし、

クラスターを出さないということを市民の皆さまと一緒に取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

 

新型コロナワクチン接種につきましては、集団接種の 2回目が 12月 18日に終了してお

ります。 

 対象者全体での接種状況は、12月 21日現在で 1回目が 90.04％で 4万 4千 91人、2回

目が 89.53％で 4万 3千 840人の方が終了しております。 

  

 また 3 回目の追加接種につきましては、12 月 13 日から医療従事者から順に接種を開始

しております。 

 接種時期につきましては、当初、2 回目接種を終了し 8 か月を経過した方からとなって

おりましたが、先週 17日に国から通知があり、オミクロン株の発生をふまえ、医療従事者

や高齢者施設入所者や従事者は 6か月、一般の高齢者につきましては 7か月経過した方か

ら接種時期を前倒しできることとなりましたので、本市におきましても計画を前倒しでき

るよう見直しの準備を進めているところです。 

 接種方法につきましては、1回目、2回目と同様に医療機関での「個別接種」と「集団接

種」の併用で実施し、集団接種につきましては、3 月からの予定を 2 月からに変更できる

よう、準備しております。 

 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おります。 

 

また、使用するワクチンは 1月まではファイザー社製、2、3月はファイザー社製と武田

モデルナ社製の 2種類となります。（4月以降は不明） 

 感染拡大防止のためにも、1、2回目に続き 3回目のワクチン接種も積極的に受けてくだ

さいますようお願いいたします。 

 

 

事前質問 

 

① ことし 1 年、佐渡に関わるニュースで最も印象に残った出来事は何か。また今年 1 年

を漢字 1字で表すと何になるか？ 

 

市長： 

今年 1年は様々なニュースがありましたが、私自身は若者の躍動感をものすごく感じ



ました。 

子供の数が減少している状況ではありますが、プロ野球選手の登場、関取として二桁

勝利した朝乃若関。そのほか、子供たちも全国大会で優秀な成績を挙げるなど、まるで

子供の数が増えているようなイメージがするくらい若い人たちの躍動があったと思い

ます。 

起業においても 20～30 代の方が佐渡での起業にチャレンジするということで、スポ

ーツや教育の部分も含めて、また、起業における若い人の活躍の部分も含めると本当に

今年は若い人の活躍が私自身は強く心に残っています。 

お陰で、それに引っ張られて佐渡も少し若くなって、これから元気にやっていくこと

を祈念するということで、私自身は若者の「若」を今年の一文字と考えています。 

また、文化の面においても、羽茂高校の郷土芸能部は安定した活躍をされていますし、

来年 1月に開催される将棋の小学生全国大会に、小学 5年生の佐々木さんが出場という

ことで、スポーツから文化から、子どもの活躍は本当に嬉しいと思っていますので、佐

渡もこういうふうに若々しい島になって、元気な活躍を子供からもらって頑張らなけれ

ばいけないという思いです。   

 

 

② 世界遺産の国内推薦候補選定時期の見通しは？ 

 

市長： 

  文化審議会に諮問している訳でございます。ですから、その答申がいつ出るのかを待

っている状況です。 

  これは国が開催する審議会ですから、私どもが「いつ」ということはまだ情報として

入っていません。 

  いずれにいたしましても、来年 2月 1日までがユネスコへの推薦書の提出時期となり

ますので、我々としてはいつ答申が出てもよいようにしっかりと準備をしながら、1 日

も早い吉報を待ちたいと考えています。 

 

 

③ 12月議会で、世界遺産登録を見据え、観光客らに環境保全への協力を求める仕組みに

ついて国内推薦候補選定後に官民で議論するとの答弁があったが、具体的にどのよう

に協力を求める仕組みの導入が想定されているか。 

 

市長： 

まず、仕組みの導入がありきではないことをご理解いただきたいと思います。 

トキの野生復帰を含めて、例えば、天然杉も含めて、文化財も含めて、佐渡は未来に

継承しなければならない保全すべき財産がたくさんあると思っています。本当に価値の

ある誇れる島だと思っています。 

また、世界文化遺産というのは、それを世界的な価値として認めていただく訳ですか

ら、そういうものをどのように価値づけして、どのように守っていく、それをどのよう

に応援してもらうのか。 

入島税の話になると「お客さまが減る」など様々なご意見がありますが、私自身はそ



のように思っておらず、観光に来られるお客さまがそういう部分を応援してくださると

いうことは今の観光のトレンドになっていると認識しています。 

例えば、「環境エコツアー」だとか、旅行へ行ってごみ拾いをするようなツアーもある

訳です。 

ですから、佐渡は自然、文化、歴史、これを保全する中で観光を楽しんでもらう。 

それがまた長期滞在にも繋がるでしょうし、これからの観光は単なる 1泊 2日で佐渡

を観てお酒を飲んでおいしいものを食べて帰るのではなく、関係人口になっていただい

たり交流人口になっていただいたりし、その中で、他拠点居住や移住・定住が進んでい

く訳ですので、これからの観光の在り方というのは、もちろん「1 泊 2 日で」という方

もどんどん来ていただきたいですし、しかし、その中で、この佐渡にゆっくりと居て、

本当の良さを体感してもらう。そのような観光の提案をしていきたいと考えています。 

そのような中での議論ですので、まだ具体的には決めていませんが、例えば、新潟や

東京の連携大学にお願いするなど、広い見地で、「どのような形が佐渡にとって適切なの

か」というところを議論しながら進めていくべきだと思っています。 

市民全体で考えていく。そして外部からも考える機関を入れるというところで取り組

んでまいりたいと考えています。 

 

 

 質疑応答 

 

1 子育て世帯への臨時特別給付金の一括支給について 

 

質疑はありませんでした。 

   

2 文化財防火デー「防火訓練」の実施について 

 

記者： 

  市長からもお話しがあったとおり、二宮神社と妙照寺ということで、非常に残念な火

事があった訳ですけど、具体的にその後どのような呼びかけをされたのか補足があれば

お願いしたい。 

世界遺産推進課長： 

  火災の後、建物の他にも伝統工芸品ですとか有形文化財もございますので、指定文化

財等を管理されている方、所有されている方々に対して消防本部と共同で、防火対策、

また、「こういうところに注意すべき」という文書とチラシをお配りして注意喚起してい

るところです。 

 

 

3 佐渡市総合計画に関するパブリックコメント及び市民意見交換会を開催します 

 

記者： 



  計画の案として整ったとのことですけど、多岐に渡る計画なので当然すべてというの

は無理なんですが、大まかに、今回の計画案に対して市長としてどのような思いを込め

られたのかということをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。 

市長： 

  平成 23年に総合計画の策定義務がなくなって以降、「佐渡市将来ビジョン」というこ

とで取り組んでまいりましたが、ビジョンはどちらかというと市の経営に近い内容でし

て、市民の皆さまと一緒にこれからまちづくりをしていかなければならない。 

以前のように自治体が主体で何かをやって上手に運んだという例は全国を見渡して

もかなり少なくて、やはり市民の皆さまと一緒に取り組むことで持続可能な地域を作っ

ていくということが必要です。 

  もう一つ、私が市民の皆さまと取り組んでいきたいのが、低炭素社会の実現と生物多

様性社会を国が人類の大きな課題として考えている取り組みが、佐渡であれば大きなモ

デルではなくて小さなモデルとしてしっかり出来るのではないかと思っています。 

  そういう意味で、先ほどは文化あふれる島というお話もしましたが、そういうものと

合わせながら、人が暮らして「気持ちいいね」という島を目指すことの一つの方針とし

て、持続可能な地域づくりに向けて大きな方針を示して、市民の皆さまの理解を深めな

がら取り組んでいけたらと思っています。 

 

 

4 新型コロナワクチン接種について 

 

質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

① ことし 1 年、佐渡に関わるニュースで最も印象に残った出来事は何か。また今年 1 年

を漢字 1字で表すと何になるか？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

② 世界遺産の国内推薦候補選定時期の見通しは？ 

 

記者： 

  市民の皆さん情報のない中、7 月のあたりから「答申がいつか」と待ってらっしゃる

と思うんですけど、市長としてそのあたりをどういうふうに捉えてらっしゃるか。 

市長： 

  私も「年内に」という思いはあったのですが、今のところ情報が入ってきていないの

で、年内開催については把握ができていない状況です。 

  審査項目が 1つしかないということもありますし、そもそも高い評価を審議会から得

ている計画を再度ブラッシュアップして取り組んでいる訳でございますから、必ず吉報



が来るものと私自身は考えているところですが、今年は世界遺産のこれからの国内候補

の選定の仕方を含めた全体の見直しに入っているということで、その影響もあって遅れ

るだろうと予想していたところです。 

「1日も早く」という思いはまったく変わっていない状況です。 

 

記者： 

7月ですか。諮問にかかったのは。 

世界遺産推進課長： 

  諮問されたのは今年の 8月 11日でした。 

記者： 

  しかも、今市長が言われたように対象が 1件だけ。ここまで引っ張るというのはおか

しいという思いはないですか。 

市長： 

  遅れることは予想していました。 

  12月くらいかなというところは、今後の国内推薦の見直しを 8月以降に大部進めると

いう話は聞いていましたので、若干遅れるということで、年内と思っていましたが、今

の段階では報告が来ていないので、「出来るだけ早く」という思いはまったく変わりませ

ん。 

ただ、国の審議会の日程ですので、我々が「やれ」というのも難しい話ですので、そ

こは国全体の計画の中で、ここまで来たら、我々はしっかりと要望もしながら待つとい

うことしかないと考えています。 

記者： 

  仮に年を越した場合、2月 1日のユネスコへの申請は間に合うのか。 

市長： 

  先ほど申し上げたように、「遅れるであろう」と予想していましたので、今も県と並行

して、いつ答申が出ても申請に間に合うように準備をしているので、答申が遅いから申

請が間に合わないということはないと考えています。 

 

 

③ 12月議会で、世界遺産登録を見据え、観光客らに環境保全への協力を求める仕組みに

ついて国内推薦候補選定後に官民で議論するとの答弁があったが、具体的にどのように

協力を求める仕組みの導入が想定されているか。 

 

記者： 

  この件に関しては、12 月議会でも議員さんから「入湯税」という言葉もあり、また、

その後の日経さんの報道でも「環境協力金」という言葉がありましたけど、市長の先ほ

どの答えの趣旨としては、そういうことも含めて色々な選択肢があって、それを官民で、

色々な選択肢を含めて議論していくという理解でよろしいでしょうか。 

市長： 

  そのとおりです。 

  入湯税や環境協力金は手法であって、他にも宿泊税などの例が全国にありますので、

一般質問では議員から「入湯税」というお話があったので、「そういう方向を考えていま



す」という話をしたということです。 

  ですから、やはり、色々な課題を考えると、入湯税は、佐渡は観光のお客さまだけで

はないので、厳島（宮島）は観光客がほとんどですので乗船した時に比較的分かりやす

いですが、佐渡の場合はビジネスのお客さまも帰省の方もかなりいらっしゃいますので、

一律なものはなかなか難しいと考えています。 

  環境協力金というのは、どこでどういう形でいただいて、どういう形でお客さまに価

値を理解してもらえるのかという取り組みですとか、管理の問題ですとか、様々な形が

ある訳です。 

  宿泊税みたいなものは、金沢市、東京都、京都市などで導入していると思いますけど、

私はこのお金を入湯税などではなくて、そういうこと以外の文化の保全や自然の保全に

色々なご協力として、例えば先ほど申し上げたごみ拾いの環境ツアーを作ることも一つ

の手段です。 

  ですから、やはり、様々な形があるかと思いますので、世界遺産という価値をいただ

いた時に、世界から認められた価値をどのように表現して、お金を使って満足していた

だけるような仕組みをどのように作るかというところが大事だと思っていますので、

様々な影響もありますので、広く議論をして、専門家の意見もお借りして、サイズが大

きな島なので、その島の中でどのようにしていくのかということも考えていきたいと思

っています。 

 

記者： 

  補足して伺いたいんですけど。検討を開始する時期は国内推薦が決まった後か、それ

とも、本当に世界遺産登録が決まった後か。どちらなのか。 

市長： 

  国内推薦をいただければ議論に入りたいと考えています。 

  その上で、時期的には 1年くらいしっかりと議論して、準備期間も必要ですので、そ

うすると国内推薦をいただいてから、通常のスケジュールですと 2年ということですの

で、その中でしっかりとした結論が出せるのかなというイメージを持っているところで

す。 

 

記者： 

  補足なんですが、そうすると始める時期というか、税のイメージとしては世界遺産登

録と同時に始めるということでよいのかということが 1点と、税の種別で言うと、目的

別のような税のイメージなのか、それとも、例えばですが、世界遺産で入るような観光

客の方だけが対象なのか、それとも広く浅くというようなイメージなのか、そのへんを

教えてください。 

市長： 

  時期的なものは今申し上げたように、推薦をいただいてから議論をすると半年や 1年

ではできませんので、様々な形で、もし税であると国への申請も必要で簡単ではないの

で、時間としてはやはり 2年くらいは要するのではないかと思っています。 

  このあたりも、今後しっかりと調査しながら考えていかなければならないところです

が、概略では私自身がそんなイメージを持っているというところです。 

  それから、目的ですが、先ほど申し上げたとおり、世界遺産だけではなく、トキもこ



れからどんどん守って自然再生していかなければならない。 

例えば、一例で言うと、農業で言うとトキの餌場ですけど、今は少しずつ生産調整が

厳しくなってきて耕作放棄地が増えるようなことになると、トキの生息環境に大きな影

響を与えるだけでなくて、生物多様性自体に大きな影響が出てくる訳です。 

  この島はそういうものをしっかりと評価していただくことは大事ですので、私自身は

そういうものも含めた広いものを第一義的には考えておりますが、いずれにせよ、それ

が適切か否かも含めて議論をしていきたいという思いです。 

  これは私が今頭の中で想定しているイメージを聞かれると、「そういうことだ」という

ことでございます。 

 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  拉致被害者の曽我さんのお母さんが 90 歳ということで、曽我さんは市の職員として

施設で働いている訳ですけど、市長として曽我さんにどんな言葉、思い、気持ちを持っ

ているかが 1つですね。 

  あと、その後、拉致問題の解決に向けて最近の最新の取り組みは署名活動以外にどの

ようなものがあるのか、それをお願いします。 

市長： 

  まず、本当にもう時間が残されていないということが、横田さんが亡くなられた時か

ら関係者一同その思いが強くあるということです。 

  この中で、12 月 18 日に飯塚さんがお亡くなりになられたということで、本当に切羽

詰まった状態だということです。 

  こういう状況の中で、曽我さんは一生懸命、例えば 8月以降、もう 10回ほどの講演を

していただいて、様々な思いの中、市民の皆さまや市外の皆さま方に、拉致・人権の問

題を訴えられているということで、私自身は曽我さんを支えながら、曽我さんが様々な

形で活動しやすいようにサポートしていかなければいけないと思っています。 

  もちろん外交の問題ですので、やはりどうしても最後は国に動いてもなわなければな

らないですが、国を動かすという意味でも、柏崎市・佐渡市・小浜市と連携しながら進

めておりますので、それに向けてまた来年も早急に、署名だとか大使館の要望であると

か様々なことを取り組んでいきたいと考えております。 

  その中で、大きな動きとしては、8月 25日に柏崎市長と私と拉致被害者関係市連絡会

でアメリカ大使館の方へ解決に向けた要望書を提出してまいりました。（本来は、柏崎市、

小浜市、佐渡市の三市合同の予定だったが、小浜市が急遽参加できなくなったため） 

  これがまた色々なお話がありますので、大使が決まられたということで、是非、佐渡

や柏崎へおいでいただくということをこれから要望しながら、現場を見てもらうという

ことを考えたいと思っているところです。 

  このほか、大きな動きとしますと、8 月 26 日に市長村長の会ということで、「この問

題は単なる関係自治体のみの問題ではない」ということで、新潟県内の市町村長全員で

意識を共有して立ち向かっていこうということで、この会を立ち上げたということが今



年の大きな動きだと思っています。 

  その中で、この後もアメリカ大使、また、中国にもお願いをしていきたいなど、色々

な議論をしておりますので、関係市の中で方向を決めて皆さま方にお伝えしていきたい

と思っていますし、「時間が残されていない」という思いは皆一緒ですので、できるだけ

早く、年明けにまた議論していきたいと考えています。 

  先ほども申し上げましたが、曽我さんは、コロナが落ち着いて精力的に公演活動の方

も行っていただいているところです。本当に感謝申し上げるところです。 

記者： 

  アメリカ大使の来島の希望はいつぐらい。 

市長： 

  様々な調整がありますので、幹事市である柏崎市が、桜井市長に奮闘していただいて

いますので、しっかり議論しながら早く行っていきたい。 

また、面会しに行くだとかの形で、まずはパイプを繋いでいきたいと思っていますの

で、そのあたりは明確になりましたら発信したいと思っています。 

記者： 

  新年度に実現する思いというのは、そう受け止めてよいですか。 

市長： 

  例えば署名を出すのか、面会を受けるのか、大使館の日程調整もありますので、でき

るだけ早い時期に取り組んでいきたいという思いは持っております。 

  ただ、すべての日程調整が必要なので、しかし、何年後というような話ではなくて、

できるだけ早く動いていきたい。三市一緒に動いていきたいと思っています。 

 

記者： 

  佐渡汽船関係で、カーフェリーが来年 1月から、ドック入りの場合は 1隻体制になる

んですが、従前ですと「あかね」が代替という形で 1 日 5 本を維持されたんですけど、

今は「あかね」がないので、今度は原則 1日 3往復という非常に厳しい体制です。 

  旅客はもとより貨物輸送も非常に重要になってくるんですが、例えば、期間中に故障

を含めた非常時の輸送手段に、事故対策も含めて所感がございましたらお聞かせいただ

きたいと思います。 

市長： 

  「あかね」は波が 3m以上になると欠航も多くて、冬場の運航便は少なかったという現

状です。 

  そういう中ですが、今は 1艘しか動いていない。加えてジェットフォイルということ

で、通常であれば大丈夫かと思うんですが、ジェットフォイルが欠航になるような時は

かなりご不便をおかけするだろうと想定しているところです。 

  荷物についてですが、万一の時に備えて佐渡汽船が様々なマニュアルを作っていまし

て、別の貨物船を用意することも一例ですし、ジェットフォイルにももう少し荷物を載

せていくことも考えているとのことですし、運送業者の皆さんとも色々な話をして、今

は車で運んでいるものを貨物で運ぶような仕組みにするなど。 

  また、万一に備えて生活必需品から工業生産品から運んでいくという順番も決めてい

ます。 

冬場は若干貨物量も落ちると聞いてますが、いずれにせよ、かなりひっ迫した状態に



なると思いますので、市民の生活に影響がないようにということで佐渡汽船には申し上

げているところです。 

 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

1 年も終わりまして、毎年この時期にお願いしたいんですが、今はインフルエンザもあ

まり出ていないという状況ではございますが、やはり体調管理と火災ですね。 

冬はどうしても火災が発生することが多くございますので、火災に本当に注意して健や

かな年末年始をお迎えいただければと思っています。 

本当に 1年ありがとうございました。 

また来年もよろしくお願いします。 


