
令和 4年 1月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 1月 24日(月) 

午前 10時～午前 10時 31分 

 

発表案件 

 

1 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、全国的にオミクロン株の感染が

猛威を振るい、新潟県も 1月 21日から「まん延防止等重点措置」がとられています。佐渡

市では 1月 21日に今年初めての感染者の発表がありました。現在、PCR検査を含めた積極

的疫学調査が佐渡保健所において実施されているところで、佐渡市としても大規模に PCR

検査を進めながら感染対策を取っているところで、必要に応じて、学校・施設等を休校・

利用中止するなど、早め早めの対策を講じているところです。いずれにいたしましても、

新潟県としっかりと連携しながら適切な対策にスピーディーに取り組んでいきたいと考え

ています。 

 

「まん延防止等重点措置」期間につきまして、オミクロン株についても基本的には対策

は今までと全く変わりありません。より一層徹底していただきたいとの思いです。手洗い、

マスクの着用、3 密の回避、換気などが非常に重要ですので十分にご注意いただきたいと

考えています。また、感染リスクの高い場所への外出や移動、不要不急の県外との往来は

極力控えるなど、たいへんご不便をおかけしますが行動には十分注意していただきたいと

思います。 

ずっと申し上げていますが、マスクと換気が非常に重要であろうと考えていますので、

対策の徹底をお願い申し上げます。 

オミクロン株はこれまで以上に感染力が強く、潜伏期間も短いということです。以前の

デルタ株ですと 3～4 日くらいから菌が排出されてくるとのことでしたが、オミクロン株

は 2～3 日で症状が出てくる状況であると聞いています。症状が発生したらまず治療して

いただくことも重要ですし、PCR検査を実施していただくことも重要と思っています。 

急速に感染が拡大していますが、県内での感染者の 9割近くは症状があり、症状の多く

は、発熱、咽頭痛、咳など、風邪の症状に似ています。体調不良など異変を感じた場合、

早めにかかりつけ医または新潟県コロナ受診・相談センター（電話 025-256-8275）にお電

話いただき、受診あるいは相談をしてください。 

無症状で新型コロナの感染不安を感じる方は、新潟県が 2 月 13 日まで無料検査を実施

しています。佐渡市内 7つの薬局で検査できますので、事前にお電話でお問い合わせくだ

さい。 

 

再度申し上げますが、オミクロン株は感染速度が速いため、基本的な感染対策としてマ

スクの着用、換気の徹底、手洗い・手指消毒等に取り組んでいただくようお願い申し上げ

るとともに、どなたでも感染する恐れがありますので、落ち着いた行動と思いやりを持っ



た行動をお願いしたいと考えています。 

また、一つの対策としてこのオミクロン株につきましては、高齢者の方や基礎疾患のあ

る方は重症化するという例が出ています。そういう点で、新型コロナワクチンの接種が非

常に大事だと思っています。3回目の追加接種が 12月 13日から 1、2回目同様に医療従事

者から接種を開始しており、今月から高齢者施設の入所者や従事者、通所型施設の利用者

や従事者の接種についても個別医療機関で進めているところです。 

集団接種につきましても、2月 1日にトキのむら元気館から開始予定です。65歳以上の

高齢者で 2回目接種終了から 6か月以上経過した方から、順次接種券の発送を行っている

ところです。 

接種券が届きましたら、1、2回目同様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お願い

します。佐渡市ワクチン接種コールセンターですが、ナビダイヤルからフリーダイヤルに

変更しました。電話番号 「0120-37-4890（みんな よやくを）」 へお電話くださ

いますようお願いいたします。 

 

また、現在予約を受け付けているところですが、ファイザー社製ワクチンを選ぶ方が多

くなっています。国からの供給はモデルナ社製ワクチンが多く配分されています。集団接

種はモデルナ社製の使用が殆どです。どちらのワクチンであっても副反応や効果は 1、2回

目と変わりません。 

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。 

 

2 まん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店の営業時間短縮等について 

 

1月 21日（金）から新潟県全域にまん延防止等重点措置が適用され、新潟県から飲食店

等に対して営業時間短縮及び酒類提供の禁止などの要請が行われています。 

対象店舗は食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗ですが、昨年の県の特別警報

発令時の要請と大きく異なる点として、今回は酒類の提供を行わない店舗も対象となって

いることです。 

具体的な要請内容ですが、 

 

1 営業時間の短縮及び酒類提供の制限 

・営業時間を 5時から 20時までとし、酒類の提供を行わないこと。 

・ただし、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証店」は、営業時間を 5時から 21

時までとし、酒類の提供を 20時までとする営業形態も可能となります。 

2 人数の制限 

 ・同一グループの同一テーブルでの会食は 4人以内とすること。 

 

となっています。 

またご不便をおかけすることになりますが、飲食店・市民の皆様にはご理解・ご協力を

お願いいたします。 



なお、要請期間の全ての日において、営業時間短縮の要請にご協力いただいた飲食店に

は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」が支給されます。 

協力金の支給に関する事務は佐渡市が行い、支給金額は店舗ごとに算定されます。 

申請受付開始は要請期間終了翌日の 2月 14日（月）を予定しております。市では「協力

金支給事務センター」を設置しておりますので、協力金に関するご不明な点などがござい

ましたら、090-9368-0247 または 090-9368-0477 までお問い合わせください。 

 

3 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について 

 

国が生活支援として実施する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてお

知らせします。この給付金は対象世帯に 1世帯 10万円を現金支給するもので、対象は 2種

類ございます。 

 

一つ目は、令和 3年 12月 10日時点で佐渡市に住民登録のある令和 3年度住民税均等割

非課税世帯です。 

二つ目は令和 3年 1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少によ

り家計が急変し住民税非課税相当となった世帯です。 

 

一つ目は住民税の非課税世帯ということで比較的分かりやすいと思います。この世帯の

方については市から確認書を送付しますので、内容をご確認の上、市社会福祉課まで必ず

ご返信をお願いいたします。 

二つ目の家計急変世帯の方は、単純に収入が減少するということだけでなく、住民税非

課税世帯並みに収入が下がるという算定になります。したがって、どのくらい収入が下が

ったのかによって、また、扶養の数によっても変わってきますので、制度として分かりづ

らいところもありますので、大幅に収入等が減少した方は遠慮なくご相談いただければと

考えています。 

 

現在対象世帯等の確認を含め準備を進めているところです。 

確認書、ご案内の発送および申請の受付について、2 月上旬を目途に行いたいと考えて

おります。  

詳細等につきましては、広報、ホームページ等でご案内いたします。 

 

4 住宅リフォーム支援について 

 

 新型コロナウイルス感染拡大が長期化する中で、今年度、住宅リフォーム支援事業を行

った結果、要望の数がかなり多かったということと当事業の経済効果を踏まえ、再度、市

内の消費活動の活性化を図るために住宅リフォーム支援事業を実施します。 

  

制度の概要として、申請者は令和4年4月1日時点で佐渡市に住民登録がされいる方で、

現に居住している個人住宅において、市内業者が行う消費税抜き 10 万円以上のリフォー

ム工事の経費について補助を行います。補助率は工事費の 5 分の 1 以内で上限は 20 万円



です。 

ただし、平成 16 年 4 月 2 日から令和 4 年 4 月 1 日までに生まれたお子さまがいる世帯

は子育て世帯として上限を 30万円といたします。 

事業内容については、今年度行っているものと同じ内容となりますので、今年度申請さ

れた方はもう 1度申請いただければと思います。ただし、前回は採択されなかった方がか

なり多いということを考え、令和 3年度に交付を受けた方は今回は対象外とさせていただ

きます。 

 

 今後のスケジュールとしては、2月に制度内容をホームページ及びチラシにより周知し、

4月に受付、抽選、審査を行い、5月に交付決定を通知する予定です。なお、実績報告は令

和 5 年 3 月 10 日までとなりますので、工事が終わり次第速やかに工事代金を支払い、報

告をお願いいたします。 

今回は、前回よりおよそ 2ヶ月早い事業開始となりますので、準備期間に余裕を持って

いただけるものと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

5 「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録に向けた状況について 

 

昨年 12月 28日、文化審議会から世界遺産の推薦候補に選定するとの答申をいただきま

したが、「推薦の決定ではなく、総合的に検討を行う」との異例の一文が明記されたところ

です。 

 しかし、文化審議会において世界遺産の候補に選定されたということは、佐渡金銀山が

日本文化を代表する文化遺産として認められたものであり、通常であればここで認めてい

ただいたものはそのまま世界遺産に登録されているということですので、まずは文化審議

会がしっかりとこの評価をしていただいた、江戸時代における手工業による採掘技術は非

常に誇れるものだと思っていますし、私自身何度も申し上げておりますが、基本的には金

山を中心に生まれた多くの江戸の文化が佐渡でしっかりと根付いています。 

一つは北前船の文化でもありますし、日本の 1/3の能舞台が佐渡にあるという文化でも

ありますし、もう一つ誇れるのは、世界にも例のない、鉱山経営をしながら貨幣を作って

いたという事実もあるということです。それだけ天領の地として非常に高い文化を誇って

いる。こういうものは必ず世界に発信しなければならない。残さなければならないという

思いです。 

江戸時代のヨーロッパの地図には、佐渡は「金の島」と書いている訳ですので、世界を

動かすこの江戸の歴史であったと私自身も考えているところですので、そういう部分での

「候補としてふさわしい」との一言は本当にありがたく、感謝申し上げるところです。 

 

ただ、異例の一文があったということで、1 月 7 日に花角知事、国・県・市の議員連盟

の皆さまと一緒に末松文部科学大臣等と面会し、ユネスコの推薦を訴えてまいりました。 

さらに 1月 18日には、県教育長・自民党新潟県連の役員の皆さまと共に、県市長会・県

町村会による決議文、佐渡市議会からの要望書、市内 9つの民間団体の皆さまからの要望

書を、改めて関係される方々へお渡しし、「佐渡島(さど)の金山」の世界遺産としての価値、

地元における長い間の取り組みや熱い思いをお伝えし、文化審議会の答申を踏まえ、ユネ

スコへ速やかに推薦をするよう再度のお願いをしてきたところです。 



  

先週末には「国内推薦見送り」との報道がありましたが、新潟県と佐渡市に対する国か

らの連絡については一切ありませんし、本日の国会の中でも、政府の方は「総合的に検討

している」との答弁があったと聞いています。 

 ユネスコへの提出期限が 2月 1日に迫る中ではありますが、推薦実現に向け、新潟県と

一緒に、また、応援してくださる議員の皆さま方と一緒に、出来得る限りのことをしてい

きたいと思います。 

 

事前質問 

 

① 世界遺産国内推薦決定の見通しや関係各所への要請活動の感触。 

 

市長： 

政府の方からは「総合的に検討する」とのお話がずっとある中ではありますが、その

中でも、岸田総理の「登録することが何よりも大事であり、そのために効果的な事をし

っかりと検討している」との踏み込んだコメントもいただいたと思っているので、いず

れにいたしましても 2月 1日はマストの時間ですので、発表があるものと考えています。 

 

また、要請活動につきましては、私は文化庁も含めて基本的には我々の行動をしっか

りと理解していただいていると思っています。これはもちろん、政府の方もそうである

と思っています。 

  ただ、「総合的な検討」というところで、最後の「推薦」という部分をどうするのかと

いうことなので、「江戸時代の鉱山の価値」、また、「佐渡の取り組み」そのものについて

は非常に評価していただいていると認識しているところです。 

 

② まん延防止適用について佐渡市の対応は？ 

 

市長： 

 1月 20日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、今申し上げた飲食店の

営業時間短縮の要請もありますが、市の施設につきましては、基本的には感染対策を徹

底し、現段階では通常どおりということです。 

ただし、ジュニアスポーツや部活動に関しましては、新潟県の指針と合わせて、平日

90分間を限度とし、全国につながるような大会以外へは参加しない方針です。子どもに

かわいそうだという思いはありますが、今のクラスターの現状等を踏まえながら、そう

いう対策をとっていかなければならないと考えているところです。 

  イベントの開催に関しましては、不特定多数が参加するイベント等は避け、感染予防

対策を講じた上でイベント前後の体調チェックも行い、参加される方が把握できるよう

なイベントにつきましては、開催するということで考えています。 

  いずれにいたしましても、このまん延防止適用について、今後の対策については、「コ

ロナを出さない」「クラスターを出さない」ことが大事ですので、国・県から来たワクチ

ンをできる限り早く接種できるような体制を作っていく。そして、基礎疾患のある方、



エッセンシャルワーカーの方々にも接種していく。そして、感染が発生した場合は閉所

や休止ということも徹底していくことで、オミクロン株の感染力の速さに対抗できるよ

うに、PCR検査の拡大も含めて最大限取り組んでいくというつもりです。 

 

③ 大相撲初場所での朝乃若関の成績についての所感。 

 

市長： 

本当に大活躍で、大活躍と言うか 2週間ドキドキする思いでした。 

朝乃若関は昨年 11月の新十両の場所では 10勝 5敗。今回、十両 6枚目の番付で迎え

たこの初場所では 9勝 6敗。本当に見事な成績だと思っています。 

 

十両に昇進すれば一人前といわれる大相撲の世界で、この成績は本当に素晴らしいと

しか言い表せません。 

正直、市民の皆さまもそうであるように、私も単純に「嬉しい」「本当に喜んでいる」

という状況です 

子どもの数が減少している中で、こういう素晴らしい活躍をする若者が現れるという

ことは、本当に佐渡の子どもたちにとって大きな目標になると思っていますし、色々な

希望・期待・励ましになると思っています。 

これからも子どもたちの目標になるように活躍をしてほしいと期待しているところ

です。 

 

  来場所以降、幕内への昇進もかかってくる状況です。また、市民の皆さまと一緒にな

って応援していきたいと考えているところです。 

 

 質疑応答 

 

1 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。 

   

2 まん延防止等重点措置の適用に伴う飲食店の営業時間短縮等について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

3 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

4 住宅リフォーム支援について 

 



記者： 

  この事業はトータルで何回目になりますか。 

建設課長： 

  平成 27年度までに 7回実施しておりますし、平成 28～30年度まで 3回実施しており

ますので 10回。また、今年度実施しておりますので 11回。そして新たに 12回目の実施

となります。 

記者： 

  過去 11回と比べて今回の予算規模は最大規模か。 

建設課長： 

  予算規模についてですが、前回、住環境整備事業を平成 28年度から 30年度まで実施

していますが、それにつきましては 8千万円、8千万円、9千万円という形で実施してい

ます。 

  今回の令和 3年度事業につきましては 8千万円の予算規模ですが、次回につきまして

は 7千万円の予算規模で実施させていただきたいと考えております。 

記者： 

  今回の実施に関して、市内経済へどのような効果を期待されるのかというあたりを市

長に。 

市長： 

  住宅リフォーム事業は明確に経済効果の数値が波及していますので、具体的な数値は

課長から説明します。 

建設課長： 

  経済効果ということで、今実施している令和 3 年度分の経済効果については 10.3 倍

を見込んでいます。しかしながら、途中で辞退するという形もありますので、最終的に

はもう少し下がると認識しています。 

市長： 

  これについては様々なところに波及しますので、通常の経済対策よりもかなり効果が

高く、効果の範囲が広いということがあります。また、安定して市民の皆さまから継続

を要望する声が挙がっていますので、次回は今回不足した分を追加で入れるというよう

なイメージで取り組むものです。 

 

5 「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録に向けた状況について 

（※事前質問①への質疑も併せて） 

 

記者： 

  政府の推薦が決まった時、もしくは見送られた時には、どういったふうにして佐渡市

へ連絡が来るのか把握されていらっしゃいますでしょうかということと、その決定もし

くは見送りの決定を受けて、佐渡市としてはどういうことをされる予定ということは決

まっておりますでしょうか。 

市長： 

  連絡については通常の認定を受ける時と同じように新潟県経由で。新潟県が申請元に

なる訳ですから連絡は新潟県から来るものだと認識しています。 

  この後どうしていくのかということですが、我々としてはいずれにいたしましても、



ユネスコの準備も含めまして明確になりしだい予定どおり進めていきたいと思ってい

ますし、今回推薦されないということは想定していません。基本的に推薦されるものと

して準備をしているところですが、いずれにいたしましても、どのような形になるのか

全く分からない話ですので、「総合的な検討」の中身を明確にしていただいた上で、対策

をしっかりと策定していくということが大事だと考えています。 

 

 事前質問（追加） 

 

② まん延防止適用について佐渡市の対応は？ 

 

記者： 

イベントについてお伺いしたいんですけど、市長のおっしゃったとおり、ある程度市

としての基準というのはおっしゃっていただいたとおりと思うんですけど、それに基づ

いてとは思うんですけど、この土日も色々とイベントが中止となりました。 

それで、我々が取材しても民間の方が実施について迷っておられたり、あるいは実施

したとしてもあまり大っぴらに公表することに迷ったりしているようなこともありま

した。 

その点を踏まえて、市民に対してイベント開催について、基準は基準としてありつつ、

何かメッセージとしてあれば何か。例えば、「感染対策をした上で、出来ることはやって

もいいんですよ」ということなのか、あるいは、「出来るだけ控えてほしい」ということ

なのか、そのあたりをメッセージがあれば市民に向けてお願いしたい。 

市長： 

  一つは先ほど申し上げたように、感染対策がしっかりととれるのかどうか。その感染

対策というのは、健康チェックのようなものと、新潟県からも示されているように不特

定多数の人、普段合わないような人と会うことは少し遠慮していただきたいという基本

的な考えがありますので、内輪のイベントであれば、感染対策がしっかりととれるもの

であれば、是非、対策を取った上で行うものは行っていただきたいと思っていますし、

もう一つは、こういう時代ですので、Web での開催を様々な形で取り組んでいくという

ことも大事ですので、対面でなくても出来るイベントも多々あると思います。 

  ただ、やはり今、このオミクロン株の急速な感染拡大を考えますと、不特定多数に対

しての健康チェック、特に風邪症状のチェックがイベント開催の前後 3日間程度できる

といったことを取り組まないと、クラスターの恐れもあるということで、そういうふう

に私自身は考えていますので、佐渡市のイベントの開催もそこを基準に、あとは具体的

に、どういう人が来て、どういう方々が居て、というところを踏まえて個別にしっかり

と考えていくということが大事と思っています。 

記者： 

  念押しですが、対策をとって行えるものは行ってもよいという。 

市長： 

  来られる人の対策がしっかりできれば私自身は今の段階ではイベントを止めることは

なくて、Web も含めてどうやって効果的にできるのかという議論をして取り組んでほし

いと思っています。 



  ただし、今は感染が佐渡でも発生していますので、その状況を見ながら、市中感染の

恐れがあると判断した場合は、再度そういうものも含めて情報提供していきたいと思っ

ていますので、しっかりと佐渡保健所と相談しながらオミクロン株がどういうふうに発

生しているのかも含めて議論しながら、毎日のように判断していくというつもりでいま

す。 

 

③ 大相撲初場所での朝乃若関の成績についての所感。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

質疑はありませんでした。 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

先般、本当に残念ですが火災で尊い命が失われました。寒い時期、火を使うことが多く

ございますけれど、高齢化も進んでいるところですので、火災等に本当に十分にお気をつ

けいただきたいと思います。 

特に、冬の寒い時期はどうしても火を使うことからこういうことが起きますし、本当に

皆さんで見守りながら気をつけて、貴重な命を落とさないようにお願いしたいと考えてい

ます。 

 

本日もありがとうございました。 

また本年もよろしくお願いします。 


