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令和 4年 2月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和 4年 2月 24日（木） 

時 間 午前１０時～午前１１時（予定） 

 

 

 発 表 内 容  

 

 

１ 令和３年度佐渡市一般会計補正予算第１４号（専決）及び 

第１５号について 

……＜財政課＞ 

２  令和４年度佐渡市一般会計当初予算について 

……＜財政課＞ 

３ 新型コロナワクチン接種について                      

……＜市民生活課＞ 

４ 「佐渡島の金山」応援デザインの紹介及び活用について 

           ……＜地域振興課＞ 

５ 令和３年の観光客入込状況について 

……＜観光振興課＞ 

 

 

【事前質問】 

①世界遺産関連（世界遺産） 

・タスクフォースのトップとの面会でどのような話が出たのか。佐渡市としては具体的にどう関わ

っていくか。 

・市が現在取り組んでいる作業は、また、その進捗状況は。 

②職員の懲戒処分関連（総務課） 

・窃盗事件に起因し職員２人に対して懲戒処分が出た。これに対する受け止めや今後の対応

は？ 
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③ 佐渡汽船関連（交通政策課） 

・みちのりホールディングス（ＨＤ）CEOの松本氏は市議会全員協議会での説明で、小木―直江

津航路維持には公的補助が必要との認識を示した。松本氏の発言をどう受け止めたか。市の

対応は？ 

・みちのりホールディングス（ＨＤ）は出資に際し、関係自治体などと連携協定を結ぶとしている。

協定締結に向けての佐渡市としての考えや主張は？ 
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市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ4．2．24） 

 

 

 

１ 令和３年度佐渡市一般会計補正予算第１４号（専決）及び 

第１５号について                        

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

（佐渡市一般会計補正予算第１４号：２月１４日付け専決処分） 

〇新潟県が県内飲食店等へ営業時間の短縮及び酒類提供の禁止などを要請。

〇協力いただいた市内事業者の方々に協力金を給付する 

「感染症拡大防止協力金給付事業」に８億６９４万２千円を計上。 

 

（３月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第１５号を上程） 

〇一般会計の補正予算規模 

・４億３千３１７万１千円を減額し、予算総額５１１億３６万５千円 

〇主な補正内容 

① 国の処遇改善制度に基づき、市内の公立及び私立の保育所や幼稚園等に 

保育士等の賃金改善を行うための経費：４４７万２千円を増額計上。 

② 降雪の影響に伴う道路除雪の経費：３億５千１３０万円を増額計上。 

③ 国の補正予算に伴う事業 

（1）交流人口等の拡大を図るため、空き家改修を行い、季節移住者等が 

滞在できる拠点整備に要する経費：１千３１６万１千円を増額計上。 

（2）マイナンバーカード所有者の戸籍手続き等ワンストップ化に係る 

システム改修に要する経費：４５８万７千円を増額計上。 

（3）市道法面の補修や橋りょう修繕、県営農業農村整備等に要する経費 

：１億１千８７１万円を増額計上。 

 

〇その他経費：コロナ禍における事業の縮小等に伴う経費の減額などを計上。 
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２ 令和４年度佐渡市一般会計当初予算について 

【配布資料あり】 

＜概要＞                    

〇国の「１６ヶ月予算」の考え方と連動し「住宅リフォーム支援事業」や「安 

全・安心なまちづくり事業」などの経済対策に加え、３月補正で提案する 

繰越事業等と一体的に編成。 

〇年度当初から経済対策に積極的に取り組めるよう所要額を計上。 

〇予算編成 

・新型コロナウイルス感染症の動向を注視しつつ、財源確保の徹底、歳出の 

見直しを行った一方、老朽化に伴う公共施設等の維持・更新や地域医療の 

確保などの喫緊の課題に対応するとともに、新たな総合計画を踏まえた、 

重点施策に集中的に取り組む予算として編成。 

 

〇予算規模：４５３億６千万円 

（前年度当初予算と比較：１億８千万円、０．４％の減） 

 

<歳入の特徴> 

 ・市税や地方消費税交付金、国県支出金を増額計上。 

・普通建設事業の財源対策として合併特例債等有利な市債の活用を図る。 

・財政調整基金の取り崩しにより財源不足の調整を行う。 

<歳出の特徴> 

 ・借換債が前年度と比較し皆減の１０億８千４百万円 

・公債費で１３億９千５百万円の減 

 ・庁舎整備など普通建設事業で１億３千６百万円の増 

・航路運賃低廉化事業や雇用機会拡充事業など補助費等で 

８億３千２百万円の増 

・新型コロナ対策経費で８千６百万円の増 

 

〇「佐渡島の金山」関連事業 

・島の文化的、歴史的な価値を世界に発信するための大きな機会として捉え、 

世界遺産登録を確かなものとするため、イコモス現地審査、書類審査への 
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対応に万全を期すとともに、世界遺産の構成資産の保存と活用を図るため、 

世界遺産登録推進事業、世界遺産史跡管理費、及び世界遺産史跡保存整備 

費などに所要額を計上。 

・佐渡金銀山が持つ江戸時代を代表する歴史伝統文化など、他にない独自の 

資源を活かした持続可能な観光地域として国内外多くの方々から選ばれ、 

訪れ、体感し、暮らしたいと思っていただける観光戦略。 

・世界遺産登録を見据えた文化、歴史、自然、スポーツ等のツーリズムをテ 

ーマとした着地型観光の受入体制の強化、世界遺産を核とした周遊滞在型 

観光の構築を目指すため、滞在型観光促進事業、観光地域づくり推進事業、 

対岸市等交流拡大推進事業に所要額を計上。 

・島内の機運醸成を図るため、佐渡金銀山をイメージした商品開発等実践支 

援事業、市民の皆様があらためて佐渡金銀山などの文化、歴史、自然等を 

学び、世界遺産登録への理解と認知を深めるための３資産等を巡るツアー 

等への支援。 

 

〇重点施策の主な取組 

「子どもからお年寄りまで安心して豊かに暮らし、地域への愛着や誇りを持

って活躍できる持続可能な島づくり」に向けて、６つの柱を基本に事業の重

点化を図り取り組む。 

 

① 「市民の意見を市政に反映する島づくり」 

市民が主体となり行う、地域内の困りごとの解決、助けあいの取組の支援 

・地域コミュニティ交付金制度を創設。 

・各支所、行政サービスセンターが、地域資源や特色を活かした新たな地域 

活性化への独自事業を行う。 

・市民サービス、政策実現のスピード向上等、様々な面でデジタルトランス 

フォーメーションを活用した効率化、効果的な行政運営を推進するため、 

外部人材活用事業やデジタル化推進事業に所要額を計上。 

 

② 「産業振興と雇用が充実した島づくり」 

〇働き方の多様化への対応 

・佐渡ビジネスコンテストの開催、起業アドバイザーの活用、インキュベー 
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ションセンターの整備等により多様な企業や人材の誘致、島内企業の経営 

拡大などを支援。 

・起業成功率ナンバーワンの島づくりと社会減ゼロを目指すため、企業誘致・ 

スタートアップ支援事業やインキュベーションセンター整備事業に所要額 

を計上。 

 

〇農林水産業 

・無農薬無科学肥料栽培により、島の特徴を活かした高付加価値販売による 

新たな販売戦略など、生産体制の構築と更なるブランド力の強化。 

・農業が低炭素社会実現の役割を果たす仕組みづくり。 

〇観光戦略 

・来訪者の顧客管理とその利活用の仕組みづくり等に取り組む。 

・佐渡金銀山をはじめ、豊かな自然、歴史、文化等を活用し、体感し楽しん 

でもらうアドベンチャーツーリズム推進事業を行う。 

・離島で人が住み続けるためには、交通体系の維持・確保が不可欠であり、 

市民や来訪者の利便性を確保するため、I C Tを活用した新モビリティサ 

ービス推進事業を企業等と連携して進める。 

 

③ 「防災・減災で安全安心な島づくり」 

・災害リスク等に備え交通インフラ等の定期的な点検・診断による状況把握 

安全対策や長寿命化等を図るための所要額を計上。 

・防災対策事業により地区防災計画策定の推進や、自助、共助における地域 

防災力の向上を進める。 

・災害時等の電源喪失等の対策として、防災拠点となる行政庁舎や避難施設、 

医療・福祉や教育、産業関連施設などへの再生可能エネルギーの導入促進 

を図る。 

・地産地消のエネルギーを活用した持続可能な島づくりに取組むための所要 

額を計上。 

 

④ 「子どもから高齢者まで市民が夢や希望のもてる島づくり」 

・保育所業務に I C T化を導入し、保護者の利便性向上と保育士の業務負担 

の軽減を図る。 
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・子ども若者相談事業により専門知識等を有する相談員を配置し、関係機関 

と連携しながら相談機能強化等を図る。 

・すこやかな妊娠・出産を待ち望む方々への支援として、不妊治療に係る支 

援に加え、新たに不育治療費の補助を行い支援の充実を図る。  

・健康寿命日本一を目指し、新たに健康推進月間を創設し新たな健康キャン 

ペーンの実施や健康イベント等を企業との連携により開催し、健康づくり 

への意識の醸成を図る。 

・高齢者の健康寿命延伸に向けた取組として、栄養改善やフレイル相談など、 

関係機関と連携して一体的な高齢者保健事業を実施。 

・親子が一緒に学べる取組や、子どもキャンプなど、子どもの生きる力を身 

に付ける活動を進める。 

・ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの軽運動や、ニュースポーツ大会の 

開催により、より多くの方々からスポーツに慣れ親しんでいただけるよう、 

所要額を計上。 

・図書館機能充実の一環として、さわた図書館をより多くの方々の交流拠点 

とするための基本構想の検討に要する経費を計上。 

・障がい者福祉について日常生活や社会参加への支援を充実・強化するため、 

市役所社会福祉課内に基幹相談支援センターを設置するなど、障がい福祉 

サービスの充足に努める。 

 

⑤ 「医療・介護・福祉が充実した島づくり」 

・長期的に佐渡医療圏に関わる人材確保に向け、研修医の海外留学支援や、 

高いスキルを持つ看護人材の確保、看護師をはじめとした医療人材の育成 

等を支援するための所要額を計上。 

・島内の医療・介護・福祉の連携を強化し、持続可能な社会保障サービスの 

体制整備を図るため、佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会の取組を 

支援する経費等を計上。 

 

⑥「教育と文化の島づくり」 

・児童生徒数の減少等により、芸能文化等、特色ある教育の継承が困難な状 

況を踏まえ「地域みらい留学制度」を活用した島留学推進事業を実施し、 

学校と多様な関係者で島外からの学生の受入体制の整備を進める。 
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・佐渡にある自然の価値を理解し、大切に思う心を育む学習の推進や、佐渡 

ジオパークの魅力発信、ジオツーリズム等を推進する取組を佐渡ジオパー 

ク 10周年記念事業等で進める。 

 

 

 

３ 新型コロナワクチン接種について 

＜概要＞                               

〇新型コロナウイルス感染症の発生状況 

・オミクロン株による第６波の影響で感染者が発生。（２/２３までに９７名） 

・１月２９日から２月中旬にかけて高校でのクラスターが多くを占めている。 

〇オミクロン株の特徴 

・感染力が強く潜伏期間が短い。 

・急速に感染が拡大する。 

・発熱、頭痛、咽頭痛、咳等、風邪のような症状。 

⇒症状を感じた場合は軽症でも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）へ連絡し、受診・相談をお願い 

します。 

〇新潟県では無料検査を実施 

・無症状で新型コロナの感染不安を感じる方 

：ウェルシア薬局ほか調剤薬局で３月６日まで無料検査を実施しています。

（事前にお問い合わせください） 

 

 

 

 

 

 

〇新型コロナワクチン接種 

・３回目の追加接種を実施しています。 

・接種率（2/23までの数値）：６５歳以上 33.62% 

１８歳以上 21.57% 

市民の皆さまへ： 

常に感染している可能性を考え、基本的な感染対策（換気・手洗い・手指消毒、３密回避、マス

ク着用、換気の徹底）や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

控えるなど感染予防にご協力くださるようお願いいたします。 

 



- 9 - 

 

・接種券は２回目接種から６か月経過を目安に毎週発送してます。 

・接種券が届いたら予約をお願いします。 

個別接種は各医療機関へ 

集団接種はインターネットまたは佐渡市ワクチン接種コールセンター 

電話０１２０－３７－４８９０「みんな よやくを」へ 

・接種間隔について 

２月１７日からどなたでも６か月経過以降接種できるよう予約受付をして 

います。 

お手元に届いた通知をご確認のうえ早めに予約をお願いします。 

 

〇５歳から１１歳以下のワクチン接種について 

・佐渡総合病院、両津病院、小木診療所の３つの施設で、３月１１日から 

接種開始する予定で準備を進めています。 

・ご本人と保護者がよくご相談のうえ、予約をお願いします。 

 

 

 

４ 「佐渡島の金山」応援デザインの紹介及び活用について 

＜概要＞                               

〇島内外の各所で掲示の短冊やネックストラップで使用のデザイン 

⇒世界遺産になることを祈る鬼たちの舞がモチーフ。 

⇒島内事業者による佐渡産品連携事業から発案されたプロジェクト 

「SADOSAN」で起用されている「鬼太鼓」と「金」と彩り鮮やかな「佐渡を 

世界遺産に」のロゴマークカラーを織り交ぜて作られたもの。 

 

「佐渡金銀山商品開発プロジェクト」 

このデザインを活用し、佐渡金山貯蔵古酒や佐渡金銀山の歴史がわかる一攫

千金すごろくなど、佐渡金銀山にちなんだ商品を島内事業者が製作。 

 

〇プロジェクトで製作した商品の報告会及び商談会を開催 

・日時：３月 10日（木）午前 10時～ 

・会場：きらりうむ佐渡 
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＊商品やサービスを活用し島内外の世界遺産登録に向けた機運醸成と佐渡産 

品ＰＲを図っていく。 

 

〇応援デザインを活用し、佐渡産商品、佐渡金銀山の魅力発信する事業者を 

募集しています。 

・お問い合せ：佐渡市地域振興課（電話０２５９－６３－４１５２）まで。 

 

 

 

５ 令和３年の観光客入込状況について  

＜概要＞ 

〇令和３年１月から１２月までの観光客数（推計値） 

・観光入込数：約２７万２千人（令和２年_約２５万４千人） 

前年比１０７％ 

・島内宿泊者数：約１８万３千人泊（令和２年_約１８万９千人泊） 

前年比９７％ 

〇令和３年の状況 

・新型コロナウイルス感染症第３波が１月にピークを迎え、首都圏に緊急事 

態宣言が発令。 

・夏から秋への誘客策 

さどまる倶楽部の宿泊ポイントバックキャンペーン、観光立寄り施設の 

キャンペーンを実施するも、８月の第５波の影響により、７月、８月の 

宿泊者数はコロナまん延前の５割程度にとどまる結果となった。 

・１０月、１１月には例年の８割程度まで回復。 

・年間と通してみると令和２年と同水準となり大変厳しい１年であった。 

 

 

 


