
令和 4年 2月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 2月 24日(木) 

午前 10時～午前 11時 11分 

 

発表案件 

 

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 

 

すでに報道等で周知のとおりです、新潟県全域を対象とした「まん延防止等重点措置」

の適用について、国が 3月 6日まで延長したことに伴い、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の要請を行っているところであります。 

これに伴い、要請にご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 2千円を計上した、佐渡市一般会計補正予算第 14号

を 2月 14日付けで専決処分し、要請にご協力いただいております飲食店等の巡回を含め、

給付事務を進めております。 

 

次に、3月 1日招集の 3月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第 15号を上程いたしま

す。 

 今回の一般会計の補正予算の規模は、4 億 3 千 317万 1千円を減額し予算総額が 511 億

36万 5千円となります。 

 

 主な補正内容ですが、 

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おける保育士

等の賃金改善を行うための経費に 447万 2千円を増額計上します。 

② 次に、降雪の影響に伴う、道路除雪に要する経費として、3億 5千 130万円を増額計上

します。 

③ 国の補正予算に伴う事業については、 

（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

備に要する経費に 1千 316万 1千円、 

（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

する経費に 458万 7千円、 

（3）このほか、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として、

1億 1千 871万円を増額計上するものです。 

 

なお、その他の経費については、コロナ禍における事業の縮小等に伴う経費の減額など

を計上しております。 

 

2 令和 4年度佐渡市一般会計当初予算について 

 

令和 4年度佐渡市一般会計の当初予算については、国の「16ヶ月予算」の考え方と連動



しており、1月の臨時議会でお認めいただいた「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て、3 月補正で提案する繰越事業等と一体的に

編成し、年度当初からの経済対策に積極的に取り組めるよう所要額を計上しています。 

 

予算編成としましては、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

底や歳出の見直しを行った一方で、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(きっきん)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したところです。 

 

予算規模は 453億 6千万円で、前年度の当初予算と比較し 1億 8千万円、率にして 0．

4％の減となっておりますが、昨年度の予算につきましては借換債という形を使っており、

実際に歳入・歳出が 10億円程度、市民の皆さまに支出する以外に乗っている状況で、それ

を差し引いた実質的な予算ベースで考えますと、約 9億円の増となります。 

この、実質的には 9億円の増加という中で国費が 8億円を占めますので、内容的には佐

渡航路の市民の皆さまの負担を軽減するための国からの経費を含めて、新たな事業を含め

た国の経費を多く持ってくることができたということと、一般財源をかなり縮小できたと

いうところで、できるだけ国のお金を持ってきながら市の財政をスリム化していくという

目的自体は、今年度は少しできたと考えています。 

 

内容につきまして、歳入においては、 

 ○市税や地方消費税交付金、国県支出金を増額計上し、 

○また、普通建設事業の財源対策として、合併特例債などの有利な市債の活用を図るほ

か、財政調整基金の取り崩しにより財源不足の調整を行いました。 

 

 歳出においては、 

 ○予算額の減額要因として、借換債(かりかえさい)が前年度と比較して、皆減の 10億 8

千 4百万円となっており、公債費で 13億 9千 5百万円の減である一方、 

 ○庁舎整備などの普通建設事業で 1億 3千 6百万円、航路運賃低廉化事業や雇用機会拡

充事業などの補助費等で 8億 3千 2百万円、新型コロナ対策経費で 8千 6百万円を増

額計上しています。 

 

この度、佐渡金銀山の世界文化遺産のユネスコ推薦が決定されたことは、島の文化的、

歴史的な価値が世界で評価されるものであり、その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、イコモス現地審査に向けた環境の

整備や、書類審査への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

に所要額を計上しています。 

 

また、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、他にはない独自の資

源を活かした持続可能な観光地域として国内外の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ような観光戦略が重要であり、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や、



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しています。 

 

このほか、島内における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

践支援事業や、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を行ってまい

ります。 

 

次に重点施策における主な取組をご紹介します。 

令和 4年度は、「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、 

①「市民の意見を市政に反映する島づくり」 

②「産業振興と雇用が充実した島づくり」 

③「防災・減災で安全安心な島づくり」 

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」 

⑤「医療・介護・福祉が充実した島づくり」 

⑥「教育と文化の島づくり」 

以上の 6つの柱を基本に事業の重点化を図り、取り組んでまいります。 

 

①「市民の意見を市政に反映する島づくり」について、 

市民が主体となって行う、地域内の困りごとの解決や、助けあいの取組などへの支援と

して、地域コミュニティ交付金制度を創設し、また、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ってまいります。 

コロナ禍が長期化する中、市民サービス・高齢化社会に対するデジタル化、交通インフ

ラのデジタル化も必要になります。そういう部分で外部人材を活用しまして、デジタル化

推進事業に所要額を計上しています。 

 

②「産業振興と雇用が充実した島づくり」について、 

 コロナ禍における働き方の多様化への対応として、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や、インキュベー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し、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しています 

 

 また、農林水産業においては、国の「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、無農薬無

科学肥料栽培などにより、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、また、農業が低炭素社会実現の役割を果たす

仕組みづくりなど、みどりの食料システム戦略推進事業を新たに進めてまいります。 

 観光戦略については、観光デジタル化推進事業により、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みます。 

また、佐渡金銀山をはじめ、豊かな自然、歴史、文化等を活用し、体感し楽しんでいた

だくため、アドベンチャーツーリズム推進事業を行います。 



離島において、人が住み続けていくためには、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、ICT 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てまいります。 

 

③「防災・減災で安全安心な島づくり」について、 

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と、安全対

策や長寿命化等を図るための所要額を、安全・安心まちづくり事業、交通安全対策事業に

計上しています。 

また、防災対策事業により、地区防災計画策定の推進や子どもたちの通学路の安全等に

も取り組み、自助・共助における地域防災力の向上を進めてまいります。 

 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りながら、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、ゼロカーボンアイラ

ンド推進事業に計上しています。 

 

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」について 

子育て世帯における共働き世帯の割合が 8割を超えている現状を踏まえ、従来の保育サ

ービスの提供に加え、保育所業務の ICT化の導入により、保護者の利便性向上と保育士の

業務負担の軽減を図り、更なる保育の質の向上を図るため、保育所等業務効率化推進事業

を行います。 

 また、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ってまいります。 

すこやかな妊娠・出産を待ち望んでおられる方々への支援として、これまでの不妊治療

に係る支援に加えて、新たに不育治療費の補助を行い、支援の充実を図ってまいります。  

健康寿命日本一を目指して、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りま

す。また、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します。 

 教育面においては、社会教育事業において、親子が一緒に学べる取組や子どもキャンプ

などで子どもの生きる力を身に付ける活動を進めてまいります。 

また、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、より多くの市民の方々からスポーツに慣れ親しんでいただけるよう、スポーツ推進

事業に所要額を計上しています。 

 図書館機能の充実の一環として、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図書館整備費に計上しています。 

 障がい者福祉については、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、障害者相談支援事業により、障が

い福祉サービスの充足に努めてまいります。 

 

⑤「医療・介護・福祉が充実した島づくり」については 

長期的に佐渡医療圏に関わる人材確保に向けて、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、地域医



療の人材育成・確保事業に所要額を計上しています。 

また、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佐渡

地域医療・介護・福祉提供体制協議会補助金関連事業等に所要額を計上しています。 

 

⑥「教育と文化の島づくり」について、 

児童生徒数の減少等により、芸能文化をはじめ、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てまいります。 

また、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

ークの魅力の発信や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

等で進めてまいります。 

 

以上が、令和 4年度の主な取組となります。 

詳しくは、配付しました一般会計当初予算の概要をご確認ください。 

 

3 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、オミクロン株による第 6波の影

響で、今年に入り 2月 23日までに 97名の感染者が発生しました。特に 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状況です。 

新潟県では「まん延防止等重点措置」期間を 3月 6日まで延長し、感染拡大防止を図っ

ているところです。 

オミクロン株はこれまで以上に感染力が強く、潜伏期間も短いことから、急速に感染が拡

大するのが特徴です。また、発熱、頭痛、咽頭痛、咳などの風邪のような症状となるのが

特徴のため、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）にお電話し、受診・相談していただくことや、場合に

よっては会社や学校を休んで様子をみる等お願いいたします。 

 

また、新潟県では、無症状で新型コロナの感染不安を感じる方に、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。事前にお電話でお問い合わせくださ

い。 

 

市民の皆さまには、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いますようお願いいた

します。 

 

新型コロナワクチン接種につきましては、現在、3回目の追加接種を実施しております。

昨日（2/23）までの接種率は 65歳以上の高齢者が 33.62%、18歳以上が 21.57%となってお

ります。 

接種券は 2回目接種から 6か月経過を目安に、毎週発送しております。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アルに変更し

ました。電話番号は「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、接種間隔につきましては、当初 2回目接種後 8か月経過以降となっていましたが、

2月・3月は 7か月経過以降等、対象年齢に応じてお知らせしていました。その後、ワクチ

ン供給に目途が立ちましたので、先週（2/17）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ので、お手元に届きました通知をご確認のうえ早めに予約され

ますようお願いいたします。 

 

 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。 

 

 また、5歳から 11歳以下のワクチン接種につきましては、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おります。 

 接種の予約につきましては、ご本人と保護者がよくご相談のうえ、ご予約くださいます

ようお願いいたします。 

 

4 「佐渡島の金山」応援デザインの紹介及び活用について 

 

 現在、島内外の各所で掲示されている短冊やネックストラップで使用されているデザイ

ンは、世界遺産になることを祈る鬼たちの舞がモチーフとなっております。 

 

これは、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（きん）」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です。 

 

「佐渡金銀山商品開発プロジェクト」では、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

者が製作しているところです。 

 

このプロジェクトで製作した商品の報告会及び商談会を 3月 10日（木）午前 10時から

「きらりうむ佐渡」で行います。 

 今後いろいろな商品やサービスなどでご活用いただくことで、島内外の世界遺産登録に

向けた機運醸成と佐渡産品ＰＲを図っていきたいと思います。 

 

 引き続き、応援デザインを活用して佐渡産商品、佐渡金銀山の魅力発信をいただける事

業者を募集していますので、佐渡市地域振興課（電話 0259－63－4152）までお問い合せく

ださい。 

 



5 令和 3年度の観光客入込状況について 

 

令和 3年の観光客数について、推計値が出ましたのでお知らせいたします。昨年 1月か

ら 12月までの観光入込数は、およそ 27万 2千人となり、前年の令和 2年（およそ 25万 4

千人）と比較し、107％となりました。 

また、島内の宿泊者数は、およそ 18万 3千人泊となり、前年の令和 2年（およそ 18万

9千人泊）と比較して 97％となりました。 

 令和 3年の状況は、新型コロナウイルス感染症の第 3波が 1月にピークを迎えたことか

ら、首都圏に緊急事態宣言が発令されるなど、厳しいスタートとなりました。 

夏から秋への誘客策としては、第 4波（ピーク 5月上旬）の状況を見極めながら、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し、

最盛期の観光需要回復に取り組みましたが、8 月の第 5 波（ピーク 8 月上旬）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りました。 

その後、コロナの感染状況は一定の収束をみせ、10月・11月には例年の 8割程度まで回

復したものの、年間を通してみて前年の令和 2年と同水準となり大変厳しい 1年となりま

した。 

 今年は、令和 5年の世界遺産登録を見据えた重要な 1年であり、特に「佐渡の江戸時代」

を全面的にＰＲし、誘客に取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

事前質問 

 

① 世界遺産関連 

・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。 

 

市長： 

2 月 14 日に新潟市内において 滝崎 成樹 内閣官房副長官補をはじめとする国のタス

クフォース関係者と面会し「佐渡島の金山」の世界遺産登録の実現に向けて国と県、佐

渡市が一体となって取り組んでいくことを確認したところです。 

佐渡市の役割の大きな点は、しっかりとイコモスの審査で価値を理解していただくこ

とだと思っています。また、もう 1点このタスクフォースの中でも議論があったように、

しっかりと、世界遺産に必要な様々な内容について国・県・市で連携しながら事実の証



明にむけた調査をしっかりとしていくことが重要だと思っています。 

もう一つは、この世界遺産関連については、市内も、県内も、国内も本当に大きな声

をいただいておりますので、応援される皆さまと一体となってこの世界遺産を活用して

いく。また、保全していく。継承していく。という取り組みの第一歩を進めていかなけ

ればならないと考えていますので、それに向かって全力で進みたいと考えています。 

 

② 職員の懲戒処分関連 

  ・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？ 

 

市長： 

佐渡市の職員が市民の信頼を失墜させたことについては本当に申し訳ないと思って

います。 

窃盗事件については犯罪行為です。犯罪行為というのは基本的に、「当然やってはいけ

ない」ということをすべての人が理解しているということが前提だと私自身は考えてい

ます。その中でこういう犯罪行為が起きた訳ですので、地方公務員法に基づいて厳正な

処分をしていくという思いです。 

職員 1人 1人が入庁時に、憲法を守ってしっかりと公務員として、全体の奉仕者とし

て最大限の職務能力を活かして頑張るという誓約書を提出している訳ですので、それに

基づいてしっかりと自分自身を見直していくということが大事だと考えていますので、

今、そういう中でこの件につきましては、研修等については当然強化していかなければ

ならないと思っていますし、組織風土をしっかりと変えていきたいということで民間の

外部人材の活用も考えているところで、職場全体の意識を改善していきたいということ

は一つの方向ではございますが、やはり、今回の事件を踏まえまして職員の 1人 1人が

どのように市民からの信頼を確保していくのかということも含めて、係ごとに職員自ら

がこのことについて話し合いをしてほしいと指示したところですので、1 人 1 人がしっ

かりと向き合って、これからの職務に取り組んでいくということを進めていきたいと考

えているところです。 

 

③ 佐渡汽船関連 

  ・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？ 

 

市長： 

まず、小木－直江津航路につきましては、松本 CEOから「公的補助が必要」と議員全

員協議会でも発言されました。その考え方として、そもそも現在も国の補助航路として

離島航路運営費が充当されていますし、本市においても様々な利用促進策を講じている

訳です。 

昨年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で形には結びつきませんでしたが、



上越ケーブルビジョンさんを含め、上越市、糸魚川市の市長とお会いし小木－直江津航

路の利用促進に対岸地域で頑張りましょうということで、お話しさせていただいたとこ

ろです。 

このように既存の補助金の維持を念頭に置いた発言であると私自身は認識している

ところです。 

一方、連携協定は今、実務レベルで協議していますが、やはり関係者が一体となって

佐渡航路の維持・活性化にむけて取り組むということが方向性になるだろうと考えてい

ます。 

佐渡市としては公共交通機関としての責務をしっかりと果たしてほしいということ

を、言葉としてはどういう形になるのかはこれからの協議ですが、そういう意向をしっ

かりと盛り込んでいきたいと考えています。 

 

 質疑応答 

 

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 

 

質疑はありませんでした。 

   

2 令和 4年度佐渡市一般会計当初予算について 

 

記者： 

全体の事業の中で、優先順位は全部が大切だということになると思うんですけど、特

に市長の肝いりと言えるものや、直接市長のアイディアで予算化してもの、市長の思い

のあるものがあれば。 

市長： 

  アイディアについては、職員と議論しながら進めていますので私個人のアイディアと

いうものはないです。ただし、佐渡市の課題を解決しなければいけないということで、

私自身が最も強い思いでいるのが、人口の社会減をどうやって止めるのかということで

す。 

  人口減少は自然減と社会減の両面があって、自然減は出生数と死亡数ということにな

りますが、これも佐渡全体で取り組んで来た訳で、昨年からようやく起業も含めて、起

業家が「佐渡は面白いね」と言える形になっている。そこの起業家と佐渡の企業が色々

な形で共鳴しながら元気になっていくことが大事だと思っています。 

  ですから、事業自体は今年度からの継続ですが、いよいよ 2年目としてインキュベー

ションセンターやお試し住宅も含めた動きが本格化してくるということになりますの

で、そこが一つ大きな点になりますし、今、国に申請している低炭素の島づくりについ

ても、国は今後も採択していきますので、今年がだめでもこの後はしっかりと継続して

進めていきたいと考えてますので、これからの地球規模の大きな課題の中でも、地域が

元気になって、地域の経済が循環して、そして地域に色々な魅力が高まってくる、そし

てそれが日本のモデルになっていく。 



  実は前段でも申し上げた佐渡のエネルギーというのは島で完結しているということで

す。ですから、完結しているという特徴を活かしてやはり低炭素に一歩、必ず EVを含め

た交通網の整備等にも踏み込める訳です。そこに合わせてデジタルの問題が出てくると

いうことで、低炭素社会を含めたデジタル化の実現というものが大きな思いです。 

 

  もう一つは、今まで 2年間仕事をしながら、だんだん地域で草刈りとか、例えば除雪

だとかごみ出しだとか、そういうものがコミュニティができなくなっている。できない

ものは公的なり社会福祉協議会であるとか、ご無心ネットであるとか様々に取り組む訳

ですが、今はまだできる地域もありますので、そういう地域は少し考えて、協力できる

ような体制づくりの一歩になればということで、新しい地域づくりの交付金を予算化し

たということです。 

  また、それに合わせて支所ごとに新たな予算を盛っていくということになりましたの

で、地域の特色を活かしていくということも併せて取り組んでいきたいと思います。 

  このあたりが、今回の予算の大きな特徴だと思っています。 

記者： 

  ちょうど今、交付金のお話が出たところですが、今段階で固まっているスキームです

ね。「1件あたりいくら」というような詰まっているようなものがあれば教えてください。 

市長： 

  私自身、今申し上げましたようにかなり広く使えるようにしていきたい。地域の課題

で、先ほど申し上げたように、例えば除雪だとか、地域で買い物をできない人がいるか

ら周りの人が買っていく、その経費を負担する。例えば草刈りで人が足りないから人を

頼むだとか、そういうものも広く使えるものにしていきたいと思っていますし、そうい

う意味で広い交付金、集落が皆さんで理解すれば使えるような交付金にしていきたいと

思っていますが、詳細は地域振興課長から説明します。 

地域振興課長： 

  交付金につきましては、先ほど市長のおっしゃられた地域での草刈り、ごみ出し等、

地域の困りごとを解決するための取組に対する交付金という形で考えています。 

  具体的には集落を基本に、例えば自治会等であるとかそういった団体に対する交付金

を考えています。 

  交付金の額につきましては上限という形で設けさせていただきまして、集落の世帯数

によって違いがありますので、数万円ということで交付金を考えているところです。 

  予算としましては、総額で 1千万円計上させていただいています。 

記者： 

  全体についてなんですが、起債残高は減らしてきている一方で、令和 4年度末の見込

みで言うと財政調整基金も取り崩しが続いているということで、市の財政状況全体につ

いてはどのような認識ですか。 

市長： 

  起債については合併特例債等、庁舎建設の説明会の際にも様々なご心配をいただきま

したが、我々の方はしっかりと有利起債を使っていますし、今の起債内容の上ではしっ

かりと対応ができるし大きな心配をしていませんが、一般的な貯金にあたる財政調整基

金をどうしても今入れなければならない。ただ、これも昨年からの当初予算比で 2億円

ほど減らさせていただきました。そういう点で、一般財源に頼る予算編成を、少しずつ



少しずつ、市民の皆さまのサービスを低下させずに一般財源に頼る率を下げていきたい

と考えている予算です。 

  そういう中で、私自身は今後、一般財源の率を下げながら国からの政策予算を確保し

ながら日本のモデルとなる佐渡を作っていきながら、財政をしっかりと取り組んでいか

なければならないと考えているところです。 

  そういう点については、これからしっかりと色々なものを含めて行革の方も考えてい

かなければいけないということも現状ですので、政策と行革は二面性でもありますが、

国と足並みを揃えてしっかりと取り組めばこの二面性の両立も可能だと考えています

ので、そこに向かって取り組んでいきたいというのが今の所の考えです。 

 

記者： 

  「佐渡島（さど）の金山」関連事業について。 

  資料 P.5の「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、他にはない、

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の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が重要」とあるが、具体的に言うとど

ういうことをするんですか。 

市長： 

  今申し上げているのが、史跡佐渡金山も西三川ゴールドパークもですが、様々な体験

を見ながら有人国境離島の対応として佐渡への交通コストも下げて、多くの人が応援に

来て、この江戸時代の価値をしっていただくというところを取り組んでいきたいと考え

ているところです。 

  その中で、スポーツや文化ツーリズムに力を入れながら、寺社仏閣なども観て行って

いただきたいと思っていますので、例えばゆっくりと滞在できるような電動バイク等を

エリアごとに配置するなど、そういうことも含めながら滞在型観光にシフトしていきた

いということが基本的な考え方です。 

記者： 

  交通コストを下げるというのは、具体的に、例えば「佐渡汽船の料金を補助して安く

する」とかそういうことか。 

市長： 

  そのとおりです。 

  有人国境離島の制度として島民の料金が安くなる制度はありますが、観光で来るお客

さまも体験メニューということであれば有人国境離島の対応になりますので、「世界遺

産の応援」という形で、多くの方からこの江戸時代の本当の価値を知ってもらう。そう

いう形にしていくということで、ジェットフォイル等も含めて佐渡汽船の船賃を下げる

ことが可能と考えています。 

記者： 

  どのくらい下げるんですか。 

市長： 

  具体的な金額についてはこれからですが、金額の目途については観光振興課長から説

明します。 

観光振興課長： 

  有人国境離島における観光客の運賃の割引については今までと同じスキームでして、



島民割引と同じように約半額くらいになるということで、ジェットフォイル並びにカー

フェリーについても条件によっては割引になるということです。 

記者： 

  観光に来る観光客にだけ半額にするということですか。 

観光振興課長： 

  我々観光振興課で商品化した旅行商品がございますが、それについて割引の対象にす

るということですので、フリーのお客さまについてはその割引対象ではないということ

になります。 

記者： 

  では、特定の観光商品のお客さまにだけ。 

観光振興課長： 

  販売についてはもちろん関係者、DMO、佐渡汽船、そういうところで商品化していく。

旅行会社とも連携していく。商品化していく。今までもそうしているものです。 

記者： 

  資料があればいただけませんか。 

観光振興課長： 

  承知しました。 

  今年と同じスキームになるかと思いますので、今年のスキームを後ほど配布させてい

ただきます。 

記者： 

  それはいつからやるんですか。4月から。 

観光振興課長： 

  4月 1日から 3月 31日まで。 

市長： 

  私自身はもう少し早く実施したいと思っているんですけど、補助金の制度もあるので、

まん延防止等重点措置が 3月 6日に解除ということなので、それが終わりしだい何らか

の仕掛けをしていきたいという思いもございますので、そのあたりもできしだいメディ

アに発信していきたいと思います。 

 

記者： 

  デジタル関係について。 

  色々と計画を作るということですけど、これは主に役所内のデジタル化の話ですか。 

市長： 

  デジタルについては、私はやらなければならないと思っています。三つ方針がありま

す。 

  その一つが市民サービスの部分です。これはどちらかというと市役所の業務をどう改

善していくのかということになっていく訳です。市役所の業務だけではありませんけど、

例えば先ほどの保育園のデジタル化についても、保育士の業務がギュッと縮めば園児と

しっかりと話ができるということもある訳です。サービス力の向上が可能となる訳です。

こういう市民サービスの部分が一つ。 

  もう一つは、高齢化社会に向けたデジタル化を今後佐渡でどのようにしていくのかと

いうことです。 



  佐渡は日本の 20 年先を行っている訳ですので、ある意味我々がこれに取り組むこと

によって日本のデジタルのモデルができると思っていますし、企業と連携しながら取り

組んでいきたい。 

  そしてもう一つは観光も含めたお客さまのデジタルサービス。ここも今、他所の自治

体の例ですが、港に来るとチェックインができるような仕組みがもう現実に動いている

訳です。 

  やはり我々としてもお客さまの利便性をどう高めていくのかということが大事だと思

っています。そういうデジタル化の中で私は新たな起業だとか、市内の企業の皆さまの

新たな事業に繋がると思います。 

  この三つ基本的な柱にして、ただし、デジタルと言っても非常に範囲が広いので、ま

ず、何ができて、いつまでにどういうことができるのか、そして、A ができると B がで

きるようになるということがある訳ですので、そこがなかなか素人ですとできないとい

うことで今回外部人材を活用して、しっかりとこの方向性を出して、確実なスケジュー

ル感を作って取り組んでいきたいと思っているところです。 

記者： 

  島留学のことについてですが、全員協議会では「羽茂高校をモデルに」という話でし

たが、羽茂高校は県立高校な訳ですけど、これに対して市が関わる意義だとか、やはり

県教委とはどのような話をしているんでしょうか。 

市長： 

  県教委とはずっと色々な話をしながら取り組んでいます。 

  課題は、いずれにいたしましても子どもさんの数というのは、これからかなり少なく

なるという中で島留学に取り組もうという動きは総意として了解いただいています。 

  その中で、今も羽茂高校の校長先生と色々な話をしながら、島留学といっても色々な

特色が必要ですので、羽茂高校は今全国大会に出ているような郷土芸能等の文化もあり

ますし、あのエリアには鼓童さんという日本全国を発信できるような太鼓という文化が

あります。 

  そういう、郷土・伝統という文化を学べるような仕組みづくりということで羽茂高校

がよいのではないかという議論をしているところです。 

  ただし、いずれも申し上げたように、これは地域の人の理解が必要ですし、やはりし

っかりとした特色を出すということ、そして、安心してその地域で受け入れることがで

きるというこの二つの側面を行政としてしかりと作っていかなければならないと思い

ますので、これにつきましてはしっかりと議論しながら、何とか再来年度のスタートに

向けて取り組んでいきたいと今考えているところです。 

 

記者： 

  モビリティサービス。新規のやつ。これどういうだいたいの予定。 

市長： 

  ソーラーカー等を使いながら、昨年小木で実証したモデルに取り組んでいきたいと考

えているんですけど、詳細は交通政策課長から説明します。 

交通政策課長： 

  市のモビリティサービスですけども、これにつきましては今年度小木地区でグリーン

スローモビリティの実証運行をした訳ですが、こうした EV車、低速で走る電動車を 2台



導入したいということで経費を見込んでいます。 

  それから、タクシーの共同配車のシステムを今作っている訳ですけど、新年度から共

同配車を始めていきたいと考えていますので、その経費を盛っております。 

 

3 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。 

 

4 「佐渡島の金山」応援デザインの紹介及び活用について 

 

 質疑はありませんでした。 

 

5 令和 3年度の観光客入込状況について 

 

記者： 

  観光入込客数が増えて、市内宿泊者数が減っていることについて分析というか、どう

いうふうなことでこういう結果になったのか。 

市長： 

  一つは、一昨年は年末にお客さまが入って来れなかったということ。今冬、昨年 12月

については比較的コロナも落ち着いていて、帰省のお客さまも含めて多くの方が年末に

入って来られたというところも影響していると思っています。 

  一方で、「GoToキャンペーン」で前年の 11月に非常に多くのお客さまが来たというこ

とで、「GoTo キャンペーン」はほぼ観光のお客さまですので、観光のお客さまの部分と

帰省ないしビジネスのお客さまが影響したのであろうと考えています。 

 

 事前質問（追加） 

 

① 世界遺産関連 

 

記者： 

現在市が取り組んでいる作業の進捗状況の中でお話しがあったんですが、その中で、

国の世界遺産の保全継承の一歩に繋がるという話の中で、環境保全に向けて協力を求め

ていくための議論。具体的には環境協力金ですとか入島税の仕組みを導入するのかどう

かの議論をしていきたいという話なんですが、それに関しては今どういう状況か。 

市長： 

  今、話し合いをして、これは私が決めるというより、客観的にどのような形がよいの

かについて外部の専門家の方に見ていただきたいと考えています。そういう部分では観

光の専門家も必要と思いますし、文化・保全の専門家も必要と思っています。今、その

人材についてどのよういう形がよいか議論していますので、それができしだい、どちら

かというと専門家の知識の中で議論いただいて方向性を出していただければと考えて



いるところです。 

記者： 

  令和 4年度の当初予算関係に経費関係は。 

世界遺産推進課長補佐： 

  新年度予算的には、登録推進事業の中に国際理解促進関係事業負担金がございますが、

これについては県と一緒になって、国際的なイベントや情報発信を含めて価値の説明を

強化したいと。こういった中で、専門家の方々、国内も含めて議論させていただいた上

でそういった方向性を出していければと考えています。 

  金額的には、県の負担金になりますので 323万円となっています。 

 

記者： 

  タスクフォースの件なんだけど、何か具体的に近く調査に入ることなど決まっている

ことはあるんですか。 

市長： 

  タスクフォースチームがこちらに入るというよりも、タスクフォースチームが県と議

論をして必要なものが我々に降りてくるという、そのようなイメージでご理解いただけ

ればと思います。 

  そこで我々は必要なものをしっかりと調査する体制を作って、それを調査して報告し

ていくという流れが基本的な動きになると思います。 

記者： 

  必要なものは何か調査するものは決まっているとか、そういうのはまだ。 

市長： 

  いくつかお話しいただいていますが、まだその調査の内容についてはもう少し精査を

してご報告したいと思いますので、形ができてからということなので、いくつか色々な

お話をしている状況なので、その話の中で色々な調査を進めていくことになると思いま

す。 

  まだ具体的に「これとこれとこれ」ということは現段階ではお示しはできないという

状況です。 

記者： 

  強制労働があったのかなかったのかという件はどうですか。 

市長： 

  強制労働があったかなかったというよりも、事実確認をしっかりとしていくと。その

事実確認に基づいて判断していくことになるのであろうと思っています。 

  私自身はしっかりと、色々な課題があった場合、課題について問題が出た場合、そこ

を主としてしっかりと調査をして、正当な事実証明を県として出していくという流れに

なると思います。 

記者： 

  目途は決まっているんですか。いつごろまでに。 

市長： 

  目途というのは、世界遺産登録に向けて取り組むということになっていますので、そ

れが一定の目途になるのかなと思っています。 

  それ以外の、「具体的にいつまで」というのは議論していないと私自身は思っています。 



 

② 職員の懲戒処分関連 

 

 質疑はありませんでした。 

 

③ 佐渡汽船関連 

 

記者： 

先日、2021年 12月期の連結決算が発表されまして、昨年末時点の債務超過が 22億円

だったということが発表されました。 

他の市をはじめ県も支援という形で取り組んでおりましたけど、なかなか経営改善に

は至らなかったと思いますが、市長はどう受け止められたかお聞かせください。 

市長： 

  当初よりも赤字額は減少したという認識です。 

  これは先ほど申し上げたように、年末年始に帰省のお客さまが今回お出でいただいた

ことも要因ではないかと考えています。 

  ですから、コロナも含めた社会の影響によって大きく変わっていく訳ですので、私自

身は一喜一憂というよりも、コロナ禍をしっかりと落ち着かせた上で、佐渡汽船の経営

がしっかりと安定をして、公共交通機関として成り立つように取り組んでいかなければ

ならないということは、赤字が 22 億円であろうが基本的にはそういうふうに考えてい

ます。 

  人が乗るという仕事ですので、我々としてはこの数字も見ながら松本 CEOとも話をし

ながら、お客さまに乗っていただいて、佐渡へ来ていただけるそんな仕組みをしっかり

と連携して取り組んでまいりたいと考えています。 

記者： 

  もう一つお願いします。 

  みちのりホールディングスの子会社になるということで今月発表がありましたけど、

先日、知事の記者会見で、筆頭株主の新潟県ですけど、今後、みちのりホールディング

スの子会社化によって筆頭株主がみちのりさんに移ることになりますが、知事は会見の

中で、「責任を持って航路維持に関わる」と考えを示している訳ですけど、市長も今後何

らかの形で関わるということを含めてお考えをお聞かせいただきたい。 

市長： 

  民間経営ではございますが、我々にとって、何度も言いますが公共交通機関である訳

です。 

  他に複数航路があって、国や県が持っている航路があって民間の航路があると、そう

いう訳ではない。 

  これが我々にとって生活航路であり、生活をする路線というのは基本的には法律によ

って国・県・市の自治体がしっかりと住民に提供していくべきでものであるという認識

はまったく変わっていない訳です。 

  ですから、当然色々な形で話し合いをしていく。そして我々も一緒になって考えてい

くということは当然だと思っています。 

  これも県としっかりと話し合いをしながら、知事とも色々なお話をさせていただきな



がら進めていますので、私自身もここは「民間経営で単純に安心だ」という話にはなら

ないと思っています。何故かと言うと、先ほどから申し上げています、運輸の仕事とい

うのは、人を運ぶ仕事というのは、このコロナ禍で非常に社会的な影響を受けるという

ことですので、しっかりと話をしながら取り組んでいかなければならないと考えていま

す。 

 

記者： 

  関連で。4 月以降引き続き佐渡市としても取締役を送りたいというお考えかどうか、

それをお聞かせください。 

市長： 

  今そこについては様々な議論をしていますので、一つは外部と協定を結ぶという話を

していますし、その中でみちのりホールディングスさんは内部だけで行うという話も公

表しているので、そこも含めながら、今、県とどのような形がよいのかと。民間企業の

活力ある仕組みを活かしながら公共交通機関としての安定性を持っていなければなら

ないという難しい面もある訳なので、そのような民間企業の意欲も含めながら、我々と

しても勘案しながら、しかしながらしっかりと協議できる仕組みもとっていかなければ

ならないということで、最終的にもう少し議論させていただいている状況です。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  再選出馬をしました花角知事についてですね、花角さんに何か言葉があったら、また、

渡辺市長としてはどのような受け止め方でいるのか。 

市長： 

  私自身は、本当に花角知事とは色々なお話をしていますが、こういうことに関しては

直接話することはありませんので、直接的な話し合いをした訳ではありませんが、私自

身はほっとしています。 

  やはり、今はコロナ禍も含めて、人口減少なども含めて非常に自治体の経営というも

のは難しいと思っています。そういう点で、今回の世界遺産の話し合いでも思いました

が、国のことをよく知って、霞ヶ関の官僚をよく知って、その対応がしっかりとできる

というものが県のリーダーにとって必要だと改めて感じたところですので、私自身は本

当に花角知事にしっかりと頑張っていただきたいと思っていますし、もちろん、佐渡出

身ということもあるんですけど、それ以上に、今この難しい時期であればあるほど適任

ではないかと私自身は考えていますので、しっかりと応援していきたいと考えています。 

 

記者： 

  「子どもが元気な佐渡が島（たからじま）条例」と、予算の方でも子ども若者課の相

談機能強化を図るとあるが、昨年 10 月に県の方で子どもたちのヤングケアラーの実態

調査が公表されまして、大体 14 人に 1 人の割合でいるとなっていたんですが、佐渡市

ではどういう状況になっているんですか。実態調査ですとか、例えば、学校や家庭や子

どもから相談が来ているといった実態はどうなっているのかをお聞かせいただければ



と思います。 

市長： 

  基本的な考えとして、私は子育てでも福祉でも障がいでもそうなんですけど、佐渡と

いうのは、今まで地域であるとか親戚であるとかそういう方々が結構手厚くて、色々な

相談をしていただいて助け合いがあったんですけど、今は人口減少でなかなかそのコミ

ュニティの存続が難しくなっている。そういう部分で、相談機能をしっかりと作ってい

きたいということが新しい田舎の在り方になるのかも知れないのですが、そういうふう

に思っています。 

  具体的な内容は担当課長から説明します。 

子ども若者課長： 

  相談状況ですけど、確かにヤングケアラーとしてのご相談というような形ではなくて、 

 やはり家庭でお困りのこと、お子さんが困っていること、お父さんやお母さんが困って

いることという中で、家庭相談の中で実際にそういう状況なのかなというところは実例

としてございます。 

  ただ、今、市長が申し上げましたように、地域のつながりの中で解決しているもので

すとか、それから、支援員が入ってサポートしたりとか、そういうような形で今課題解

決に向けて進めているところです。 

  県や国が実施したようなパーセンテージなど、そういったものについては、特に佐渡

市の中では出していません。 

記者： 

  関連して、今後調査してパーセンテージを出すようなことは検討しているんでしょう

か。 

子ども若者課長 

  ヤングケアラーの定義自体が国の決めた定義の中で、本当にその子がそうなのかどう

かというところを、できればレッテルを貼りたくない状況が私ども担当課にはございま

す。 

  ただ、学校や関係機関と話をしながら、やはり今の状況を打開する 1個 1個に対応し

ていくことが優先であって、その後、必要があればそういう調査も実施していくことは

あり得るかと思います。 

市長： 

  考え方としては、やはり相談機能の強化というのは、今まで地域だとか親戚だとかそ

ういうものでカバーしていたものがなかなか厳しくなっている。それを公的になかなか

話しづらいということも田舎の一つの特徴であると考えています。 

  そういう部分で、相談機能の強化ということは、そういう部分の洗い出しも含めなが

ら、これは子育てもみんな一緒ですけど、そこを少し強化していかなければならないと

いうところで、今回様々なセクションで相談機能の強化を出させていただいたというこ

とですので、ヤングケアラーの問題もこの後色々な調査をしながら、必要に応じた対策

をとっていくという形になるだろうと考えています。 

記者： 

  関連して、「子どもが元気な佐渡が島（たからじま）条例」について、「佐渡が島」と

書いて「たからじま」と読ませると思うんですけど、ちょっと無理があるのかなと。「佐

渡島」と書いて「さど」と読むのはまだ分かるかなと思うんですけど、どういった意図



があったのかなと。お聞かせいただければ。 

市長： 

  基本的には、その前の事業で「佐渡で子育てしやすい宝島」というイメージを作りた

いということで、そういう形の事業名も加味しながら取り組んできました。 

  昨年行われた新規事業の中でもそういう名称を使っているということから、条例名も

そういう形にさせていただいたということです。 

  ちょっと分かりにくいかもですが、逆に「何？」という効果もあると思っていますの

で、佐渡がどんな思いで子どもたちを育てていこうかということが伝わるような、単純

な「子どもを守ろう条例」などではなくて、本当に大事にしていきたいというその思い

を市民全体で持っていたいという、やや強い思いで挙げさせていただいたという内容で

す。 

  理解いただけるように、しっかりと周知対策を含めて取り組んでまいりたいと考えて

います。 

 

記者： 

  観光と教育の振興にですね、色々と貢献してきたトキの野生復帰ですけど、今後、予

算の中でどのような方向性で持っていこうと思いますか。 

市長： 

  これにつきましては、直接的な予算ではないかもしれませんが、トキの野生復帰は私

は農林水産省の「みどりの食料システム戦略」とイコールになると思っています。 

  要は、トキの住める環境をどのように作っていくのか、それは人にとっても素晴らし

い環境ですよねというところの取組だと思っています。 

  今、トキがこれからどんどん増えていくと思っていますし、今、一定程度で野生のト

キは色々な要因があって数が止まっている状況ですので、そこを注視しているところで

すが、今日も朝通勤する時に車の上をずっとトキが飛んでいる。これを普通に見られる

社会。これを作っていく。これが実は「みどりの食料システム戦略」の一つの狙いにな

る訳です。 

  それが、文化・歴史と、私はトキも継承していくものだと。少々おこがましいですが、

結局トキは人の経済活動のあるところでしか生きられない鳥ですので、普通に草が伸び

切っているところでは生きられない鳥ですので、やはり人の経済活動をしっかりと維持

していく。そういう前提の中でトキを守っていくと考えていますので、トキがいること

によって移住・定住者も暮らしやすい、歴史・文化も守られている、そんな島であると

いう意図で、少し抽象的かもしれませんが、そういう意味でトキの野生復帰をどんどん

進めてまいりたいと考えています。 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

世界遺産がいよいよと言いますか、色々な問題がありますが、スタートということにな

ります。 

様々なことがありますが、我々、しっかりとこの歴史、江戸時代に本を支えて、そして



世界にも大きな影響を与えたこの「金」。そして、手工業であれだけの鉱山、しかも正確な

ものをやっていた。これをしっかり誇りに感じて取り組んでまいりたいと思っていますの

で、また、市民の皆さまにもそういうものをお伝えする機会をどんどん作りながら、この

1年、世界遺産登録に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

本当に様々な形で応援をいただきたいと思っています。 

よろしくお願いいたします。 

 

今月もありがとうございました。 

 


