
令和 4年 3月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 3月 25日(金) 

午前 10時～午前 10時 46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につきましては、3 月 21 日に「まん延防止等重点措置」が、

すべての都道府県で解除されていることころですが、新潟県内では新規感染者数はいまだ

高い水準であり、再び感染者が増加する可能性もあります。佐渡市につきましても、今年

に入り 3 月 24 日までに 113 名の感染者が発生しました。特に 1 月末に発生したクラスタ

ー発生後一旦落ち着いた状況ですが、断続的に新規感染者の報告が続いている状況です。 

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（マスク着用、

換気の徹底）や感染リスクの高い地域への往来は感染予防に十分注意し行動してください

ますようお願いいたします。 

また、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。発熱、咽頭痛、咳などの風邪のような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、新潟県が実施している無症状で新型コロナの感染不安を感じる方の無料検査につ

いては期間を 4 月 30 日まで延長し実施していますので、事前にお電話でお問い合わせの

上、ご利用ください。 

 

新型コロナワクチン接種の追加接種につきましては、昨日（3/24）までの接種率は 65歳

以上の高齢者が 76.85%、18歳以上が 52.66%となっております。4月の集団予約枠に余裕が

ありますので、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電話番号 

 

「0120－37－4890」「みんな よやくを」 
 

へお電話していただくかインターネットでの予約をお願いいたします。 

 

2 新型コロナ対策事業について 

 

新型コロナウイルス感染症対策と社会経済活動の両立を図るため、令和 4 年 4 月より 3

つの事業を実施いたします。 

 



一つ目は「佐渡版事業復活支援金」についてです。 

現在、国では新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対して、事業規模に応

じた給付金を支給しているところです。 

佐渡市でも、国の支援に上乗せを行う、「佐渡版事業復活支援金」を設け、事業の継続・

回復を支援いたします。 

具体的な支援内容ですが、国の事業復活支援金の給付決定を受けた市内事業者で、なお

かつ申請日以降も事業継続する意思がある事業者に対して、国の事業復活支援金給付決定

額の 10パーセントに相当する額を市独自の上乗せ分として、支給いたします。 

申請受付期間は、4 月 12 日（火）から 8 月 31 日（水）までです。該当する事業者の方

は、申請をお願いいたします。 

 

二つ目は、事業者が行う「事業所内感染症防止対策」に対する、衛生用品や備品の購入

費用の支援です。 

マスク、消毒液、エプロンなどの衛生用品や二酸化炭素濃度計、サーマルカメラ、空気

清浄機などの備品を購入した場合、購入費用を支援します。 

衛生用品、備品での区別は設けず、購入費の 1/2以内で上限 5万円まで助成いたします。 

申請受付期間は、4月 20日（水）から 7月 29日（金）までです。 

なお、既に購入した場合でも、本年 4月 1日以降に購入されたものであれば助成対象と

いたします。 

事業所の皆様方におかれましては、本事業をご活用のうえ、新型コロナウイルスの感染

予防対策や感染拡大防止に備えていただきたいと考えております。 

 

三つ目は「快適な生活応援事業補助金」についてです。 

今年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止による外出自粛等の影響を踏まえ、

市民の皆様が長時間化する在宅生活を快適に過ごすことができるよう「新たな暮らしの生

活スタイル」対応への支援を行います。 

具体的な支援内容ですが、空気清浄機、換気、空気清浄機能を持つ 

エアコン、浄水器、軟水器、加湿器、換気扇いずれかの購入費用を、補助率 1/2以内で上

限 5万円（軟水器については、上限 10万円）まで助成いたします。 

既に購入した場合であっても、本年 4月 1日以降に購入したものであれば助成の対象と

いたします。 

助成を受けるには、事前申込みが必要となります。応募申込期間は 4月 8日（金）から

5月 13日（金）までです。 

なお、お申込み多数の場合は、令和 3年度において、この補助金交付を受けていない世

帯を優先させていただきます。 

また、1 世帯お一人様までの助成とさせていただきますので、あらかじめご了承くださ

い。 

 

 以上の 3事業の詳細については、いずれも市役所地域振興課産業振興室（電話：63―4152）、

4月以降は、組織改編により、市役所地域振興部産業振興課（電話：67―7863）までお問い

合わせください。 

  



 このほか、新型コロナ対策として住宅リフォーム支援事業の受付も始まります。期間は

4月 8日（金）と 4月 11日（月）、12日（火）の 3日間、提出は金井コミュニティセンタ

ー、各支所産業建設係、各行政サービスセンター地域支援係です。詳しくは 2月の嘱託員

配布文書で、各世帯へチラシをお配りしていますのでご確認ください。 

 

3 佐渡市総合体育館の愛称決定について 

 

佐渡市総合体育館の愛称について、2月 10日から 28日まで募集をしましたところ、725

件のご応募をいただきました。多くの応募をいただきまして、誠にありがとうございまし

た。 

この度、施設利用者や島外メディア関連等の 7名の委員で構成する愛称検討会議を経て、

愛称を決定しましたので発表いたします。 

愛称は「ヒルトップアリーナ佐渡」です。 

 この愛称は、市内在住の 髙野 正明 (たかの・まさあき)さんが応募したもので、「ヒル

トップ」は丘の頂上という意味から「見晴らしの良い丘の上にある体育館」に由来してい

るとのことです。 

髙野さんには、アテビで作成した賞状のほか、ＪＡ佐渡の佐渡産コシヒカリ「朱鷺と暮

らす郷 10kg」と佐渡乳業の「乳製品詰め合わせ」を贈呈させていただきます。 

佐渡市総合体育館は、平成 27年に開設した新潟県内でも規模の大きい体育館です。今回の

愛称決定により、トップ選手を目指す競技者はもちろんのこと、子どもから高齢者まで様々

な世代が、スポーツや健康増進、そして交流の場として、気軽に利用していただける施設

になれば幸いです。 

市民の皆様には「ヒルトップアリーナ佐渡」を、愛着を持ってご使用いただくとともに、

是非多くの方々から施設をご活用いただきたいと思います。 

 

4 佐渡島 MaaS検討会の設置について 

 

 来年度、佐渡市は世界遺産登録に向けた対応として、旅行者に分かりやすい観光・交通

情報の提供や、市民が外出しやすい公共交通の実現を目指して、デジタル技術を活用した

新しい交通サービスを 関係者間で議論する検討会を設置します。 

 

 検討会では、日本各地で実証実験が行われている MaaS(マース)（Mobility as a Service）

の概念をもとに、複数の交通サービスを横断的に一元化したデジタルチケットサービス、

交通以外の宿泊・飲食や商業施設のクーポンと一体化した観光商品造成等により、観光客

の利便性向上及び消費需要喚起につなげるサービスを検討します。 

また、人口減少・高齢化の進む離島地域の免許返納対策や交通不便エリア解消に向けて、

オンデマンド交通やタクシー等の定額料金制（サブスクリクション）や、将来における自

動運転の導入も視野に入れながら、日本を先導するモデルとなる新たな交通体系の検討も

進めていきたいと考えております。 

 

 なお、検討会につきましては、「地域公共交通活性化協議会」の構成団体である北陸信越



運輸局、新潟県、佐渡観光交流機構、交通関係事業者等とともに、専門有識者や MaaS関連

事業者にオブザーバーとして参加いただき、5月頃の開催を予定しております。 

 

5 令和 4年度の市役所組織体制について 

 

急速な社会変革が起きる現状において、佐渡市が日本のモデルとなれるような政策立案

を、スピード感を持って対応するための企画立案をする部長と、多様化する地域課題に対

応し、高い専門性をもつ課長を柱にした組織体制を築いていくため、4 月から市役所の組

織体制が、現在の課制から部制に替わります。 

部の構成は、市長部局に総務部、企画財政部、市民生活部、社会福祉部、地域振興部、

農林水産部、観光振興部、建設部の 8つに部長、教育委員会には教育次長を配置し再編す

るものです。 

部制になりますが、市民の皆様が直接関係する課については、大きな変更はしておりま

せん。その中で、主な変更については、 

・市民生活課は戸籍、国保、年金、人権啓発等の業務を行う市民課に、健康推進室は医療

対策と併せて健康医療対策課に再編。 

・地域振興課は、地域の拠点づくりなど、元気な地域づくりを取りまとめる部署として、

地域づくり課に、商工業の振興、雇用の促進等を強化するために「産業振興室」を「産業

振興課」としました。 

 また「観光振興課」を両津地区あいぽーと内から金井本庁へ移動し、世界遺産の活用や、

交通の課題など、世界遺産登録に向けてさらに取組みます。 

 他に外部人材の活用として、総務部総務課デジタル政策主幹に富士通より、地域振興部

長に経済産業省より、観光振興部観光振興課観光振興主幹に JTBより登用し活躍していた

だきます。そのほか、保健、医療、福祉、介護の総合窓口として、社会福祉課内に総合福

祉相談支援センターを設置しました。 

 いずれにしましても、お手続きについては既存の場所は大きく変わりません。内容の変

更があればその場でご案内いたしますので安心してご利用ください。 

 

6 新両津病院建設事業 基本設計書（概要版）に対するパブリックコメントの実施につ

いて 

 

 移転新築する新両津病院建設事業の基本設計書を作成したので、市民の皆さまから広く

意見を募集するため、パブリックコメントを実施いたします。 

  

〇実施期間は令和 4年 3月 28日から 4月 28日まで 

〇閲覧場所は、両津病院、市役所本庁舎 1階総合案内（金井地区支援室）、各図書館（室）、

各支所・行政サービスセンター、各地区教育事務所のほか、佐渡市ホームページでもご覧

いただけます。 

〇提出方法は、閲覧場所でご提出いただくか、郵送、FAX、電子メールでも受け付けており

ます。 

いただいたご意見は、実施設計の中で参考とさせていただきます。また、ご意見の公表



については令和 4年 5月を予定しております。 

 

皆様からのご意見をお待ちしております。 

 

事前質問 

 

① 病院関連 

・相川病院縮小や佐和田病院閉院について、市の対応や準備状況を具体的に説明してく

ださい。これまでの調整会議などでは、医療と福祉・介護分野の連携を進めるとしてい

ましたが、現状の準備状況を説明してください。 

 

市長： 

入院患者の調整状況ですが、両病院の入院患者は慢性期の患者さんであったことから、

介護施設への転所や在宅に向けた退院調整により、佐和田病院の入院患者は先週中に全

員が退院したと聞いています。また、相川病院についても退院の目途がついたと報告を

受けています。 

 

次に外来患者への対応ですが、佐和田病院の医科閉院により大きな影響がでるリウマ

チ診療と整形外科診療について、市立病院がその機能を担うこととしました。 

リウマチについては、燕市の開業医の応援を受け、市立両津病院で月 1回の外来診療、

また、整形外科については、現在佐和田病院に来られている医師の応援を受け、市立相

川診療所で月 2回土日の外来診療を実施することで準備しています。 

 

医療・介護・福祉分野の連携の準備状況ですが、医療と福祉をつなぐカギとなる中間

施設である介護老人保健施設へのヒアリングをもとに課題の洗い出しは終わっていま

す。 

今後は、課題解決に向けた短期・中長期の施策について早急に協議を進めることにし

ています。 

また、佐渡医療圏の現状の認識を共有するために、昨日、医療・介護・福祉施設の管

理者を対象とした研修会を実施しました。 

今後、現場職員に対しても順次研修会を開催することで準備しています。 

 

 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 新型コロナ対策事業について 



 

記者： 

新規事業は①（「佐渡版事業復活支援金」）と②（「事業所内感染症防止対策」）か。 

市長： 

「佐渡版事業復活支援金」「事業所内感染症防止対策」「快適な生活応援事業補助金」

の三つとも昨年度も支援している事業です。 

 必要なものをピックアップし、継続して支援していく、特に必要と要望の声があった

ものをまず、あげさせていただいたということです。 

 

3 佐渡市総合体育館の愛称決定について 

 

記者： 

７２５件の中で「ヒルトップアリーナ佐渡」が評価された理由を改めてお聞かせくだ

さい。 

市長： 

 見晴らしの良い丘というイメージを意識したものという理由が一番の理由です。詳細

は担当課長からあればお願いします。 

社会教育課長： 

  今回、７人の委員が選考しました。まず、場所がイメージできる名前、また、おしゃ

れ感がある名前が良いのではないかという理由も加味して、「ヒルトップアリーナ佐渡」

に名称が決定しました。 

記者： 

  他にどのようなものがあったのか。特徴的なものを教えてください。 

社会教育課長： 

  「ユイリーナ佐渡」体育館で人と人とを結ぶという理由のものや「佐渡スポ」「平スポ」

などがあった中で、地域の方がイメージしやすい「ヒルトップアリーナ佐渡」に決定し

ました。 

記者： 

  愛称検討会議はいつ開催されたか。 

社会教育課長： 

  第一回は令和４年２月８日。選考は令和４年３月８日に開催しました。 

記者： 

  実際に新しい名称としてスタートさせるのは４月１日ということか。 

社会教育課長： 

  ４月１日から新しい名称となります。 

記者： 

  今回の受賞で高野さんからのコメント等はあるか。 

社会教育課長： 

  この記者会見では、名称の決定の報告をさせていただきましたが、この後、考案され

た高野さんへの記念品などの贈呈式を行いたいと考えています。 

 

 



 

4 佐渡島 MaaS検討会の設置について 

 

記者： 

導入はいつ頃を目指しているのか。 

市長： 

 この検討会議は大きな方向性を検討する場となります。観光視点で検討していくこと、

また、佐渡は段丘地が多いので高齢者の移動が大変になっている現状もありますので、

今年度中に事業者と様々な形で議論できればと考えています。できる限り、早めに取り

組みたいと考えています。 

 MaaSの実証は、非常に大きなものですので、２～３年後の導入を目指しています。 

記者： 

  佐渡汽船を傘下に入れるみちのりＨＤも佐渡の二次交通を支援する話があるが、その

動きと関連するものか。 

市長： 

  この MaaSとは別で考えています。佐渡に来るときは、ＪＲに乗って、バスに乗って、

船に乗って、またバスに乗るという、バラバラに運用されているということが大きな課

題と認識しています。この課題解決として、みちのりＨＤが持っているノウハウをいか

しつつ、市としては島内交通機関業者を含めて考えていく必要があります。市民にとっ

てどのような形が良いか、佐渡に来られる方がどの交通手段がベストかを考えていく必

要があります。 

 

5 令和 4年度の市役所組織体制について 

 

記者： 

  課長制から部長制に変わる経費はどれくらいか。 

市長： 

  引越等は、職員で対応していますし、大きな経費はかかっていません。庁舎内の看板

の設置などの経費はかかっています。 

 

6 新両津病院建設事業 基本設計書（概要版）に対するパブリックコメントの実施に

ついて 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

① 病院関連 

 

記者： 



市長として医師確保のためにこれまでどのような動きをしたか。それが実を結ばなか

ったのは何がネックとなったのか。 

市長： 

  医師確保については二つの方向性があると考えています。一つは、佐渡でも若い医師

がキャリアを積める、学べる仕組み、若い医師の方に興味を持っていただくよう働きか

けを県と連携して取り組んでいるところです。二つ目は、医師確保自体は新潟県で確保

していくということが大事であると認識しています。 

  また、50歳以上の方に佐渡に来てもらうために、以前から国や県に相談をしています

が、佐渡には大きな課題として移住定住問題があります。知人や友人などの紹介により、

相談をしていますが、なかなか思うように確保が出来ていない状況があります。引き続

き、県などに働きかけて医師確保に取り組んでいきます。 

記者： 

一自治体、一民間病院でなんとかなる問題でないと思うが、離島の医師確保という点

で国の制度でかえてほしいものはあるか。 

市長： 

  大阪府などの大都市でも、中心街には医師はいますが、少し離れると医師が居なくな

る状況があります。また、新潟県においても、新潟に残る医師が少ない状況があります。

ですので、新潟県の地域医療枠の拡大が非常に重要であると考えています。 

  国に対しましては、偏在性がないような仕組みづくりを要望していくというのは離島

振興会、市長会も同じだと考えています。 

記者： 

佐和田病院の整形外科の瀨院生が相川病院の外来で月２回診察されるということだ

が具体的な日程は。 

医療対策課長： 

  先生の都合もありますが、基本は第一、第三と調整しています。今後も長期的に診療

日を確定していけるよう調整しています。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  一部の自治体ではウクライナの難民受け入れが行われているが、佐渡市でなにか予定

しているものはあるか。 

市長： 

  可能であれば、ぜひ応援したいと考えていますが、通訳の問題も含めて、受け入れ態

勢に非常に大きな準備が必要であります。この問題は、新潟県がリードをとるべきだと

認識しています。もし、その要請があれば、前向きに対応していかなければならないと

考えています。 

記者： 

  世界遺産の関連で国の作業部会から動きや指示はあるか。 

市長： 

  ここ２週間は、国の指示はありません。 



記者： 

  北朝鮮がミサイルを発射している件についてどのような思いか。 

市長： 

  正直、いい加減にしてほしいという思いです。外交の問題だと思っていますので、し

っかりと国で対応してほしいと思います。 

記者： 

  拉致の関係で曽我さんは不安に思っていると思うが、連絡等はあったか。 

市長： 

  コロナ禍で、北朝鮮の様子が全く見えない状況で、国同士の話し合いも進展している

ように見受けられないので、曽我さんも不安になっていると聞いています。このような

状況ではありますが、前向きに進むように引き続き国に対して、お願いをしていきます。 

記者： 

  佐渡汽船の株主総会が本日開かれ、みちのりＨＤの件が議決される見通しだが、今後

の新体制について市長のお考えは。 

市長： 

  以前からみちのりＨＤに申し上げているのは、市民の公共交通機関であるという認識

は、忘れずにいていただきたいということです。みちのりＨＤとの話し合いでは、どう

やって誘客をしようと考えています。大きな期待をするのは、バス事業も展開している

会社でもあるので、一気通貫型の交通を考えていただければと思っています。どのよう

に誘客するかが、佐渡汽船再生の近道だと思っていますので、しっかりと議論していけ

れば良いと考えています。 

 

 最後に 

 

どうもありがとうございます。 

別れと出会いの季節となりました。季節の変わり目ですので、市民の皆さまは、体調に

は気を付けていただきたいと思います。 

 

今月もありがとうございました。 

 


