
令和 4年 4月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 4月 20日(水) 

午前 10時～午前 11時 13分 

 

発表案件 

 

1 新型コロナワクチン感染症について 

 

新型コロナウイルス感染症につきましては、市内において 3 月末から感染者が増加し、

毎日多くの感染者が発生している状況です。 

特に、飲食関連からの感染や、子ども、若者その親世代を中心とし、家庭内、学校、保

育所等における感染が広がっています。 

市としましても、市民の皆さまへ感染拡大防止についてのメッセージ発信を行っていま

す。また、新潟県でも佐渡地域に臨時の PCR検査所設置し検査体制の強化を図っています。 

 

オミクロン株は潜伏期間と発症間隔が短く、感染速度も速いのが特徴です。発熱、咽頭

痛、咳などの風邪のような症状を感じた場合、特に家族が濃厚接触者や体調不良の場合等

は、出勤や登校、会食、イベントなど人の集まるところには行かず、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をお願いいたします。 

 

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は重症化予防の効果があると言われています。追加接種につきまし

ては、昨日（4/19）までの接種率は 65歳以上の高齢者が 82.24%、12歳以上が 61.50%とな

っております。若い方の接種率が低い状況となっておりますので接種券が届きましたら、

早めの予約をお願いいたします。 

 

2 令和 4年度佐渡市一般会計補正予算第１号について 

 

4月 27日招集の臨時市議会に佐渡市一般会計補正予算第１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 541 万 1 千円を増額し、予算総額が 457

億 9千 541万 1千円となります。 

 

 主な補正内容ですが、 

① 世界遺産登録を見据えた情報発信と観光誘客については、 

（1）ユネスコ関係者や来訪者に対し、「佐渡島の金山」の価値や佐渡の食・芸能・文化の

更なる情報発信を行うことが急務であることから、ユネスコ委員(いいん)国(こく)に



向けた PRと、首都圏における情報発信やプレス向け講演会、プレゼンテーション等の

実施、きらりうむ佐渡での映像コンテンツの拡充と、相川まち歩きなどでの AR映像の

提供などに要する経費に 2千 820万 7千円、 

（2）世界遺産登録に向けてユネスコへの推薦が決まり、佐渡への国内外からの注目度が高

い本年度において、ターゲットを定めた情報発信及び、観光客誘致イベント等を実施

する経費に 1千 797万 9千円、 

（3）修学旅行等で、佐渡市内の貸切バスが不足する時期の旅行需要に対応するため、佐渡

市内の貸切バスが手配できなかった場合に、佐渡市外から確保した貸切バスに係る航

送料等を支援する経費に 730万円の増額計上するものです。 

 

② 次に、新型コロナウイルス感染症対策については、 

（1）感染拡大防止対策として、 

   自宅療養をされている感染者の方に対し、食料品等を支援する経費について、現在、

強い感染力を持つオミクロン株によって、市内でも連日多くの感染者が確認されてい

ることから 259 万円を増額計上するほか、5 月実施予定のロングライドにおいて、参

加者やボランティアスタッフに対して事前に行う抗原検査に要する経費に 330万円な

ど 

（2）生活支援として、 

コロナ禍で、また、ガソリンや食料品の値上げが相次ぐ中、生活支援を必要とする

子育て世帯や高齢者世帯、障がい者世帯等へ配付する商品券の発行に要する経費に 4

千 121万 6千円 

（3）産業振興と雇用促進として、 

   サテライトオフィス等に進出する県外企業と地元企業等が連携し、地域課題の解決

に資する取り組みに対し支援する経費に 2 千 7 万円を計上します。これについては、

国の補助事業を活用する予定でしたが、国の予算枠の都合で新規募集が見込めなくな

ったことから、早急に着手したい地域課題の解決に資する民間事業に絞り、モデル事

業として支援し、成功事例を作ることで来年度の国事業の採択につなげていくもので

す。 

（4）地域経済の活性化として、 

   コロナ禍及び物価上昇により落ち込んだ市内消費を喚起するためプレミア率 30%を

上乗せした商品券の発行に要する経費に 2億 5千 430万円、国・県の補助制度に併せ

て行う、電気自動車の充電設備等の導入支援に要する経費に 525万円 

（5）その他新型コロナ対策関連事業として、 

コロナ禍で出会いの場が制限される中で、新しい生活様式に対応した婚活イベント

等に対し支援する経費に 200万円を計上するものです。 

 

③ このほか、特別養護老人ホーム「歌代の里」の施設整備に要する経費に 5千万円など

を増額するものです。 

 

3 令和 4年度佐渡市が行う新規事業計画の認定について 

 

令和 4年度、佐渡市が行う新しい事業計画について、国より認定を受けましたので報告



いたします。 

 まずは、スマート農業産地形成実証（農研機構）事業です。 

本事業は、農林水産省予算により、国立研究開発法人農研機構が全体の事業実施主体と

なって行うもので、令和４年度におきまして、全国 21の採択地区のひとつとして佐渡市が

選定されました。 

事業概要につきましては、企業や大学等とコンソーシアムを設立し、農作業コスト等の

低減を図るため、産地ぐるみでの作業集約や、農業用機械のシェアリングにスマート農業

技術を導入し、実証を行うものです。 

 次に、新たに 3つの地域再生計画について内閣総理大臣の認定を受け、地方創生推進交

付金を活用する事業です。 

・1つ目は、まちの賑わい創出として、「観光地域における新たなモビリティサービス」と

「過疎地域における新たなモビリティサービス」の２本を柱とした「佐渡版 MaaS」の実

証事業です。 

・2 つ目は、魅力があり、安心して働くことができる環境の整備による人材の確保、育成

と「起業成功率№１」を目指した移住促進事業です。 

・3 つ目は、生涯活躍のまちとして「元気なしまびと」が「魅力あるしま」づくりを目指

し、地域課題の解決に取り組んでいく事業です。総額事業費としては、1億 9960万 5千

円となっています。 

 

 今後も、課題解決先進地を目指すモデル地域として、様々な社会的課題の解決と新たな

地域づくりを進め、人口減少対策と地方創生の実現に向け取組んでまいります。 

 

4 地域コミュニティ交付金について 

 

 地域コミュニティの維持を図るため、高齢者や障がい者の活動支援を主な目的とした、

集落等の活動を支援する、佐渡市地域コミュニティ交付金の相談受付を本日より開始しま

す。 

 

交付対象となる団体は、基本的には集落単位で、対象となる事業につきましては、 

①高齢者の見守り活動や買い物代行 

②引きこもり予防のための居場所づくり 

③冬場の除雪支援 

など、これ以外にも集落の皆さまが、高齢者や障がい者の助けあいを自主的に行なって

いただく活動等に支援いたします。 

 

1団体あたりの交付金額は、 

①50世帯までの集落等は、5万円 

②51～100世帯までの集落等は、7万 5千円 

③101世帯以上の集落等は、10万円 です。 

全体の予算額といたしましては、1千万円で、それを各支所・行政サービスセンターに、

令和 4年 3月末現在の人口に基づき配分しております。 

本事業をご活用いただき、集落内での助け合い活動から、高齢者や障がい者の皆さまが



暮らしやすくなったと実感していただけるよう、 

また、各支所・行政サービスセンターは、市民の皆さまの相談拠点として、行政サービ

スをお届けする最も身近な窓口としての役割を果たしていきたいと考えております。 

 

詳細につきましては、お住まいの地域の支所・行政サービスセンター、金井地区は、金

井地域センターまでご相談ください。 

 

5 あいかわこども園の内覧会及び開園式並びに入園式について 

 

整備を進めてまいりました「あいかわこども園」の開園にあたり、5 月 1 日(日)に保護

者や地域の方をはじめとする市民の皆様を対象に内覧会を開催いたします。 

 当日は、午前 9 時から 12 時までは相川地区の方を対象とし、午後 1 時から 4 時までは

市内全地域の方を対象に、密にならないよう入場制限を実施しながら行います。 

市の未来を担う子どもたちを育む快適な保育環境を、多くの皆様にご覧いただきたいと思

います。 

 

 翌日の 5月 2日(月)午前 10時から、園児と保護者の方を対象とした開園式を行います。

また、コロナ感染症の拡大により見合わせておりました入園式を、開園式と併せて新園舎

で行います。 

 

 佐渡市では「あそびは学び さまざまな物・人・自然と関わり とことんあそびこめる子

ども～未来を切り開く力の基礎を培う～」を理念に、このあいかわこども園が、地域にお

ける子育て支援サービスを提供する場として、園児や保護者、地域の皆様から喜んでいた

だける園となるよう努めてまいります。 

 

6 佐渡トキマラソン 2022の中止について 

 

 4月 24日(日)に開催予定でした「佐渡トキマラソン 2022」は当初より、新型コロナウイ

ルス感染症対策を徹底することで準備を進め、さらに万全を期すため、選手やボランティ

アの皆様へ抗原検査を行うことで、実施を検討しておりましたが、４月に入り、看護師な

ど医療従事者への感染拡大や、外来診療など一般の医療の維持も、しっかりと、取り組ま

なければならない状況にあること。また一方で、学校の休校・学級閉鎖が相次ぎ、保護者

の皆様に大きなご負担をかけている中で、多くのボランティアの皆様方のご理解を得るこ

とが難しいことから苦渋の決断ではありますが総合的に判断し中止といたしました。 

佐渡のスポーツ大会は、ボランティアの皆様の理解があって、地域の皆様と一体となり、

盛り上げるものであると思っております。 

今回のトキマラソンも、コロナ対策を、きちんととったうえで「できる」という判断を

し、準備を進めてまいりましたが、離島の脆弱性もございますが、医療や学校の状況等か

らギリギリのタイミングでの判断となってしまい誠に申し訳ございません。 

 急激な感染拡大ということもございましたが、この直近での判断は大変遅く、遠方から

お越しの皆様をはじめ、多くの皆様方にご迷惑をおかけしたこと、心からお詫び申し上げ



ます。 

 

 現在は、今後開催予定のイベントに向けた対策を、しっかりとることを議論しており、

来月開催予定の「佐渡ロングライド 210」に向け、より一層の対策を講じ実施できるよう

しっかりと準備を進めてまいります。 

この度のトキマラソンにつきましてはこのような判断となり、楽しみに、ご準備をされ

てきた皆様方には誠に申し訳ございません。 

私も残念ではありますが、来年の開催に向け、しっかりと取り組んでまいりますので是

非次回、ご参加いただければと思っております。 

 

7 真野公園内に設置されている山本悌二郎氏の銅像について 

 

 2 年前のことになりますが、真野行政サービスセンター内で保管されていた、台湾の著

名な芸術家、黄土水（こうどすい）氏の作品「山本悌二郎氏胸像」について、台湾の関係

者からレプリカを制作したいとの要望を受け、令和 2 年 12 月に作品を台湾へ貸し出しま

した。 

その際、真野公園内にも山本氏の胸像があり、2 体の胸像は制作年の異なる別作品で、真

野公園の胸像は台湾から移設されたとの経緯から、是非、台湾に里帰りをさせたいと、関

係者からの意向を伺っておりました。 

 

 このたび令和 4年 3月 29日、台北駐日経済文化代表処(どころ)（台湾代表処）李(り)副

代表一行が、お見えになった際、台湾高尾市長からの親書を受け取りました。 

その要旨は、現在、佐渡市真野公園に設置されている、山本悌二郎氏の胸像は、もともと

台湾高雄市にあったもので、元の場所に里帰りが出来ることを高雄市民も熱望しており、

これを機に両市の未来に向けた友情交流のスタートにしたいとの内容でした。 

 山本氏は真野出身の著名な政治家であると同時に、台湾製糖株式会社の創設に関与し、

重職を歴任し、社長に就任され、台湾にとっては大変、重要な人物であり、高雄市の発展

に多大な貢献をされた方として、いまでも多くの皆さんから崇(あが)められているとのこ

とです。 

 

佐渡市としましては、高雄市からの意向について、真野地区の皆様を始め、佐渡市民の

皆さまに異論が無ければ、是非、胸像の里帰りを実現させることが、高雄市民、佐渡市民

お互いの友好関係に寄与できるのでないかと考えております。 

今後、高雄市長からの親書（訳文も）や経過等を公表し、広く市民の皆様の意見（パブ

リックコメント）をいただき、実現に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。 

 

事前質問 

① 佐渡保育専門学校が 2023 年度以降の入学生募集を停止すると発表しました。誘致し

た市としての受け止めや今後の影響、市の対応などについて説明してください。 

 



市長： 

佐渡保育専門学校を運営する 社会福祉法人 勇樹会様から、本年 3 月 10 日付けで令

和 5年度からの生徒募集を停止する旨の通知を受けています。 

佐渡保育専門学校は、市内で不足する保育士の養成のため、平成 27年（2015年）4月

の開校に向け佐渡市が誘致いたしました。 

平成 26年（2014年）10月に現校舎を施設譲渡する際の条件として１０年間の学校運

営をお願いしており、少子化等により入学生が定員まで確保できないという厳しい条件

の中においても、保育士養成にご尽力いただき、多くの卒業生を輩出し、人材確保に貢

献いただいていることに感謝しております。 

来年度以降、保育士を目指す佐渡の子ども達が学ぶ場所が市内になくなることは非常

に残念でありますが、当初お約束した 10 年間の学校運営を経て運営法人として決定さ

れたことですので、市としては閉校となる日まで、保育士の育成に力を貸していただき

たいと思っております。 

現校舎で運営されている子育て支援センターや放課後児童クラブの運営は継続され

ると聞いておりますので、今後、運営法人様と様々な子育て拠点事業等への展開を協議

してまいりたいと思います。 

 

② 県がまとめた 19 年度の市町村民経済計算で、佐渡市の 1 人当たりの所得が県内で最

も低い 234万 8千円でした。市としての受け止めや考えられる原因、今後の対応などが

あれば説明してください。 

市長： 

先日、令和元年度における県内の市町村民経済計算の概要が公表され、本市において

は、市内総生産が 1,703億円、1人当たり市町村所得は 234万 8千円でした。 

1 人当たり市町村所得額は、ここ数年横ばい傾向にあったものの、順位については、

この度、初めて最下位となりました。要因としては、高齢者の比率が高く、生産年齢人

口が少ないことがあげられます。また、市内には大規模企業経営者がなく、高額所得者

が少ないことにより、給与所得の割合が低いことが考えられ、離島における佐渡特有の

課題であると感じています。 

私自身は、この数字を恥じるものではないと考えています。なぜなら元気な高齢者つ

くっていくということはこれからの高齢化社会に大きな挑戦だと思っています。 

ただ、今後の対応策としましては、生産年齢人口を増やすとともに生産年齢人口が高

い、収入が得らえる仕組みづくりが重要であると感じております。併せて、企業誘致、

起業・創業、本社移転に取り組み、移住定住を強化し、離島における給与所得割合を引

き上げる仕組みづくりに取り組んでまいります。 

令和 3年度におきましては、UIターンによる移住者は 503名で、前年度と比較し 1名

の減ですが、40 歳未満が 326 名と全体の 65%を占め、前年度の 58％から増加していま

す。企業誘致数は 10社で、そのうち 2社は本社移転の実績があり、引き続き、コロナ禍

において多様化する、テレワークなどの働き方に対応した受入れを進め、多様な企業や

人材の誘致に加え、島内企業の経営拡大などによる、島内経済の活性化により、市内総

生産額維持を目指してまいります。 

また、地域の子ども、担い手が地元に残り、佐渡で働きたいと思える魅力ある雇用の

場を創出するとともに、安心して起業ができる環境づくりを進めてまいります。 



 

 質疑応答 

 

1 新型コロナワクチン感染症について 

 

質疑はありませんでした。 

   

2 令和 4年度佐渡市一般会計補正予算第１号について 

 

質疑はありませんでした。 

 

3 令和 4年度佐渡市が行う新規事業計画の認定について 

 

質疑はありませんでした。 

 

4 地域コミュニティ交付金について 

 

質疑はありませんでした。 

 

5 あいかわこども園の内覧会及び開園式並びに入園式について 

 

質疑はありませんでした。 

 

6 佐渡トキマラソン 2022の中止について 

 

記者： 

会見内容を確認すると、市として主体的に中止の判断をしたとの印象だがどのような

判断をしたのか。 

市長： 

  市としては、現在の病院状況などを大会実行委員会に伝えてきました。中止の決定を

市が判断したということでなく、コロナ状況等を踏まえて、大会実行委員会で中止の判

断をしたという風にお伝えしたつもりでございます。 

記者： 

観光関係者からは「やってほしかった」「できたのではないか」などの声もあるが、市

長はどのように受け止めているか。 

市長： 

  開催できたと言えばできたと思います。しかし、佐渡総合病院とも議論しましたが、

高止まりしている現在の状況の中で、これ以上感染が増えると、一般病棟の軽易な手術

の延期や一般の外来診療にも影響が出ること、また、新型コロナウイルスは隔離が必要

である「２類」の感染症であるということです。 



市民の方につきましては、基本的にはご自宅で療養となりますが、観光のお客様で集

団発生した時、その隔離を病院で入院するとなった場合、一般の方の入院に大きな影響

があります。そういった医療体制を含めた総合的な要因が１つと、多くの保育園等・各

学校が休園・休校で、その保護者も仕事を休まなければならないという状況も含めた、

中止の決定だと考えます。 

直前の中止となり、大変申し訳ないと思っています。しかしながら万が一、多くの感

染者が出た場合、医療体制への影響とこのあと控えるゴールデンウィークなどに影響で

ることを懸念しています。 

 

7 真野公園内に設置されている山本悌二郎氏の銅像について 

 

記者： 

パブリックコメントの実施機関と銅像を台湾へ戻すスケジュールはいつか。 

市長： 

  市として、PRしながら支所・行政ＳＣに意見箱を置くなり、情報発信をしながら速や

かに意見をとりたいと思っています。市民の皆さまのご意見をいただいた上で判断し、

市の財産を他市に渡すということになりますので、議会とも相談しながら検討を進めて

いきたいと考えています。 

記者： 

具体的な時期については言えないということか。 

市長： 

  問題がなければ、できるかぎり早くと考えています。まず、市民の意見をお聞きし、

そこで大きな問題がなければ、議会へ相談しながら決定する流れになりますので、年内

もしくは、年度内というところがひとつの目安となるかと思います。 

記者： 

銅像が台湾から移設された経緯は。 

市長： 

  山本悌二郎氏の胸像は台湾製糖を去る記念として、1927年に制作されたものです。台

湾関係者の話によると、胸像は台湾製糖株式会社の社員たちが費用を負担したもので、

元々は台湾製糖橋仔頭工場の正面玄関に設置されていました。それが、時局の変化によ

り台湾から、「山本悌二郎先生顕彰会」によって現在の場所に設置されたという経緯にな

ります。佐渡に来た経緯が明確ではないです。 

記者： 

移設された時期は戦後で間違いないか。 

市長： 

  戦後で間違いありません。 

記者： 

移設された時から佐渡市の所有物であったのか。 

市長： 

  山本悌二郎先生顕彰会という会を作って、受け取ったようです。会の事務局は旧真野

町役場内にあり、そこが寄付を受けたと認識しています。 

 



記者： 

２体あるうちの１体はすでに貸し出しているということか。 

市長： 

  それに対しては全く別物です。出どころ、受けた経緯も違うものになります。 

記者： 

レプリカ制作のため貸し出しているものは、いずれ戻ってくるということか。 

市長： 

  真野行政サービスセンター内にありました胸像は、台湾よりレプリカを制作のために

貸してほしいという要望でしたので、いずれ戻ってきます。 

記者： 

台湾に貸し出している胸像は、旧真野町所有であったということか。 

市長： 

  そのように認識してはいますが、記録上明確なものはない状況です。さまざまな方に

お聞きした限りでは、旧真野町役場で受けたと聞いております。 

記者： 

現時点で台湾に貸し出している銅像は、佐渡市所有ということでよいか。 

市長： 

  佐渡市の所有で間違いないという認識です。 

記者： 

貸し出している期間が長いが戻ってくるのか。 

市長： 

  台湾と約束しているので、いずれ戻ってきます。 

 

 事前質問（追加） 

 

質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  世界遺産登録推進のため国会議員が２回に分けて佐渡に来るという話があるが事実か。

また、世界遺産登録推進に向け国・県・市の進捗状況は。 

市長： 

  国会議員が来られるということは間違いありません。多くの人数が想定されていると

聞いていますが、先般、ニュース等の報道にあったとおり、自民党の中で大規模な佐渡

世界遺産応援議連を作っていただき、そのメンバーが実際に視察にお出でいただくとい

うふうに聞いています。 

  進捗状況につきましては、国の方から要求された資料を提出しております。国の方の

動きはニュース等の報道しか知り得ませんが、市としては資料要求等に対して、すぐに



対応していくとともに、情報発信をしていくよう取り組んでいます。 

記者： 

  佐渡汽船がみちのりＨＤの傘下として正式に発足し、連携協定も結ばれたが、改めて

佐渡市としての考えは。 

市長： 

  まずは、市民の公共交通機関であり、これを維持していくということが大前提です。

今後、どう誘客していくか議論が必要ですし、バスの応援事業も佐渡汽船と協力しなけ

ればならないと考えています。また、新たな商品のつくり込みも非常にスムーズに行っ

ていると思っていますし、民間の企業を活かしの取り組みは期待しています。 

  誘客をしっかりとすれば、課題も解決できると思いますし、世界遺産登録を見据えた

誘客を連携して取り組んでいきたいと考えています。 

記者： 

  佐渡汽船の燃料油価格変動調整金が改定され、負担が大きくなるが影響についてどの

ように考えているか。 

市長： 

  燃油の問題は、運賃と一緒にするはなかなか難しいと思っています。離島における運

賃というのは、本土との乖離があってはいけないということです。カーフェリーはＪＲ

運賃、ジェットフォイルは特急運賃なっている、距離割運賃となっているというわけで

す。佐渡汽船が割引を変えましたが、国・県・市で負担をしながらルールをつくってい

くということが補助事業です。燃油変動制は、社会情勢の変化の中で、全体を税で飲み

込むとなると、国全体の問題だと思っています。多かれ少なかれ、多くの公共機関で影

響が出ています。そういった状況から佐渡だけの問題でなく、国の問題だと認識してい

ます。 

  国全体が物価上昇に対してどのような対策を打ってくるのか、どのような補正予算に

なっているのかを注視して、さまざまな対策を考えなければいけないと思っています。 

記者： 

  修学旅行時期に貸し出すバスが不足することから補正予算が組まれているが、まず事

業を展開しているみちのりＨＤとの連携など市長の考えは。 

市長： 

  島内は新潟交通がやっておりますので、そういった全体の交通事業者とのバランスを

取ることが大事だと考えています。みちのりＨＤの系列で、誘客であればどんどん連れ

てきていただきたいですし、島内のバスにつきましてはできる限り、島内バス事業者を

活用いただきたいです。バスが必要となる時期に、島内のバスが足りない、島外からバ

スをもってくるなどさまざまな状況が考えられます。全体のバス事業をひとつひとつ考

えながら、交通事業者にも利益がでるような仕組みづくりを一緒に考えていく必要があ

ると思っています。 

記者： 

  佐渡は離島ということから物価上昇の影響が大きいと思うが、どのような事が懸念さ

れるか。商品券以外にどのようなフォローを考えているか。 

市長： 

  子育て世帯、高齢者世帯、障がい者世帯などの社会的に大変な方々に均等割非課税世

帯対象ではありますが、無償で 5,000円の商品券で応援をすることが１つです。 



  もう 1つの「プレミアどこでも商品券」につきましては、有償になりますが 3割を上

乗せするもので決して損をするものではございません。どこでも商品券ですので、買い

物やホテル宿泊、ガソリンなどに使えるようになっています。まずはそこを考えていま

す。 

  これからの懸念としましては、ウクライナの問題だと思っています。ロシアとの貿易

が止まることによってのウッドショックを注視しなければならないですし、木材・建設

資材の不足などさまざまなところで影響が大きくなるだろうと思っています。これにつ

きましては佐渡市だけでない問題となりますし、まだ先がみえませんが、市としては、

まずは市民の皆さまに商品券という形で、支援を早急に対応したいと考えたところです。

この後、国がこの物価上昇対策をどう対処していくか、私自身は国に対し、地元で使え

るような地方創生臨時交付金の増額していただきたいと思っています。 

  コロナ禍では一定の業者がかなり影響を受けましたが、この物価上昇は全員が影響を

受けるため、国・県としっかりと情報共有しながら対策はその都度その都度考えていか

なければならないと思っています。外交の問題が大きいと思いますので、経済が安定し

ていただきたいという思いです。 

記者： 

  外部人材の派遣受け入れで期待することは。市の職員にも刺激になると思うが職員に

どういった呼びかけを行うのか。 

市長： 

  私自身も民間経験がありますが、一番感じるのは視点と考え方が違うことが多いと思

います。政策的なところは別ですが、行政というのは一定程度壁があると思っています

が、民間の事業者が市に入っていただいて、その壁を乗り越えて思い切りやってほしい

と伝えています。これは考え方や行動の仕方などを学びながら、一つの政策をつくると

いうことがあります。 

そしてもう一つ、国の公務員の在り方に問題があると思っていまして、国・県・市と

降りてくればくるほど、専門的な職員がいなくなるということです。例えば、農業でい

うと県には普及員がいますが、市にはいません。逆に国に行くと、普及員の専門が分か

れているという状況があります。どんどん専門家がいなくなる、専門家がいなくなると

国が大きく変化がある時、物事を進めるスピードが非常に遅くなります。 

  市の職員に仕事のやり方、見方、考え方を学んでもらいたいですし、もう一つは専門

的な知識を入れることによって、スピード感があって適切な対応がとれる、そんな組織

にしていきたいと考えています。 

  そのほかに、人件費が上がるのでないかという声もありますが、総人件費で考えてお

り、抑えられています。また、市の単独ではなくて、国の支援を受けています。この後

も国・県の事業を活用しながら多くの方に入っていただきたいと思っています。 

  また、市に来られる方が注目されますが、今年市職員から国・県への派遣の数も増や

しています。内閣府への派遣を増やしています。これは先ほどの逆のパターンで、国や

県の業務を学んでくるといったことも取り組んでいますので、なんとしても組織がしっ

かりと専門的になり、総合的になるというところで、私自身は必要であると考えていま

す。 

記者： 

  外部人材の派遣受け入れは世界遺産登録に向けての市の体制強化という考えもあるの



か。 

市長： 

  観光やデジタル分野で、世界遺産で来られるお客さまをどう満足していただけるか、

高齢化社会の中で市民の皆さまにどのようなデジタルサービスができるのかというと

ころも含めて考えていきます。世界遺産登録に向けた受け入れ体制を整備していくこと

が一つの大きな方針ではあります。 

 

 外部人材の派遣受け入れについて 

市長： 

  先ほど、ご質問にもございましたが、外部人材の派遣受け入れについて、佐渡市で委

嘱をするのは初めてとなると思います。派遣の受け入れは、内閣府の地方創生人材支援

制度を活用でございます。4人の外部人材を受け入れました。 

  経済産業省からお迎えした石田地域振興部長は、部のトップとして、地域づくりや起

業・創業、移住定住施策の推進に、大いにリーダーシップを発揮していただきたいと思

っております。 

デジタル分野では、富士通から派遣を受け入れ、中川デジタル政策主幹、桃原係長の

お二人には、佐渡市のデジタルビジョンと社会実装の実現に向けて取り組んでもらいま

す。島の将来課題として、市民サービス、高齢化、島に来られる皆さんへのおもてなし

が重要だと考えていますので、それらを踏まえた佐渡全体の総合的なデジタル化の推進

が図られることを期待しています。 

  観光分野ではＪＴＢからお迎えした、田辺観光振興主幹に、今後の世界遺産登録を見

据えたインバウンド対策、高付加価値な観光地域づくりなどにより、交流人口・関係人

口を拡大してもらいたいと考えております。 

今回、外部人材を受入れた目的として、国や民間の視点を活かした行政運営と、専門

的な知識を活用した、課題解決や政策推進のノウハウを職員が学び、一緒に取り組む中

で、職員のスキルアップや意識改革を図りたいと考えています。 

  それでは、派遣職員４名から、ご挨拶させていただきます。 

 

石田地域振興部長： 

  経済産業省から出向してきました石田と申します。よろしくお願いします。経済産業

省では主に製造業への支援業務が多かったですが、今回地域おこしという広く大きな業

務で責任を感じていると同時に、佐渡という自然豊かな地域に出向できたということを

うれしく思っています。まだ、佐渡のことを全くわかっていない状況でありますが、地

域の皆さま、市役所の皆さんと密接にコミニケションをとりながら、どういったところ

に力を発揮できるかを模索しながら業務に取り組みます。引き続き、よろしくお願いし

ます。 

 

中川デジタル政策主幹： 

  富士通 Japan株式会社から出向という形で赴任させていただいています中川と申しま

す。私自身佐渡島出身ということもありまして、生まれ育った佐渡に関しまして、佐渡

市総合計画で掲げております「誰もがいきいきと輝ける島」の実現に向けて、デジタル



の側面で貢献したいという風に考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

桃原デジタル推進係長： 

  富士通株式会社からまいりました桃原と申します。私自身は佐渡出身ではございませ

んが、学生時代に GIAHSのことを少し勉強していた経緯がありまして、勝手ながら強く

ご縁を感じ、手を挙げさせていただいた次第です。デジタルの役割としては、10 年後、

20年後どんな佐渡にしたいかというビジョンがあり、それを実現する手段であると思っ

ています。どんなことでもワクワク感を大切に取り組んでいきたいと思います。地域の

皆さま、職員の皆さんに色々教えていただくこと、ご協力いただくことがあると思いま

すので、これからよろしくお願いいたします。 

 

田辺観光振興主幹 

  ＪＴＢから参りました観光振興主幹の田辺と申します。世界遺産登録が大きな契機な

ります。観光振興に全力を尽くして、発展に貢献できるよう努めてまいります。これか

らどうぞよろしくお願いいたします。 

 

市長： 

  経済産業省から初めて派遣いただいております。佐渡市役所からも 1人派遣しており

ますので、これからもパイプを広げるということで佐渡での活躍していただきたいと思

っています。 

  中川デジタル政策主幹につきましては、富士通より「出しなくない」とも言われてお

りましたが、佐渡出身者ということもあり、本人からもやっていただける了承を得て、

来てもらっています。優秀な人材とも聞いておりますので、大いに期待しているところ

です。 

  桃原係長は、世界農業遺産の事務局で働いていたと聞いています。コロナ禍になって

入社し、リモートワーク中心で業務をしていたようで今回、このような出勤するといっ

たことは初めてだそうです。この前、話をしていて本人から「つづりって何ですか？」

と問われました。市役所で紙をまとめるファイルのことですが、紙で保存するという習

慣がないのです。こういうことが大事だと思っておりまして、デジタル化をしていくこ

とによって、スムーズになるし、もっとミーティングルームも増える、さまざまな議論

ができると思っています。こういった若い力で色んな意見をいただければと思っていま

す。 

  田辺さんにつきましては、支店長もずっとやられており、現場の大ベテランでありま

すので、世界遺産の受け入れ含めて、観光戦略をつくっていただければと思っています。 

 

 外部人材に関する質疑 

記者： 

  佐渡の第一印象は（中川デジタル政策主幹除く）。 

石田地域振興部長： 

  まず、人が優しいと感じています。豊かな自然に恵まれていること、非常に居心地の

良い場所だなと思ったことが第一印象です。 



桃原デジタル推進係長： 

  一番の印象は、人が優しいということです。初めてきた土地で、皆さまがいろいろサ

ポートしていただいたり、声かけていただいたりと暮らしやすい、来て良かったなとい

う印象です。 

田辺観光振興主幹： 

  私は新潟市出身で、意外と佐渡の良さ、魅力が伝わっていないなという印象がありま

す。長年新潟市に居ながらも、住んでみないとわからないことが既にこの２週間であり

ましたので、島外の方々に魅力を伝えて、そのきっかけをつくっていけるような仕事を

していければと思っています。 

記者： 

  中川さんは佐渡出身ですが、久しぶりに里帰りして佐渡の印象は。 

中川デジタル政策主幹： 

  コロナ禍でここ２年間は帰省できていませんでした。高校時代まで佐渡にいましたが、

当時と比べて変わってきたなという印象があります。人口が減っているということもあ

りますし、商店街もシャッターが多くなっているということもありますので、そういっ

たところにデジタルを活用しながら、何か貢献できれば良いと考えています。特に観光

業、農業など、また、企業誘致の面でも連携して新しいことを発信していければと考え

ています。 

 

 

 最後に 

 いつもありがとうございます。 

 コロナが佐渡で急激に広がっており、学校や施設等でクラスターが発生すると広がりが

早いと改めて感じたところです。軽症であるなどの情報もありますが、一方亡くなられる

方もいらっしゃいますので、コロナに罹った、罹らなかったということでなく、クラスタ

ーをどう防いでいくか、飲食も含めて注意しながら生活をして、この後、ゴールデンウィ

ークや修学旅行生の来島などのほか、イベント等も多くありますので、出来る限り日常を

取り戻してけるよう、改めて新しい生活様式の実施のお願いを申し上げて、4 月の終わり

のあいさつにかえさせていただきます。 

今月もありがとうございました。 

 


