
令和 4年 5月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 5月 17日(火) 

午前 10時～午前 10時 44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、まん延防止措置が解除され、全国的に減少

傾向にあり、市内におきましても感染者は減少傾向にありますが、市民の皆さまには、引

き続き感染予防に努めていただき、感染拡大防止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回目接種を中心に実施しているところ

です。昨日までの接種率は６５歳以上の高齢者が 83.62%、12 歳以上が 71.83%となってお

ります。今後、４回目の接種につきましても実施予定で準備しているところです。４回目

の接種は、３回目接種終了後５か月を経過した、６０歳以上の方と１８歳から５９歳の基

礎疾患をお持ちの方が対象者となります。 

 

接種券につきましては、５月下旬から順次発送いたします。６０歳以上の方は対象者全

員に接種券を発送いたしますが、基礎疾患をお持ちの方で接種を希望される方は、接種券

交付の申し込みが必要ですので、市役所窓口、あるいはホームページからお申込みくださ

いますようお願いいたします。 

 

2 あいかわこども園の竣工式について 

 

令和４年５月１日に新園舎が開園した「あいかわこども園」ですが、外構工事等すべて

の工程が完了したことを受け、５月２８日（土曜日）、午後１時３０分から、同園の遊戯室

で竣工式を挙行いたします。平成２２年度以降、協議を重ねてきた施設であり、木造平屋

建て、敷地面積５，０７０．３４㎡、定員６０人の施設です。 

 

 当日は、来賓の方々をはじめ、施工業者の皆様にご列席を賜わり、工事の経過報告や、

感謝状の贈呈式などを行います。 

 

3 脱炭素先行地域（第 1回）の選定について 

 

先般佐渡市が選定されました「脱炭素先行地域（第１回）」についてその意義・概要などを

説明いたします。 

 

 佐渡は日本海側にある最大の離島であるものの、本土との間で電力系統が連系しておら



ず、電力をはじめ、エネルギーの供給にあたっては、島外からの海上輸送する化石燃料に

大部分を依存しています。そのため、環境への負荷やエネルギー調達コストに加え、地震・

津波など、災害に伴う発電所・港湾などインフラが停止してしまうリスクもあります。こ

のような背景の下、エネルギーの自立・分散化と防災力の強化の双方を図るため、現在建

設中の防災拠点庁舎をはじめ、支所・行政サービスセンターを拠点に、屋上や駐車場等の

空きスペースを活用して太陽光発電設備や大型蓄電池の導入を進めるなど、エネルギーの

一元管理を図りながら脱炭素化に取り組んでまいります。 

 

今年度は、市内全域における再エネ導入のゾーニング調査や「あいぽーと佐渡」にソーラ

ーカーポートによる再エネ１００パーセントのＥＶステーションを整備するための現地調

査及び設計を実施します。そのほか、発電事業者、エネルギー利用の企業・団体、金融機

関等の関係者で構成する「佐渡市脱炭素推進会議」を、６月中を目途に設置・開催し、脱

炭素化に向けた事業化や理解醸成の方策等について協議・調整します。なお、これら脱炭

素・再エネ導入とも連動しますが、レンタカーのＥＶ化や地域交通のシェアリングサービ

ス等のグリーンスローモビリティを推進するため、「佐渡島ＭａａＳ検討会」を５月２３日

に開催し、具体的な議論を開始する予定です。 

 

 市民や事業者など多くの皆さまへの脱炭素へのご理解を深め、ご協力をいただきながら、

島民一丸となって積極的に取組を進めてまいります。 

 

4 「インキュベーションセンター河原田本町」および両津南埠頭ビル「SADO PORT LOUNGE

（サド ポート ラウンジ）」の運用開始について 

 

 「起業成功率№１の島」を目指して、佐渡へ進出する起業家の活動拠点や、誘致企業の

みならず、多様な主体が集まる交流拠点となるよう整備した「インキュベーションセンタ

ー河原田本町」と「SADO PORT LOUNGE（サド ポート ラウンジ）」の運用開始に伴い、開所

式ならびに地域の皆様方を対象とした内覧会を開催いたします。 

 

１つ目の「インキュベーションセンター河原田本町」は、河原田本町商店街の中心部に

ある空き家を改修した IT ベンチャー企業等の活動を支援する貸し事務所です。施設には

４社分のオフィススペースがあり、既に３社の入居が決定、運用開始は６月１日からの予

定です。６月３日（金）午前 10時 30分から、入居企業、地元自治会、商店街やメディア

の皆様を対象に開所式ならびに内覧会を行います。関係の皆様には後日詳細をご案内させ

ていただきます。 

 

 ２つ目は、両津南埠頭ビル３階の「SADO PORT LOUNGE（サド ポート ラウンジ）」です。

佐渡の玄関口という立地条件を活かし、乗船までの待ち時間などに誰もが利用できるコワ

ーキングスペースや、オンライン対応ブース等のほか、７部屋の貸オフィスも備えた施設

です。 

 

６月 11 日（土）から運用開始とし、同日午後 1 時から関係者による開所式を開催しま

す。市民の皆様には「佐渡市民限定キャンペーン」として、６月 11 日（土）から６月 19



日（日）まで、コワーキングスペースの無料開放を行います。詳細については、「広報さど

６月号」に掲載しますが、ご利用の際は、島民カードの提示をお願いします。 

 

是非、この機会に、人が集まる拠点として新たに生まれ変わった施設をご覧いただきま

すよう宜しくお願いいたします。お問い合わせは地域振興部移住交流推進課、電話６７－

７１５３までご連絡ください。 

 

5 小・中学校給食への佐渡産「無農薬無化学肥料栽培コシヒカリ」の提供について 

 

昨年度より話しておりました、お米の無農薬無化学肥料栽培ついて、提供する準備が出

来ましたのでご報告いたします。 

 

本年６月の１ヶ月間、小・中学校の学校給食に、佐渡産「無農薬無化学肥料栽培コシヒ

カリ」を提供いたします。あわせて食育活動も行います。６月３日（金曜日）に、新穂小

学校の５年生と６年生を対象に生物多様性の取組をはじめとした、環境に配慮しながら生

産されたお米についての食育授業を実施いたします。また、島内における無農薬無化学肥

料栽培の拡大を図るため、農業者の皆さん向けに、水田除草機の実演などの有機栽培現地

研修会を、６月１７日（金曜日）に開催いたします。 

 

 トキをはじめとする生きものを通じた食育や、環境保全活動はもちろん、無農薬無化学

肥料栽培の取組を拡大していくことで、より一層の食の安全や、化学肥料を減らすことに

よる低炭素社会の実現を目指してまいります。 

 

6 令和 3年度佐渡市ふるさと納税の寄付実績について 

 

令和 3年度の佐渡市ふるさと納税は、過去最高の寄付金額 3億 8,958万 2,259円となり、

件数にして 21,615件のご支援を賜りました。令和２年度と比較しますと、5,450万 8,993

円、16.3％の増となりました。応援していただいた皆様には、改めて御礼申し上げます。

頂戴しましたご寄付は、お申し込みの際にお選びいただいた寄付の使途に沿って、大切に

活用をさせていただきます。 

 

令和３年度は、ポータルサイトや市 SNS等を通じて定期的な情報発信に努めたこと、ま

たふるさと納税の全国の寄付規模も引き続き拡大していることから、今回の結果につなが

ったと考えております。また、人気の返礼品は、これまで同様にバター・チーズのセット、

お米や日本酒で、申し込み数も増加傾向でした。なお、お任せ鮮魚セットや、さざえのむ

き身など申し込み数が大きく増加した返礼品もあり、お得感や扱いやすさなど、寄付者に

魅力的な返礼品となるよう、検討してくことが重要と考えています。 

 

令和４年度は、引き続き、魅力的な返礼品の掘り起こしや、複数の特産品を組み合わせ

た定期便の充実などに取り組むほか、「佐渡島の金山」の世界遺産登録を見据えて、金山に

関連する返礼品や佐渡に来ていただく体験型の返礼品などの掲載もさらに進めていきたい



と考えております。 

 

今後も多くの方から、ふるさと納税を通して佐渡市を応援していただけるよう、工夫を

凝らしながら進めてまいります。 

 

7 島民限定～島内貸切バス半額キャンペーンについて 

 

コロナ禍により、地域の交流が制限され、人と人のつながりが希薄になっている中、「貸

切バス」で島内を旅して、歴史や文化を学び、美味しいものを食べて、温泉に浸かり、地

域の親睦を深め、楽しむ、「With コロナ」での交流促進の取り組みとして、島民限定「貸

切バス半額キャンペーン」を実施します。 

 

このキャンペーンは、市民が佐渡金銀山や世界農業遺産、ジオパークなど、文化、歴史、

自然、食をテーマとした島内ツアーにかかる貸切バス料金を最大半額補助します。受付開

始は今月２０日から、実施期間は今月２７日から１２月末までです。自治会や町内会、老

人クラブ、公民館、職場など、５人以上のグループで、交通事業者に直接予約をお願いい

たします。 

 

 新型コロナウイルスの感染予防の対策をとりながら、地域の修学旅行気分で、世界遺産

登録を目指す、佐渡の魅力を再発見する機会になることを期待しております。 

 

8 これからの社会のデジタル化についてご意見・ご提言いただける方を募集します 

 

今年度より総務課内にデジタル政策室を設置し、外部人材を迎えながら、これからの佐

渡市のデジタル化について全体計画の検討を進めているところですが、市民や有識者の皆

さまからのご意見やご提言を広く取り入れる場として、「佐渡市デジタル化検討推進懇談

会」を設置いたします。 

 懇談会は 10名の委員によって構成し、年間４回程度の開催を予定していますが、委員の

うち３名程度を市民の皆さまより公募したいと考えています。 

 

 これからの佐渡市において、暮らしのデジタル化（円滑な行政手続き、マイナンバーカ

ードの活用、健康寿命の延長への貢献など）、産業のデジタル化（新たな移動サービス、一

次産業の促進など）、市役所のデジタル化（業務の効率化、行政改革など）などについてご

意見・ご提言をいただき、今後策定を予定しております、「佐渡市デジタル化構想・計画」

の内容に反映させていきたいと考えています。 

 

 応募条件や応募方法などの詳細につきましては、ホームページのほか、ＳＮＳや市報さ

ど６月号でもお知らせいたします。 

 

9 第 13回全国離島交流中学生野球大会の開催について 

 



第 13回全国離島交流中学生野球大会を 8月 22日（月）から 26日（金）の間、佐渡市を

会場に開催いたします。 

 

2008年から始まったこの大会は「離島甲子園」と呼ばれており、元プロ野球選手、村田

兆治さんが引退後に全国の離島を回って少年野球教室を開催していたことがきっかけで、

離島の中学生が、野球を通じて交流を深め、人づくりと島の活性化を図ることを目的とす

る大会です。佐渡での開催は、2014年の第 7回大会以来、8年ぶりとなります。現在、読

売ジャイアンツで活躍している菊地大稀投手も 8年前に出場している大会で、今回は島外

から 23チーム、佐渡からは 2チームが参加する予定です。 

 

「佐渡」にお越しいただくこの機会に、世界遺産登録を目指す「佐渡島の金山」を知っ

てもらうことが、深く思い出に残るのではと考えておりますので、学習の場も提供したい

と考えております。今大会においては、野球だけでなく、佐渡の豊かな自然・歴史・文化

に触れ、スポーツと学習を通じて交流が深まるよう工夫を凝らしていきたいと思っていま

す。なお、今回の発表は 5月 9日に開催した第 1回の実行委員会での決定に基づくもので

あり、具体的な準備の状況については、今後もその都度ご案内いたします。 

 

 今、菊地君が佐渡から初のプロ野球選手として活躍していますが、菊地君のようにプロ

に挑戦する子どもたちが第２・第３と出てきて、大きく巣立つような大会となるように事

業を実施していきたいと思っています。 

 

事前質問 

 

① 韓国の大統領がユン・氏に変わりましたが、韓国政府は「佐渡島の金山」の世界遺産

登録推進に対応するため、官民合同のタスクフォースを設置しています。韓国の新政府

に対しどのようなことを望みますか。・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。 

市長： 

日本と韓国の外交の問題ではございますが、両国の関係改善も含め、様々な諸問題の

解決に向けた友好的な体制となっていただきたいと考えております。 

 

② 佐渡島の金山を議員連盟が視察しました。今後にどんな影響がありますか。 

市長： 

「佐渡島の金山」に関連する構成資産の視察後、国会議員連盟の皆様からは、①江戸

時代の文化的な価値をご理解いただけたこと、②SNS を活用した国内外への情報発信の

強化に関するご助言等をいただきました。特に、現地案内看板のデジタル化の推奨など

具体的なご指導などもいただきました。 

今後は、国内外への総合的な情報発信などにより、世界遺産登録に向けた政府の取組

の更なる後押しをいただけるものと考えております。 

 

③ 環境省が本州でのトキ定着に向けて放鳥候補地の公募を開始しました。この件に関し、



他の自治体から問い合わせなどはありましたか。佐渡市はどんな自治体に応募してほし

いですか、また、決まった自治体とどのように関わりますか。 

市長： 

  環境省が５月１０日より、「トキと共生する里地づくり取組地域」の公募を開始したと

ころでございます。石川県をはじめ、いくつかの自治体より、これまで佐渡市が行なっ

てきた、持続可能な生息環境整備や、住民の理解ある保護活動の取組について問い合わ

せがございました。 

  佐渡市では、生きものを育む農法など、農業分野での取組が注目を浴びていますが、

これまでの放鳥の歴史の中で、学校の子どもたちや、地域の皆さんが試行錯誤しながら、

トキの生息に適した環境を保全・再生する活動に取り組んできた経緯がございます。 

  トキの放鳥というのは、単純に餌場をつくるということだけでなく、地域全体で生物

多様性を高めていくことが重要であり、トキなどの大型鳥類を新たに、生態系の中に適

応させていくということは、私自身簡単なことではないと考えています。 

  佐渡が今まで取り組んできたことについて、他の地域とも広く連携を図っていく必要

があると考えていますので、環境省には、このような生物多様性の活動に取り組む地域

のネットワークづくりを、国主導により、進めていただきたいとお願いをしているとこ

ろでございます。 

  佐渡でのトキと共生する里づくりが、生物多様性の保全・再生の取組として、全国に

広がっていくことが、トキの定着には、もっとも重要なことであると考えています。 

 

④ 大型連休の観光客の入り込み状況などを総括してください。 

市長： 

今年は３年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークとなったこともあり、多くの皆

様からご来島いただきました。 

令和４年のゴールデンウィーク期間の入込者数はおよそ１万５千人と推計され、平成

30年と比較すると９割近い状況になりました。 

また、昨年と比較するとおよそ２倍の入り込みでした。方面別の傾向として平成 30年

と比較すると、関東、中部、近畿がほぼ同数であったものの、新潟県内は８割程度とな

っています。 

 

⑤ 原則公開となっている各種附属機関や審議会などの日程が、市民に向けて事前に告知

されていないケースが見受けられます。市の考えと今後の対応があれば示してください。 

市長： 

ご質問の附属機関等の公開については、「佐渡市附属機関等の会議の公開に関する要

綱」に基づき、公開すべき会議については、会議の開催についてご案内していますが、

漏れがあったようで申し訳ありませんでした。 

原則公開の流れの中で、市民の皆さまには適切にご案内ができるよう、職員への制度

の周知徹底を図りたいと考えております。 

 

⑥ 佐渡出身の菊地投手がジャイアンツの支配下登録となり活躍しています。昨年市役所

を訪れ活躍を誓っていましたが、菊地選手に対してのお気持ち、エールがあれば教えて

ください。 



市長： 

昨年 11月に、菊地投手がドラフト指名の報告にお越しいただいた際、「ここからが勝

負だと思う。もう一度、気を引き締め直して、自分と向き合って早く１軍に行ければ!!」

と語ってくれました。 

厳しいプロ野球の世界で、育成ドラフト 6 位で入団し、1 年目のシーズンが始まって

すぐに支配下登録を勝ち取ったことが、まず、ものすごい「快挙」だと思います。更に

は即 1軍に登録されて、マウンドに立つという目標を立派に達成してくれました。 

初登板の 4 月 29 日の阪神戦は地上波の放送があり、テレビの画面に菊地投手が登場

し、見事無失点に抑えた姿を見て本当に感動しました。また、その後も登板を重ねてい

いピッチングを続けており、非常にうれしく思います。 

現在は一旦、１軍登録を外れたとのことですが、またすぐ１軍に帰って来ると期待し

ますし、もう一回り大きくなって先発ローテーション入るなど、ジャイアンツの中心選

手として活躍してほしいと思います。 

また、佐渡の子どもはもちろんのこと、全国の子どもたちのあこがれの存在になれる

よう、今後もより一層大きな目標を持って、突き進んでいってくれることを願っていま

す。 

 

⑦ 佐渡ロングライドが５月１５日に行われましたが、運営面での課題、観光面などへの

波及効果などを総括してください。 

市長： 

今回の佐渡ロングライドは、万全の感染防止対策を施し、３年ぶりに無事開催するこ

とができました。これもひとえに、ボランティアの皆様はじめご協力いただいた皆様の

おかげと感謝申し上げます。 

  運営面での課題といたしましては、新型コロナウイルス感染防止対策により、スタッ

フ数を増員せざるを得ない状況の中、例年、新潟市などから来ていただく学生ボランテ

ィアの皆様の参加を遠慮させていただいた関係もあり、限られた人数での運営に苦慮い

たしました。 

  ９月のトライアスロンについては、さらにスタッフが必要となることから、例年お願

いしている学生ボランティアの皆様はじめ、市と連携協定を結んでいる企業や大学・専

門学校等からもご協力をいただければと考えております。いずれにいたしましても、コ

ロナの感染状況により対応は変わってくるものと考えております。 

 観光面での効果ですが、直近の大会である令和元年では 2,380人の方から佐渡におい

でいただきましたが、今回は 1,101 人ということで半数程度ということになりました。

参加者による島内への経済波及効果につきましては、直接効果で 5,192万円と見込んで

います。内訳としては、宿泊業で 2,202万円、飲食店 1,727万円、観光施設やお土産な

どの買い物で 1,263万円と試算されます。 

 

⑧ 知事選について、市長の今後の取り組み予定を示してください。佐渡市にとっての争

点は。また市にとっての県政の課題は。新しい知事に望むことは。 

市長： 

本日 17日、佐渡市内で花角知事の街宣活動が行われており、先ほどまで私も同行させ

ていただきました。この後も昼と夕方に行われる街宣活動に同行して応援させていただ



く予定であります。 

花角知事の４年間のかじ取りを見て、厳しい県財政の状況の中、国との信頼関係を築

きながら、世界文化遺産の登録推進活動をはじめ、人口減少対策やこのほど国の選定を

いただいた脱炭素先行地域など、市の取組みとも連携をいただき、並々ならぬご尽力を

いただいております。 

佐渡出身の知事でもありますので、花角知事には続投をいただき、世界文化遺産登録

の実現はもとより、県全体のために引き続きご手腕を発揮いただけることを期待してお

ります。 

 

 質疑応答 

 

1 新型コロナワクチン接種について 

 

記者： 

  4回目の接種開始は 7月頃か。 

健康医療対策課長： 

  4 回目の接種は、3 回目接種の 5 カ月経過した方から接種可能となります。個別接種

につきましては 6月から。集団接種につきましては 7月から開始できるよう調整をして

います。 

   

2 あいかわこども園の竣工式について 

 

質疑はありませんでした。 

 

3 脱炭素先行地域（第 1回）の選定について 

 

記者： 

  年度目標などは立てているのか。 

市長： 

  3～4年程度で支所・行政サービスセンターの拠点をつくっていきたいと計画している

ところです。このたび、認定を受けましたので協議会を開催し、具体的な話を詰めてい

きたいと思っています。市役所本庁舎だけでなく、各支所・行政サービスセンターを災

害防災拠点として、最低限太陽光でエネルギーを確保できるような仕組みをしていきた

いと思っており、当初 5 年間の計画でしたが、なんとか 3～4 年程度で進めていきたい

と考えています。 

記者： 

  市民の各家庭まで波及していかないのか。 

市長： 

  今年から、東北電力さんで実施しているソーラーパネルをリースする事業を佐渡市と

して支援する仕組みとして、今年度補助金を新設させていただきました。今後は、自然



再生、エネルギーが生成できるようになれば、ＥＶであるとか家庭内の電気を LEDに変

えていくなどの制度も認定を受けたので、これから予算措置を含めて考えていきたいと

思っています。 

 

4 「インキュベーションセンター河原田本町」および両津南埠頭ビル「SADO PORT LOUNGE

（サド ポート ラウンジ）」の運用開始について 

 

質疑はありませんでした。 

   

5 小・中学校給食への佐渡産「無農薬無化学肥料栽培コシヒカリ」の提供について 

 

記者： 

  県内で同様の取り組みはあるか。 

市長： 

  無農薬のお米を全量変えていくことは県内初ですし、全国的にはいすみ市さんが数年

前から全量変えていると聞いています。無農薬のお米は、量を確保することが難しい上

に、単価が高いといったことがあります。その点を解決すべく、無農薬用の機械の導入

や研修で生産コストを下げていく実演など、JAさんや農家さんと一緒に取り組んでいく

方向です。 

記者： 

  令和 4年産の無農薬無化学肥料栽培コシヒカリの作付面積は。 

農業政策課長： 

  約 55ヘクタールなっておりまして、前年対比で 7ヘクタール増えています。 

 

6 令和 3年度佐渡市ふるさと納税の寄付実績について 

 

記者： 

  佐渡市の返礼割合（返礼率）はどれくらいか。 

地域づくり課長： 

  商品によって違いはありますが、約 3割程度です。 

 

7 島民限定～島内貸切バス半額キャンペーンについて 

 

質疑はありませんでした。 

   

8 これからの社会のデジタル化についてご意見・ご提言いただける方を募集します 

 

質疑はありませんでした。 

 

 

 



9 第 13回全国離島交流中学生野球大会の開催について 

 

質疑はありませんでした。 

 

 事前質問（追加） 

 

① 韓国の大統領がユン・氏に変わりましたが、韓国政府は「佐渡島の金山」の世界遺産

登録推進に対応するため、官民合同のタスクフォースを設置しています。韓国の新政府

に対しどのようなことを望みますか。・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。 

 

質疑はありませんでした。 

 

② 佐渡島の金山を議員連盟が視察しました。今後にどんな影響がありますか。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

③ 環境省が本州でのトキ定着に向けて放鳥候補地の公募を開始しました。この件に関し、

他の自治体から問い合わせなどはありましたか。佐渡市はどんな自治体に応募してほし

いですか、また、決まった自治体とどのように関わりますか。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

④ 大型連休の観光客の入り込み状況などを総括してください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑤ 原則公開となっている各種附属機関や審議会などの日程が、市民に向けて事前に告知

されていないケースが見受けられます。市の考えと今後の対応があれば示してください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑥ 佐渡出身の菊地投手がジャイアンツの支配下登録となり活躍しています。昨年市役所

を訪れ活躍を誓っていましたが、菊地選手に対してのお気持ち、エールがあれば教えて

ください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑦ 佐渡ロングライドが５月１５日に行われましたが、運営面での課題、観光面などへの

波及効果などを総括してください。 



 

記者： 

  秋のオータムライドという話があったが、新たなイベントを企画していくこというこ

とか。 

市長： 

  今まで民間でオータムライドを実施していますが、この取り組みを拡大しながら、秋

に佐渡を走ってもらうこと、世界遺産・金山をどう発信していくかということが一番大

きな課題でありますので、その発信も兼ねながら、世界遺産の町並みを自転車で走って

もらうなど、さまざまな案があります。e-バイクの活用も含めて、佐渡を自転車でゆっ

たりまわってもらうなど、自転車の島づくりを考えていきたいと思っています。e-バイ

クも今後、各観光地や宿泊のホテルに充電システムがあって、そこで乗り捨てができる

仕組み、これは低炭素の実現にもつながってきて、魅力を感じていただける方もいらっ

しゃいますので、自転車を活用した島づくりが重要となっていくと思っています。そう

いったところで、オータムライドを拡充していく方向です。 

 

⑧ 知事選について、市長の今後の取り組み予定を示してください。佐渡市にとっての争

点は。また市にとっての県政の課題は。新しい知事に望むことは。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  市の職員が民事で決着していることに介入し片方に加担していたという事例があった

が、市長は職員にどのような指導をしているのか。 

市長： 

  市長として、細かな指導をするといったことは致しておりません。しっかりと市民の

ために、仕事をすることは公務員の仕事であるということは言っておりますし、さまざ

まな研修の中で、市民の目線に合わせた仕事をしてほしいとも伝えています。市の職員

がどこでどのような対応をしたかをすべて把握しているわけではございませんが、課題

があれば、総務部中心に対応すべきと認識しています。職員指導は、私自身がひとりひ

とりに話をするわけにはいきませんので、方針を示して、各部長に管理させるというこ

とを取り組んでいかなければならないと思っています。職員教育につきましては、やり

すぎはないと思っていますので、庁舎内の研修を含めて、できる限り小まめに数多く、

取り組んで、私自身の思いを職員が理解していけるよう努めていきたいと思います。 

 

 最後に 

 

ありがとうございます。 



今月ようやくロングライドが開催されました。コロナは落ち着いてきていますが、オミ

クロン株はちょっとした拍子で増えることも想定されますので、ウィズコロナの中で、感

染に気を付けながらできるだけ日常を取り戻していくこのスタートにロングライドはなっ

たと思います。 

ぜひ、市民の皆さまはバスの支援等を活用していただければと思いますし、少しずつ日

常を取り戻していくスタートの月にしていきたいと考えております。 

市民の皆さまには、引き続き感染対策をお願いいたします。 

今月もありがとうございました。 

 


