
令和 4年 6月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 6月 6日(月) 

午前 10時～午前 10時 57分 

 

発表案件 

 

1 令和 4年度佐渡市一般会計補正予算第 2号（専決）及び第 3号について 

 

4月 26日の関係閣僚会議で決定された「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合

緊急対策」」に盛り込まれた、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

について、給付に要する経費 6 千 34 万 8 千円を計上した佐渡市一般会計補正予算第 2 号

を、6月 3日付けで専決処分をいたしました。 

現在、該当する世帯へ早急に支給すべく給付事務を進めております。 

 

次に、6月 10日召集の 6月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第 3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、1 億 5 千 397 万 2 千円を追加し、予算総額が４

60億 973万 1千円となります。 

 

主な補正内容ですが、 

①国の「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」に伴う事業は、 

（1）新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰等により、新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金の申請期限が延長されたことに伴い、自立支援金を１２０万

円増額計上します。 

（2）また、コロナ禍において物価高騰に直面する保護者の負担軽減を図るため、市内小

中学校の給食食材費の高騰分を支援する経費に 1千 998万 3千円を計上します。 

②次に、新型コロナウイルス感染症対策については、 

（1）教育環境の整備として、児童生徒の安心安全な学習環境を確保しつつ教育活動を着

実に継続するため、文部科学省の補助事業を活用して行う、各学校の現場環境に応

じた感染症対策や児童生徒の学びの保障をするための取組に要する経費に 3 千 195

万円、 

（2）その他新型コロナ対策関連事業として、市内の起業創業支援、企業育成、起業経営

の総合的な支援等を行うため、民間から外部人材受入れに要する経費に 495万円を

計上し、民間の視点から課題解決を図っていくとともに、外部人材から必要なスキ

ルを学ぶことで、市職員の人材育成を図ってまいります。 

 

③次に、ゼロカーボンアイランド推進事業については、4 月 26 日に環境省が募集する

「脱炭素先行地域」に、佐渡市が選ばれたことにより、国の交付金の事業採択を受け

て行う脱炭素先行事業の事業化に向けた取組に要する経費に 500 万円を計上します。 

  

 



④次に、老人福祉施設整備事業については、民間事業者が行う、認知症対応型共同生活

介護施設の整備に係る費用について支援する経費に 6 千 451 万 5 千円を計上します。 

 

⑤次に、園芸作物振興事業については、昨年の 4月中旬に発生した霜の被害により、市

の主要農産物である「おけさ柿」が大きな被害を受け、その対策として、ＪＡ佐渡が

新穂地区の柿園地に防霜ファンを設置する費用について支援する経費に 1 千 181 万 8

千円を計上します。 

 

なお、その他の経費については、当初予算編成後の事由による必要な経費を計上するも

のです。 

 

2 令和 4年度低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給について 

 

新型コロナウイルス感染症の長期化により経済的に影響を受けている低所得の子育て

世帯に対する生活支援として国が実施する、児童 1人につき 5万円の特別給付金を支給い

たします。 

 

 支給対象は、子育て世帯のうち、ひとり親世帯、住民税均等割非課税世帯、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯となります。 

 

 支給については、まず児童扶養手当を受給しているひとり親の方へ、6月 20日（月）の

支給を目指し準備を進めております。住民税均等割非課税世帯の方については、6 月中旬

の令和 4年度の税額決定後、対象となる世帯へご案内の予定です。 

 家計急変の方は申請が必要となります。申請方法など詳しくは佐渡市ホームページ等で

ご確認ください。 

 

3 「SDGs未来都市」の選定について  

 

人口減少が進む中、持続可能な島づくりに向けて、本市の「総合計画」及び「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の策定と同時に、環境省の「脱炭素先行地域」、内閣府の「SDGs

未来都市」に提案し、先般「脱炭素先行地域」に選定いただいたところですが、このたび、

「SDGs未来都市」に選定されましたので、ご報告いたします。 

 

この SDGs 未来都市は、施政方針等でも申し上げましたが、人口減少に伴う賑わいの喪

失、経済の喪失、地域の喪失を本市の最重要課題と捉えた上で、脱炭素社会、資源循環型

社会、自然共生社会を目指し、そこにトキや佐渡金銀山をはじめとした佐渡独自の歴史、

文化や環境に経済と日常の暮らしが共鳴する持続可能な未来都市を目指して取り組んでい

ることを評価いただいたものと受け止めています。 

 

具体的に 1つ目は、交流と共生の文化の継承への取組を人口減少対策のカギにした高質

な提案であること。2つ目は、産官学金の連携によって、経済振興、農業、環境、教育、脱



炭素、交通、ＤＸなど幅広い領域で具体的な連携が図られていること。などが評価いただ

いた点になります。 

 

 この選定を通過点として、市民の皆様をはじめ、多くの関係者へのご理解を深め、政策

をもう一段前進させて、持続可能な課題解決の先進地となるよう取り組んでまいります。 

 

4 第 5回佐渡民謡の祝祭の開催について 

 

昨日、3 年ぶりに宵の舞が行われ、私も行きましたがカメラを持っている方の笑顔など

を見たときに、こういう文化をしっかりと見ていただく、そして参加いただくことは非常

に重要だなという風に感じたところでございます。その中で今回、佐渡の民謡団体が一同

に会する「佐渡民謡の祝祭」を 7月 3日（日曜日）、午前 10時から午後 4時までアミュー

ズメント佐渡を会場に開催いたします。 

  

 佐渡市内で活動している 19 の民謡団体が出演し、佐渡に残る民謡を中心に一斉披露し

ます。若者だけで構成された「羽茂 Under-24」や「佐渡元おけさハイヤ研究会」による佐

渡おけさの源流と言われている「牛深ハイヤ」の初公開など、見どころがたくさんありま

す。また、オープニングに平泉保育園園児による和太鼓の披露のほか、ゲストに、佐渡出

身民謡歌手小林よしえさんを招き、会場を盛り上げます。昨年度は、新型コロナウイルス

の影響で、やむを得ず開催中止となりましたが、各団体が練習を続けてきた成果を、皆様

にご覧いただきたいと思います。 

 

 入場料は 500円で、全席自由席です。なお、中学生以下は無料です。チケットは、6月 8

日（水曜日）から簡易郵便局を除く市内の郵便局、アミューズメント佐渡、佐渡博物館で

ご購入いただけます。当日も会場で購入できます。感染防止対策にも十分注意を払って実

施いたしますので、皆様のご来場をお待ちしております。 

 

 この佐渡民謡の祝祭は、島外のお客さまが見られても楽しいイベントではないかと思っ

ています。多くの方に見てもらい、ビジネスモデルとして繋がっていくことが、継承に大

きな力になるだろうと考えています。今回も新潟の皆様に来ていただけるよう、PRを図っ

ていきたいと考えています。 

 

事前質問 

 

① 花角県政の 2期目がスタートしましたが、どのようなことを期待しますか。参院選で

は小林さん、森さんらが立候補予定ですが、どなたを支援するか聞かせてください。 

市長： 

新潟県政には、外交や人口減少など多様な課題が横たわっている状態で、今まで以上

にスピーディーに解決しなければならないかと思っています。移住定住者の方もいます

ので、いろいろな意見が上がり、暮らしの対応も急がれると考えています。「住んでよし、



訪れてよしの新潟県」を目指して、移住定住や世界文化遺産登録の推進、脱炭素や防災

力の向上なども含めて、人口減少対策や地域活性化に手腕を発揮いただくことを期待し

ております。 

花角知事に期待することは、国とのパイプよりも国との信頼関係をしっかり持ってい

ること、そして副知事時代から地方自治会をしっかり学んでいるところで、新潟県のリ

ーダーとして地方しっかり見ていただける方だと思っております。 

参院選（新潟選挙区）につきましては、現時点で特に応援の考えはありません。 

 

② 先日、朝乃若関が市長を表敬訪問しました。その際話題となった化粧まわしのデザイ

ンに関し、市民からの公募などのアイデアも出されていましたが、後援会との間で何か

進展はありましたか。 

市長： 

  先般、朝乃若関おいでいただき、来場所頑張ると強い決意をいただいたところです。

その際に、化粧まわしのことが話題に上がり、多少時間がかかりますが、多くの市民の

方に朝乃若関を応援してもらうような仕組みを作ることも良いのではないかと提案さ

せていただきました。ただ、後援会長の須藤さんから「来場所に間に合わせたいため、

あまり時間がない」という話もあり、出来る限り早く化粧まわしをつくってあげたいと

の思いが強く、後援会との間で独自のデザインを考えるという結果になりました。今後

とも後援会と一緒になって朝乃若関を応援していきたいと考えていますし、幕内を目指

して更なる活躍を期待しています。 

 

③ 7 日に 26 回目となるトキの放鳥が行われます。この放鳥個体に 2018 年に中国から貸

与された楼楼（ロウロウ）系統にあたる個体が初めて 2羽加わります。これまで自然界

に生息するトキは、すべてが 5羽のトキの子孫のため、遺伝的多様性の低さが問題にな

ってきました。新たにロウロウの系統が加わることにどのような期待をお持ちですか。 

市長： 

日本で野生復帰を進めているトキに関しては、1999 年に中国から提供されたヨウヨ

ウ・ヤンヤンの 2 羽の個体から繁殖が始まり、2000 年に命名、2007 年・2018 年に 2 羽

ずつ追加され、合計 7羽の系統が存在しています。 

 繁殖計画も環境省では、専門家を交えながらその遺伝子の方の影響が出ないよう調査

するといったことも実施しています。元々の個体数が少ないので遺伝的多様性は、以前

から問題視されております。学術的な見解ではございませんが、鳥類であまり遺伝的な

問題は起こってないと認識しています。2 羽が放鳥されること自体は非常に良いことだ

と思います。この 2羽が繁殖して初めて遺伝子の多様性が追加されること、また、飼育

下でも遺伝的多様性を広める取り組みも実施すると聞いておりますので、ぜひ推進して

いってくれれば良いと考えます。特定のどの病気に弱いかなどわからないので、多様性

を高めていくことは必要だと思っています。 

 

④ 佐渡市は農産物の無農薬無化学肥料栽培による生産拡大を目指していますが、大規模

な農業法人、会社組織の生産現場からは収量の不安定さや、雑草駆除の手間などが問題

視されています。今後の生産拡大を目指すためにも補助金の増額などの考えはあります

か。 



市長： 

  無農薬無化学肥料栽培は、課題がどこにあるかが重要であると考えます。初期成育の

問題が一つで、除草の問題があると認識しています。無農薬で育てるということは、雑

草をとるための人件費がかかります。人件費が一番高いこと、この人件費をかけないよ

うな仕組みをつくらなければならないと考えています。今後、農協さんと連携しながら、

乗用の除草機を導入していきたいと考えています。例えば、有機肥料をどう生産してい

くかという課題もあります。SDGs未来都市の脱炭素社会の実現するため、ごみをゼロに

するなど目標の中で、さまざまな複合的な要因もでてきます。 

 単純に補助金を出すことで無農薬が増えるっていう認識はあまり持っておりません。

補助金だけでさまざまな課題が解決できるわけではなく、システムと技術が必要だと考

えています。平成 18 年 2 月に補助金を出していたこともあったと記憶していますが、

やはり課題をどう解決するか、今どうやったら負担なくできるかなど考えていかなけれ

ばならないと思っています。今後、無農薬のお米の価格などを設定していかなければな

りませんが、まずは学校給食に取り組んでいきたいと考えています。当面は学校給食に

使う量をしっかり作る、販路における収入も維持できますので、無農薬の美味しいお米

を提供しつつ、販売力をどんどんつけていくことが必要と思っています。 

すべて、無農薬無化学肥料栽培するというわけでなく、できるところから技術を高め

てやっていくという計画です。現状、海外から輸入している肥料で炭素を使うため、今

後脱炭素社会実現向けて、無農薬無化学肥料栽培をどのように考えていくかが大切だと

思っています。 

 

⑤ 10日から訪日観光客の受け入れが再開しますが、島内ではいまだに訪日観光客の来島

を不安に考える人も多いです。今後、佐渡にも訪れるであろう、訪日観光客の受け入れ

と感染対策をどのように両立していくのか、佐渡市への当面の入り込み見込みや準備状

況等、課題と市長の考えをお聞かせください。 

市長： 

市としてもある程度隔離できる場所も用意したいと考えております。現在、佐渡汽船

と県とでさまざまな議論をしながら調整しています。医療資源が少ない佐渡に滞在者の

方が多くコロナになると通常医療の提供が困難になると予測されますので、隔離できる

場所の確保、本土に患者を移送する仕組みづくりが必要と考えます。 

今現在、外国人観光客は具体的な人数など、報告できるような状況ではありませんが、

他の自治体で外国の方からコロナが発生し問題となったことも報道で聞いています。交

通路が船しかないので、そこで水際対策が出来ますし、受入事業者や看護事業者、佐渡

汽船や県とも連携しながらきちんとした対応をしていきたいと考えています。 

 

⑥ 山口県阿武町の誤振り込み問題が全国的な関心事となりましたが、この問題を受け佐

渡市として対策を強化した部分はあるか、教訓とすべき点はあるかなどを示してくださ

い。 

市長： 

地方公共団体のミスは、すべて教訓にしなければいけないと思っております。今回の

問題だけではなく、他の自治体の誤りがあった場合、総務部長を通じ、すぐにニュース

を確認し、同様のケースに該当しないかを確認をとってもらうようにしています。 



 システムも異なり、佐渡市で今回の事案のような誤振込みはないものと考えています

が、給付金等の支払処理の流れを再度確認したうえで、常に危機管理意識を持ち、支払

事務等を適正に進めるよう注意喚起したところです。しかしながら、国から急いで給付

しなければならない状況である場合、市職員がシステムを使わずに処理するケースがあ

りました。人的ミスを減らしていくためにも、システムを出来る限りシステムのチェッ

クで取り組んでいくことを徹底していきたいと考えています。 

 マイナンバーカードをどう普及していくかが非常に大きな問題だと思っています。マ

イナンバーカード取得のメリットをしっかり伝えていくこと、普及促進が重要だと考え

ています。国に要望しつつ、市としても出来ることを取り組んでいきます。 

 

⑦ 佐和田のインキュベーションセンターや両津のシェアオフィスなどが相次いでオープ

ンしているほか、民間による加茂湖の拠点も拡充されました。起業支援や企業誘致につ

いての今後の課題などを示してください。また、市としてこのような取り組みに力を入

れている理由を改めて示してください。 

市長： 

以前から起業成功率ナンバーワンという島を作りたいとお伝えしています。それを実

現するために必要なことは、起業する時の資金、計画、イニシャルコスト（事務所や資

材など）、起業後 3年目の事業展開を支援していかなければならないと考えています。 

 当初は、起業に対する支援として資金繰りも含めて相談できる機能を作りました。今

現在は、3 年目を迎え、落ち込みが見込まれる時に順調に伸びていけるよう相談できる

仕組みづくりをしていきたいと思っています。もう一つは、佐渡で起業して地元の企業

と連携できるような仕組みづくりが必要と思い、市で予算計上していて、モデル的に運

用を考えています。来年度は国へ要望し、もう少し大きな規模で実施できるように予定

しています。 

  いつもお伝えしていますが、人口減少対策というものはないと思っています。人口減

少に関わるその課題が何か、子どもの数減少、働く世代の減少、高齢化が要因となって

いるかと思います。高齢が問題であるという認識はありません。高齢者は元気で活動・

活躍していただければ良いと思っています。もう一つは、子どもの問題です。これから

子どもがほしいと思っている方、子どもを育てていきたいと思っている方々をどう支援

していくかをさまざまな事業の中で取り組みを進めています。 

  もう一つは、働く人口、働く場所の多様化というところです。佐渡の場合、産業的に

偏った産業ばかりになっていますので、そこで IT企業が入ってくるなど、今の雇用のミ

スマッチも解消できるメリットもあります。起業を支援する、また、島内の企業も規模

を拡大していくといった新しい方向へと転換する取り組みも考えています。 

 日本国内でも、今注目されていますので民間企業と連携しながら、若い人がチャレン

ジできる島を実現していければと思っています。 

 

⑧ 物価高などの影響による給食費の値上げの動きが見られます。佐渡市の対応について

示してください。 

市長： 

予定通り、計画した献立・給食を食べていただく、材料費の高騰が続けば国の支援も

ありますので、それを活用し、対応していきます。急激な変動により保護者に負担を強



いるわけにはいかないと思っております。また、さらに上がるかもしれませんが、上が

った分はしっかりと市で対応してまいりたいと考えております。 

 

 質疑応答 

 

1 佐渡市一般会計補正予算について 

 

質疑はありませんでした。 

   

2 令和 4年度低所得の子育て世帯に対する特別給付金について 

 

質疑はありませんでした。 

 

3 「SDGs未来都市」の選定について 

 

質疑はありませんでした。 

 

4 第 5回佐渡民謡の祝祭について 

 

質疑はありませんでした。 

   

 

 事前質問（追加） 

 

① 花角県政の 2期目がスタートしましたが、どのようなことを期待しますか。参院選で

は小林さん、森さんらが立候補予定ですが、どなたを支援するか聞かせてください。 

 

質疑はありませんでした。 

 

② 先日、朝乃若関が市長を表敬訪問しました。その際話題となった化粧まわしのデザイ

ンに関し、市民からの公募などのアイデアも出されていましたが、後援会との間で何か

進展はありましたか。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

③ 7 日に 26 回目となるトキの放鳥が行われます。この放鳥個体に 2018 年に中国から貸

与された楼楼（ロウロウ）系統にあたる個体が初めて 2羽加わります。これまで自然界

に生息するトキは、すべてが 5羽のトキの子孫のため、遺伝的多様性の低さが問題にな

ってきました。新たにロウロウの系統が加わることにどのような期待をお持ちですか。 



 

 質疑はありませんでした。 

 

④ 佐渡市は農産物の無農薬無化学肥料栽培による生産拡大を目指していますが、大規模

な農業法人、会社組織の生産現場からは収量の不安定さや、雑草駆除の手間などが問題

視されています。今後の生産拡大を目指すためにも補助金の増額などの考えはあります

か。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑤ 10日から訪日観光客の受け入れが再開しますが、島内ではいまだに訪日観光客の来島

を不安に考える人も多いです。今後、佐渡にも訪れるであろう、訪日観光客の受け入れ

と感染対策をどのように両立していくのか、佐渡市への当面の入り込み見込みや準備状

況等、課題と市長の考えをお聞かせください。 

 

記者： 

  一定の隔離をする場所を新たに県や佐渡汽船で確保するということで理解しました。

いま現在も島外からの佐渡への観光客なども来ています。いま現在の対応はどうなって

いるのか。 

市長： 

  先日行われたロングライドなどのイベントに関して、隔離する場所を確保していまし

たが、そのほか観光で来られるお客様に対して、常にすべて対応するということはなか

なか難しいと考えています。重症であれば、入院対応となりますし、市で扱うのは軽症

者の方になります。今まで事例はありませんが隔離が必要となれば、場所を確保し、佐

渡汽船さんでしっかり隔離して送ってもらうなど対応をしていきたいと考えています。 

 

記者： 

  訪日観光客に関してはそれに加えて対応するかを県と佐渡汽船と検討していくという

ことか。 

市長： 

  あくまでもケースバイケースになると思いますが、例えば症状が軽症でり患した方が

お子さんだった場合、佐渡に滞在してもらうのも難しいと思います。お子さんがり患し

ているケースは父母もり患しているケースが多く、長期間滞在することが困難かと考え

ています。そのケースバイケースの中で、保健所など相談しながら、人道的な配慮を行

っていくという形になると考えています。 

 

記者： 

  10日以降の具体的なツアー客などの予定はあるのか。隔離施設として現在考えている

市の施設はどこか。 

市長： 

  施設に関しては、現在明確に決まっているわけではありませんが、現在調整している

段階です。ただし、さまざまなケースがあり、その対処方法もケースバイケースかと思



いますが、なるべくその施設を使わずに本土に帰っていただくような仕組みを前提に考

えています。方法を検討する中で、佐渡汽船さん、海上保安庁、自衛隊にお願いするケ

ースも出てくるかと思いますので、観光客の対応について、県を含め、協議を進めてい

るところです。 

市民の皆さまに影響がでないことを一番に考えていますので、しっかりと話をしていきた

いと思います。 

ツアーの状況は、すべて把握しているわけではございませんが、さまざまなツアーについ

ては、ツアー会社で体調管理・行動チェックをしていただいて来島いただく形になるかと

思います。万一、発生した場合はツアー会社でのマニュアルに従い対応とっていただき、

その中で市としてできることを実施していくといった流れになるかと考えています。 
 
記者： 

  観光振興課に訪日観光客のツアーなどの情報はきていないのか。 

市長： 

  個人は別ですが今現在、外国人のツアー計画の話は聞いておりません。 

 

⑥ 山口県阿武町の誤振り込み問題が全国的な関心事となりましたが、この問題を受け佐

渡市として対策を強化した部分はあるか、教訓とすべき点はあるかなどを示してくださ

い。 

 

記者： 

  対策として強化するために新たなシステムの導入を指示したのか。 

市長： 

  新たなシステムを導入するということではございません。以前ありました、10万円の

特別給付金の際に佐渡市はいち早く給付できるよう進めていましたが、実はシステム会

社の整備が間に合わず、守秘義務遵守した上で市職員が対応しました。ただし、人が行

う作業でございますので、どうしても同姓同名チェックなどの問題が出てきます。前回

は職員がすべて対応しましたが、今後は民間会社でシステムを構築し、それ活用してい

くような姿勢で進めていくよう伝えました。 

 

記者： 

  一般論として、山口県で問題があったことについて「気を付けてください」という市

役所全体に呼びかけなどは実施したか。 

市長： 

  山口県のケースは、具体的に市のシステムがどうなっているかの報告をするよう指示

し、報告を受けています。山口県のケースだけでなく、他の自治体での不祥事でニュー

スになったものについては総務部長に情報提供し、必要に応じて部長級などに情報共有

をしています。今までも不祥事は起きていますが、その際に対策を講じても 3，4年経っ

て誰か一人が対策を怠るとミスや不祥事が起きてしまいます。だからこそ、常にチェッ

クする体制をつくるために、部長制課長制として課長が現場で目が行き届くようにして

しっかりと議論していく、チェックしていくことが大事だと考えております。職員全員

が一つのミスを起こさないよう常に意識し、考えていかなければならないということが



毎日のテーマだと思っています。 

 

⑦ 佐和田のインキュベーションセンターや両津のシェアオフィスなどが相次いでオープ

ンしているほか、民間による加茂湖の拠点も拡充されました。起業支援や企業誘致につ

いての今後の課題などを示してください。また、市としてこのような取り組みに力を入

れている理由を改めて示してください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑧ 物価高などの影響による給食費の値上げの動きが見られます。佐渡市の対応について

示してください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  北朝鮮が昨日ミサイルを発射しましたが、前回の会見でも市長は遺憾の念などがあり

ましたが、改めて今回の発射に関して意見はあるか。柏崎市などとの三者連携で拉致被

害問題に関する連絡会などありますが、連絡会としてなにかあれば教えていただきたい。 

市長： 

  拉致問題を含め、全く話が進まない中で今回のミサイルは「武力の威嚇」、言い換える

と実証実験という形かもしませんが、こういった行為を繰り返すということ自体、国家

としてどうなんだろうと思っています。拉致問題を含めたさまざまな問題をしっかりと

テーブルに着いて、平和的解決をしていただきたいです。ミサイル発射は軍の問題で、

さまざまな考えがあるとは思いますが、一つの国として国際社会での役割やその責務を

しっかりと果たしてもらいたいと思っています。 

  その中で、拉致問題に関して本当に誠意をもって取り組んでもらいたいと思いますが、

先般市長会と町村会で赤池副大臣に早期解決をお願いしています。こちらからお話した

のは、曽我さんも 90歳近くになりますので、とにかくスピードを持たなきゃいけない、

もう時間がないということを話しました。そしてもう一つは、風化の問題です。先日、

アメリカ大使館の方が柏崎市、新潟市を訪れていて、佐渡にはおいでいただけませんで

したが、アメリカ大使館などへの働きかけをして、風化させることなく積極的な取り組

みを続け、国も動きやすいようにすることが必要だと考えています。具体的なことはこ

れから相談していきたいと思っています。 

 

記者： 

  コロナ禍でありますが、国の流れをみながら市内でマスクの着用を緩めていく見通し

は難しいとは思いますが、いつ頃など目途を考えているか。 

市長： 

  国の指針では、喋らなければマスクを外して良い、人がいなければマスクを外して良



いと言われています。全国的にはオミクロン株に変わってきて、外国ではマスクをして

いない国もありますが、私はやはりマスクは一定程度の効果があるのではないかと思っ

ています。理由としては、ここ数年インフルエンザ等の感染症が流行していないことで

す。これは、マスクや手洗いなどの新しい生活様式を実践していることが要因ではない

かと思っています。今のオミクロン株が新型コロナウイルス感染症 2類にある以上はマ

スクが必要だと思いますし、重症化するケースは低くなっていますが、感染することに

よる生活への影響、子どもへの影響が大きいわけでございます。一方で、子どもたちの

マスクを着けての授業や保育園の保育の場合、先生の顔が分からなくて、今まで当たり

前だった保育などが出来ず、子どもたちの成長が阻害されるようなケースも出てきてい

ますが、私自身の方針としては、人がいるところではマスクをしていただきたいと思っ

ています。農作業などの外作業する場合などはしなくても良いですが、食事をする場面

などは気を付けていただくことが必要だと感じています。ただ、一方ではいつも会って

いる方が集まる場合などについては、マスクは必要ないとも思いますので、ケースバイ

ケースでの対応となると思います。 

新たな知見がありましたら、市としても皆さまにお知らせしていきますが、今現在は

場面での個々の判断をいただき、普通の生活を取り戻していくことが必要だと思ってい

ます。また、これから暑くなるので熱中症には十分に気を付けて、マスクの着用を判断

してほしいと思います。 

 

記者： 

  大野が目に向かう佐渡一周線の工事について、カンゾウの開花時期に実施されている

ということについて、県側と工事期間の調整などはあったのか。なかった場合、理由は

なにか。 

市長： 

  私自身も SNSなどで知ってはいましたが、工事計画を聞いていたわけではありません。

今まで県での大きな工事がある場合、打合せはありますが細かく日程を協議することは

あまりございません。工事発注‐入札‐完成までが決まっていくわけでございます。ま

た、予算は単年度主義ですので、原則はその年度に完了しなければならない等があるこ

と、冬になると工事日程が遅れるようなケースも多々ありますので、そういった点で工

事日程を決めているのだと認識しています。ただ、あそこまで行って 1時間待たなけれ

ばいけないということも問題だと思っています。今後は、工事の場所がリアルタイムで

見られるような仕組みが必要だと感じています。工事だけでなく、観光面でこれから世

界遺産登録に向けて外国人対応を含め、レンタカーの需要が増えてくると思いますので、

例えばトイレがどこにあるかなど携帯で見られるような仕組みの提供を考えていかな

ければいけないと思っています。 

 

記者： 

  先日、世界遺産の講演会で、平泉市の課長が「イコモスの視察人が関連する工事をす

べて中止した」と聞きました。今後、島内のイベントにリンクする部分であるとか観光

客に来てほしいといいながら、矛盾が生じているのではないかと思いますが、市長の見

解は。 

市長： 



  佐渡の場合文化継承が入っていることを知ってもらうことも大切だろうと思います。

例えば、道路工事で会釈をすることみたいな話もありました。他にもさまざまなイコモ

ス対応につきましては色んな提言を受けていますので、単純に金山の坑道の歴史をだけ

伝えれば良いというわけではございません。今後、県としっかりと相談しながら取り組

まなければならないと改めて思いました。また、これからイコモス対応の勉強会も開催

し、どのような対応が必要かを抜かりがないようにしていきたいと考えています。 

 

 最後に 

 

ありがとうございます。 

花シーズンからこれから初夏のシーズンになります。暑い夏になるのかどうか今のとこ

ろわかりませんが、以前と比べ観光のお客さんもだいぶ戻ってきて、島の賑やかさも出て

いるところでございますが、コロナ対策をしっかりとりながら、観光のお客さんには島に

来るときにはコロナも注意して来ないといけないなという風に受けてもらえるよう情報発

信をしてまいりたいと思います。市民の皆さんもご家族や親せきの方、お子さんに話をし

ていただき、安全安心に観光シーズンを迎えたいと思いますので、またご協力をお願いい

たします。 

今月もありがとうございました。 

 


