
令和 4年 7月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 7月 22日(金) 

午前 10時～午前 11時 15分 

 

発表案件 

 

1 新型コロナウイルス感染症に関する市民の皆さまへのお願いについて 

 

全国で新型コロナウイルス感染症が拡大しており、佐渡市においても７月に入り連日新

規感染者が確認されています。 

拡大の要因としては、感染力が強いとされるオミクロン株のＢＡ.５への置き換わりや、

冷房使用により換気が不十分になりやすいことが指摘されています。 

政府の基本的対処方針分科会では、第７波に向けた５つの対策「ワクチン接種の加速化」

「検査のさらなる活用」「効果的な換気」「効率的な医療機能の確保」「基本的な感染対策の

徹底」を緊急提言しています。 

佐渡市のワクチン接種につきましては、３回目の接種がほぼ終了しており、接種率は

76.2％となっています。３回目の接種をお済みでない方は、あらためて接種のご検討をい

ただきたいと思います。また、４回目の接種は先月から開始されていますが、予約が少な

い状況です。重症化予防のためにも接種券が届きましたら、接種してくださいますようお

願いいたします。 

検査体制につきましては、この後、夏休みやお盆など人の移動が大幅に増加するため、

佐渡市としましても佐渡汽船新潟港及び直江津港周辺での臨時検査所の設置について新潟

県に要望しています。また、新たに高齢者と接する方につきましては、できるだけ事前検

査を実施していただくよう呼びかけ、安心して往来できる体制をとっていきたいと考えて

います。また、感染不安を感じる無症状の方の無料検査も新潟県が実施していますので、

事前にお電話でお問い合わせのうえご利用ください。 

幸いなことに、佐渡市内での中等症や重症患者発生の報告は受けていませんが、無症状

や軽症であっても行動が大きく制限されますので、引き続き、熱中症予防に十分気をつけ

ながら、場面に応じたマスクの着用とこまめな換気、人と人との距離の確保など、基本的

な感染予防対策の徹底をお願いいたします。 

ご自身が発熱、せき、喉の痛みなど体調の変化がある場合、また、ご家族が濃厚接触者

や体調不良の場合も、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、佐渡市では、感染された方で自宅療養されている方への日用品の支援も引き続き

実施していますので、ご利用いただければと思います。 

くり返しになりますが、市民の皆様には、適切な換気、マスクの着用、人と人との距離、

消毒等、基本的な感染予防対策の徹底をお願いいたします。 

 

 



2 国のコロナ禍、物価高騰等に対する生活困窮者支援について 

 

国が実施しているコロナ禍、物価高騰等に対する生活にお困りの方への支援事業につい

てお知らせします。 

 一つ目は、現在実施している住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてです。 

この給付金は、対象となる世帯に１０万円を現金支給するもので、これまで、令和３年度

住民税非課税世帯及び新型コロナウイルスの影響により家計が急変した世帯が対象でした

が、令和３年度分の支給を受けていない、令和４年度の住民税非課税世帯が新たに追加と

なりました。 

 対象と思われる世帯には、確認書等を送付していますので、内容をご確認の上、市社会

福祉課までご返信をお願いいたします。 

 また、家計急変世帯につきましては、令和４年１月以降に新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、収入の減少により家計が急変し、住民税非課税と見込まれる世帯が対象です。

対象になると思われる方は、社会福祉課、各支所・行政サービスセンターへ申請をお願い

いたします。給付金の申請期限は、令和４年１０月末日までです。期限までに手続きくだ

さるようお願いいたします。 

二つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した世帯を対象とした、特

例貸付ならびに生活困窮者自立支援金の申請についてです。 

緊急小口資金、総合支援資金等特例貸付の申請・相談窓口は、佐渡市社会福祉協議会、

生活困窮者自立支援金の申請・相談窓口は、市社会福祉課です。いずれも申請期限は令和

４年８月末まで期間を延長して実施しております。 

新型コロナウイルの影響を受け、収入が減少したことにより生活がお困りの方は、まず

は申請窓口へご相談ください。 

 

3 佐渡市民サービスカードの有効期限について 

 

現在皆様が所有している佐渡市民サービスカードの有効期限について、今年 2022年 9月

30日までとなっておりますが、引き続き、「2027年 3月 31日」までご利用いただけます。 

 なお、有効期限変更の申請は不要ですので、そのまま継続してご利用ください。 

 また、佐渡市民サービスカードを紛失される方が多くいらっしゃいますので、紛失には

十分お気を付けください。 

 

4 マイナンバーカードの申請について 

 

 現在、国ではマイナンバーカードを申請した方に、最大２万円分のマイナポイントが付

与される事業を行っています。 

具体的には、マイナンバーカードの新規取得等で５千円分、健康保険証としての利用申

し込みで７千５百円分、公金受取口座の登録で７千５百円分のポイントがもらえるもので、

このポイントは、キャッシュレス決済サービスでのお買い物などに利用することができる

ものです。 

また、マイナンバーカードをお持ちの１５歳未満のお子様についても、親権者の方がマ



イナポイントの申込み手続きを行うことができます。 

このマイナポイントの申込み期限は、令和５年２月末までですが、ポイント付与の対象

となるマイナンバーカードの申請期限は今年の９月３０日までですので、是非この機会に、

市民の皆様にマイナンバーカードの申請を行っていただければと思います。 

 

5 「佐渡島天地人サイエンスプロジェクト 2022」の開催について 

 

 7月 30日(土曜日)、31日(日曜日)の２日間、アミューズメント佐渡を会場に「佐渡島天

地人サイエンスプロジェクト 2022」を開催いたします。 

佐渡ご出身の先生方をはじめ、佐渡を応援くださっている先生方が中心となり、佐渡の

子どもたちをはじめ、多くの皆様に本物のサイエンスに触れていただくためのイベントで

す。 

7月 30日、31日は、小学生から大人向けに、サイエンスのスペシャリストによる、宇宙

や生物に関する講演会やトークショーのほか、展示スペースでは、宇宙に関する写真や、

新潟県から水素自動車をお借りして、停電時の電源活用の実演などを行います。 

他にも 31日限定で、小学生から高校生を対象にした、サイエンスを体験しながら学べるワ

ークショップを開催いたします。 

 いずれも参加費は無料です。ただし「ワークショップ」への参加は、申し込みが必要で

す。申し込みは先着順で、締め切りは７月 24日(日曜日)です。 

講演会、トークショーも、事前の申し込み、もしくは当日受付をお願いいたします。各

支所・行政サービセンターや各地区公民館等に「チラシ」を設置してありますので「チラ

シ」に記載のＵＲＬからお申し込みください。お問い合わせは、サイエンスプロジェクト

実行委員会のメールアドレスまでお願いいたします。 

 サイエンスの魅力いっぱいの２日間です。多くの皆様にとってたいへん貴重な体験にな

ると考えています。  

なお、会場ではこまめな換気など、基本的なコロナウイルス感染予防対策を講じた上で

開催いたします。ご来場の際は検温、手指の消毒についてご協力をお願いいたします。是

非、ご家族、お友達とお気軽にご参加ください。 

 

6 「佐渡市高校生議会（今、私たちが考える佐渡の未来）」の実施について 

 

今年で 2 年目となる「佐渡市高校生議会（今、私たちが考える佐渡の未来）」を 8 月 18

日（木）に実施します。各高校から選出されたグループの代表者が、市議会同様に代表質

問を、一問一答形式で行います。 

高校生議会に向け、３月３日に佐渡中等教育学校で、６月 22日には羽茂高等学校で、昨

年、包括連携協定を結んだ長岡技術科学大学のご協力を得て、ＳＤＧｓについてご講義い

ただき学びを深めております。また、７月 26 日には佐渡総合高等学校でも予定していま

す。各高校では、佐渡の諸課題を解決するためのアイディアを考え、政策提案に向け取り

組んでいるところです。 

佐渡の未来を考えていくなかで、佐渡の課題や現状を、より深く学ぶことで「佐渡を知

り、愛し、誇りとし、社会的自立を目指す人づくり」に繋がるものと考えております。 



また、参加される学生には、選挙や議会の仕組みについて学んでいただく時間を設けてお

りますので、社会の一員としての自覚をもってもらう、よい機会になると期待しておりま

す。 

 

7 人権啓発講演会の開催について 

 

新潟地方法務局佐渡支局、佐渡人権擁護委員協議会、佐渡市で構成している佐渡人権啓

発活動地域ネットワーク協議会では、差別や偏見のない明るい地域社会の実現を目指して、

様々な啓発活動を行っています。 

 この度、拉致被害者の蓮池薫さんと曽我ひとみさんの、お二人をお招きして「人権啓発

講演会」を８月２８日（日曜日）午前１０時から、アミューズメント佐渡において開催し

ます。 

 北朝鮮による日本人拉致は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題で

すが、いまだに多くの日本人が帰国できずこうちゃく状態が続いています。 

未だ安否不明となっている曽我ミヨシさんや、残されているすべての拉致被害者の安全

を確保し、速やかな帰国が望まれ、日本政府の積極的な外交交渉を期待することはもちろ

んですが、市民の一人ひとりが常に身近な問題として意識し続けることが重要です。 

今回の講演は、帰国から 20年の節目でもあり、拉致問題をより多くの世代の方に聞いて

いただけるよう、講師のお二人から拉致問題や家族のことをテーマに講演していただきま

す。入場は無料ですので、拉致問題への関心と理解をいっそう深める絶好の機会として、

是非とも多くの皆様のご参加をお願いいたします。 

 なお、会場では拉致問題に関するパネル展示や、拉致問題早期解決を求める署名活動も

行います。ご協力よろしくお願いいたします。 

 

8 世界最古、佐渡で発見された頭骨化石に関連するイベントの開催について 

 

1960年代に佐渡の小木堂釜の海岸で地元の方が発見したクジラの頭骨化石が、その後の

研究により、ツチクジラ属としては世界最古の化石であり、さらにツチクジラ属として今

まで見つかっていない新種であることが確認され、2021 年に学会誌にて発表されました。 

この貴重な化石が、研究を終えて佐渡博物館に届けられましたので、多くの方々にご覧い

ただく目的で、展示・お披露目をするほか、講演会や和名募集を行います。 

 頭骨化石の展示は、７月 23 日（土）～10 月２日（日）まで「クジラから見る佐渡人と

海の文化」と題し、佐渡博物館にて行います。この新種のツチクジラには国際的な名称が

ありますが、今回の展示を機に日本語の名称である和名を７月 23日（土）～８月 28日（日）

までの期間で募集します。 

応募用紙、応募箱は佐渡博物館にございます。佐渡で発見された、世界に誇るツチクジ

ラの頭骨化石をご覧いただき、ぜひ和名を命名していただきたいと思います。 

また、研究された国立科学博物館の甲能直樹グループ長や、飯田市美術博物館の川谷文

子学芸員のお二人から直接ご来島いただき「世界最古のツチクジラ化石が語ること」と題

してご講演をいただきます。 

日時は８月 11日（木・祝）午後１時 30分から会場はアミューズメント佐渡、入場は無



料です。皆様のお越しをお待ちしております。 

 

9 図書館ＳＤＧｓ発見ラリーを開催します 

 

今年度、佐渡市はＳＤＧｓの達成に向けた優れた取り組みを行う都市として国から「Ｓ

ＤＧｓ未来都市」に選定され、現在、脱炭素社会や自然共生社会などの実現に向けて取り

組みを進めているところです。 

 今回、この選定を受けまして、市民の皆さまにＳＤＧｓについて、より興味・関心を深

めていただけるよう、佐渡市の図書館でもＳＤＧｓに関する絵本や児童書などをたくさん

ご用意しました。ＳＤＧｓの本をお借りいただき、佐渡市の図書館をあらためて知ってい

ただくために「ＳＤＧｓ発見ラリー」を、明日、７月２３日（土曜日）から８月３１日（

水曜日）まで開催いたします。 

内容といたしましては、市内すべての図書館・図書室でＳＤＧｓに関する図書の展示

、ＳＤＧｓに関するクイズや図書館を巡ってシールを集めるシールラリーを実施します。 

クイズやシールラリーの参加者には景品のプレゼントをご用意しました。 

 子どもから大人まで、どなたでも参加できる企画となっていますので、是非この機会に

図書館へお越しいただき、ＳＤＧｓについて楽しみながら学び、読書に親しんでいただき

たいと思います。 

 

10 「アース・セレブレーション 2022」の開催について 

 

今年で 35 回目を迎える「アース・セレブレーション 2022」を、８月 19 日から 21 日ま

での３日間、小木みなと公園を中心に開催いたします。 

 ３年ぶりの開催となります「ハーバーライブ」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、観客同士の間隔を確保するため、全席指定で実施します。20日（土）の昼公演

は「鼓童」単独ライブを、夜は、世界中から注目を集めるギターリスト「MIYAVI（みやび

）」をメインゲストにお迎えし、一夜限りのスペシャルライブを開催します。21 日（日）

夜は、「鼓童」はもちろん、ギターリスト「MIYABI（みやび）」に加え、三味線奏者の「上

妻宏光（あがつま ひろみつ）」をゲストに迎え、太鼓・ギター・津軽三味線が生み出す、

特別なアンサンブルでフィナーレとなります。 

 ライブイベントのほかにも「ハーバーマーケット」や、小木商店街とコラボした「扇の

市」など、ゆっくり滞在できるような取り組みも行いますので、ぜひご来場いただければ

と思います。 

 詳細につきましては、「アース・セレブレーション」の公式ホームページをご確認くだ

さい。 

 

事前質問 

 

①-１ 小木、直江津航路のカーフェリー運航にむけた動きは？みちのり HDが中古カーフ

ェリーの購入を検討しているという事実はありますか？もしその場合、運航開始の目標



時期は？また市の支援策は？ 

①-２ 佐渡汽船がカーフェリー「えひめ」の購入を検討しています。現在の佐渡汽船の検

討内容をどう評価していますか。また今後の市の対応について示してください。 

①-３ 小木航路のフェリー就航について佐渡汽船から受けている概要についてお知らせ

下さい。 

市長： 

小木、直江津航路のカーフェリー運行ということですが、私自身は、３そう目につい

てはあかねの売却以降ずっと佐渡汽船にお願いしてきましたし、県にも佐渡市としては

３そう目がいるとお話をしてきました。この理由につきましては、小木、直江津航路の

カーフェリーというのはもちろんですが、冬場も含め今もですが、ジェットフォイルも

おけさも３０年かなり老朽化しております。ジェットフォイルは３そうでフル稼働して

いるところです。そういう状態の中、万が一故障等が起きると非常にダイヤが変則にな

ってしまう、要はジェットフォイルも予備がない状態でございます。航路ですから予備

があるのが全てよいというわけではないのですが、フル稼働してもらわなきゃいけない

のですが、やはり我々は、人の行き来、生命、そしてビジネス、仕事、雇用、そこが全

てかかっていますので、年間を通し航路の安定した運行体制が、私自身は絶対に必要だ

と考えております。そういった点で３そう目もお願いしているところです。今具体的な

ものは決まっておりませんが、佐渡汽船の方で検討しているということですので、その

検討状況を見ながら、状況に合わせ、県と上越市と様々な形で議論をしていく必要があ

ると思っております。現段階では佐渡汽船の購入の動きを期待もしていますし、ぜひ前

向きに取り組んでいただきたいと思います。支援の方は、これから購入の決定等踏まえ

ながら県、上越市と議論していく流れになるだろうと考えております。 

 

② 宿泊施設の廃業が相次いでいる中、３年ぶりに開催されるトライアスロン参加者の宿

の手配は滞りなく進んでいるでしょうか。状況を示してください。 

市長： 

主催者側とお話させていただきましたが、だいぶ予約の処理できない方が減っている

状況になっていると聞きます。これから調整次第でどうにかなるのではないかという話

を聞いておりますが、いずれにしても、今ゲストハウスや一軒貸し、グランピングなど、

様々な施設が出てきておりますし、一定程度そこで以前のホテルの一つ以上の部屋数を

確保できる状況になっていますので、一軒貸しやゲストハウスのケースもしっかり情報

発信をして宿の確保に取り組んでいくということで、今観光課と話をしているところで

す。 

 

③ 全国的に新型コロナウイルス感染拡大が再度懸念されています。ロングライドやこれ

まで島内で開かれたさまざまなイベントの開催実績、反省を踏まえ、トライアスロンで

はどんな対策を講じる予定ですか。 

市長： 

昨日村田兆治さんとお話をした離島甲子園やロングライドも、参加者が限定されてい

るケースについては基本的には水際対策ということで、参加者には佐渡汽船両津港で、

県とは別にしてもイベント側で抗原検査等の実施を考えているところです。１週間以上

の行動のチェックなどもお願いしながら、感染対策に向けては徹底的に取り組んでいく



ことになっております。 

 

④ 「佐渡島の金山」の国内推薦に尽力した安倍元総理が銃弾に倒れました。佐渡市長の

思い今後の影響についてお聞かせください。 

市長： 

日本でもこういうことが改めてあるのだなということで、本当に衝撃を受けました。

世界遺産登録の時に、保守の会の皆様方の勉強会に何度か参加させていただき、安倍元

総理とも直接お話をさせていただきました。そういう中で私自身思い出すのは、優しい

笑顔で、すごくオーラがあると感じたのを強く思いました。本当に優しい笑顔で、声も

優しく、素晴らしい政治家だったと感じております。私自身はとにかく残念でしょうが

ないですし、本来であればこの登録をご報告したかったのですが、それができなくなっ

たということは本当に残念でございます。今後の影響ということで、世界遺産に対する

影響というより、私自身は、こんなに素晴らしいリーダーシップを持つ政治家が、こう

いうかたちで急にこの世界からいなくなってしまうというのは日本の損失だと考えて

おります。これまでのご功績に本当に感謝申し上げると共に、心よりご冥福を申し上げ

ます。 

 

⑤ 「佐渡島の金山」のイコモス調査の日程は決まりましたか？それに向けての準備は現

在どんなことをしていますか？課題はありますか。 

市長： 

イコモスの日程等は佐渡市には情報は来ておりません。ただ、いつ来てもいいように

準備はしなくてはいけないと思っております。やはりイコモスの方は専門家がいらっし

ゃいますので、いろいろなところで先進地から話を聞きますと、かなり申請書を読み込

んで来られると、かなり理解して来られると、その上で地域がどのような地域で、構成

資産の保存体制はどうなのか、この地域で保存していこう、活用していこうという動き

はどうなのか、そういうところが非常に重要になるのではないかとご指摘を受けている

ところですので、この説明が事実だけに偏らず、佐渡金山が日本・世界に与えた影響、

佐渡に文化が根付いている影響などもしっかりお伝えしていく形で、説明のポイント等

を少し広めに持って行かなくてはいけないと考えております。こういうところは県と相

談をしながら準備をしておりますし、資産の管理の体制も含め、今後はいろいろな企業

の皆様方にお願いをして、付近の美化運動も含め、佐渡市全体で取り組むような形も進

めてまいりたいと考えております。 

現在の課題ということですが、今申し上げたように一つ一つ挙げて取り組んでいます

が、我々が多様な説明能力を持つことが大事だと思っています。どこの国の方が来られ

るかわからない状況でございます。専門家の方々の話を聞いていると、わかりやすくす

るには、来られた国の事例などもしっかり合わせながら佐渡を説明したほうがよいとア

ドバイスを受けておりますので、そういった点で過去のものを見ながら幅広く対応して

いくことが大事だと思っております。課題はたくさんだと思いますが、一つずつ取り組

んでまいりたいと考えております。 

 

⑥ ウクライナ情勢、円安の影響で佐渡市内の地域経済、市民生活への影響は？特に影響

が顕著に出ているものは？それに対する市の対策は？ 



市長： 

ウクライナ情勢でございますが、今の段階ですと終わりが見えないところが問題だと

考えております。特にガソリン等がずっと注目されておりますが、全国平均でガソリン

だけでいうと１L あたり 173.6 円、新潟県平均で 171.0 円になっております。実質的に

は油の価格、１ガレル１００ドル、そこは最近落ち数になったり上がったりというくら

いで、一時最高見て１２０ドルまでは上がっていない状況ですが、国の補助等が入って

１７０円前後でおさまっているのが今の状況だと思っております。国の補助を継続して

なんとか１７０円くらいでおさめていっていただきたいと考えております。ですので、

上がっているとすれば食料品や農業の肥料などが上がっていると考えております。佐渡

市としては、今の原油価格、物価総合緊急対策が示される前に、当初予算の段階で佐渡

版の事業復活支援金、快適な生活応援事業、住宅リフォーム支援など、市独自の対策も

実施しておりますし、プレミアム商品券も実施している最中でございます。６月補正で

は、給食費の補助事業も予算計上し、対策を講じております。ただ、非常に長引きそう

ということで、現在９月議会に向けて新たな追加対策を含めた検討を内部でしていると

ころですので、しっかりと市民の皆様の生活の安全・安心は守って、また新たな対策を

９月に考えてまいりたいと思っております。 

 

⑦ この夏の島内エネルギー需給ひっ迫の可能性は？節電要請は考えていますか？ 

市長： 

まだ最終的な話は聞いておりませんが、佐渡の火力発電所の一部煙が出たというとこ

ろがあります。ただ、現在佐渡は独立の電力供給になっておりますので、この夏電力自

体がひっ迫することは現状ではないと考えております。しかしながら、電気料金も上が

ってきておりますので、電気を使うということは化石燃料を使うということになります

ので、節電と言いますか、エコでこの夏乗り切って、家計を守りながらＣＯ２を減らす

ということに取り組んでいただきたいと考えておりますが、ここしばらくは暑さがおさ

まっておりますが、本当に暑い時は当然冷房を使用しながら、あとマスクも気をつけて

いただき、熱中症の予防に取り組んでいただきたいということも併せてお願いを申し上

げます。 

 

 質疑応答 

 

1 新型コロナウイルス感染症に関する市民の皆様へのお願いについて 

 

記者： 

全国的に県内でも佐渡市でも感染者が増えているが来月佐渡にとっては一番観光客・

帰省客の廃シーズンになるが医療ひっ迫の心配はないのか？制限は考えていない？ 

   

市長： 

今の段階で医療はひっ迫していないという認識でございます。先程申し上げたように、

中等症以上もいらっしゃらないということで、熱が上がって厳しいというお声もありま



すが、比較的ご家庭でなんとかなっているという状況なので、佐渡については今のとこ

ろ大丈夫だと思いますが、やはり病院の数がないので、多く出るとそういう可能性もあ

りますので、私共はなんとしてもクラスターを防ぎたいというところで様々な形でお願

いをしたり、検査体制をＰＲしたりお願いをしているところでございます。 

  行動制限等ですが、行動制限をする場合は国の方で方針をしっかり示すべきだと思い

ますし、様々な形で、換気の問題とマスクの問題、マスク自体がという議論もあります

が、今の感染状況を見ていると、例えばご家庭や食事でマスクを外すことによって感染

するケースが多いとなっておりますので、そこを十分注意していただくしかないと思い

ますし、国の方針、及び県の方針等をしっかり注視しながら、我々としてはどのような

ことになってもよいように、準備はいろんなケースを考えながら取り組んでいかなけれ

ばならないと考えております。 

 

記者： 

臨時検査場は設置の方向？ 

 

市長： 

県の方では、ＪＲ駅や様々な状況もあり、全体像の中で議論されていると思います。

今は我々も新聞報道等で国の方針が出たということで、県にご相談も申し上げておりま

すので、県と情報交換しながらできるだけお願いしたいと考えておりますので、このあ

と、しっかりとどのような形でできるのか、県と話をさせていただきたいと思います。 

 

記者： 

臨時検査場の設置は直江津港と新潟港に？ 

 

市長： 

基本的にはそういうところがよいと思いますが、それも２港やれるのかも含め、体制

の問題もございますし、検査機関の問題もございますし、１港になるのか、できるかで

きないかを議論しているところでございます。相談中ということで、もう少しお時間を

いただきたいと思います。 

 

   

2 国のコロナ禍、物価高騰等に対する生活困窮者支援について 

 

質疑はありませんでした。 

 

3 佐渡市民サービスカードの有効期限について 

 

質疑はありませんでした。 

 

4 マイナンバーカードの申請について 

 



記者： 

佐渡市民のカード取得率は？県内でも低い？ 

 

市民生活部長： 

７月１日現在で 34.5％の交付率になります。県内の中でも佐渡市は低く、２０市で１

７番目です。 

 

記者： 

県全体が低いが、佐渡市がさらに低い要因はどういうことが考えられる？ 

 

市長： 

先程も申し上げましたが、高齢者の方は 40％くらいになっており、働き世代が低い状

況が傾向として出ています。こちらに来なければいけないこともあり、手続きが大変だ

というところがあると思いますし、一番大事なことはこのマイナポイントが 20,000 ポ

イントで 20,000 円分の買い物ができるということですが、カード自体の利用促進の方

法が物足りないと考えて、ポイントとしては持ったほうがよいけれど、すぐ取らなけれ

ばいけないかというところでは躊躇されているのではないかと想定しております。先程

申し上げたように、職場のほうで口座の問題と健康保険証、保険証であれば市の病院も

佐渡病院も使えるようになっています。ただ、マイナンバーカード健康保険証を使うと、

少し高いという、制度上少しおかしな制度になっておりますので、国が持つ利便性をも

っと作っていくことが大事だと思いますし、若い世代ですと、例えば職場で申請できる

ようにするとか、そういうことも地域に周るだけでなく検討しなければいけないと思っ

ております。8月以降に向けて検討してまいりたいと思います。 

 

記者： 

事業者の意見を聞くと島内ではまだキャッシュレス決済が進んでいないことがカー

ドの取得が進んでいない要因なのでは？市で補助すればいいとの意見。アイディアや方

針は？ 

 

市長： 

カード決済だとカード会社によって違いますが、手数料が 3～5％くらい。ＰａｙＰａ

ｙだと最初は無料でしたが今は手数料がかかります。カード決済というのは設備費も少

し高いですが、携帯の読み込み型であると初期コストもあれなので、補助金の問題とい

うよりも、利便性として使うか使わないかというご判断をしていただければ、携帯の非

接触型の読み込むタイプであればそれほど大きなコストはかからない。ただ、販売に対

する手数料は一定程度かかりますが、そういうところを議論していかなくてはいけない

と思っております。以前カードの設置費の補助をやったことがありますが、それよりも、

カードの手数料が高くてコストが高いのであれば、携帯の読み込み型にするとか、それ

でもかなりの方が使えますので、そういうことで考えていけば大丈夫かと思います。 

 

 



5「佐渡島天地人サイエンスプロジェクト 2022」の開催について 

 

質疑はありませんでした。 

   

6 佐渡市高校生議会（今、私たちが考える佐渡の未来）の実施について 

 

質疑はありませんでした。 

 

7 人権啓発講演会の開催について 

 

記者： 

２０日の拉致被害者関係市連絡会でアメリカ駐日大使に視察の要請をすると決まっ

たと思うが、桜井雅浩新潟市長のなかでオンラインでの視察も議論に上がったとされる

が？ 

 

市長： 

今のウクライナの状勢など考えていくと、安倍総理の銃弾に倒れることもあり、警護

の問題もあるでしょうし、大変お忙しいのではないかと想定しています。現地を見てい

ただくことは非常に大事ですが、冬になると行動が難しくなることもあるわけで、タイ

トな日程になると想定しました。そういう中では、直接曽我さんと話をしていただくと

か、現地を映像で見ていただくなどを含めたＷＥＢということも、もし駄目であれば、

とにかく一歩進める思いの中でそういう話をさせていただきました。 

 

記者： 

時期は議論に上がった？ 

 

市長： 

８月は難しいので秋口だろうというところで話はしておりますが、事務局の小浜市か

らアメリカ大使館の方にいろいろな相談をさせていただいている状況です。 

 

8 世界最古、佐渡で発見された頭骨化石に関連するイベントの開催について 

 

記者： 

展はされるが文化財に指定する考えはあるか？ 

 

市長： 

今は、そこをどう進めるかまだ議論はいっていない状況です。まずは戻ってきたので、

講演会を含めて島民に知っていただくことをステップとして考えておりますが、今は文

化財に指定するなどのところまでは検討しておりません。専門家の方々とご相談しなが

ら進めていく案件になるだろうと思っております。 

 



記者： 

大きさやいつ見つかったかなど基本的な概要は？ 

 

市長： 

資料を作成して皆さんに配布します。 

 

記者： 

最新の系統学的研究は具体的にどのようなものか？新種として断定された根拠は？ 

 

ジオパーク推進室： 

系統的研究として考えた時に、まず同じ族といいますか、同じ仲間の標本を行ないま

す。そこで、骨の形や部位の長短などを分析します。それが一つの方法ですし、今回の

クジラに関しては、鼻の穴から伸びている鼻骨が短いことが、他のクジラと比べると違

いがある。そして頭蓋骨がかなり小さいこと。そのあたりの違いが性質の違いとして挙

げられている。 

もうひとつは、ＤＮＡ鑑定がかなり大きな意味を持ちますので、このあたりの違いを

今回の研究では分析されたと思います。新しい内容については実際やった方に会わない

とわからないこともあるので、大きいところでは、違いについての報告は受けておりま

す。 

 

9 「図書館 SDGs発見ラリー」について 

 

質疑はありませんでした。 

 

10 アース・セレブレーション 2022について 

 

記者： 

島内でどれくらいまで新型コロナウイルスの感染が拡大すれば中止にするなどある

のか？感染拡大について実行委員会と話しているのか？ 

 

市長： 

どのくらいになったらという一律の定数では考えていません。国からの行動指針、県

からの指針、そして島内の医療体制、そして今ほとんどの方が入院しなくてよい状況に

なっています。入院しなくてよい状況の方が発生した場合に、新潟に安全にお帰りいた

だく仕組みを、旅行者を併せ、県と取り組んでおりますので、重症者も出ておりますの

で決して油断してはいけないと思っておりますが、そういう状況ですので、発生した場

合に新潟にお帰りいただく体制や、船に乗る間の隔離体制や、様々なことを含め議論を

しております。コロナの問題につきましては、議論していなかったわけでなく、いつ何

が起きてもよいように、各イベントごとに議論をしておりますが、一つは人が特定でき

ることが大事だと思っています。 

あとは、会場で飲食の関係について、数を見ながら詰めていかなければいけないと思



っております。大きな声を出さずにイベント・コンサートについては、今までもそれほど

感染が出ているケースはいろいろ調べる中ではございませんので、飲食等、せっかく夏な

ので行いたいと思いますが、例えば飲み物だけＯＫにするとか、そういうこともあると思

います。そのへんは感染状況を踏まえながら議論していくことになると思います。そうい

う点も含めて、感染対策をどうしていくか、状況に合わせてしっかり対応していくことに

なると思います。 

 

 事前質問（追加） 

 

①-１ 小木、直江津航路のカーフェリー運航にむけた動きは？みちのり HDが中古カーフ

ェリーの購入を検討しているという事実はありますか？もしその場合、運航開始の目標

時期は？また市の支援策は？ 

①-２ 佐渡汽船がカーフェリー「えひめ」の購入を検討しています。現在の佐渡汽船の検

討内容をどう評価していますか。また今後の市の対応について示してください。 

①-３ 小木航路のフェリー就航について佐渡汽船から受けている概要についてお知らせ

下さい。 

記者： 

  財政支援を県も検討しているとしているが、導入時の収支確認など財政支援のポイン

トとして市長の考えは？ 

 

市長： 

知事がおっしゃるように、収支が大事だと思っています。ただし、我々としては、今

回の財政支援を議論する他に、誘客を含め、佐渡の誘客というのは必ず佐渡汽船に乗る

ことなります。そういう政策を打っていくわけですので、佐渡汽船は経営としてしっか

りできるように、どちらの航路が利益が出るということはあると思いますが、経営の方

で考えていただきたいと思いますが、多くの方に乗っていただき、佐渡においでいただ

くこと自体が経営再建の大きな仕組みだと思いますので、「えひめ」の導入以外の件とし

ても、そこをしっかりやっていこうと、今コロナがあり少しずつキャンセルが出たりし

ていますが、コロナに関しては仕方ないので、誘客を含めてやっていくことが大事だと

思っていますので、そういう点で佐渡汽船といろいろな話をしていくと私自身は考えて

います。 

 

記者： 

カーフェリー導入の報道を受けて島内でも期待が高まっている「えひめ」が年内に取

得できれば冬の間 1隻体制を回避できると思うが？ 

 

市長： 

私自身は、先程も申し上げましたが、小木、直江津航路のフェリーはもちろん地域要

望としてありますが、今お話があったように、佐渡は製造業もたくさんあり、そこで多

くの雇用が守られています。また、品質評価も高いと聞いております。優れた製造業が、

荷物が送れなければ仕事になりません。今の佐渡ですと船で運ぶしかないということに



なった時に、何が何でも航路は安定して必ず動かなければいけないということは、１そ

う体制は非常に難しい。今の段階も想定していただけるとご理解いただけると思います

が、もし今船が１艘止まったら、物流を含め、この町の需要に全く耐えられないという

ことになると思います。ジェットフォイルも同じことだと思います。１そうになるとダ

イヤが不規則になりますので、非常に利用しづらくなります。そこを避けることが安定

した航路だと思いますので、安定した航路を維持するということで我々はずっと要望し

てきましたので、私自身も熱望しております。 

 

② 宿泊施設の廃業が相次いでいる中、３年ぶりに開催されるトライアスロン参加者の宿

の手配は滞りなく進んでいるでしょうか。状況を示してください。 

 

記者： 

２０１９年のトライアスロンに比べて宿の予約が進んでいないと聞くがそういう状

況はあったか？ 

 

市長： 

応募の段階で参加者の枠は埋まりましたが、今までですと、Ａだと抽選でしたが、抽

選をしなくていい程度で収まっている状況だと思っています。そういう点で、３年前と

状況は若干変わっていると思います。コロナの問題もあるわけですので、まずは安全な

大会をどうやっていくかということを進めることが大事だと思います。 

宿泊の方は、先程も申しましたが、希望していてもまだ宿泊が取れない方もいらっし

ゃいますが、調整の中で数も減ってきておりますので、実際の実施時期に向けては、先

程申し上げたように、ゲストハウスなどの空きを全部拾い出してホームページに出した

りして、宿を選べるように指示しておりますので、希望のある方は泊まれるように調整

していきたいと考えております。 

 

③ 全国的に新型コロナウイルス感染拡大が再度懸念されています。ロングライドやこれ

まで島内で開かれたさまざまなイベントの開催実績、反省を踏まえ、トライアスロンで

はどんな対策を講じる予定ですか。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

④ 「佐渡島の金山」の国内推薦に尽力した安倍元総理が銃弾に倒れました。佐渡市長の

思い今後の影響についてお聞かせください。 

 

記者： 

政府が安倍元総理を「国葬」する方針に様々な議論があるが、市長はどう考える？ 

 

市長： 

私自身は、政府がご判断していただければと思いますが、国葬でやる場合はしっかり

とルールを作るべきだと思いますので、そういうところが明確になって国民の方の理解

を得られることが大事かと思います。今はやると出ただけなので、具体的にどんな要項



に基づいてやるか見えておりませんので、そこをしっかり国民の皆様に流れを含め説明

をすることが大事だろうと思います。 

 

記者： 

現在政府が決めたルールに則ってやるということ？ 

 

市長： 

正確に調べていないのではっきりわかりませんが、今は特別に国葬で誰々というとこ

ろは政治家の場合ないようなことを、新聞等の情報で拝見したところですので、明確な

ルールに関しては、私が言えるほど状況を整理しているわけではありませんが、いずれ

にしても、国葬としてやる場合には、一定の基本方針等がいると思いますので、どんな

ものを基本にやっているか把握しておりませんので、そういうことは必要だろうとは思

っています。 

 

⑤ 「佐渡島の金山」のイコモス調査の日程は決まりましたか？それに向けての準備は現

在どんなことをしていますか？課題はありますか。 

 

記者： 

整備やリハーサルを進めていると思うが、イコモスの調査日程はどれくらいに来ると

見込んでいるか？ 

 

市長： 

そこもはっきりわからない。当初から秋以降とお話しておりましたが、本当にそうな

のかはわからない状況です。ただ、例年の状況を見て対応するしかないと思いますので、

秋以降いつ来られても対応できるような準備はしていかなければいけないということ

だと思います。 

 

記者： 

秋以降は、前例を見て？ 

 

市長： 

今回のことではないです。一般的に、６月の世界遺産委員会の前に、入るとしたらそ

のくらいではないかというだけです。あくまでも例年のスケジュール等考えると、その

ような時期ではないかと言っていますが、今年に関して具体的に時期がどうとかいう話

があったわけではないです。全く不明です。 

 

記者： 

市報にも載せているが、市民へのおもてなしリハーサルの声かけなどお願いをする？ 

 

市長： 

担当課に指示したばかりですが、例えば事業所の皆様や様々なグループがあるわけで

すので、そういう方々と一回集まり、みんなで盛り上げよう、美化していこうという動



きも、仕事の業種だけでなく、様々な集まりの中で集まって議論することもしようと担

当に話しています。そういうことも含め、市民の皆さんと一緒にお迎えできるようなか

たちを取れればと思っております。 

 

記者： 

イコモス調査に向けて多様な説明をつけるなどソフト面の話はされたがハード面の

準備はしていないのか？ 

 

市長： 

管理体制などもしっかり見られますので、その管理体制をするための草刈も含めた維

持管理を徹底してやるということ、そしてその付近の景観美化等も非常に重要になると

いうことですので、そういう形で進めております。特に、現場をどう見せていただくか

ということになるので、ルートを調整したり、草刈の計画を作ってきれいにするなど、

そういうことを中心にやりながら県と議論している状況です。 

 

記者： 

ガードレールを取り替えたとか色々あるのでは？ 

 

世界遺産推進課長： 

奉行所の前はガードパイプになり、県の事業になります。景観に配慮した色の設置と

聞いております。先程市長からハードについてご説明していただきましたが、当日のコ

ースが決まっているわけではありませんが、安全対策を含め、県と一緒に進めておりま

す。 

  京町の階段の整備が歴まちの事業を使って直すと、建設課と世界遺産で一緒に整備を

していきます。 

 

記者： 

看板や案内板の取替えは？ 

 

世界遺産推進課長： 

上相川で一部看板等設置させていただきましたし、晩年の看板になりますと現地にず

っと置きっぱなしになりますので、清掃等したいということで、民間団体の方と一緒に

清掃したいと思っております。 

 

市長： 

これからは多言語も必要になるということで、バーコード等を携帯で読み込めるもの

も国と話をし、大きな看板をつけると景観の問題も出てきますので、携帯で説明ができ

るようなものも国に事業要望しながら、映像が見られるとかそういったこともしており

ますので、イコモスを行なった時はこういった計画があるということで説明をしていく

と考えております。 

 

 



⑥ ウクライナ情勢、円安の影響で佐渡市内の地域経済、市民生活への影響は？特に影響

が顕著に出ているものは？それに対する市の対策は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑦ この夏の島内エネルギー需給ひっ迫の可能性は？節電要請は考えていますか？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  トキエアの事前許可申請が大詰めと聞いてどんな感想か？ 

市長： 

これから資金面も含め、大変だと思うが、一歩ずつ進んでいるということと、国・県

からも様々なご検討をいただいておりますので、支援していただける体制も含め、トキ

エアがきちんとそういう形で進んでいければ、我々も応援の体制をとっていけると思う

ので、本当に期待しております。一歩進んだと思っています。ただ、航空業界は飛んで

からの資金繰りなども大変だと聞いておりますので、しっかりと頑張っていただきたい

ですし、佐渡便をなんとか早く飛ばしてほしいとも考えています。 

 

記者： 

  出資金を 5億円上げ 35億円として集まらないなどは？ 

市長： 

中々大変ですが、運行できる程度には頑張ってやっていると聞いています。 

 

記者： 

  土日になると相川病院に医師が島外から来て診療しているのは事実か？ 

市長： 

佐和田病院の閉院にあたり、一番大きな課題はリウマチの患者様と、整形外科が佐渡

病院１局に入っていくと大変だということでした。この２つの課題を何とかしようとい

うことで、両津病院に月１回リウマチの外来を新潟から先生を呼んで、お休みの日にな

りますがリウマチの患者様をそこで診ていただいています。相川病院の方は基本的に月

２回、整形の患者様を診る体制でやっております。スタッフ等変則の勤務になるので大

変ですが、市の病院として地域医療を守るためということで、病院長・診療所長に了解

をいただいて今年から取り組んでおります。変則ではございますが、佐渡病院の整形外

科が結構待つとかなかなか大変でございますので、月２回ということであれば、ぜひ相

川病院をご利用いただければと思います。土日ですので、お仕事されている方も比較的

行きやすい状況でございますので、何かありましたら使っていただきたいと思います。 

 

 



記者： 

  コロナでキャンセルが出始めているが 8月の予約状況は？ 

市長： 

  基本的に、今まではキャンセルが出ても埋まっているのが、昨日・今日とかなり増え

ているので、最新の情報を観光課長から報告をさせます。 

観光振興課長： 

  昨日の午後、十数件ではありますが、島内の宿泊施設に予約状況を確認しました。今

週末と８月いっぱいくらいまでということで、多くの施設は１．２件程度のキャンセル

で常日頃と同じペースでありますが、大きなキャンセルは出ていないということでした。 

記者： 

予約状況は？ 

観光振興課長： 

  ８月末、お盆過ぎくらいまでほぼ満室というところが多かったです。 

記者： 

  ９割以上になっている？ 

観光振興課長： 

  満室かという確認で、満室ですという回答でした。率のほうは確認をしておりません。 

記者： 

分かればコロナ禍前との比較資料を 

観光振興課長 

  少しお時間をいただきますが、承知致しました。 

 

記者： 

  週末に石川県でトキの講演をされるが経緯は？ 

市長： 

  経緯につきましては、世界農業遺産も含め、朱鷺の歴史上能登は本土で最後に朱鷺が

いたところです。そういう経緯で様々なお仕事を今までも一緒にさせていただいており

ますし、今回の直接的な経緯は、環境省の本土放鳥２０２６に向けて、候補地として能

登が手を上げることを、新聞報道等で準備をしていると認識しております。基本的には

保護ではなく共生の社会をどうやって作っていったらよいのかというところを、能登の

皆様にお伝えしていきたいというのが私の基本的な考えです。子ども・農家さん・一般

の大人の方・それを支ええる消費者の方、佐渡だとコープデリグループさんと素晴らし

いお付き合いをさせていただいておりますが、こういう取り組みを重ねることにより、

朱鷺の暮らす環境が作れると考えておりますので、能登の皆さんにランドスケープと合

わせた人の動きが一体になったような体制を、ぜひ作ってほしいとお話させていただき

たいと思います。 

 

市長の入院について 

 

市長： 

  大変ご迷惑をおかけしますが、若い頃からあまり腰が良くなく、脊柱間狭窄症で、今

年の冬医者に行ったらヘルニアが少し出ているということで、それが神経を触っている



ということで、今はかなり良くて、暖かくなると良くなり、寒くなると良くないという

ことなのですが、ＭＲＩを含め検査をし、軟骨を削った方が良いだろうというお話で、

ヘルニアの軟骨が少し出ており、それが神経を触るので、それを削る手術を８月１日に

行います。１日に入院をし、抜糸まで７日間程度の入院です。８月８日頃に退院の見込

みです。状況としては、手術の日だけは麻酔が効いておりますが、それ以外は翌日から

立って歩ける状況ですので、パソコン等も全て用意し、ＷＥＢで会議等できるようにし

ておきますので、基本的に職務代理者は置かないというかたちで考えております。 

  先生のお話ですが、削るだけなので翌日から問題ないと公務復帰は８月９日に、ハー

ドな動きをしなければということで考えております。ご迷惑をおかけしますが、よろし

くお願い致します。 

 

記者： 

  入院は島内？ 

市長： 

  東京に参ります。万が一のこともありますので、腰椎と頚椎の専門の先生に処置して

いただくということで、腰というよりも、腰椎・頚椎専門の機関にお願いします。 

  

記者： 

  治療中に島内で大きな災害などがあれば陣頭指揮など危機管理は？ 

市長： 

  私がいなければ副市長が行いますので、私自身はしっかりと指示できる状態にしてお

きますし、部屋も先生にお願いをして、仕事もありますので個室にしてありますので、

仕事は支持等できる状態になっています。８月１日から安定して、コロナが心配ではあ

りますが、気候も今の状況で安定しそうな、明後日以降ずっと晴れが続く予報ですので、

時期的にも一番安定しているということを判断して、この時期にさせていただきました。

ただ、いずれにしても、８月１日以外はいつでも判断できる状態にしているので、そこ

は大丈夫です。 

 

 最後に 

 

  最後に私事で恐縮でございます。しっかりと治して走り回れるようにしたいと思いま

す。コロナが全国的に大きな数字が出ております。明日以降暑くなる予報が出ておりま

すので、市民の皆様方含め、熱中症に気をつけながら、人との距離・マスク・換気をお

願いして参りたいと思います。暑い夏ですので体調お気をつけください。今月もありが

とうございました。 


