
令和 4年 8月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 8月 22日(月) 

午前 10時～午前 11時 

 

発表案件 

 

1 「佐渡島の金山」のユネスコ世界遺産への推薦について 

 

7月 28日、末松信介前文部科学大臣から「佐渡島の金山」について、令和 5年 2月 1日

の提出期限に向けて、ユネスコに推薦書を改めて提出する旨の発表があり、その後末松前

大臣は８月１日には、花角知事と面談、８月７日には、佐渡市役所を訪れ、再提出に至っ

た経緯等について、「構成資産の一部である西三川砂金山の導水路の説明に関して、ユネス

コ側と見解の相違があった」ことを説明されました。 

その際に末松前大臣からは、「岸田総理からも、『ユネスコでの審査をできる限り早期か

つ確実に進め、世界文化遺産としての登録実現に向けて地元自治体と最大限連携して取り

組むように』という強い指示をいただいた」とのご発言や、末松前大臣自らも「推薦書の

再提出に向けて、結束してオールジャパンでやっていきたい」との前向きなご発言もいた

だきました。 

なお、面談後には「佐渡島の金山」の構成資産である相川金銀山やユネスコから「説明

が欠落している」との指摘があった西三川砂金山の導水路跡を視察し、佐渡独自の伝的手

工業の歴史的価値について改めて認識いただきました。 

佐渡市といたしましては、世界遺産登録の早期実現を目指し、国指導のもと、新潟県と

連携のうえ、できる限りの取組を進めていただけに、大変残念に思っておりますが、「佐渡

島の金山」の世界遺産としての文化的価値については全く問題ないと思っております。 

今後も「佐渡島の金山」の早期の世界遺産登録実現に向けて、市民の皆様をはじめ、国

や新潟県と連携し、全力で取り組んでいきたいと考えておりますので、更なるご理解ご協

力をお願いいたします。 

 

2 「介護帰省者」の佐渡汽船運賃割引適用について 

 

ご家族の介護のために佐渡へ帰省される親族、いわゆる「介護帰省者」の特定有人国境

離島特措法に基づく、佐渡汽船運賃の割引適用について、佐渡市議会からの負担軽減を求

める意見を踏まえ、以前より国に要望しておりましたところ、このたび制度改正により「介

護帰省者」が割引適用となりました。佐渡市では令和４年１０月１日から「介護帰省者」

を佐渡汽船運賃の割引対象に加えます。 

対象範囲は満１８歳以上で、要介護または要支援認定された方の「二親等以内の親族」

で年間６回以上、佐渡に帰省される方に限ります。ただし、施設入所者への面会の場合は、

介護には該当せず割引の対象となりませんので、ご了承ください。 

割引を受けるには事前の申請が必要で、申請書のほか、要介護認定者等の被保険者証等

の写し、要介護認定者等の親族であることを確認できる戸籍謄本等のほか、身分証明書の



写しを、市交通政策課へ郵送等でご提出ください。 

なお、申請書は９月１５日から市交通政策課、各支所、サービスセンターに設置するほ

か、市ホームページからダウンロードできます。 また、同日より受付も開始いたします。

割引適用の有効期限は１年間となります。 

ご不明な点等がございましたら、市観光振興部交通政策課（TEL0259-63-3184）へお問い

合わせください。 

 

3 佐渡市ふるさと納税特設サイト開設について 

 

「佐渡ふるさと島づくり寄附金（ふるさと納税）」は、佐渡を応援したい、貢献したいと考

える方々から、ふるさとの活性化への思いを寄付金というかたちで、応援していただいて

いるものです。 

この度、より多くの方から「ふるさと納税」を通して佐渡を応援していただきたいこと

から、特設サイトを開設いたしました。この「ふるさと納税」特設サイトは、観光総合サ

イト「さど観光ナビ」の中に配置することを予定しています。 

「さど観光ナビ」は新潟県内の市町村の観光情報サイトの中で最も多くの方に見られて

いるホームページです。その中に「ふるさと納税」特設サイトを入れることで、佐渡の観

光が好きな人たちに地元特産品を知ってもらいたいと思います。また観光関連の返礼品充

実も図り、地域の活性化に繋がるよう努めてまいりたいと考えています。 

当市のふるさと納税額は、令和元年度がおよそ２億５千６百万円、令和２年度がおよそ

３億３千５百万円、令和３年度がおよそ３億８千９百万円と順調に伸びており、令和６年

度で５億円を目標としたいと考えております。また、これらの寄附金は、佐渡金銀山の応

援事業や、子育て支援事業、環境の島づくり事業などの貴重な財源として有効に活用させ

ていただいています。 

ふるさと納税特設サイトについては、佐渡市ホームページほか、お手元に配布したチラ

シの二次元コードから確認できます。 

 

4 マイナンバーカードの申請をしましょう！ 

 

すでに各種メディアにてご承知のとおり、「マイナポイント第２弾」が実施されており、

マイナンバーカードの申請を９月末までに行っていただいた方を対象に、ポイントが付与

されます。 

 新規カードの申請、公金受け取り口座の紐づけ、保険証連携を行うことで最大２万ポイ

ント（２万円相当）が付与され、Paypayをはじめとしたキャッシュレス決済やｄポイント

など、市内でも利用可能なポイントとして受け取れます。 

 佐渡市では、事前にお申し込みいただいた市内の事業者や町内会などにお伺いしての出

張申請受付を行っています。この出張申請をご利用いただくと、マイナンバーカードを受

け取りに市役所窓口まで足を運んでいただく必要がございませんので、是非、ご利用くだ

さい。お申し込みは、市役所市民課６３-５１１２または、最寄りの支所、サービスセンタ

ーまでお願いいたします。 

 



 また、各種イベント会場での申請支援窓口設置も予定しており、９月７日（水）から９

月１１日（日）までの５日間、佐渡セントラルタウンを会場にａｕショップ佐渡様のご協

力をいただきながら出張申請サポートを実施しますので、皆様のご来場をお待ちしており

ます。 

 夏休みに帰省されている学生などのご家族の皆様にも、制度をお伝えいただき、この機

会にマイナンバーカードを申請しましょう。 

 

5 2022佐渡国際トライアスロン大会の開催について 

 

3年ぶり、34回目となる佐渡国際トライアスロン大会を 9月 4日（日）河原田小学校グ

ラウンド前海岸からタイプ別にスタートします。 

スタート時間は、Aタイプが 6:00、Bタイプ、リレータイプが 7:30です。 

今回のエントリー数は全体で 2,097名。内訳は、Aタイプ 1,105名、Bタイプ 896名、R

（リレー）タイプ 96名です。 

新型コロナウイルス感染対策として、島外からの参加者には自主的に PCR、抗原検査を

受けて来ていただくか、新潟港・直江津港に臨時検査場を設置して来島前の検査を徹底し

ていただきます。9 月 2 日（金）に予定していた島祭りパーティは中止とします。混雑や

過度な接触を避けるため、大会メイン会場エリアは、選手専用エリアとさせていただきま

す。応援の方は、会場周辺や沿道な どで、密集を避けて観戦いただくようお願いします。 

 今回は、新型コロナの感染拡大により、コース上スタッフの確保が見込めないことから、

ランコースを佐和田海岸周辺の 1周およそ 7kmの周回コースとします。 

 

6 伝統文化と環境福祉の専門学校の学科新設について 

 

金井地区の伝統文化と環境福祉の専門学校において、３つの学科が新設され、開講に向

けて募集を開始しましたので、お知らせいたします。 

この度、専門学校では、来年度から新たに「公務員学科（２年制）」「まちづくり・観光

ビジネス学科（２年制）」また、卒業時に大学卒業資格も同時に取得できる「観光ビジネス・

大学併(へい)修(しゅう)学科（４年制）」の３つの学科を新設することになりました。８月

20日からは、新学科を対象としたオープンキャンパスも始まり、毎月の開催を予定してい

ます。 

また、佐渡島内の方々が参加しやすいオープンキャンパスのプログラムも設定されてい

ますので、島内の高校生等にも是非ご参加いただきたいと思います。新学科には公務員学

科もあります。新たな学科が増えることで、島内の若者が島外に出ずに島内で学び、専門

人材として成長し働くことができる選択肢が増えます。キャリア形成につながることや島

外からの人材流入も期待できます。 

学科新設にあたりましては、公務員学科と連携し、佐渡市役所でのインターンシップの

積極的な受け入れ等を進め、観光系の学科におきましても、島内での就学、更には就業に

つながるよう、現在の奨学金制度に加え、必要な支援策についても検討してまいります。 

また、島内では、佐渡での起業を通じてＩＴ人材を育成する会社が増えておりますので、

島内でのＩＴ人材の育成や連携も図りながら、若者が活躍できる島づくりに向けて積極的



に取り組んでまいります。 

 

事前質問 

 

① ユネスコに来年 2月、推薦書を再提出することになったことを受け今後必要な取り組

み及び課題は？推薦書の不備、再提出という異例な状況の中、文科大臣交代の影響、不

安はありませんか？ 

市長： 

  西三川砂金山の導水路の一部、これは個々の問題というよりは説明の仕方の問題と認

識しております。処理を修正していくことで十分対応できますし、その価値自体に何か

問題があったものではないという認識でございます。その中で推薦書が今年度から新様

式に変更したと聞いております。そのための字数制限等の改定が必要になってくるとい

うことで、国・県、また専門家の会合等で議論するとも聞いておりますので、しっかり

不備がない形での申請書の作成について、当然国県の指導に基づいて我々も一生懸命取

り組んでまいりたいと考えております。いずれにいたしましても 9月末の提出期限であ

る推薦書暫定版の作成作業を今行っておりますし、本暫定版の提出を経て来年 2月 1日

提出期限の推薦書の再提出に向けてしっかり取り組んでいかなければいけないと考え

ております。 

  文部科学大臣が内閣改造でお変わりになりました。前末松大臣には様々な形でご指導

ご鞭撻をいただき感謝申し上げるところでございます。また、岸田総理からも世界文化

遺産登録、国としてしっかり取り組むようにと明確な指示も出ております。大臣の変更

について特別に大きな問題があるとはいう認識はしておりません。いずれにいたしまし

ても国・県・市、岸田総理の方針のもと、しっかり世界文化遺産登録に向かって取り組

むという足並み自体は揃って取り組んでいけるものと考えております。 

 

② 新型コロナウイルスの感染が佐渡市でも一時 100人越えと広がる中、病床逼迫及び通

常診療への影響は？ 

市長： 

  100 人超えて少し落ち着くかという思いがあったところ、お盆のあとが数が高く安定

している状況です。ホームページ等でもずっとお願いしておりますが、今の傾向を見る

限り、飲食とか、ご家庭とか、保育園とか、福祉施設とか、総じてマスクをはずして意

外に狭い場所に一緒にいて、声を出す場面、どちらかというと室内でクラスターによっ

て悪い循環、職場に行って広がって家に帰って広がってという状況があるとみておりま

す。本当にお願い申し上げたいのは、うつらないうつさないということで、ご家庭の中

でもマスク、換気、手洗い、この三つの大きな対策を確実にお願いしたいと思います。

完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、基本的な対策でかなり防げますので、何と

ぞ市民の皆様方にはご協力をお願い申し上げるところです。ご家庭に持ち込まないよう

に最大限のご努力をお願い申し上げます。 

  入院病床については、増えてはいないが出たり入ったりと聞いております。軽症が圧

倒的に多いということで、若干中等症の方はいると聞いておりますが、入退院の調整自

体は今のところ出来ているということでございます。病床逼迫ではございませんが、通



常診療は発熱外来が非常に増えているということで、緊急性が低い受診、手術なども含

めた制限を佐渡病院で行うと報告を受けております。また医療介護福祉従事者等の感染

等により不急の検査、手術、入院等は少し延期していると聞いております。こういう方々

を含めて、新潟県が今現在抗原検査キットを配布しているところですので、もし喉が痛

いとか咳が出るとか、そういう症状が出られたときは慌ててお医者さんよりも検査キッ

トをお申込みいただき検査するという方法もございますので、ぜひ対策に向けてお力添

えをいただきたいと思います。行動制限ない夏、新しい生活様式を取り入れながら十分

な感染対策をしていろんなところで夏の思い出を作っていただきたいと思います。ぜひ

市民の皆様には改めてよろしくお願いいたします。 

 

③ 佐和田病院閉院などに伴う縮小後の医療体制について、代替診療科の混雑が指摘され

ています。市としての今後の方針をお聞かせください。冬場の汽船ダイヤ縮小により、

島外からの医師の診察時間確保に向けた対策はありますか？ 

市長： 

  両津病院のリュウマチ外来と相川診療所の整形外科の問題について、昨年度から議論

しながら通常診療のほかに新たに入れるということで、なんとか両病院の医師、スタッ

フ、看護師のご理解をいただきながら進めてきております。確かに混んでおります。今

後なかなか医師確保が難しい点もありますが、我々しっかり取り組まなければいけない

と思っておりますので県、新潟大学を含め、さまざまな議論を進めながら医師確保も進

めていきたいと考えております。まず一つは遠隔診療の仕組みを早急にやるべきだと考

えております。遠隔診療で患者さんのローテーションを緩めにしていくということも考

えておりますので、すぐにでも国・県とも議論していきたい、特にリュウマチに限って

早急に議論をしていきたいと考えております。診療報酬の問題とか一定程度解決したも

のもあるが、すべてのオンラインをやる際の問題は解決されているわけではないので、

国・県と協議をしながらどういう形で実現できるか早急に詰めていきたいと考えており

ます。 

重病の方からしっかりやる、その対応しかできないが、この後の対応はしっかり議論

しなければならないと考えております。相川病院の整形外科の先生については、金曜日

新潟にきて日曜の 11 時ころまでの診療ということで、欠航がない限り冬場の時間の変

更の影響はないと考えております。リュウマチについては一人でも二人でも多く受け入

れられるような形は遠隔診療も含めながらしっかりと協議をしてまいりたいと考えて

おります。 

 

④ 今年の夏休み期間中の島内観光客の入り込み状況、キャンセルの状況をお聞かせくだ

さい。新型ウイルス禍と比較して人数の増減や要因、課題はいかがでしょうか。観光客

の受け入れに関し、佐渡市は新潟市と連携協定を結びましたが、具体的な取り組みにつ

いてお示しください。 

市長： 

  夏の期間、7月 1日～8月 16日までの数値を改めて確認したところ、今年の入込数は

8万 5千人、昨年の同期間がおよそ 56,000人、比較すると 29,000人ですので、50％程

度増加しました。コロナ前の令和元年は 108,000人でしたので、23,000人少ないという

ことで 2割程度減ということでございます。最盛期のお盆シーズンの入込者数は 8月 7



日から 8月 16日までは 29,000人と推計しております。昨年同期比が 21,000人、8,000

人、率にして 4割程度増加となっております。この増加の要因はウィズコロナというこ

とで国の方針、都道府県の方針の変化が一つの大きな要因だと考えております。また世

界遺産の国内推薦、さまざまな情報が発信されているが、ナイトサップであるとか佐渡

ならではの新しいアクティビティなども若い世代の SNS での発信が大きいと考えてお

ります。SNS を通じての情報発信、官民合わせて少しずつ効果が出ていると考えており

ます。課題ですが、ここ 2年お客様がいない島、その課題がもろに出ているのではない

かと思います。実は 7月から 8月まで入込の率よりもお盆期間が落ちているというのは

コロナが増えたことによるキャンセルが 6,000人位、これが大きかったと考えておりま

す。そのほかレンタカーが平日もほぼ一杯の状況ということです。交通手段、特にコロ

ナ禍で以前よりも自分の車で動きたいという需要が多くなっております。新幹線は 6割

位の予約状況と聞いております。高速道路は変わらない渋滞が始まり、コロナ禍におけ

る人々の行動変化における対策を考えていかなければならないだろうと思っておりま

す。世の中の人の流れに応じて順次かわってくることをしっかり考えていくことが大事

だと思っております。 

  新潟市とは 6 月 30 日誘客交流連携協定を締結したところです。基本的には情報発信

と来訪者誘客、また来訪者の回遊、新潟県全体を楽しんでもらうという仕組みを作って

いこうということです。本年度は 9月～11月までの 3カ月間、ＪＲ東日本のイベントと

も連携しながら「佐渡新潟秋の観光キャンペーン」としてＪＲ東日本管内で重点的にプ

ロモーション展開を連携して実施していきたいと考えております。また山本悌二郎先生

の銅像の関係から台湾とさまざまな連携を結んでいくということで話をしております。

コロナが落ち着いてからの再開を見据えながら台湾においての共同観光プロモーショ

ン、これも新潟市と一緒に取り組んでいくということで、新潟空港を台湾の玄関口とし

て一緒に取り組んでいきたいと考えております。 

 

⑤ 新型コロナウイルス感染者が急拡大しているなか、9 月のトライアスロン大会への影

響をどうみていますか。トライアスロン申し込み者のキャンセル状況は？参加者数の見

込み数は？ 

市長： 

  例年のキャンセル状況は 1割程度の参加者がご自身のご都合により、キャンセルする

傾向です。現在のエントリー2,155名のうち、1,940名程度のご参加とみているところで

す。8 月 18 日現在でコロナによる 10 名程度のキャンセルとなっております。全体の数

としては新型コロナのキャンセルというよりは、通常の例年 1割程度のキャンセルが多

いのではないかとみています。コロナが増えないように最善を期さなければいけないと

いうことで水際対策の徹底、島祭りパーティなど飲食を伴うものは中止するということ

で、トライアスロンを行うことだけを中心に考えていきたいと思っております。大会の

スタッフやボランティアの皆様も厳しい状況ですがコース変更もしながら、しっかり感

染対策を取りながら進めてまいりたいと考えております。 

 

⑥ トキの本州側への放鳥方針を巡り、石川県と能登地域９市町、島根県出雲市を放鳥候

補地に選定した環境省の発表について、所感をお聞かせください。新潟県と長岡など５

市町村は継続審議になったことについても併せてお聞かせください。 



市長： 

  能登と出雲は私自身も、トキの取り組みについて市の農林水産課の職員の際に行って

意見交換をしたことがございます。出雲も森林と湖と山間にも里山の風景が広がるとこ

ろをみせていただきました。環境省の判断としては過去にトキの生息実績があったこと、

地域で連携して生息環境整備ができる広い水田、森林があることが要件になったと聞い

ております。私どもとしては、トキの野生復帰というのは単純に米があるところでやれ

ばいいというよりも人と経済、トキとの関わりを再構築していくことが重要だろうと認

識しております。そういう点で地元の人、農家、農家を応援していただけるような都市

住民、消費者がさまざまな形で連携していくことが大事なので、単なる観光ではないと

私自身は認識しております。もう一点、役割があると思っておりまして、トキは生物多

様性のシンボル種であると考えております。豊かなトキの暮らす環境を作らない限り、

トキは自分の好みのエリアにたぶん飛んでいくのではないかと想定できます。そういう

生物多様性を高める、トキが暮らせるような環境を出雲と能登でまずしっかり作ってい

ただいて、佐渡では今年 50 羽位久しぶりに多くのひなが成鳥になった報道がありまし

たが、そのような形でトキが自然に再生できるような仕組み作りに取り組んでいただき

たいと思いますし、そういう取り組みに対して佐渡市も一緒に連携してお互いに学びあ

いながら取り組んでいかなければいけないと私自身は強く思っております。環境省に実

はお願いしているのは自治体ではなく、環境省の中にトキの野生復帰を行うときにトキ

だけではなくて生物多様性を再生地域としての自治体のネットワーク等を作ってくれ

ないかと私自身はお願いをしているところです。やはり国が大きな方針を示すことによ

って各自治体でも参加しやすくなることが重要だと思っておりますのでトキの放鳥は

あくまでも国全体で、日本全体の生物多様性、全世界で危機が訴えられているところで

すので、本土への再生が日本全体の生物多様性に資する取り組みになると環境省にお願

いしているところです。 

  新潟県、長岡市についてはすべて新聞報道でしか聞いておりませんので、具体的には

お話できるような状況ではありませんが、生物多様性の取り組みを一緒にやっていって

いただければなと考えております。 

 

⑦ 拉致被害者の曽我ひとみさんら 5 人が帰国してもうすぐ 20 年を迎えますがこの間、

新たな帰国者など進展はありません。関係自治体の長としての感想は？ 

市長： 

  時間がないというのは私の今の率直な気持ちでございます。昨年柏崎の市長と一緒に

アメリカ大使館に伺い、お願いしました。書記官の方、佐渡には冬場で来られなかった

が新潟柏崎まで来ていただいて拉致現場を見ていただきアメリカも頑張るというお話

をいただきました。今年も柏崎市、福井県小浜市の 3市で当然国にも話をかけています

が、アメリカ大使館を含めて多様なところにどんどん市町村として声をかけていこうと

話をしています。まず、今年は米国駐日大使にぜひ来ていただきたいと要望していくこ

とで小浜市が調整しているところです。当然日本政府にもしっかりと要望してまいりま

すし、政府も時間がないという観点から進めていただきたいと思います。 

 

 

 



⑧ 市長は入院療養を終えられて完全治癒されたのでしょうか？今後市政運営上の支障は

ありませんか？ 

市長： 

  大変ご迷惑をおかけしてすみませんでした。夏は問題なかったのですが、万が一のこ

とを考え、公務の一番空いているお盆前に入れさせていただいたら、世界遺産の件で元

大臣にリモートで失礼いたしました。どちらかというと予防に近い手術で、8 月 1 日に

腰のヘルニアの手術と脊柱管狭窄症２カ所を削る手術を受けて 8月 9日に退院し、夕方

から公務に入りました。病院でもずっと仕事をしていた状況でした。しばらくコルセッ

トを付けておりますが、全く術後は軽快で影響はないと考えております。ご心配をおか

けしました。ありがとうございました。 

 

 質疑応答 

 

1 「佐渡島の金山」のユネスコ世界遺産への推薦について 

 

記者： 

  8 月 7 日に前大臣が視察に来て改めて価値を認識してもらったと思うが、新しい永岡

大臣に現地視察とか直接説明する必要性についてはどのようなお考えですか？ 

市長： 

  大臣就任直後はお忙しく今すぐは難しいでしょうから、まず知事と相談しながら大臣

に直接我々も伝えていきたい、地元の自治体として大事だと思っていますので、その調

整をしていきたいと考えております。 

 

記者： 

  2月の再提出に向けて永岡大臣が任にあたると思うが、改めて永岡大臣に望むこと、9

月の暫定版提出に向けて政府の望むことは？ 

市長： 

  ユネスコとの問題は外交になってきます。その準備については国からのご指導に基づ

いて 120％しっかり取り組んでまいりたいと思いますが、外交の問題になると国が大き

な要素になっていきます。一度、推薦書の不備があったわけです。総理からも国として

絶対に佐渡の世界遺産に取り組むようにと指示がありましたし、元大臣も発言されてお

りました。きちっと体制を整えてさまざまな形で検討して、この後はこういう申請をし

た以上、日本政府として瑕疵のない問題のない誇りのある申請書を作っていくというこ

とで、最大限の取り組みをしていただきたいと私は思っております。 

 

記者： 

  今後、永岡大臣に説明するため調整するとは思いますが、いつ頃に来てほしいとかあ

りますか？ 

市長： 

  就任されたばかりですので日程調整は難しいと思っております。これから県と相談し



ながら、ぜひ大臣に説明する機会を得ながら進めていきたいと思っております。正直真

冬は厳しいところを考えながらお願いしていきたいと思っております。ただし、大臣就

任当初は時間調整もなかなか大変だろうと認識していますので、いろいろ議論しながら

どういうことが可能なのか考えていかなければならないと思っております。 

 

記者： 

真冬の前には大臣に来て欲しいという感じですか？ 

市長： 

  真冬は難しいかなと、大臣の仕事を考えますと、欠航リスクが怖いということもござ

います。就任して１，２カ月の間にその調整が可能かといえば難しいと思います。しっ

かりとまず行っていろんなお話をさせていただき理解を深めていただくことをやりな

がら考えていただければと思います。 

 

記者： 

島内では観光客のために設備投資などをしている企業もあったと思うが、先延ばしに

なったことに対して市としてフォローする考えはありますか？ 

市長： 

これは明確に申し上げますが、世界遺産で短期的にお客様が増えてそこで利益を出す

ということは私はちょっと違うだろうと思っております。現実に今年 6,000名のキャン

セルをいただいたが、お客様の動きで違うと思うのが、比較的 8月は予想より少なかっ

たんですが、7 月は修学旅行生が多かったというのが大きな要因ですし、世界遺産に取

り組むことを学んだり見たりしていくということになります。1 年伸びるからお客様が

減るのではなくて、1 年伸びても逆にそこへのチャレンジの姿勢をしっかりとみていた

だく、文化遺産の価値は何なのかということをしっかり発信していく、やることは変わ

らないと思っています。この秋に向けてさまざまな形でＪＲさんもそうですし、取り組

んでいきたいと考えております。本物を世界遺産の価値があると政府が認めていますの

で、その価値をしっかりお客様に伝えていくことで安定した形での観光誘客、リピータ

ーの受け入れに取り組んでまいりたいと思っております。 

 

2 「介護帰省者」の佐渡汽船運賃割引適用について 

 

記者： 

割引率、割引料はどのくらいになるのか？ 

市長： 

金額は島民と同じになります。 

交通政策課長： 

割引については島民と同じ運賃です。たとえばカーフェリーであれば、両津～新潟航

路 大人 2,160円が島民割引で 1,240円、差額は 920円になります。 

 

記者： 

制度改正はいつか？ 

交通政策課長： 



今年の 7月 1日からです。 

 

記者： 

対象者数は？ 

交通政策課長： 

例年 3月末時点の島内のケアマネージャーに聞き取った調査結果から、島内の介護認定

者のうち、島外介助者がいるもの、このうち 2親等以内で 282名となっております。 

 

記者： 

対象者の方々には案内は送るのか？ 

交通政策課長： 

市でいろいろ周知をかけていきますが、ケアマネージャー等からこちらの制度の周知を

図りたいと考えております。 

 

記者： 

島出身で島外に要介護者がいる人が対象になっていないのは法律が根拠になっている

のか？ 

市長： 

島民の方がご自分のお父さんがたとえば、東京にいて介護に行く場合、そもそも島民割

引になっております。これに適用しなくても同じ金額ですので問題はないということです。 

 

記者： 

制度は何がどう変わったのか？ 

市長： 

一言でいうと住民票が要件になるのですが、佐渡に住民票のある 2親等内の人が新潟県

や島外からくると本来は住民票がないので島民割引は受けられないが、特別にこのケース

は島民割引で佐渡汽船を利用できる、これが一番大きな内容の変更になります。 

交通政策課長： 

今の件は準住民という扱いになります。これまで佐渡出身の学生、あるいはお試し住宅

の方、こういった方が対象でしたが、今回新たに該当になるということです。 

 

3 佐渡市ふるさと納税特設サイト開設について 

 

質疑はありませんでした。 

 

4 マイナンバーカードの申請をしましょう！ 

 

質疑はありませんでした。 

 

 

 



5 2022佐渡国際トライアスロン大会の開催について 

 

記者： 

新潟港と直江津港に臨時の検査所を設置することについて設置期間はいつからか？ 

中川： 

9月 1日木曜日からトライアスロンの前日までとなります。 

 

6 伝統文化と環境福祉の専門学校の学科新設について 

 

記者： 

佐渡で公務員学科が設置されるのは初めてか？ 

市長： 

専門学校としては配置されるのは初めてだと認識しております。 

 

記者： 

4年制の大学の単位が取得できるのは初めてか？ 

市長： 

専門学校内でやれるのは島内で初めてだと思っております。国家試験とか、たとえば保

育専門学校などは国の資格が取れると思いますが、一つの学科で 4年生のカリキュラムは

初めてだと思います。 

 

記者： 

今までは大学は通信制？ 

市長： 

 そうです。 

 

 事前質問（追加） 

 

① ユネスコに来年 2月、推薦書を再提出することになったことを受け今後必要な取り組

み及び課題は？推薦書の不備、再提出という異例な状況の中、文科大臣交代の影響、不

安はありませんか？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

② 新型コロナウイルスの感染が佐渡市でも一時 100人越えと広がる中、病床逼迫及び通

常診療への影響は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

③ 佐和田病院閉院などに伴う縮小後の医療体制について、代替診療科の混雑が指摘され



ています。市としての今後の方針をお聞かせください。冬場の汽船ダイヤ縮小により、

島外からの医師の診察時間確保に向けた対策はありますか？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

④ 今年の夏休み期間中の島内観光客の入り込み状況、キャンセルの状況をお聞かせくだ

さい。新型ウイルス禍と比較して人数の増減や要因、課題はいかがでしょうか。観光客

の受け入れに関し、佐渡市は新潟市と連携協定を結びましたが、具体的な取り組みにつ

いてお示しください。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑤ 新型コロナウイルス感染者が急拡大しているなか、9 月のトライアスロン大会への影

響をどうみていますか。トライアスロン申し込み者のキャンセル状況は？参加者数の見

込み数は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑥ トキの本州側への放鳥方針を巡り、石川県と能登地域９市町、島根県出雲市を放鳥候

補地に選定した環境省の発表について、所感をお聞かせください。新潟県と長岡など５

市町村は継続審議になったことについても併せてお聞かせください。 

 

記者： 

  継続審議となった新潟県と長岡地域は、地元との合意形成に課題があり難しいとされ

ているが、認証米制度に携わった市長の経験から言えることは？ 

市長： 

正直特に農家さんとの合意形成が大変だと正確ではありませんが関連の大学の先生

方からお伺いしております。私どもがやった時に、平成 16年の台風で佐渡米が非常に危

機の状態の時に、17、18年と 3割程度、政府米にいきました。新潟の米は当時大ブラン

ドでしたが、当時政府米は売れ残りの産地の米がいくところだったのです。ブランドと

してのレッテルに非常に傷がついたのが 16,17,18 年位だったと思います。これをどう

にかしたいということで、18年から佐渡市と農協と連携して 5割減薬の環境保全型農業

を進めて、19 年からトキ認証米の準備を進めて 20 年産米から、おかげでそれ以降は全

く売れ残りはありません。これだけ消費が厳しい状況でも佐渡のお米は増産してほしい

という状況であると農協さんから聞いているところです。私自身はこの取り組みはお米

を高く売るとか観光のお客様が来てくださるという副産物はあると思うが、地域が世界

の課題、日本の課題に向けた生物多様性をどうしていこう、日本のトップリーダーにそ

の地域はなるのかという位の思いでいろんな議論をされたほうがいいのかなと。今、化

学肥料が高いということでこの後もどうなるかわかりませんが、化学肥料を減らす動き

も出てくるわけですので、農業においても世界的な動きも踏まえて検討していく、その

中にトキを入れていくとか佐渡もそうですが、トキの保護という形で議論するのではな

く農業はどうあるべきか、生物多様性がどうあるべきかという議論からされて行くほう



がいいのかなという気がしております。私自身はそういう方向でいろんな農家と話を進

めており、皆さんのおかげでできたということが今の佐渡米の評価に繋がっていると思

っております。  

 

⑦ 拉致被害者の曽我ひとみさんら 5 人が帰国してもうすぐ 20 年を迎えますがこの間、

新たな帰国者など進展はありません。関係自治体の長としての感想は？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

⑧ 市長は入院療養を終えられて完全治癒されたのでしょうか？今後市政運営上の支障は

ありませんか？ 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 その他の質疑 

 

記者： 

  アース・セレブレーションが３日間開催されたがこれからの見通しや期待、課題は何

か？ 

市長： 

  コロナ対策の中で私も 2日目現地に行ってみましたが、しっかり距離をとりながら、

盛り上がる中で声を出さないイベントを新たな取り組みでやっていただきました。 

お客さまも感染対策をしっかり取り組んでいただいた、主催者も感染対策に取り組んだ

と聞いております。ウィズコロナのなかで一つのイベントの形ができたんだろうと思っ

ております。ただ、コロナの問題もあるんですけど、丁寧な受け入れであるとか、親切

な説明であるとか、どちらかというと face to faceでしっかりとやらなければならな

いところが少し落ちているんではないかみたいなご意見もいただいたところです。おも

てなしとしてのイベントとして、単純にいいものを食べさせればいいということだけで

はなくて、来ていただいて喜んでいただけるおもてなしを佐渡全体でこういうイベント

でも考えていかなければいけないと思っております。 

一方で私の挨拶で、佐渡の三つの魂という言い方をさせていただきましたが、鼓童さ

んの歴史の魂もありますし、私自身は佐渡の地域で鬼太鼓とか、太鼓を叩いている、そ

ういう地域の魂だと思っております。もう一つが歴史、佐渡金銀山から能にしろ、こう

いう文化が出来て、それが鼓童さんによってまた花が開いていく、佐渡の歴史の文化の

魂、この三つの魂を聞いてほしいとお願いをしておりますが、こういう文化歴史をしっ

かり継承していくイベントとして、このアース・セレブレーションを私自身見つめてい

きたいと思っていますし、そういう世界的な役割があるということをぜひ皆で考えなが

ら大事なものとしてしっかりと継承していかなければいけないと感じております。 

 



 最後に 

 

  ありがとうございます。 

  市民の皆様には、コロナ対策のお願いばかりで申し訳ないのですが何としても皆で新

しい生活様式を守りながら防いでいきたいと思っております。よろしくお願いします。 

  明日からまた離島甲子園が始まります。私自身はここ 3年間でようやく中学一年生だ

った子が初めて離島甲子園に参加できるということ、今年中止になると一度も参加でき

ないまま終わってしまう、そういう境であること、村田さんの熱い思いを何とか感染対

策を通じてやろうということで取り組んできたわけです。 

  今回もしっかり各市町村長が調整おりますので、各自治体で検査をしながら、こちら

でも検査をする、二重三重の体制をとりながら、安全安心な大会にしたいと思いますの

で、ぜひご理解をいただきたいと思っております。熱い中体調を崩されずにぜひ健康を

守っ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。 


