
令和 4年 9月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 9月 2日(金) 

午前 10時～午前 10時 25分 

 

発表案件 

 

1 令和 4年度佐渡市一般会計補正予算第 5号について 

 

９月９日招集の９月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第５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、１５億８千９２３万６千円を追加し、予算総額

が４７６億１千３１５万８千円となります。 

 

主な補正内容ですが、 

① 長期化が見込まれるコロナ禍における原油価格・物価高騰等への対策については、 

（1）特に家計への打撃が大きい子育て世帯への物価高騰対策として、１８歳以下の児童

を養育する子育て世帯に対し、児童１人につき５千円の子育て応援券（商品券）を

支給する経費に３千５３０万円。 

（2）原油等価格高騰によって生じる温泉等入浴施設への影響を軽減し、経営の安定と利

用者へのサービス水準の維持を図るため、燃料費及び電気料の高騰分を支援する経

費に 1千３４１万６千円。 

（3）プレミアどこでも商品券については、現在、9月末を使用期限として行っています

が、長期化する物価高騰に直面する市民の皆様の家計負担の軽減及び落ち込んだ市

内消費を喚起するため、二回目のプレミア率 30％のプレミア商品券を発行する経費

に２億５千４００万９千円。 

（4）佐渡汽船の運賃に対する燃料油価格変動調整金が引き上げられたことに伴い、観光

客の旅行消費の負担軽減及び宿泊施設内における消費拡大を図るため、島内宿泊施

設利用者に対して館内で宿泊費以外に利用できるクーポン券（１人あたり 2,000円）

を交付する経費に２千８７万３千円を計上いたします。 

 

② 次に、新型コロナウイルス感染症対策については、 

（1）感染拡大防止対策として、 

  ○新型コロナウイルス感染者のうち、自宅で療養されている方に対し、１週間分の

食料品等を支給する経費について、感染者数の増加に伴い不足が見込まれること

から９９７万円を増額計上するものです。 

  ○また、市内においても、空気中を浮遊する小さな飛沫によって広がる「エアロゾ

ル感染」が疑われる事例が増えてきています。市民の皆様が集まる機会の多い公

民館や体育館等には、一時的に避難所開設時用のサーキュレーターを設置し、換

気の徹底を図っているところですが、不足するため新たに購入する費用に１３８

万円２千円計上し、早急に各施設にまんべんなく設置し換気機能の強化を図って

いきます。 



 （2）産業振興と雇用の促進として、 

   ○島内においても、インキュベーションセンターなど、企業の活動拠点や民間ベ

ースのコワーキングスペースやアウトドア施設の開業により、ワーケーション

拠点の開発が進むなか、それぞれの施設が連携していくことが必要なことから、

企業誘致や移住促進、アフターコロナ後のインバウンド需要を取り込んだ SADO

ワーケーションの情報発信と受入れ体制の構築に向けた調査等に係る経費に１

千２７万６千円を計上いたします。 

 （3）地域経済の活性化として、 

   ○コロナ禍及び物価上昇により売上が減少した飲食店等において消費を喚起す

るため、忘・新年会のシーズンに市内の飲食店等で利用できるプレミア率４０％

の応援券（商品券）を発行する経費に１億２千５５万９千円。 

   ○島内主要宿泊施設の冬季閑散期対策のため、需要を喚起する商品プランを造成

する経費に１千９０７万４千円を計上いたします。地場産食材の仕入れ・在庫

管理を一元化し安定した供給ができるよう体制を整備するとともに、他には無

い特別感のある「食」を目玉にした商品を造成していきます。 

 

③ 次に、基金管理費については、佐渡医療圏が国の重点支援区域に選定されたことに

伴い、国から財政的支援として病床機能再編支援事業給付金２億７千８６万４千円が

交付されることから、全額基金に積み立て、今後、不足する人材の確保や医療介護福

祉の連携等の事業の財源として活用するものです。 

  

④ 次に、診療所補助事業については、新規に診療所を開設する医師等に対して、開設

にかかる費用について支援する経費に２千万円を計上いたします。市内において、新

たに診療所を開設したいという医師からの相談もあることから、他市の事例も踏まえ

て新たに補助制度を設け、地域医療を守り医師不足の解消を図っていきます。 

 

⑤ 次に、普通建設事業については、主なものとして、 

（1）旧南佐渡離島開発総合センター解体費に８千９０１万９千円 

（2）旧小木体育館解体費に８千５０５万円を計上するもので、いずれの事業も、令和４

年度から５年度の２ヵ年事業として、併せて継続費を設定いたします。 

 

 なお、その他の経費については、人事異動等に伴う人件費の補正を計上するほか、６

月補正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 「第 4回佐渡未来講座」の開催について 

 

9 月 17 日（土）午前 11 時から、あいぽーと佐渡を会場に「第 4 回佐渡未来講座」を開

催します。 

当市では、昨年度から市の課題解決に向けて日本の指導的立場の専門家から指導や助言

をいただき、佐渡の将来のあり方について、市民の皆さまと情報を共有し、一緒に議論で

きる場を創るために「佐渡市総合戦略アドバイザー」制度を設け、アドバイザーによる講

演「佐渡未来講座」をこれまで 3回実施してきました。 



 

今回は、佐渡市総合戦略アドバイザーの涌井雅之さんから、地域活性化に向けたひとつ

の手法として「地域資源を活用した高付加価値観光の取組み」をテーマに、佐渡の地域資

源を活かした観光戦略、魅力的な滞在コンテンツの高付加価値化、などについてお話しい

ただきます。 

涌井雅之さんは、東京都市大学特別教授を務められており、造園家、景観設計家として、

ハウステンボスのランドスケープ計画や、「愛・地球博」の会場演出総合プロデュースなど

を手掛けられております。そのほか、テレビのコメンテーターや、国際観光施設協会副会

長、温泉ガストロノミーツーリズム推進機構会長など、多方面でご活躍されております。 

大変お忙しい方で、なかなか佐渡のお呼びすることができなかったのですが、今回やっ

とお越しいただけることとなりました。私も今からワクワクしております。ぜひ多くのみ

なさまにご来場いただきたいと思います。 

 

3 マイナンバーカードを取得しませんか 

 

マイナポイント第２弾の終了まで 1か月をきりました。 

マイナンバーカードの申請、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

20,000円分のポイントがもらえる最後のチャンスです。 

佐渡島内でも、ＰａｙＰａｙやｄ払いなどのＱＲコード決済や、ＪＣＢや楽天カードな

どのクレジットカード決済などでポイントのご利用ができますので、食品や生活用品の価

格高騰による家計の負担を軽減してくれるお得なキャンペーンを是非ご活用ください。 

また、9月 7日（水）から 9月 11日（日）の 10時から 17時まで、佐渡セントラルタウ

ン内において、auショップ佐渡様のご協力により出張申請を行います。写真撮影から申請

書作成までお手伝いいたしますので是非ご利用ください。 

ご都合により９月末までに申請できなかった方向けに、10月 1日から佐渡市独自の取り

組みも予定しています。 

マイナンバーカードを窓口申請または出張申請でお手続いただいた方、先着 2,000名様

へ 1,000円分の商品券をプレゼント、また、令和４年 10月１日から令和５年１月 31日の

期間にカードを取得された方を対象に、抽選で 310名様に市内の特産品をお届けすること

にしています。 

繰り返しになりますが、まずは、今月末までのお得なキャンペーンを是非ともご利用い

ただきたいと思います。 

 

4 特別養護老人ホーム歌代の里の民間移行に伴う事業者の決定について 

 

特別養護老人ホーム歌代の里の民間移行に伴う事業者の選定については、令和４年５月

13日から７月29日まで運営事業者の再公募を行ない、島外３事業者の応募を受付ました。 

その後、１事業者の辞退を受け、８月 27日に開催した佐渡市高齢者等福祉保健審議会にお

いて、２事業者の審査を行い、事業者を選定しております。 

 選定事業者は、新潟県を拠点とし介護・福祉事業の運営実績のある、社会福祉法人勇樹

会を選定いたしました。 



 今後のスケジュールについては、選定事業者との必要な事務手続きを経て、令和４年度

に土地造成工事、令和５年度から建築工事を行い令和６年９月の新規開設を予定しており

ます。 

 

5 佐渡市観光戦略会議を立ち上げます 

 

この度、様々な分野で活躍をされている観光関連の有識者をお招きして、佐渡市観光戦

略会議を立ち上げることといたしましたのでご報告させていただきます。 

本年３月に佐渡市総合計画を策定し、観光分野についても一定の方針を示させていただ

いたところですが、本会議では、「佐渡島の金山」の 2024年の世界遺産登録も見据え、よ

り具体的な中長期的観光戦略について議論を行うほか、市が抱える個別の課題について有

識者の方々から意見を伺う予定です。 

早速、今月（９月）中にも第一回目を開催し、令和 4年度中には佐渡市における中長期

的な観光戦略プランを策定したいと考えております。 

会議の日程等の詳細につきましては、決定次第、お知らせをさせていただきます。 

 

事前質問 

 

① 夏休み期間中（７月１日～８月３１日）の最終的な観光客の状況を教えてください。 

② ウイルス禍前後で比較していかがでしたか。市長としてどのように評価していますか。 

市長： 

7 月から 8 月までの入り込み状況です。佐渡汽船の輸送実績で申し上げますと、１２

万７千人が往復で輸送実績としてございます。その内、島外からお越しになったお客様

は１０万３千人となっておるところでございます。これは昨年の島外からのお客様が７

万８千人ということでございますので、２万５千人が多くなったということでございま

す。この内容につきましては、今現在調査をしており、観光であるのか帰省客も２年ぶ

りに増えたと認識しております。ただ一方、ビジネスはやはり今、ＷＥＢの会議等が増

えている関係で、決して増えていないというふうに傾向としては認識しておるわけでご

ざいます。それも今、最終的に調査をしておるところでございますので、細かな点につ

いては今後の調査でまた発表して参りたいというふうに考えております。宿泊施設の利

用につきましては、これももう少しきちっと精査が必要ですが、長期滞在等も含めた中

で延泊が伸びているのではないかというふうにも想定をしておりますが、当初コロナの

発生で通常の年に６割近くまで落ちましたが、大体８割くらいまではその後戻ったので

はないかということで今、観光旅館ホテルの方からは聞き取っておるところでございま

す。この辺もきちっとした数字をですね、もう少し８月末の段階で観光業者から確認を

した上でまた発表をさせて頂きたいというふうに思っております。私自身としては、宿

泊の方、また体験型の方は例年よりも少し前に進んでいるのではないかなというのが今

年ずっと考えている内容です。例えば、春のトレッキングの時期もですね、通年よりも

長くなっていますし、宿泊の方も増えているような状況になっているわけでございます。

そういう部分でやはり自然を活かしたような取り組みっていうのは少し伸びてるので



はないかというふうに考えておるところでございます。 

当然、３年ぶりの移動制限が無かったということもございますし、アースセレブレー

ションや離島甲子園等も含めてお客様の誘致には繋がっているということもございま

すが、いずれにいたしましてもこれからはこういうイベントではなくて、この佐渡の自

然と文化と歴史を楽しみながら、２泊３日、３泊４日、またはワーケーションで滞在し

ていくと、そういう所に向けてもう一段努力をして参りたいというふうに考えておると

ころでございます。 

一応、令和４年と令和３年を比較すると２万５千人プラスと申し上げましたが、率と

しては３２％のプラスになります。令和４年と令和元年を比べますと、３６％程マイナ

スになると。５万８千人ほどのマイナスということになりますので、おおよそ６０～８

０％ぐらい、これが状況によって数字が場所によって変わってくるというようなのが今

回の状況だったというふうに認識しております。 

 

③ 来年の世界遺産登録はなくなったわけですが、観光客受け入れの準備期間が延びたと

もいえます。宿泊施設やレンタカーの充実、世界遺産周辺でのガイドの養成などが必要

ではないかと考えますが、準備期間中に市として具体的にどのようなことに取り組んで

いきますか。 

市長： 

まずこれはご質問のとおりだというふうに思っております。先程申し上げたように、

観光戦略会議を立ち上げながら、しっかりと受け入れ態勢、それは宿泊もあり、島内の

交通手段もありということになりますし、気持ち良くおもてなしで佐渡を楽しいと思っ

ていくような、そんな仕組み作りももっともっと作っていかなきゃいけないというふう

に考えておるところでございます。 

  今やはり宿泊施設につきましては、これから大きなものをというより、今、民間施設

等で一棟貸しも増えてますし、ゲストハウスも増えているわけでございます。佐渡の少

量多品目を活かした中での食材提供を含めた、グランピング施設も含めた、そういう施

設の方を支援しながら部屋数を確保していくということが重要ではないかなというふ

うに考えているところでございます。 

  もう一方、キャンプ場等の整備も必要だというふうに考えております。多様な宿泊も

どのようにしていくかというところを、宿泊に関してはこれからしっかり取り組んでい

かなければいけないというふうに思ってます。 

交通手段の問題につきまして、レンタカーについては今年の夏聞き取りの中では総じ

て平日も不足気味であるというふうに聞いております。大きな要因としては、やはりこ

こ２～３年のこのコロナ禍の中で需要が減った中で、レンタカー業者も数を確保してい

ないというのが、これは全国的な状況として考えているところでございます。今、一部

で増やそうというお声も聞いておりますし、佐渡市としても佐渡市の公用車、基本的に

ほぼ土日は空いてるわけでございますので、他市にもいくつか事例はありますが、カー

シェアの問題なんかも含めながら、佐渡は土日のお客様が多いですので、その中で市の

公用車等もですね、カーシェアとかレンタカーとかそういうしくみ作りについて出来な

いかというところが一点、そして、もう一つ今、脱炭素の先行地域になったということ

で、これは自然エネルギーをどう確保するかという取り組みと合わせてになります。油

でＥＶを充電するということではなくて、自然エネルギーで出来るだけＥＶの車を充電



していく。そのしくみ作りと合わせて、レンタカー等のＥＶ化で増大をしていくという

ことも今、県の方も色々考えて頂いていますし、国の脱炭素先行地域の中で様々な支援

もございますので、そういうものを活用しながらこの脱炭素と合わせたレンタカーの仕

組みも考えていかなければいけないというふうに考えております。 

ガイド等につきましては、現在ふれあいガイドを中心に佐渡金銀山を含めて説明して

おるところでございますし、小木の方もガイドもあるわけでございますので、ふれあい

ガイドをしっかりと充実しながら、場所によるガイドというのが今、佐渡の場合、まず

そこが一つ重要ではないかというふうに考えておりますので、まずそういうものはふれ

あいガイド等で大丈夫だろうというふうに今考えています。ガイドの皆さんもかなり一

生懸命知識、レベルアップに努力しておるというふうに思っていますので、ジオパーク

ガイドも含めながら、そういう中で取り組みをしていかなければいけないと思っており

ますが、やっぱり一方でこれからインバウンドにつきましては、それだけでは難しいと

いうふうに考えております。以前、佐渡市としても緩和をしまして通訳案内士、全国で

はなく佐渡市版の通訳案内士で、インバウンドに対策するというものを取り組んでおり

ますが、残念ながらほぼ現在利用していない状況でございますので、この後のインバウ

ンド需要の増加を踏まえながらですね、この通訳案内士の皆様方に再度ガイドとして立

ち上がって頂く。また、交通事業者の例えば、バスであるとか、観光ガイドであるとか、

タクシーの運転手であるとか、そういう方々のガイド化というのも、一つ非常に大きな

力になると思っていますので、そういうものも合わせながら多様な形でガイドの養成を

進めていくことが大事かと考えておるところでございます。 

 

 質疑応答 

 

1 令和４年度佐渡市一般会計補正予算第 5号について 

 

記者： 

  診療所の開設補助について、最大 2,000万円ということでお医者さんへの補助として

はかなり破格に感じたが額の根拠は？ 

市長： 

  診療所を新たに開設すると、1,000 万や 2,000 万で開設できるものではないので、決

してこの額が多いということではないという認識をしているのが一点と、ただ佐渡市、

実はこの要綱が無かったもので、他市の事例等も調べさせて頂きました。その中で 1,500

万を上限にしてという市町村もいくつかございました。その中で 2,000万の根拠につき

ましては、明確にこの 2,000万ということではないのですが、やはり作る上で一億前後、

今の機械設備等を考えていくと、5,000 万か一億くらいかかると。その中で少なくとも

2 割 3 割というところの支援ができて、やはり長期間佐渡で医療をやっていただくとい

うことが重要となりますので、そういう要件も加味しながら原価償却で考えた場合、10

年なら 10年、15年なら 15年、充分この 2,000万でなんとかやっていただけるだろうと

いうふうに考えて、離島であることを考えて、他市より若干上積みをした中で、支援の

枠を制度としてつくっていくということでございます。 



 

記者： 

  比較的、県内含めて他市でも一般的にある制度ですか？ 

市長： 

  そうですね、あるところはあります。医師がやはり診療所をつくりたいというところ

であると、やはりこういう制度をつくって支援していくということで今、取り組んでお

ります。ただ先程申し上げたように、単純に一年とかではなくて、やはり一定程度、地

域住民の為に診療していただくというような要件等つけておりますので、複数の市町村

が確か三つ四つくらい制度としてあったと思います。 

 

記者： 

  県内ですか？ 

市長： 

  県内です。正式な数わかりますか？ 

市民生活部長： 

  県内では、調べてもらうとすぐ分かるのですが、小千谷市、妙高、魚沼にも確かあり

ました。インターネットですぐ出てきますので、確認していただきたいと思います。 

市長： 

  やはり医師の場合、今、偏在が一番大きな、医師の数全体も決して多い訳ではないと

我々は思っておるのですが、やはり偏在の問題が多いということから、やっぱり医師の

過疎地域については、一定程度の支援を単独で考えているというところだというのが現

状だと思います。 

 

記者： 

  予算書では、一件分の予算化ですが、令和 5年度以降の予算化も視野に入れているの

か？ 

市長： 

  こういう予算でございますので、やはり、言ってすぐできる予算ではないので、基本

的に事前相談とか、様々なものを受けながらやるわけでございますので、ぜひこういう

形で佐渡に診療所をつくりたいということがあれば、これは要綱でつくっていく問題で

すので、今、我々がお願いというか話をしているのは一件ですが、これが 3件 5件にな

っていけば、それはそれなりに様々な形で考えていくということになると思います。 

   

2 「第 4回佐渡未来講座」の開催について 

 

質疑はありませんでした。 

 

3 マイナンバーカードを取得しませんか 

 

質疑はありませんでした。 

 



4 特別養護老人ホーム歌代の里の民間移行に伴う事業者の決定について 

 

質疑はありませんでした。 

 

5 佐渡市観光戦略会議を立ち上げます 

 

記者： 

  この会議の参加対象者は？ 

市長： 

  島内外から、島内もいらっしゃいますし島外もいらっしゃいますし、ある意味専門

家もいらっしゃいます。 

観光戦略監： 

  最終的な調整をしているところで具体的な名前については控えさせていただきま

すが、外部の教授というか大学の方々、有識者であったりとか、あとは地元の観光交

流機構の方であったりとか、島外からも島内からも有識者の方々に参加いただく予定

です。詳しい委員というのはまた後日発表させていただけたらと思っております。 

 

記者： 

  頻度としてはどれくらいか？ 

観光戦略監： 

  今のところは二ヶ月に 1回程度、開催していきたいなというふうに考えております。 

   

 事前質問（追加） 

 

① 夏休み期間中（７月１日～８月３１日）の最終的な観光客の状況を教えてください。

② ウイルス禍前後で比較していかがでしたか。市長としてどのように評価していますか。 

 

記者：先ほど、市長が言った数字を後で資料として提供して欲しい。 

 

③ 来年の世界遺産登録はなくなったわけですが、観光客受け入れの準備期間が延びたと

もいえます。宿泊施設やレンタカーの充実、世界遺産周辺でのガイドの養成などが必要

ではないかと考えますが、準備期間中に市として具体的にどのようなことに取り組んで

いきますか。 

 

 質疑はありませんでした。 

 

 

 

 



 その他の質疑 

 

記者： 

  今月 23 日～25 日に粟島汽船の高速船をチャーターして定期航路のないところ（小木

港～寺泊港）で社会実験を行うが、期待や展開は？ 

市長： 

  これは粟島村長ともお話をさせていただきましたが、我々にすると、今、真ん中の航

路、小木、寺泊、赤泊は無いわけでございますが、対岸とこの仕事をしていく、人を動

かしていくというのが、この離島にとっては一番重要になるわけです。それともう一つ

が、来てそこで泊まって Uターンするっていうには観光にとって非常に良くないわけで

ございます。ですから、ぐるっと周れる周遊型っていうのがやはり観光の基本はここな

んです。東京と佐渡って実は完全に周遊型ができる、車であろうが、それは航路さえ就

けば、小木―直江津航路のところが考えられるわけでございます。ですから、大きな観

光の力になりますし、波も比較的安定していますので、あの船ですと季節がかなり限定

されるとは思いますが、季節限定の中で寺泊と今途絶えているわけでございますので、

この多様な交通網、しかも手段が様々違う、フェリー、ジェットフォイル、高速船とい

う、それ自体の楽しみもあるわけでございますので、そこは多様な交通網がどの様なお

客様の反応を示すのかっていうのが実証をしっかりとって、粟島さんと連携しながら色

んな意味で、例えばゴールデンウィークの臨時便とか様々なこともあるわけで、夏の間

の利用もあるわけでございますので、そんな形が今後可能かどうかも含めて、いい立証

実験になることを期待しております。 

 

記者： 

  トライアスロンが今週末に開催されるが、一時期、宿が不足しているとの話があった

が今の状況は？ 

市長： 

  宿自体は基本的に私、毎日佐渡の宿の空き状況って確認していますが、やはりキャン

セル等が通常出ておりますので、全然一杯ってことは、そんなに数は空いてないし、や

っぱりちょっと値段が高いのもあると思います。ですから安く泊まれるというところは、

もしかして一杯かもしれませんが、ホテル等につきましては若干の空きが、昨日の段階

ではありましたので、全てが埋まっているということではないです。ただ、お客様のお

望みになるような価格帯になるかどうか、というのはちょっとまた別の問題でもござい

ますが、今の段階は、全く埋まってどうにもならないという状況ではないというふうに

認識しております。 

観光振興課長： 

  前回の記者会見ではそういうのがありましたけども、実際二週間を過ぎました、8 月

の 20 日以降、そこで全ての方々が宿泊施設は確保できたということで報告を受けてお

ります。 

 



 最後に 

 

 ありがとうございます。 

今、トライアスロンがある中で、コロナの問題でやはり市民の皆様にご不安をお掛けし

ておるというふうに思っております。新潟県は、高齢者等の命と健康を守るための「BA.5

対策強化宣言」の期間を９月３０日まで延長しました。 

佐渡市の感染の状況を見ておりますと職場、家庭内、その濃厚接触による感染がかなり

多い、それだけやはり感染力が強いということで、ご家庭でもマスクというような、お子

様がいる場合難しい点があるのですが、マスク、換気、そういう部分を本当にお願いした

いというところと、やはり今、お祭りとかイベント等も行なわれておりますが、そのもの

自体ではなくて、それが終わった後に慰労会等でコロナが出ているケースもあるわけでご

ざいます。そういう点でやはりお酒を伴う飲食というのはどうしても声が大きくなったり、

長時間になったり、換気が悪くなったりということがありますので、そういう部分も充分

ご注意いただいて、トライアスロンに来る方には、本当にしっかりと感染対策の方お願い

しておりますし、トライアスロン出られる方には、終わった後の飲食等も充分注意してほ

しいということで、注意喚起、我々としても徹底してまいりますので、市民の皆様に於か

れましても大変ご不便お掛け致しますが、ご協力お願い申し上げます。私自身本当にそれ

をお願い申し上げて、今月の会見とさせていただきます。何卒宜しくお願い致します。 


