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令和 4年 11月 市長記者会見 配布資料 
 

発  表  要  旨 
 

期 日 令和 4年 11月 25日（金） 

時 間 午前１０時～午前１１時（予定） 

 

 

 発 表 内 容  

 

 

１ 令和４年度佐渡市一般会計補正予算第 6号（専決）、第 7号 

（11月臨時会）及び第８号（12月定例会）について 

……＜財政課＞ 

２  物価高騰等に係る支援について 

……＜社会福祉課、高齢福祉課、子ども若者課＞ 

３ 「佐渡旅行支援 ご来島ありがとうクーポン」第２弾を開始します！ 

 ……＜観光振興課＞ 

４  SDGs未来都市佐渡オリジナルロゴマークの公募について                      

 ……＜総合政策課＞ 

５ 「佐
さ

渡島
ど

の金山」に関する華麗なＣＧ動画制作などの情報発信について 

          ……＜世界遺産推進課＞ 

 

 

【事前質問】 

①・真野みずほ病院が閉院し、12月から佐渡総合病院に機能が集約されますが、市の対応を 

示してください。また、精神医療についての市の考えや今後の対応を示してください。 

（社会福祉部・市民生活部） 

②・佐渡汽船「えひめ」購入に伴う支援について佐渡市の考え方を聞かせ下さい。（観光振興部） 

③・拉致問題関連で、３市が米大使館を訪問し、拉致現場の訪問などを要望したと思いますが、 

大使館からの反応や具体的な日程の提示などはありましたか。（総務部） 
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市長記者会見発表内容 要旨  （Ｒ4．11．25） 

 

 

１ 令和４年度佐渡市一般会計補正予算第 6号（専決）、第 7号 

（11月臨時会）及び第８号（12月定例会）について                        

【配布資料あり】 

＜概要＞ 

【一般会計補正予算第６号】 

４億５千９４１万２千円（10月 25日付けで専決処分） 

 

〇国の物価高騰対策を受け、家計への影響が大きい住民税非課税世帯などの 

低所得世帯に対して１世帯当たり５万円をプッシュ型で支給する経費 

 

【一般会計補正予算第７号】 

４億１千４３６万７千円（11月 11日佐渡市議会臨時会で可決） 

 

<主な補正内容>  

①長引くコロナ禍における原油価格・物価高騰等への対策 

（1）市民の皆様への支援 

・６号補正で専決処分した低所得世帯に対する５万円の給付金に、市独自に

５千円、灯油購入費への助成として５千円、計１万円を上乗せして支給 

する経費に９千１２０万２千円 

・低所得世帯以外の世帯に対して、１世帯当たり１万円の暮らし応援券 

（商品券）を支給する経費に１億５千６９７万２千円 

 

 (2)原油価格等の高騰により経営に影響を受けている事業者や農家の 

皆様への支援 

・市内の貸切バス事業者及びタクシー事業に対し、燃油価格高騰分を支援 

する経費に６２０万円 

・肥料価格高騰による農業経営への影響緩和のため、肥料コスト上昇分を 

国と県の支援に併せて支援する経費に３千万円 
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・電気料金の高騰により、特に値上がりの影響が大きい高圧電力を利用して 

いる事業者に対し基本料金の上昇分を支援する経費に１億１千１１０万円 

 

（3）島外からの島内宿泊施設利用者への支援 

・館内で宿泊費以外に利用できるクーポン券第 2弾を実施する経費に 

３千１２７万１千円。 

（第 2弾では観光立ち寄り施設などでも利用可能） 

 

【一般会計補正予算第８号】12月定例市議会に上程 

補正予算規模  ４億 ３１８万９千円を追加 

予算総額  ４８８億９千１２万６千円 

 

<主な補正内容>  

①佐渡ふるさと島づくり寄附金 

ふるさと納税の実績見込みに伴い、歳入・歳出それぞれ所要額を計上。 

・歳入：10月末時点で昨年度と比較して１千３００万円を超える寄附あり。

今後ふるさと納税ポータルサイトキャンペーンを活用することで、

更なる増加を見込み８千万円を増額計上。 

 

②保育所等送迎バス置き去り防止装置設置事業 

市内保育所等送迎バスへの置き去り防止装置の設置に要する経費に 

３６０万円を計上。 

 

③海洋周辺地域における訪日観光促進事業 

相川や小木、岩首地区などインバウンド需要の高い地域において、国の補助

事業を活用し観光情報の発信や受入環境整備、災害からの訪日観光客の安全

確保に係る経費に１千４４９万６千円を計上。 

  

④債務負担行為の設定 

（1）公共工事の平準化 

・公共工事の実施量が少ない 4月から 6月期の対応として、令和 5年度に 

実施予定の道路維持・改良舗装工事や漁港整備などの公共工事の一部に 
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ついて前倒しして今年度に発注することで公共工事の平準化に取り組む。 

 

（2）無償譲渡入浴施設運営円滑化支援事業補助金 

・令和 5年 4月に無償譲渡する新穂潟上温泉で、譲渡後に老朽化した施設の

改修等を支援する経費の債務負担行為を設定するもの。 

 

⑤継続費の補正 

資材の価格高騰などにより工事費が増額することに伴い、庁舎整備費と 

相川消防署高千出張所建設事業についてそれそれ増額。 

 

＊その他の経費 

・原油等の価格高騰に伴う燃料費、電気料の増額及び 9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。 

 

 

２ 物価高騰等に係る支援について 

【配布チラシあり】 

＜概要＞                    

物価高騰等の影響を受ける市民の生活を守る支援策（9月・11月議会で承認された事業） 

  

（1）国が実施する住民税非課税世帯等に対する「電力・ガス・食料品等価格 

高騰緊急支援給付金」⇒対象となる世帯に 5万円を現金支給するもの 

〇対象：①令和 4年度住民税非課税世帯 

②令和 4年に家計が急変した世帯 

 

①令和 4年度住民税非課税世帯 

・対象と思われる世帯に価格高騰緊急支援給付金確認書等を送付しています。 

・送付された確認書の内容をご確認ください。 

・確認書を令和 5年 1月末日までに市社会福祉課へ返信をお願いします。 

 

②家計急変世帯 

・対象 
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令和 4年 1月から 12月末までに新型コロナウイルス感染症の影響等予期 

せず収入が減少し家計が急変。住民税非課税相当と見込まれる世帯 

・支給を受けるには申請が必要です。 

・対象と思われる方は、令和 5年 1月末日までに市社会福祉課、各支所・ 

行政サービスセンターまで申請をお願いします。 

 

（2）国が実施する住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金の 

支給対象者（先ほどの①の方）に、緊急生活支援および灯油購入費助成 

として 1万円を上乗せする国、県の交付金を活用した佐渡市の支援 

・対象の方は、送付する価格高騰緊急支援給付金確認書等を提出いただくと、 

国の給付金 5万円に 1万円を上乗せして 6万円を支給します。 

 

（3）「住民税非課税世帯」を除いた全ての世帯へ、１万円分の応援券を 

支給する佐渡市独自の支援策 

・申請は不要です。 

・12月上旬から対象世帯へ直接応援券をお届けします。 

・応援券は、市内の登録店で令和 5年 2月 12日まで利用できます。 

 

（4）物価高騰等の影響を大きく受ける子育て世帯への生活支援「子育て・ 

暮らし応援券」事業（佐渡市の独自支援策） 

〇18歳以下の児童を養育している保護者の方へ、児童１人につき 5千円分の 

商品券を支給 

・申請は不要です。 

・対象世帯へ既にお届けしています。 

・応援券は、市内の登録店で令和 5年 1月 31日まで利用できます。 

  

 

３ 「佐渡旅行支援 ご来島ありがとうクーポン」第２弾を開始します！  

＜概要＞ 

〇クーポン券第２弾を 12月 1日より配布開始 

〇宿泊施設内での利用に加え観光立ち寄り施設の入場料飲食等にも利用可能 

〇お一人様 2,000円分を配布 
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〇配布人数は 1万 5千人を予定 

※利用可能な施設等の詳細は佐渡観光ナビでご確認ください。 

 

 

４ SDGs未来都市佐渡オリジナルロゴマークの公募について 

＜概要＞                               

SDGs未来都市をテーマに未来の佐渡市を想起させる「SDGs未来都市佐渡 

オリジナルロゴマーク」のデザインを募集中です。 

〇募集期間：令和 4年 11月 11日（金）～12月 8日（木） 

〇応募方法： 

作品データを PDF形式で総合政策課（kikaku@city.sado.niigata.jp）へ 

メールで提出 

〇表  彰：最優秀賞（採用作品） １名    

〇審査方法： 

佐渡市公式 LINEで投票（投票期間：令和 4年 12月 19日～25日） 

※ 結果公表は 2月上旬予定 

〇応募資格：誰でも応募可能（住所、年齢、プロ・アマ不問） 

 

＊オリジナルロゴマークは、市のホームページや広報等、各種媒体で活用す

るほか、SDGsの取組を知っていただけるよう、市民の皆さまをはじめ、企業・

団体等にも積極的に活用いただきたいと考えています。 

 

・令和 4年 4月「脱炭素先行地域（第１回）」に選定 

・令和 4年 5月「SDGs未来都市」に選定 

・令和 4年 10月「ネイチャーポジティブ宣言」 

⇒地域循環共生圏の創出と持続可能な島佐渡を目指して取り組んでいます。 

 

＊これからの佐渡 SDGs を市民の皆さまと一緒に盛り上げていきたいと考え

ています。ぜひご応募ください。 
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５「佐
さ

渡島
ど

の金山」に関する華麗なＣＧ動画制作などの情報発信について 

＜概要＞                               

インバウンドも含めたおもてなし体制の整備、よりわかりやすい世界遺産

の価値に関する情報発信に取り組んでいます。 

〇令和 4年度は 

・（株）ゴールデン佐渡で計画の観光坑道「宗
そう

太夫
だ ゆ う

坑」などでのＷi-Ｆi環境 

整備にあわせ、市では音声ガイドを提供するＷｅｂコンテンツを制作し、 

令和 5年 3月末から運用開始予定です。 

 

〇令和 5年度は 

・経済産業省の補助事業採択を受け「江戸眼鏡」をキーワードに、江戸の 

文化・芸能・景観など佐渡金銀山に派生して生まれた人の営みを紹介する 

ＣＧ動画を制作。 

①きらりうむ佐渡で、デジタルサイネージの映像展示として追加 

②相川京町通りなどで、江戸時代の風景や奉行所内の様子などを、 

現在の風景と照らしあわせて楽しんでいただく。 

 

〇令和 5年度以降の整備（更なる来訪者への利便性向上） 

・西三川砂金山や相川鶴子金銀山など、構成資産の現地での理解促進のため、 

多言語化に対応した「佐渡金銀山アプリ」のリニューアル 

・2ヵ国語対応の現地誘導案内看板の設置 

 

 

 


