
令和 4年 10月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 10月 18日(火) 

午前 10時～午前 11時 

 

発表案件 

 

1 プレミアどこでも商品券第 2弾の発行について 

 

燃料高騰等による物価上昇の影響を受け、停滞する市内経済の活性化を図るため、プレ

ミアどこでも商品券の第２弾を発売いたします。 

１セット６，５００円分を５，０００円でご購入できる、プレミアム率３０％のお得な

商品券で、ご購入には事前の申し込みが必要となります。申し込みは、１０月７日（金）

に嘱託員を通じて全戸配布しました、ご案内のチラシの裏面が申込書となっておりますの

で、１０月３１日（月）までにお申込みください。今回は、お近くの郵便局で申込書を受

け付けているほか、チラシに記載の二次元コードや佐渡市のホームページからもお申し込

みできますので、是非ご利用ください。 

商品券の利用期間は１１月２１日（月）から来年１月３１日（火）を予定しており、第

２弾の商品券はこれまでにご協力いただいた登録店に加えて、値上がりした料金に対応で

きるよう佐渡汽船の乗船券の購入にもご利用いただけます。 

なお、購入は、お一人様２セットまでの販売とさせていただきます。できるだけ市民の

皆さまに広く行き渡るよう努力いたしますが、想定以上お申込みいただいた場合には、抽

選となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

その他、購入申込や取扱登録店への申込など、詳細につきましては、佐渡市商品券応援

券コールセンター（電話：0120－821(ハッピー)－310(サド)）までお問い合わせください。 

 

2 忘・新年会応援券の発行について 

 

忘年会・新年会のシーズンを迎え、燃料高騰や物価上昇の影響を受けている飲食店を応

援するため、忘・新年会応援券を発売いたします。 

１セット１４，０００円分を１０，０００円でご購入できる、プレミアム率４０％の応

援券で、市内の登録店舗でご利用いただけます。申込方法はプレミアどこでも商品券と同

様で、１０月７日（金）に嘱託員を通じて全戸配布しました、ご案内のチラシの裏面が申

込書となっておりますので、１０月３１日（月）までにお申込みください。 

応援券の利用期間は１２月１日（木）から来年１月３１日（火）を予定しており、新潟

県が実施する「にいがた Go TO Eatキャンペーン」との併用も可能になります。 

 なお、購入は、お一人様２セットまでの販売とさせていただきます。お申込み多数の

場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。 

 また、この応援券が利用できる取扱登録店も募集いたします。登録に当たっては、２

つの要件がございます。１つ目は、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗である

こと。２つ目は、「にいがた安心なお店応援プロジェクト認証」または「佐渡クリーン認証」



を受けている店舗が対象になります。 

なお、換金手数料は発生いたしませんので、取扱登録店として申し込みをお願いいたし

ます。その他、忘・新年会応援券の詳細につきましては、佐渡市商品券応援券コールセン

ター（電話：0120－821(ハッピー)－310(サド)）までお問い合わせください。  

 

3 令和 5年度 佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集開始について 

 

雇用増を伴う創業又は、事業拡大を行う民間事業者等に対して、設備投資資金や、人件

費、広告宣伝費などの運転資金を支援する、佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集を開始

します。 

この補助金には今年度、島内 38事業者を含む、計 65事業者を採択させていただきまし

た。採択事業者においては、新たに 84人の新規雇用が計画されており、島内の雇用にも良

い影響を与えているものと思っているところです。 

今回の募集は、令和５年４月１日の採択を予定しており、今後のスケジュールは、事前

相談を令和４年 11 月１日から 18 日まで、個別相談会を 11 月 28 日から 30 日まで行いま

す。補助金申請をお考えの方は、両方ともお受けください。その後、事業計画書の受付を

11月 28日から 12月 14日までの期間で行う予定としております。 

この補助事業と併せ「第３回佐渡ビジネスコンテスト２０２３」の出場者を募集いたし

ます。令和５年１月 28日に「あいぽーと佐渡」で開催を予定しており、佐渡での新たなビ

ジネスモデルの提案を募集するものです。 

昨年度から、市内の課題である「エネルギー」「健康づくり」「子育て支援」等に関する

「課題解決型ビジネスモデル部門」の提案を創出するほか、入賞者には、佐渡市雇用拡充

事業補助金の採択基準の優遇措置をはじめ、連携する投信ファンドからの出資や、市整備

施設利用に伴う賃料補助などの特典を用意しております。今回は、次世代キャリア教育の

観点から、一般観覧と併せ、地元学生が本選大会の観覧傍聴ができるよう準備を進めてい

るところです。このように、島外企業と地元企業が連携しながら「起業成功率№１の島」

を目指していきたいと考えています。 

過去においても、多くの島内事業者が採択されておりますので、事業拡大、収益アップ

を目指して、是非、お申込みください。 

雇用機会拡充事業補助金の詳細につきましては、産業振興課（℡0259-67-7863）まで、

佐渡ビジネスコンテスト２０２３の詳細につきましては、移住交流推進課（℡0259-67-7153）

までお問い合わせください。 

 

4 佐渡 SDGsパートナー募集について 

 

佐渡市と共に SDGsの取り組みを実施していただく企業、NPO、団体の方々を佐渡 SDGsパ

ートナーとして募集しております。 

佐渡市では今年４月に国から脱炭素先行地域に選定され、５月には SDGs 未来都市に選

定されるなど、持続可能な島 佐渡を目指して取り組んでおります。この佐渡 SDGsパート

ナーでは、再生可能エネルギーの導入促進や、３Rの推進、食品ロスの問題など SDGsの普

及啓発や持続可能な取り組みを推進することを目的に、パートナー同士の情報交換、連携



にも役立てていただけると考えております。 

９月中旬より募集を開始し、およそ 30社から応募の意向を伺っているほか、既に 16社

から申請をいただいているところです。 

今後、佐渡市では新たにパートナーと認定された方を対象に「佐渡 SDGsパートナー発足

式（仮）」を年内目途に開催し、SDGs の推進に向けて機運を高めていく予定です。ぜひ多

くのみなさまにご参加いただき、環境・社会・経済の３側面から持続可能な島佐渡を目指

し自然と共生しながら島内外の経済を循環させ、誰もが安心して暮らせる島づくりの実現

に向け佐渡を一緒に盛り上げていきましょう。 

 

5 「第 5回佐渡未来講座 ネイチャーポジティブシンポジウム」の開催について 

 

10 月 23 日の日曜日、午前９時から佐渡島開発総合センターを会場に「第５回佐渡未来

講座、ネイチャーポジティブシンポジウム」を開催します。 

今、世界では脱炭素などの気候変動対策に続く国際的な問題として、生物多様性の保全

が取り上げられ、カーボンニュートラルに次ぐ世界目標にネイチャーポジティブが挙げら

れて、活発な議論や枠組みについて検討されています。 

今回第１部では、生物多様性をめぐる世界の流れについて、公益財団法人地球環境戦略

研究機関（IGES）の武内理事長から、また、ネイチャーポジティブとビジネスに関する国

内外の動きについて、元環境事務次官で佐渡市の総合戦略アドバイザーの森本様よりご講

演いただきます。第２部では、世界農業遺産を活かした生態系サービスの最適化と地域戦

略について、それから、これらをどう地域づくりに活かしていくべきかなど、島内外の企

業や専門家等にご討議いただきます。 

今回の佐渡未来講座では、国際的な潮流、ネイチャーポジティブについて学び、これら

の考え方を取り入れていく中で、ＳＤＧｓ未来都市、そして脱炭素先行地域として、持続

可能な島佐渡、地域循環共生圏の創出に向けた「佐渡モデル」を国内外に発信してまいり

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。 

 

6 令和 4年度 佐渡市総合防災訓練を実施します 

 

11月 5日の「津波防災の日」にあわせて、佐渡市では定期的な訓練を通じ、関係機関と

の緊密な連携を構築するとともに、市民の皆様の防災意識を高め、災害時の被害を最小限

に抑えることを目的として「令和 4年度 佐渡市総合防災訓練」を 11月 13日（日曜日） 

午前 9時から、両津地区のおんでこドームを会場に実施します。 

総合防災訓練の概要として、おんでこドームのメイン会場では、関係機関がそれぞれの

特徴を生かした各種訓練や防災に関する展示や体験を行います。また、各地区の自主防災

組織には、地区に応じた地震・津波避難訓練や、避難行動要支援者の安否確認訓練の実施

をお願いしています。 

訓練当日の午前９時に緊急情報伝達システムの屋外スピーカーや戸別受信機からサイ

レンを鳴らした後、シェイクアウト訓練の放送をします。市民の皆様にはシェイクアウト

訓練に積極的にご参加いただきますようお願いします。なお、シェイクアウト訓練は事前



登録が必要になりますので、佐渡市ホームページから登録いただくか、防災課（TEL0259- 

63-3125）までお問い合わせください。 

 

7 博物館マスコットキャラクター関連イベントの開催について 

 

佐渡出身の漫画家で、週刊ヤングジャンプで連載中の「かぐや様は告らせたい」の作者 

赤坂アカ先生に佐渡の博物館マスコットキャラクターのデザインをお願いし、先月末、赤

坂先生から佐渡市へのキャラクター贈呈式を行いました。 

このキャラクター２人は、10代～20代の若年層にも博物館に足を運んでもらおうと、学

生をモチーフにデザインしていただきましたが、まだ名前がございません。そこでキャラ

クターの名前を、島内外の皆様から広く募集します。 

募集期間は１０月２０日（木）から１１月２０日（日）まで、佐渡博物館ホームぺージ

の、お申込みフォームからご応募ください。採用された方には、赤坂先生直筆サインとキ

ャラクターグッズをプレゼントいたします。決定した名前は、年明けに発表する予定です。 

今後、佐渡の歴史・文化や博物館の PRの「顔」として、キャラクターを活用したイベン

トなども開催し、佐渡の博物館の利用促進や情報発信に活用していきます。 

お問い合わせは佐渡博物館（TEL：0259-63-2447）までお願いいたします。 

たくさんのご応募お待ちしております。 

 

8 第 23回全国高等学校版画選手権大会（はんが甲子園）開催決定 

 

全国高等学校版画選手権大会実行委員会では、第 23回全国高等学校版画選手権大会（は

んが甲子園）の開催を決定しました。３年ぶりとなる佐渡会場での本戦大会は、令和５年

３月 17日（金）から 21日（火）にかけて、相川体育館を会場に開催します。 

これに先駆け、本戦大会出場の 14校を決定する予選会（予選会の応募締切りは、令和５

年１月 10日(火)当日消印有効）は、令和５年１月 17日（火）に日本版画協会理事長など

により、応募作品を版画の技術力や表現力、今後の可能性といった基準で審査し、出場校

を選定します。募集もすでに始まっており、高校生の版画日本一を懸けた熱き戦いを、大

いに期待するところです。 

なお、本年度も広く皆さまから、本戦大会へのご協力とご声援を賜りたいと考えており、

昨年に引き続きクラウドファンディングによる協賛金の募集も実施いたしますので、高校

生の版画日本一を懸けた「はんが甲子園」に大勢の皆さまの応援を賜りますよう、お願い

いたします。 

予選会の詳細については、応募校が決定次第ご案内させていただきます。 

 

9 「佐渡島の金山」のユネスコ世界遺産への登録に向けた状況について 

 

9月 21日、永岡桂子文部科学大臣が大臣就任からおよそ１ヶ月というタイミングで、市

役所を訪れ、「佐渡島の金山」の世界遺産登録の早期実現に向けて、改めて国の関係省庁や

県・市との連携を一層強化し、一丸となって取組みを進めることを確認しました。 

面会後には、「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、佐渡独自の高い文化的価

値を有する資産が残されている状況を現地において実際にご確認いただきました。その後、

９月３０日には、永岡文部科学大臣より「佐渡島の金山」推薦書暫定版をユネスコへ９月

29日に提出したとの発表がありました。 

暫定版は、ユネスコの指摘事項や新様式に対応した内容を、国及び専門家の指導を受け

ながら、県と連携して修正作業を進めてまいりました。 

 今後は、引き続き、来年２月１日までに提出する推薦書正式版の準備を進めるとともに

イコモス現地調査への対応もしながら、「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。 

 

事前質問 

 

① 全国旅行支援が始まったほか、外国人の水際対策も緩和されましたが、佐渡市への入

り込み状況の変化、受け入れ態勢などについて示してください。 

市長： 

  8月はコロナ感染が拡大した影響でキャンセルが出て、厳しい状況が続きましたが、9

月は令和 2年に GoToがあった時より、増えています。令和 2年 9月は 24,240人、今年

の 9 月は 26,500 人と以前から比べると 8 割近くになっています。佐渡汽船輸送データ

の比較ですが、令和元年 9月はコロナ前の 8割程度戻っています。10月は 8割ちょっと

まで戻っています。令和元年 11月は 12,660人でしたが、GoToがあったときの令和 2年

11 月は 11,600 人で、コロナがなかった令和元年の数値に近づいていたということにな

ります。令和 4年 11月の数値は 10,830人ということで、かなり伸びていると思ってい

ます。傾向としては島民の移動は減っている、これがなかなか回復しない。Web の利活

用などの要因が考えられますが、観光の方は回復しつつある状況であると思います。 

  また、全国旅行支援が開始されていますが、その影響で数が大きく変わったというこ

とはまだ、認められておりません。島外からのお客さまで宿泊をされる方には、全国旅

行支援に上乗せして 2,000円のクーポン券を 10月 20日から発行していきます。過去に

も実施したときには、非常に高い効果が得られましたで、このような形で PRしていきた

いと思っています。 

  インバウンドですがまだ、大きな団体というわけではございませんが、個人旅行の方々

が増えてきているという認識です。来春に向けて国と準備を進めています。クルーズ船

やアースセレブレーション、小木地区の Wi-Fi・トイレの整備、これとは別に金銀山関

連の整備も進めている状況です。それに合わせて、インバウンドに対する情報発信の強

化も図っておりますし、積極的に取り組んでいきたいと考えています。 

  加えて、７月に台北駐日経済文化代表処（どころ）謝（しゃ）代表が佐渡市に来られ、

台湾製糖初代支配人山本悌二朗氏の胸像を、元の設置場所である台湾高雄市に「里帰り」

した縁を発端に、１０月に東京で開催された「台湾１１１年建国慶節祝賀式典」にも出

席し、今後の、高雄市との観光交流連携が築ければと思っております。インバウンドの

再開に合わせ、高雄市と佐渡市の市民交流が盛んになるように取り組んでいきたいと考

えております。 



  

② トキエアの佐渡就航が２０２４年４月以降となりました。同社の準備状況をどう評価

していますか。 

市長： 

 本日、新潟県で予算が議決になると聞いております。新潟県で支援していくというこ

とで事業自体の評価も高まるだろうと考えています。私自身は佐渡航路の目途を早く付

けながら、佐渡と首都圏をどうつないでいくかを期待しているところですし、準備を進

めていきたいと思っています。 

 

 質疑応答 

 

1 プレミアどこでも商品券第 2弾の発行について 

 

記者： 

  全店利用券と地域限定利用券の違いは？ 

産業振興課 北見課長： 

全店利用券は島外の資本の会社であっても使える券になりますし、地域限定利用券に

ついては、佐渡に本社等がある中小企業などが対象ということで分けています。 

記者： 

  第１弾の経済波及効果とプレミア率３０％の根拠は？ 

市長： 

  根拠ですが、３０％･２０％･４０％様々ありますが、予算の総枠と今までの申し込み

状況の中で、できるだけ多くの人に届いて効果が一番高いくらいの数字をどのようにし

ていくかというと、およそ３割くらいであればご希望の方々に予算上も届くことができ

るだろうというところです。これは４０％などに上げて多くの方に届かないということ

よりも、３割という、これでも他市から見ると有利な状況になると思いますので、でき

るだけ有利な状況で多くの皆様にお届けしたいと、そういう思いの予算上の数字でござ

います。 

産業振興課 北見課長： 

  経済効果ですが、１.７倍ということで試算しております。 

記者: 

  第１弾の発行枚数と発行時期、また前回も全店利用券と地域限定利用券に分けたの

か？ 

市長： 

  スキームは基本的に同じスキームになっています。 

産業振興課 北見課長： 

  １回目の実施につきましては、7月～9月末まで実施しています。発行が４万冊です。

今回は前回の実績を踏まえまして３万８,０００冊の発行です。 

 

 



2 忘・新年会応援券の発行について 

 

記者： 

  発行枚数は？ 

産業振興課 北見課長： 

こちらの応援券は７,５００冊の発行を予定しています。 

記者： 

  今回が初めてか？ 

産業振興課 北見課長： 

  今回が始めての取り組みです。 

 

3 令和 5年度 佐渡市雇用機会拡充事業補助金の募集開始について 

 

質疑はありませんでした。 

 

4 佐渡 SDGsパートナー募集について 

 

質疑はありませんでした。 

 

5 「第 5回佐渡未来講座 ネイチャーポジティブシンポジウム」の開催について 

 

質疑はありませんでした。 

 

6 令和 4年度 佐渡市総合防災訓練を実施します 

 

質疑はありませんでした。 

 

7 博物館マスコットキャラクター関連イベントの開催について 

 

記者： 

  プレゼントするキャラクターグッズは具体的にどのようなものか？ 

佐渡学センター 石川主事: 

  キャラクターグッズですが、マグカップ･トートバッグ・クリアファイルなど６種類予

定しております。 

記者： 

  キャラクター名の選考はどのような形で行うのか？ 

佐渡学センター 石川主事： 

  選考ですが、選考委員を全国から公募することを考えております。募集状況にもより

ますが５～１０人ほど考えておりまして、名前の募集と同時に選考委員のほうも募集を

開始し、１２月から１月にかけて選考委員はＺＯＯＭ・オンラインで開催を予定してお

ります。 



記者： 

  選考には赤坂先生も入るのか？ 

佐渡学センター 石川主事： 

  それは検討中でございます。赤坂先生のご予定等もございますので、状況等はご報告

しながら進めていきたいと思っております。 

 

8 第 23回全国高等学校版画選手権大会（はんが甲子園）開催決定 

 

質疑はありませんでした。 

 

9 「佐渡島の金山」のユネスコ世界遺産への登録に向けた状況について 

 

記者： 

  ２月１日までの推薦書の正式版提出にあたり市としてできることは限られている

と思うが、準備期間が延びたということで佐渡市としてどのように取り組んでいくつ

もりか？ 

市長： 

  まず、推薦書については文字数が少し少なくなっているということでそういう部分

もしっかり直して、暫定版もそこを直しながらやったということで、そこは専門家の

方々、県市も併せて、状況に合わせて一緒に取り組んでいくことになります。 

  もう１つは、イコモスの受け入れに向けた機運醸成と合わせながら、多くの方が非

常にわかりやすい世界遺産になるということも大事ですので、先程インバウンド海外

のお客様の受け入れと少し合わせてのことになりますが、佐渡金山の坑道の中や奉行

所の中を含めたＷｉ-Ｆｉの対応や、携帯等使いながら説明が多言語化でできるなど、

そういったものも文化庁と話をしておりますし、看板等も見直しながら、特に相川の

ほうは比較的看板はわかりやすいですが、西三川のほうはまだわかりにくいというこ

ともありますので、そういう部分も議論しております。交通の問題、そしてどう理解

していただけるかが大事なところになりますので、ただ見るだけではなく、この世界

遺産の価値をどのようにわかっていただけるか、あとはきらりうむとの繋がりもあり

ますので、そういう部分での受け入れ体制も含めて、インバウンド体制も含めて、合

わせて文化庁・観光庁含め、いろいろな話をさせていただいておりますので、イコモ

スが来られるまでに一定程度成果が見えるように作っていくのが、この半年、１年の

大きな勝負どころになるだろうと私は考えておりますので、今そこの対応を進めてい

るところです。 

 

 

 

 

 

 



 事前質問（追加） 

 

① 全国旅行支援が始まったほか、外国人の水際対策も緩和されましたが、佐渡市への入

り込み状況の変化、受け入れ態勢などについて示してください。 

 

記者： 

  宿泊対象者へ配布されるクーポン券の発行総額は？ 

  また、インバウンドの個人客は入り始めているか？ 

市長： 

  インバウンドの個人客は明確な入国緩和があって間がないので、佐渡にというのは

先程申し上げたように、船の中でお話を聞いていたらドイツの方だと言っていました。

他の飲食店からはシンガポールの方が来ているということで、複数いろいろな話は聞

いています。個別にばらばらというかたちで入っているのが事実だと思っています。

ただ、以前ほどアジアのほうの団体で来るというのが見受けられないので、このあと

アジアの中国や台湾などからのお客様の受け入れを含めて、どうなっていくかを考え

ていかなければならないと思っています。元々の個人旅行は少しずつ出てきていると

思いますので、先程も申し上げたように、情報発信も含めてもう１回しっかりと取り

組んでいかなくてはいけないと思っています。 

観光振興課 中川課長： 

   今回２,０００円のお宿で使えるクーポン券の発行枚数ですが、１万人の方々が対

象となっております。２,０００円で１万人と事務経費がかかりまして、２,１００万

円ほど予算計上しております。 

 

② トキエアの佐渡就航が２０２４年４月以降となりました。同社の準備状況をどう評価

していますか。 

 

記者： 

  県議会では就航準備費用の見通しが甘かったのではないかとされていたが市長の見解

は？ 

市長: 

  国の航空局と国土交通省といろいろなお話をさせていただく中では、運行にかなり経

費がいるのではないかというお話は聞いておりました。ただ、航空会社の経営の本質を

私は見たことがございませんので、社長の計画が本当にそれで合うのか、合わないのか、

そこまでは判断できませんでしたが、このあとも空を飛ばすにあたって様々な経費が出

てくることも想定しなければいけないというのは、国のほうからそういうお話は聞いて

おりましたので、このあとも県のほうで支援ということになりますが、油断を許さずに

しっかり経営計画を作りながら、なんとしても佐渡便が飛ぶように取り組んでいただき

たいと私自身は考えております。ただ、やはり傾向的にどこの飛行機会社も立ち上げる

時には結構想定よりかかる現状があるというところは、一般的な話の中で国のほうから

お伺いしたことはある、その程度でございます。 

 



記者: 

市長としては見通しが甘かったという認識ではないということか？ 

市長： 

  どこまでが甘かったのかというところだとは思っております。ただかかるということ

は事実ですので、そこの認識も踏まえながら取り組んでいただきたいと考えております。

それが、見通しが甘かったのか、円安の部分もあり、それに伴う経費もかかってくるわ

けですので、そういう点は仕方ない部分もございます。また、物価上昇もあるわけです。

ですから、そういう部分も含めて仕方のない部分もあるのではないかとも思っておりま

すし、そのへんをしっかり見据えながら、大きな社会変動がここ半年で起きていますの

で、しっかりとした資金計画の中で取り組んでいただきたいと思っています。 

記者： 

  市民としては多額な税金を費やしながら年間どのくらい佐渡に利用客が来るのかとい

う声もあがっているが、市長の見解は？ 

市長： 

  県の出しているお金は佐渡便だけでなく、あくまでも新潟空港の活性化という中での

支援というふうに私自身は認識しています。議会でも申し上げましたが、今の段階では

佐渡市は直接的なことができませんと議会でもお話した通りです。佐渡便というところ

で、佐渡の効果に対して４０人程度ですが、ただ私自身は首都圏から４０人の中でビジ

ネスもそうですが、また物流もですが、様々な形で人の動きは変わってくると思います

ので、佐渡市が支援というのはこれから様々な議論になると思いますし、これから考え

ていく案件だと思っています。これは佐渡便の状況次第ということになりますが、その

中で、当然市民の皆様の税金でございますので、支援についてはしっかりと議会同意も

含めて、市民の皆様にどのようなかたちでどんな応援をいていくのかと考えていかなけ

ればいけないと思っています。私自身は、もし本当に安定して飛んでいただければ、か

なり稼働率というか搭乗率は上がるのではないかと思っています。首都圏から佐渡に１

時間で飛べるというのは非常に、飛行機ですから空港まで行くのに３０分～１時間かか

りますが、１本で来られるというのは非常に大きなメリットになりますので、私自身は

４０人くらいでも、４０人だと１バスくらいですが、それが２往復飛んでくれれば、非

常に来にくい冬も安定して来られるということになるので、年間を通し、安定的なお客

様のデリバリーができるということは非常に期待しております。 

記者: 

  予想できる人数や数字はどれくらいか？ 

市長： 

  まだ具体的にどのくらいの人数ということは聞いていません。まずはＡＴＲ６００の

ほうを飛ばしていきたいと、６００Ｓであればベストですが、６００Ｓの開発にもう少

し時間がかかるということで、聞いております。具体的な人数等はまだ明確になってお

りませんし、機体の確保からまず進めなくてはいけない話ですので、そういうところを

見ながらそういう計画を把握しながら考えていかなくてはいけないと思っています。 

 

 

 

 



記者: 

  成田空港では島民の足にはならないと思うが。 

市長： 

  当然羽田がベストだと思っています。羽田についてチャレンジしていくことは大事だ

と思っています。それはこの計画と合わせて一緒に取り組んでいきたいと思っています。

それは県も含めて一緒に考えていきたいと思っていますが、いろいろな条件の中で、羽

田ありきで飛ばないのではなく、成田まで有楽町からバスで大体６０分くらいで行ける

ようになっています。昔は１時間に１本しかなくて成田・東京は非常に不便でしたが、

バスの便がかなり良くなり、６０分くらいで成田まで行くようなバスになっていますの

で、少し羽田より時間がかかりますが、バスであればゆっくり座って来られますし、少

し時間はかかりますが、そういう点では羽田が難しい場合は成田からでもありだと思っ

ております。あと、成田はコロナの前はＬＣＣが飛んでいて、国内線もかなり利便性が

高まっている空港にもなっていますので、そういう点が復活してくれば、今どの程度飛

んでいるか把握していませんが、国内を動くにも成田は比較的安く動けますので、そう

いう点でも、決して成田は否定するものではないと思っておりますが、ご指摘の通り羽

田がベストであるというのは間違いないと思っています。 

記者: 

  離島振興法により空路も割引の対象になるのか？ 

市長： 

  空路もなります。まだ、決まっていないので明確ではありませんが、離島に渡る場合

は必ずその割引は出てくる。 

記者: 

  割引が出来れば島民の利便性は高まると考えるか？ 

市長： 

  それはあると思います。 

記者: 

  実際に離島で割引を使っているところはあるか？ 

観光振興部 岩崎部長： 

  具体的な地方自治体につきましては後ほどご報告させていただきたいと思いますが、

制度につきましては離島振興法ではなく、有人国境離島の関係で船と同様航空機も対象

になっている状況です。 

 

 その他の質疑 

 

２０２２佐渡国際トライアスロン大会について 

 

記者： 

  報道用の船が出る出ないの問題や速報メールが届かない社もあり改善点があると思う

が、今後の対応は？ 

市長： 

  船の問題ではご迷惑をおかけしました。現場の判断と総合的にどうするか上手く情報



共有ができておらず、佐和田の周りに船がなかったもので難しいという判断になりまし

たが、赤泊から船をまわしています。こういった反省についてはしっかり対応し、次に

活かすように話し合いを進めていきます。 

 

 新型コロナウイルスについて 

 

記者： 

  感染者数の発表基準が変わり数の把握が難しいと思うが、島内でも保育園や学校で臨

時休園や臨時休校が増えつつある。要因と現状についてどのように考えているのか？ 

市長： 

  数字は持ち合わせていませんが、令和２年のＧｏＴｏキャンペーンの時も観光のお客

様はほぼ例年並みに戻っていますが、島民の方々の移動が減っているという現状でした。

今回も似たような状況になっていると。全国的にも言えますが、行動は簡単には戻らな

いと思っています。コロナで出ない間に例えば、インターネット販売みたいなものも増

えているでしょうし、自宅まで物資を運んでいるような業者の方々は非常に利益が出て

いるということがあります。そういうものを見ていくと、具体的な統計データはありま

せんが、全国的にも出歩かなくなっている方々が一定程度いるのは事実だと思います。

これは、佐渡でもインターネット等を使えばなんでも手に入る、状況によればほぼ送料

も変わらない。これは運送会社さんによって違いますがそんな状況です。島内にもいろ

いろなものができておりますので、そういう部分で不便を感じない、それがコロナで大

きく、それが先程申し上げたＷＥＢでの働き方もあると思っています。そういうものが

一定数戻らないだろうと思っています。島民の方もそうですが、多くのお客様に来てい

ただくことが大事であろうし、佐渡への経済効果を考えると佐渡に滞在してもらうよう

な仕組み作りをしっかり仕掛けていかなくてはいけないという結論になっていきます。

コロナにつきましては、我々も全くわかりませんので、県のほうで一週間まとめて県の

本部会議の時に出る数字で見ていると、１日１０人前後くらい島内でも出ているという

ことと、傾向で見ていると、やはり新潟県の発表される総数が増える時には佐渡でも増

えているような傾向がありますので、今数字がなかなかわかりにくいということですが、

コロナについては人間の体の中に入れて運ぶものですので、どこかに行ったからうつる

というものではなく、人と人との接触が間違いなくうつることになると思います。そこ

をしっかり対策をとっていただきたいと思っております。様々なご意見がありますが、

いろいろなデータを見ていくと、マスクを外すような場所での感染が目立つのも事実で

す。マスクで全て防げるとは申し上げませんが、マスクを外しやすいところ、例えば保

育園でも低学年や飲食･飲み会、お祭り等で８月以降もそうですが、イベント本体では出

ませんがそのあとの慰労会などで発生したりするということで、市民の皆様１人１人に

その点気をつけていただきたいということと、体調が悪い時にはそういうところに行か

ないという点と併せて、今新潟県全体が９００になったり２００になったりというとこ

ろで数字がかなり大きく変動しておりますので、ぜひご注意いただいてワクチンもご検

討いただきたいと考えています。 

 

 

 



記者: 

  佐渡固有主のサドガエルを工事現場から保護しようとする活動が行なわれているが、

市長の見解は？ 

市長： 

  佐渡は朱鷺ばかりの話になりますが、サドガエルも固有種としては本当に大切な固有

種ですし、絶滅したら戻せませんので、朱鷺はきれいな鳥でいろいろなところで注目を

浴びて保護活動等が多くなりますが、ネイチャーポジティブでも申し上げたように生き

物がいる環境を守っていくことが本当に大事だと思っています。加茂湖のアマモなど、

佐渡には貴重な動植物がたくさんありますので、それを守っていくのはサドガエルのみ

ならず、そういう団体へ支援や研究、大学の活動など含めて取り組んでいきたい、そう

いった部分でネイチャーポジティブでの講演会などもそういった機会になればいいな

と思います。それは素晴らしい取り組みですし、我々もぜひ一緒に考えていくというこ

とで取り組んでまいりたいと思います。 

 

 トキの野生復帰について 

 

記者: 

  先日、環境省から野生下のトキが５６９羽と発表があったが、市長の所感は？ 

市長： 

  私は２００８年放鳥した時の担当でしたので、放鳥した時には上手くいくのかと思っ

ていました。どうやって餌を捕るのか、どじょうしか食べていないかったですし、捕食

訓練はしますが、どじょうはそんなにあるわけではないのでどう餌を見つけてどういく

のか、天敵は大丈夫かとか、いろいろな心配がありました。しばらく厳しい道を進まな

くてはいけないんだろうなと思っておりましたが、あれよあれよという間に、あれだけ

の大きな鳥類をゼロからここまで十数年で増えた事例は世界にないと思います。しかも

餌付けなし、人工給餌なし。どうしても大型鳥類というのは野生のものも人工給餌をし

てスタートしていくわけでございます。それは鶴やコウノトリそうですが、スタートか

ら人工給餌なしというところが正直かなり不安でした、現場の人間としては。例えば大

雪が降った時どうするのか。１週間２週間雪が溶けなかったら、朱鷺は餌が捕れるのか

というところが全く払拭できないままの放鳥でしたので非常に不安でしたが、朱鷺の力

と佐渡の環境というのは豊かなのだと。そして餌を捕る段階で農家に感謝したいと思っ

ているのは、ご覧になってわかるように、かなりあぜで餌の昆虫を捕っている。そして

あぜに農薬を使わない佐渡の取り組みというのは、生物多様性にとって本当に大きな力

だったと思っています。一言でいうとすごいなと思っています。佐渡の環境や佐渡の農

家や守ってきた人、朱鷺本体の生命力もそうですが、所感で言えば私自身の思いです。 

記者: 

  人口減少や耕作放棄地の問題などあると思うが今後の取り組みや決意をお聞かせくだ

さい。 

市長： 

  私自身は、佐渡の場合は農業を守るというのは里山の多面性を作っていくということ

と同意語だと思っています。なので、佐渡の風景である里山や平たい田んぼであったり、

それをどう守っていこうかというところとセットで考えていくことが非常に大事だと



思っています。農業を農業だけで考えるのではなく、多くのお客様を含めたファンの皆

様と一緒に作っていく。例えばそれが今ずっと上手く続いているのがコープネット、コ

ープデリグループ様と３,０００万を超える補助金をいただき、年に２回数十名の方に

佐渡においでいただき、田植えや稲刈りをしていただき、そこに佐渡の子どもたちとの

連携が、これは効果でいうと単なる農業ではないわけでございます。そういう点で全国、

全世界で人口減少がこれから急激に起こってくるわけでございますので、当然このビジ

ネスは海外にしても食べる人が減ってくるわけでございますので難しい局面になりま

すが、里山を守る観点から多くの消費者と連携しながら守っていくというところが非常

に重要だと思いますし、消費者の共感を得るというところでも子どもたちに食育という

ことで農業の大事さを伝えるという意味でも、私自身来年給食の無農薬の取り組みを進

めていくというところで今やるわけですので、やはり農業は作る人と食べる人の共感が

大事だと思っています。朱鷺をシンボルにしたかたちでそういうものを作っていくこと

が、これからの農業の大事なところだと思っています。 

 

 最後に 

 

 ありがとうございます。今週、佐渡市の元総合政策監齋藤元彦兵庫県知事とお会いしに

行ってまいります。また、関西でお米のトップセールスということで、関西の営業の方々

と卸しの方々と意見交換等ありますが、今兵庫県の豊岡市と佐渡、いろいろなかたちで

連携させていただいておりますので、そういう面も含め、齋藤知事にいろいろこれから

佐渡との連携や情報発信などお願いしたいと思っておりますし、先ほど言ったトキエア

も今すぐではないでしょうけど、将来的に神戸線などの話も伺っておりますので、いろ

いろな繋がりができればいいなということで、知事当選以降まだ行けておりませんが今

回初めて行ってきたいと思っています。そういう点から、いろいろな自治体との繋がり

を作りながら元気な佐渡を取り組んでまいりたいと思います。 

  １０月１８日を越えると段々寒くなりますので、体調に気をつけ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。 


