
令和 4年 11月市長定例記者会見 記録 

令和 4年 11月 25日(金) 

午前 10時～午前 10時 40分 

 

発表案件 

 

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 

 

一般会計補正予算第６号については、国の物価高騰対策を受けて、特に家計への影響が

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

支給する経費に４億５千９４１万２千円を計上した補正予算を 10月 25日付けで専決処分

をいたしました。 

加えて、今月 11日に開かれた佐渡市議会臨時会において、コロナ禍における原油価格・

物価高騰等対策に伴う事業などに４億１千４３６万７千円を追加した、一般会計補正予算

第７号を上程し、可決されたところであります。 

第７号補正の主な補正内容ですが、長引く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、市民の皆様への支援として、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、また、低所得世帯以外の世帯に対しては、

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

を計上しました。 

次に、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と

して、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、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

１千１１０万円を計上いたしました。そのほか９月補正で予算措置しました、島外からの

観光客に対し、島内の宿泊施設を利用した際に、館内で宿泊費以外に利用できるクーポン

券ですが、好評により予定人数に達したことから第 2弾を実施する経費に３千１２７万１

千円を計上いたしました。第 2弾では利用できる施設について、観光立ち寄り施設などで

も利用できるようにいたします。 

以上が、７号補正の主な内容となります。専決処分した６号補正と併せて、いち早く市

民の皆様へ支援をお届けできるよう準備を進めております。 

 

次に 12月２日招集の 12月定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第８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、４億３１８万９千円を追加し、予算総額が４８８

億９千１２万６千円となります。主な補正内容ですが、佐渡ふるさと島づくり寄附金につ

いては、ふるさと納税の実績見込みに伴い、歳入・歳出においてそれぞれ所要額を計上し



ます。 

歳入では、当初予算において４億２千万円を目標に見込んでいましたが、１０月末時点

で、昨年度と比較して１千３００万円を超えるご寄附をいただいており、また、今後、ふ

るさと納税のポータルサイトのキャンペーンを活用することなどで更なる増加も見込み、

８千万円を増額計上するものです。 

次に、保育所等送迎バス置き去り防止装置設置事業については、全国で、保育所等の送

迎バス内に園児が置き去りにされるという、あってはならない事故が相次いで発生してお

りますが、このような痛ましい事故を起こさせないよう、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３６０万円を計上いたします。 

次に、海洋周辺地域における訪日観光促進事業については、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、並びに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す

るものです。 

次に、債務負担行為の設定についてであります。公共工事の平準化については、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ものです。無償譲渡入浴施設運営円滑化支援事業補助金

については、令和５年４月に無償譲渡いたします新穂潟上温泉において、譲渡後に老朽化

した施設の改修等を支援する経費について債務負担行為を設定するものです。 

次に、継続費の補正については、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ぞれ増額をするものです。

なお、その他の経費については、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です。 

 

2 物価高騰等に係る支援について 

 

物価高騰等の影響を受ける市民の生活を守る支援策について、９月及び１１月議会でご

承認いただいた４つの事業をご案内いたします。 

 

一つ目は、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」についてです。この給付金は、対象となる世帯に５万円を現金支給する

もので、対象は、令和４年度住民税非課税世帯及び令和４年に家計が急変した世帯です。 

令和４年度住民税非課税世帯対象と思われる世帯には、順次、価格高騰緊急支援給付金確

認書等を送付しています。送付される確認書の内容をご確認の上、令和５年１月末日まで

に市社会福祉課まで返信をお願いいたします。家計急変世帯の対象は、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など、予期せず収入が減少したことによ

り家計が急変し、住民税非課税相当と見込まれる世帯です。支給を受けるには申請が必要

です。対象になると思われる方は、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いたします。 

 

二つ目は、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佐渡市の支援です。



対象者には、送付する確認書等の提出で、一つ目の支援である国の給付金５万円に１万円

を上乗せして６万円を支給いたします。 

 

三つ目は「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

市独自の支援策です。こちらは申請不要です。１２月上旬から対象世帯へ直接お届けいた

します。応援券は、市内の登録店で利用でき、期限は令和５年２月１２日までです。期限

内にご利用ください。 

 

四つ目も佐渡市独自の支援策で、物価高騰等の影響を大きく受ける子育て世帯への生活

支援として、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

商品券を支給する「子育て・暮らし応援券」事業です。応援券は申請不要で、対象となる

世帯へ既にお届けしております。応援券は市内の登録店で利用でき、期限は令和５年１月

３１日までですので、期限内にご利用ください。 

 

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！ 

 

島外からのお客様が、宿泊施設内での飲食や土産物の購入などにご利用できる２千円分

のクーポン券の配布を、１２月１日より開始いたします。１０月に実施した同様のキャン

ペーンにつきましては、大変ご好評をいただき、予定していた１万人に達したことから、

１１月５日に配布を終了したところでございます。 

今回は、従来の宿泊施設内でのご利用に加え、観光立ち寄り施設の入場料や飲食等にも

ご利用いただけるクーポン券を、お一人様２千円分を配布いたします。配布人数は１万５

千人を予定しております。 

ご利用可能な施設等の詳細につきましては、佐渡観光ナビにてご確認ください。 

 

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 

 

今月 11日より、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」のデザインを募集開始しております。この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

おります。 

本市は今年に入り、脱炭素先行地域や SDGs未来都市に選定されたほか、先月にはネイチ

ャーポジティブ宣言を行うなど、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

り組んでいるところです。 

このオリジナルロゴマークは、SDGsの普及啓発をはじめ、誰もが安心して暮らせる島づ

くりの実現を目指していくなかで、シンボルとなるものと考えております。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おります。ぜひ奮ってご応

募ください。 

 

 



5 「佐渡島の金山」に関する華麗なＣＧ動画制作などの情報発信について 

 

世界遺産登録を見据え、インバウンドも含めたおもてなし体制の整備や、よりわかりや

すい世界遺産の価値に関する情報発信について取り組んでおります。 

今年度は、（株）ゴールデン佐渡で計画をしている観光坑道の「宗太夫坑」などでのＷi-

Ｆi 環境整備にあわせ、佐渡市では、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月末から運用を開始する予定です。 

また、令和５年度に向け、経済産業省の補助事業採択を受けましたので、「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動画を制作し、「きらりうむ佐渡」において、デジタルサイネイジによる映像展

示として追加をするほか、相川京町通りなどにおいて、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お楽しみいただきたいと考えております。 

次年度以降の整備につきましては、西三川砂金山や相川鶴子金銀山などの構成資産の現

地における理解促進のため、多言語化に対応した現行の「佐渡金銀山アプリ」のリニュー

アルをするほか、２ヵ国語対応の現地誘導案内看板の設置など、更なる来訪者への利便性

向上を図る予定です。 

今後も世界遺産登録に向け、デジタル技術を活用した情報発信について、積極的に取り

組みを強化してまいります。 

 

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。 

市長： 

  真野みずほ病院の佐渡総合病院への機能集約については、入院病床を 108床から 60床

に減床しての統合となります。現段階では、入院患者様の転院等の調整も終了し、計画

どおり 12月１日に統合されると聞いております。 

  一方、精神科デイケア（社会復帰を目指す通所型リハビリ機能）は、移転場所の確保

の遅れから、来年度４月中を目途として、開設するとの報告を受けております。市でも

4 月中の設置に向けて、佐渡病院と連携していく必要があると思っています。新たなデ

イケア開設までの間、利用者への影響を最小限に抑えるよう、真野みずほ病院、佐渡保

健所等の関係機関と連携しながら、訪問看護の拡充・強化や代替サービスとして専門職

を配置した集いの場の提供について、最終調整を行っているところです。 

  ４月からは従来のサービスが提供されますので、引き続き、医療機関、佐渡保健所、

障がい福祉サービス事業所等と市が連携を強化しながら、精神医療・福祉の充実を図っ

てまいります。 

 

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ください。 

市長： 

  小木直江津航路へのカーフェリー導入については、新潟県、上越市、佐渡市で行政支



援を前提とした導入に合意しており、現在、支援の仕組みについて議論し、議会にも報

告をしております。新潟県が県議会で報告した内容は、我々として合意しているわけで

はございません。どのような形が良いのか、離島航路の役割分担などを議論していきた

いと考えていますし、負担割合も特別交付税の制度も含めて考えていく必要があると思

っています。新潟県、上越市、佐渡市とさまざまな課題がありますが、一個一個つぶし

ながら、市議会等に予算上程をしていかなければならないと考えています。 

 

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。 

市長： 

  ジョン・ナイリン政務担当公使の説明につきましては、人権問題は絶対アメリカとし

て許すことができないというお話をいただいております。また、バイデン大統領も許す

ことができないということで、アメリカとしても関与していくとお言葉をいただきまし

た。 

  先般、ブヨン・リー一等書記官が新潟市や柏崎市の拉致現場を視察されましたが、冬

ということで佐渡の日程はとれなかったのですが、ミヨシさんについては情報が全くな

い状況ですので、とにかく一歩進んで欲しいという思いで、官房長官にもお話したとこ

ろでございます。 

  ぜひ、できるだけ早く佐渡にお出でいただきたいと、事務方と話をしておりますが、

冬だと佐渡は厳しいので、冬明けにお出でくださいと要望もしておりますし、前向きに

検討しているといただいたところです。曽我さんにも会っていただき、離島の状況もみ

ていただいて、その中で現状も伝えて、アメリカとして動いてほしいと思っております。 

 

 質疑応答 

 

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 

 

記者： 

  置き去り防止装置というのは具体的にはどういう装置でしょうか？ 

社会福祉部 吉川部長： 

  運転手がエンジンを停止した際に、車両後部でブザーが鳴ります。ブザーを止めるた

めに車両後部へ行き、置き去りの確認をするものになります。そのほかに、運転手が降

りてドアを閉めると、車両内のセンサーマットが反応する装置の二つを設置するもので

す。 

 

記者： 

  装置をつけるという話ではありますが、装置ありきではないと思う。実際に運転手の

指導や研修などといったマンパワー的なところの対応を聞かせてほしい。 

 



市長： 

おっしゃるとおりであると思っています。この予算自体は国の事業として動くという

ことになります。これを防ぐには、運転手がチェックすることのほかに、保育園等で保

護者から連絡がない園児が保育園に居ないという事実です。保育園等は必ずチェックす

る仕組みになっているわけですが、そのチェックがうまく機能していないということは

非常に問題であると思いますし、ありえないと思います。 
まずは、ヒューマンエラーを起こさないということが大きな事故を防ぐことだと思っ

ていますので、関連課にはそのような指示をしているところです。 

 

記者: 

  対象台数は何台か？ 

社会福祉部 吉川部長： 

  公立の保育園 16台。私立の保育園 4台。計 20台を予定しています。 

 

2 物価高騰等に係る支援について 

 

質疑はありませんでした。 

 

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！ 

 

質疑はありませんでした。 

 

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 

 

質疑はありませんでした。 

 

5 「佐渡島の金山」に関する華麗なＣＧ動画制作などの情報発信について 

 

記者： 

  事業費はいくらでしょうか？ 

世界遺産推進課 正治課長： 

  事業費につきましては、1,640万円です。 

 

 事前質問（追加） 

 

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。 

 

記者： 

  統合に伴って病床数が減少している中で、地域の精神科医療に通いながら治してい



くのが主流になっていくと思うが地域との連携が不可欠になります。シンポジウムも

ありましたが、市民への理解について重点的に力を入れていくことはありますか？ 

市長： 

   佐渡は親せきや地域で支えてきた背景がありますが、今は行政も含め、相談ができ

たり、外で活躍ができたり、さまざまな機能が必要だろうと思っています。先般、東

ちづるさんが来島されて「まぜこぜ社会」という話がありましたが、さまざまな形で

の役割があると思っています。行政としてのやるべきことはありますし、そういう方

を支える民間組織の育成が必要だと思っています。 

   保健師も含め、相談しながら話し合いをし、そういった部分で支えていくことが必

要だと考えています。 

 

記者： 

  市内ではバリアフリーの施設が少ないという話があったが、そこに関しての市長の

見解を改めて伺いたい 

市長： 

   この庁舎も含めてですが、バリアフリーについてはできるだけ早く対応していきた

いと思っていますが、一カ所一カ所大きな予算がかかってしまうことありますので、

将来的には、公共施設の整理もあるところですが、急ぐ頻度に合わせて、出来るだけ

早く対応したいと考えています。 

    

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ください。 

 

記者： 

  昨日、和幸船舶が寺泊赤泊間の貨物運送を開始するという話がありましたが、率直

にどう受け止めていますか？ 

市長： 

   民間も算入して、競争原理が働くということは非常に良いと思っています。一方で

貨物の量の問題や値上げの問題など、さまざまありますのでその辺も含めながら、ト

ータル的な貨物の発送・コストが適正な形でできるということが佐渡の産業にとって

良いと思います。 

 

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。 

 

質疑はありませんでした。 

 

 

 

 

 



 その他の質疑 

 

記者： 

  東北電力が大幅な値上げを検討といった発表がありましたが、これに関する受け止め

と、島民生活への影響、支援について 

市長： 

  コロナ禍では、特定産業に影響があったと思いますが、ここにきて物価高や資源高に

ついては、国民・県民・市民すべてに影響が出ていると思います。先に高圧電力が値上

がりしましたので、支援を入れました。家庭電力については、今後値上げになるだろう

と思っていますが、これから国で支援・対応があるかと思いますので、市としては、そ

れを注視しておるところでございます。 

  そういった面を踏まえ、全世帯に 1万円の券を配布する予算を計上しましたが、今後

国等から財源等があれば、色々な形で考えていかなければならないと考えています。 

 

記者： 

  佐渡汽船の来春就航予定のカーフェリーの名前が「こがね丸」に決まったことに関し

ての感想 

市長： 

  名前は、タイムリーな名前になったなと思っております。 

  ジェットフォイルでも国道の維持である認識していますが、車が運べるということは

国道にとって大事でありますので、その機能が戻ったことも大事だと思っていますし、

来年以降期待しております。佐渡汽船さんと一緒に、スタート時にキャンペーン等も含

めて、多くの方々が車でどんどんお出でいただく、コロナ禍でレンタカーが足りないこ

ともありますので、さまざまな面で期待しています。 

 

 最後に 

 

  ありがとうございます。だんだん寒くなりますし、コロナも小中学校もピーク時より

少し収まっているように見受けられます。感染力が強いですので、感染対策にご注意し

ていただきたいと思いますし、健康にも十分注意していただき、冬をお迎えいただきた

いと思います。 

  今月もありがとうございました。 

 


