平成３０年６月 市長記者会見 配布資料

発

表

原

稿
期 日 平成３０年６月５日（火）
時 間 午前１０時～１０時３０分

発

表

内

容

１ 平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算（第１号）について
……＜財政課＞
２ 平成 30 年度佐渡市住環境整備事業（住宅リフォーム事業）について
……＜建設課＞
３ 「佐渡市一斉清掃＋（プラス）
」の実施について
……＜環境対策課＞
４ 新しくなった「アースセレブレーション 2018」のチケット販売開始に
ついて

……＜観光振興課＞

５ 旅行者にも島民割引並みで佐渡にお越しいただけるお得な旅行商品
について

……＜観光振興課＞

６ 「ボールゲームフェスタ in 佐渡」の開催について
……＜社会教育課＞

【事前質問】
*事前質問はありませんでした
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市長記者会見発表内容 要旨

（Ｈ３０．６．５）

１ 平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算（第１号）について
＜概要＞
○予算規模
補正前の額
補 正 額
累計予算額

（単位：千円）
45,149,666
158,799
45,308,465

○概要
・体育施設整備事業

（単位：千円）
補正額： 95,332

（事業内容）
・羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根雨漏り改修事業
43,557 千円
Ｂ＆Ｇ財団助成金事業に採択されたことにより計上
・相川体育館屋上防水改修事業
51,775 千円
平成 30 年３月１日の暴風により屋上防水シートの一部が剥離したことに
よる改修工事

・３０年災漁港施設災害復旧事業

補正額： 66,000

（事業内容）
・平成 30 年３月１日～２日発生の冬季風浪災害に係る災害復旧経費
大川漁港（姫崎地区） 復旧延長 L=10.0m 堤頭部一式 66,000 千円

・体育施設災害復旧事業

補正額： 7,797

（事業内容）
・平成 30 年３月１日発生の暴風災害に係る災害復旧経費
小木Ｂ＆Ｇ海洋センター屋根材破損
Ａ＝182.3 ㎡

・交通対策事業

7,797 千円

補正額：

463

（事業内容）
・県道佐渡一周線（野浦地内）通行止めによる代替交通の臨時運行に係る経費
燃料費、車両運行委託料
463 千円

・医療・介護・福祉の人財育成事業

補正額： 5,125

（事業内容）
・医療技術者奨学金貸付金の増額計上
申請者の増による
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5,125 千円

２ 平成 30 年度佐渡市住環境整備事業（住宅リフォーム事業）について
＜概要＞

「既存の住環境を将来にわたり後世へ引き継ぐことにより空き家化の未然
防止を図るとともに、三世代同居の推進や高齢者のみ世帯への支援を図る」
ことを目的に、本年度は水道管凍結防止対策の支援を目的とした工事に対し
ても補助メニューを追加し補助対象とします。
（凍結防止工事については、これまで住宅リフォーム補助を受けた方も対象）
○事前相談会の開催
日時：平成 30 年 6 月 21 日(木曜日）
、22 日（金曜日）
午前 9 時から午後 5 時まで
会場：市役所第２庁舎第７会議室
＊予約制のため事前に建設課（６３－５１１８）へ連絡ください。
○一斉受付
日時：平成 30 年 7 月 4 日(水曜日）
、5 日（木曜日）
午前 9 時から午後 5 時まで
会場：金井コミュニティセンター ホール
※詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設課までお問合せください。

３ 「佐渡市一斉清掃＋（プラス）
」の実施について
＜概要＞

○一斉清掃：6 月 30 日（土曜日）
、7 月 1 日（日曜日）に実施
美しい景観と環境保全を目的に、集落内道路や海岸・河川などのごみ拾い
及び、草刈りを各地区の集落単位で実施。
○プラス行動
【率先行動】6 月 30 日午前 8 時から 10 時まで
市職員、関係団体や市民で、観光客の利用が多く見込まれる国道 350 号や
佐渡金銀山の世界遺産登録に向けた、相川地区の道路を含む市内５か所で歩
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道の草刈りを実施。
【草刈り週間】6 月 30 日から 7 月 8 日まで
市民や事業所の皆さまに自宅前や事業所前の歩道の草刈りをお願いする。
※「佐渡市一斉清掃＋(プラス)」により、佐渡島民が一丸となって道路の歩
道の草刈りを実施し環境美化活動に取り組んでいる姿勢を積極的にＰＲし
「環境の島佐渡、世界遺産にふさわしい島佐渡」のイメージアップを図る。
※観光客が佐渡を訪れた際「美しい島佐渡、おもてなしに満ちた佐渡」を印
象付ける。

４ 新しくなった「アースセレブレーション 2018」のチケット販売開始に
ついて

【配布資料（パンフレット）あり】

＜概要＞

○開催日：8月17日（金曜日）〜19日（日曜日）
○チケット発売：6月15日（金曜日）から
○今年の企画ポイント
・小木地区
3日間行なわれるアース・セレブレーション「ハーバーマーケットライブ」
をメインに、7月末から10月末まで「響く島。佐渡」をコンセプトとしたプ
ロジェクトで様々な事業を展開。
・相川地区
金銀山遺跡「北沢浮遊選鉱場跡」でのプロジェクションマッピングや、尖
閣湾「揚島遊園」では全体を歩きながら楽しめるライトアップイベントな
ど、光の演出を活用した夜の愉しみを創出。
・両津港周辺の各地域
現代芸術作家による展示イベント「さどの島銀河芸術祭」や、ミステリア
スな夜のツアー「ようま観光バスツアー」など、佐渡の風土と現代アート
を融合させたイベントなどを開催。
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○目標入込人数：２８，０００人程度
※「ジャパンガイド」で、旅行先の満足度ランキングで「アース・セレブレ
ーション」がナンバーワンと発表されました。

＊詳細は「アースセレブレーション 2018」の公式 HP 及び、パンフレットで
ご確認ください。

５ 旅行者にも島民割引並みで佐渡にお越しいただけるお得な旅行商品に
ついて

【配布資料（パンフレット）あり】

＜概要＞

○販売期間：5 月 28 日（月曜日）～11 月 27 日（火曜日）まで
佐渡汽船株式会社のホームページ並びに窓口で販売中
○ご利用期間：6 月 1 日（金曜日）～11 月 30 日（金曜日）
○商品内容：
・往復ジェットフォイル＋体験＋宿をセット
・本パックは、島民運賃割引並に、旅行者の皆様にもジェットフォイル往
復運賃を 5,460 円（5,840 円割引）で提供。航路にかかる移動時間を短
縮し、充実した佐渡での滞在時間を満喫いただくもの。
・昨年特に人気の高かった体験を厳選し、その季節やその日でなければ味
わえない食や自然等と一緒に楽しむことができるバスコースをご用意。
・港から体験現場、体験現場から宿泊先付近までの移動を、ガイド付き観
光バスで案内するコース。
＊9 月以降は、首都圏発着の商品をＪＲ東日本で取扱う予定。

６ 「ボールゲームフェスタ in 佐渡」の開催について
＜概要＞

【配布資料（チラシ）あり】

○日時：7 月 15 日（日曜日）8：45～11：00 12：15～15：55
○会場：サンテラ佐渡スーパーアリーナ
○「ボールゲームフェスタ」とは・・
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・小学生を対象に、日本トップリーグ連携機構に所属するトップアスリート
が、ボールを使う運動の楽しさや技術を指導するもの。参加者同士のふれ
あいを通し、体を動かす楽しさを体験しながら、基本的な技術の習得、技
術力アップを目指し、次世代のこどもたちのスポーツライフを支援するイ
ベント。
《佐渡での開催は初（県内では佐渡のみ開催）
、全国各地 37 ヶ所で開催》
○プログラム：
「ボールであそぼう！」8：45～11：00
・小学 1 年生～3 年生と保護者を対象に親子でさまざまなボールを使って
ボールあそびの楽しさを体感（定員は先着 80 組 160 名）
「キッズ・チャレンジ」12：15～15：55
・小学 4 年生～6 年生を対象にトップ選手とサッカー・ソフトボール・
バスケットボール・バレーボールの 4 種目を、順番にチャレンジして
ボールゲームを楽しく体験します。
（定員は先着 160 名）
○申込方法：
・各小学校を通じて申込用紙を配布。
・6 月 30 日（土曜日）までにサンテラ佐渡スーパーアリーナまで FAX または
窓口まで持参ください。

※アンバサダーとして、元バレーボール日本代表で、ロンドンオリンピック
で銅メダルを獲得し、リオデジャネイロオリンピックにも出場した「迫田
さおり」さんをお招きし、みなさんと一緒にボールゲームを体験します。
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