平成 30 年６月市長定例記者会見

記録

平成 30 年６月５日(火)
午前 10 時～午前 10 時 30 分

発表案件
１

平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算（第１号）について

６月の定例市議会に佐渡市一般会計補正予算第１号を上程いたします。今回の一般会計の補正
予算の規模でございますが、１億５千 879 万９千円を追加し、予算総額が 453 億 846 万５千円と
なります。概要を申し上げさせてもらいます。
まず１番目、体育施設整備事業については、１階体育館に雨漏りが発生し、利用者の皆さまに
ご不便、ご迷惑をお掛けしております羽茂Ｂ＆Ｇ海洋センターにおいて、Ｂ＆Ｇ財団の助成金を
受けて実施する屋根雨漏り改修事業に４千 355 万７千円と、今年３月１日に発生しました暴風に
よって屋上の防水シートが剥離し、雨漏り被害が拡大した相川体育館の屋上防水改修事業に５千
177 万５千円を計上するものでございます。
利用者の皆さまのご不便をかけておりましたが、これを解消するため、早期復旧に努めてまい
りますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
２番目、平成 30 年３月１日～２日に発生しました冬季風浪災害等に係る災害復旧経費について
は、急激に発達した低気圧による風浪災害等の復旧経費に７千 379 万７千円を計上するものです。
内訳は、防波堤の消波ブロックが飛散したことにより、港内の静穏度を確保することができない
状態に加え、出入港時の安全確保に支障をきたしております姫津地区の大川漁港を復旧する経費
に６千 600 万円と、小木Ｂ＆Ｇ海洋センターにおいて、被災した屋根を復旧する経費に 779 万７
千円を計上するものです。
３番目、交通対策事業についてでございます。今年４月 12 日の未明に発生した落石により県道
佐渡一周線野浦地内において、全面通行止めが実施されましたことを受けて、通行止めにより影
響が出ております地域の代替交通手段の確保のため実施する、事前予約制による送迎車の臨時運
行に係る経費に 46 万３千円を計上するものです。
復旧するまでの間、臨時運行を実施いたしますので、その地区の皆様はじめ、どうぞご利用い
ただければと思います。
４番目は、医療・介護・福祉の人材育成事業についてでございます。医療技術者奨学金貸付金
の申請者が当初見込みより増加したため、512 万５千円を増額計上するものです。奨学金の貸付
によりまして医療技術者の人材確保につなげてまいります。
また、その他の経費につきましては、当初予算編成後の事由による緊急性等、必要な経費につ
いて計上させていただいております。
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２

平成 30 年度

佐渡市住環境整備支援事業（住宅リフォーム事業）について

市では、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としまして、住宅リフォ
ーム工事費に対し補助金を交付いたします。
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ましても補助メニューを追加し、
補助対象とすることとさせていただきました。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といたします。
なお、水道管凍結防止工事に対して補助金を交付しますことから、対象となる工事の内容、申
請の方法等について、事前相談会を開催いたします。日時は平成 30 年６月 21 日の木曜日、翌 22
日の金曜日の午前９時から午後５時まで。会場はこの市役所第２庁舎第７会議室にて行います。
予約制となっておりますので事前に建設課（電話番号 63－5118）に、連絡をいただいたうえ、ご
来場いただきますようお願いいたします。
また、申請につきましては多数の申請が予測されるため、これまでと同様に、事前に一斉受付
及び抽選を実施し、補助申請者を決定させていただきます。一斉受付の日時は７月４日の水曜日、
翌５日の木曜日の午前９時から午後５時まで。会場は金井コミュニティセンターのホールで開催
いたします。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、建設課までお問合せ願えればと思いま
す。

３

「佐渡市一斉清掃＋(プラス)」の実施について

佐渡市では、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行っていただく一斉清掃を６月 30 日の土曜日、７月１日の日曜日に
実施いたします。
特に、今回は一斉清掃を拡充したプラス行動として、まず率先行動を６月 30 日午前８時から
10 時まで市職員をはじめ、関係団体や市民の皆さまにも呼びかけ、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か所で歩道の草
刈りを実施いたします。
さらに、６月 30 日から７月８日までを草刈り週間と位置付け、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ものであります。
今回の「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することで「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り、さらには多くの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」を印象付けられるよう、環境整備やその気運を高めると
ともに、オール佐渡という一体感を持って取り組んでもらえたらと思っておりますので、市民の
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皆さまのご協力をぜひよろしくお願いいたします。
なお、プラス行動の詳細につきましては、今後、回覧文書や、ホームページ・ＳＮＳなどを通
して、市民の皆さまや事業所の皆さまにお知らせしていきますので、よろしくお願いいたします。

４

新しくなった「アースセレブレーション 2018」のチケット発売開始について

文化も国籍も違うさまざまな人たちが、交わり、つながっていく、
「アース・セレブレーション」
が、８月 17 日の金曜日～19 日の日曜日に開催されます。昨年 30 周年の記念を迎えた「アース・
セレブレーション」は、今年度より、長期的に島全体で楽しめるフェスティバルとして生まれ変
わります。
今年の企画のポイントは、小木地区で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」をメインにしまして、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してまいります。相川地区では、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たのしみを創出いたします。
また、両津港周辺の各地域では、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、
佐渡の民話の伝承と、最新の演出による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いたします。
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いただきたい
と思います。新しくなった「アース・セレブレーション」は、期間中の入込み数を 28,000 人程度
見込んでおります。佐渡をおもいっきり満喫でき、多数のイベント盛りだくさんのチケットは６
月 15 日の金曜日から発売開始となります。
なお、先日、月間約 180 万人が閲覧する、日本のことを英語で語る世界最大規模のインターネ
ットコミュニティサイト「ジャパンガイド」におきまして、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たことなどから、コンサートチケットなど、
早々に定員に達することが予想されます。ぜひ、お早めにご購入いただき、佐渡を満喫していた
だきたいと思っております。

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

島民割引後の運賃による航路利用に佐渡の体験商品と宿泊等をパックにした旅行商品を５月
28 日より販売開始しております。
本商品は、往復ジェットフォイルに体験と宿をセットにしたもので、特定有人国境離島地域社
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会維持推進交付金を活用しまして新規観光客の誘客及び滞在時間の延長促進を目的として、国内
外の旅行社で造成していただいているもののうち、新潟港発着の商品の販売を開始いたしました
のでご紹介させていただきます。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 円でご提供し、航路にかかる移動時間を短縮することで、より充実した
佐渡での滞在時間をご満喫いただくものであり、５月 28 日から 11 月 27 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をいたしております。
また、ご利用期間は６月１日から 11 月 30 日とさせていただいております。体験については、
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用意させていただきました。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ご案内するコースとなっておりますので、利用
者は安心して旅行を楽しむことができます。
また、９月以降は、首都圏発着の商品をＪＲ東日本で取扱う予定としております。ぜひこの機
会に、多くの皆様から本商品を活用いただき、魅力あふれる佐渡をご満喫いただきたいと願って
おります。

６

「ボールゲームフェスタ in 佐渡」の開催について

７月 15 日の日曜日、サンテラ佐渡スーパーアリーナを会場にしまして「ボールゲームフェスタ
in 佐渡」を開催いたします。
「ボールゲームフェスタ」とは主に小学生を対象に、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、ボールを扱う運動の楽しさや技術を指導するものでございます。参加者同士
のふれあいを通しまして、体を動かす楽しさを体験しながら、基本的な技術の習得や技術力アッ
プを目指し、次世代の子どもたちのスポーツライフを支援するイベントでございます。佐渡での
開催は初めてですが、今年度は全国各地 37 ヶ所で開催されます。なお、今年度は県内では佐渡の
みの開催となります。
この中のプログラムは、親子でさまざまなボールを使ってあそびを体験する「ボールであそぼ
う！」と、トップ選手とボール競技を楽しく経験する「キッズ・チャレンジ」の２本立てになっ
ております。午前は小学１年生から３年生と保護者を対象に「ボールであそぼう！」を行います。
定員は先着 80 組 160 名となっております。親子で一緒にボールあそびの楽しさを体感していただ
きたいと考えております。
また、午後は小学４年生から６年生を対象とした「キッズ・チャレンジ！」を行います。定員
は先着 160 名でございます。こちらはトップアスリートや指導者による体験クリニックとなりま
す。今回はサッカー・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。各種目とも２名の講師が楽しく指導いたしますの
でよろしくお願いいたします。未経験者も大歓迎でございます。ぜひお気軽にご参加いただき、
ボールゲームの魅力を感じていただければと考えております。
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なお、この「ボールで遊ぼう！」と「キッズ・チャレンジ！」は、いずれも島内の各小学校を
通じて申込用紙を配布させていただきます。お申し込みは６月 30 日までにサンテラ佐渡スーパー
アリーナまでＦＡＸまたは窓口まで提出をお願いいたします。
今回はこのイベントの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ました迫田さおりさんをお招
きして、みなさんと一緒にボールゲームを体験することになっております。
貴重な機会でございますので、「ボールゲームフェスタ in 佐渡」に多くの子どもたちの参加を
お待ちしております。

質疑応答
１

平成 30 年度佐渡市一般会計補正予算（第１号）について

記者：
交通対策事業の件なんですけど、細かいんですが、臨時運行なんですけど現在どれぐらいの市
民の利用があるのか。
産業観光部長：
臨時便の利用状況でございますが、５月 16 日から 22 日までの平日 10 日間になろうかと思いま
すが、のべ 30 人ほど利用がございます。

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

記者：
水道管の凍結防止の補助事業というのは今回が初めてですか。
市長：
はい、初めて組み込ませていただきました。

記者：
これ、見込の事業費の規模と、補助率ってどのくらいなんですか。
市長：
はい。今回のトータル予算は９千万円を計上しております。補助率はそれぞれでちょっと上限
とかがありますので、担当課から説明させていただきます。
建設部長：
補助率につきましては従来のリフォーム、水道管凍結防止工事ともに 20％の補助率でございま
す。10 万円以上の工事が対象になります。

３

「佐渡市一斉清掃＋（プラス）」の実施について
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なし

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

なし

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

記者：
この旅行パックの 1 つですけども、目標利用人数とか設定してるものがありましたらお伺いし
たいんですが。
観光振興課長：
30 年度の目標は９千 500 人を予定しております。

６

『ボールゲームフェスタ in 佐渡』の開催について

なし
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