令和２年 10 月市長定例記者会見

記録

令和２年 10 月 16 日(金)
午前 10 時～午前 10 時 40 分

発表案件
１ ～佐渡のお宿にエールを～「新潟県民限定宿泊補助キャンペーン」と「島民限定日
帰り入浴半額キャンペーン」（第２弾）の実施について
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている島内宿泊施設を支援するため、県民を対
象とする宿泊補助キャンペーン第２弾を 11 月１日から２月 14 日まで 4,000 人限定で実施いたしま
す。宿泊は佐渡独自で進める佐渡クリーン認証制度の要件を満たした宿泊施設を対象とし、お客様
にも国が示す生活様式を実践していただき、市内宿泊事業者への支援を図っていきたいと考えてい
るところでございます。先に６月１日から島民対象に、６月 15 日からは県民対象に実施した同キャ
ンペーンでは大変ご好評をいただき、発売開始１か月弱で完売し、７月末まで取り組み一定の成果
が得られたと考えております。これらの実施状況を検証し、今回の第２弾では１名様のご宿泊から
ご利用できるように改善し、１泊あたり最大 6,000 円、２分の１が補助される仕組みでございます。
ご利用方法は、対象の宿泊施設へ直接電話予約を行っていただき、ご利用当日に運転免許証、佐渡
市民カード等身分が証明できるものをご提示いただくことでお会計時に補助が受けられる仕組みで
ございます。参加いただく宿泊施設ではこのキャンペーンに併せて様々なプランをご用意しており
ますので、ご確認の上お申し込みください。なお、対象施設は佐渡市ホームページ、佐渡観光ナビ、
11 月 10 日に配布される回覧板等でご確認くださいますようお願いいたします。
さらに今年６月に実施し好評でした島民限定日帰り入浴半額キャンペーンの第２弾も 11 月 12 月
の２か月間に拡大して実施いたします。前回同様、期間中はキャンペーンに参加する 16 の入浴施設
を島民が入浴する際に料金が半額、小学生以下は無料になるというものでございます。参加施設の
利用料金、営業時間等はご覧のとおりでございます。入浴施設によりお菓子のプレゼントキャンペ
ーンやクリスマスイルミネーション、一定の人数以上のお申し込みがあれば個別に送迎を行うなど、
各施設でそれぞれ工夫を凝らしたおもてなしをご用意しておりますので、ぜひともお楽しみいただ
きたいと思います。なお、12 月、年末でございますが、営業日・営業時間が通常と異なる場合がご
ざいますので、詳しくは利用される施設にお問い合わせください。
宿泊施設や温泉施設では感染症予防に細心の注意を払い対応してまいります。新型コロナウイル
スの影響で外出を控えていた方々にもこの機会に宿泊施設でのんびりしたり、温泉で心と体をリフ
レッシュしていただきたいと考えているところでございます。

２

「つながった。下越・佐渡」の発売について

コロナ禍で新潟県内の観光客数が激減する中、下越エリア・佐渡の５つの自治体が連携し、Go To
トラベルキャンペーンを活用した新潟側１泊佐渡１泊、計２泊３日となる新たな秋・冬の旅行商品
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を造成し、本日 16 日から販売開始となります。連携する自治体は村上市、新発田市、新潟市、弥彦
村、佐渡市でございます。温泉施設としては瀬波温泉、月岡温泉、岩室温泉、弥彦温泉そして新潟
市内のホテルとの連携となります。５つの自治体が佐渡を扇の要として一丸となり、新たな観光需
要の掘り起こしを行い、コロナ禍においてしっかりとお互いの知名度等を活かしながら連携するこ
とで強い部分を利用し合い、弱点は補うという形で集客を目指していきたいと考えているところで
ございます。ターゲットは新潟県近県、関東圏、関西圏から合計 1,800 名とし、１月末までの実施
を見込んでおるところでございます。この商品は国の Go To トラベルキャンペーンとの併用可能商
品であり、各設定価格の 35％割引となります。さらに新潟県内と隣接県で使用可能な地域クーポン
券 15％相当分が付与されます。取扱窓口は JTB、近畿日本ツーリスト、日本旅行の３社となります。
利用プランは出発地域によって料金が異なります。また、若干会社によって発売日も変わるという
ふうに聞いております。各社のホームページ等でご確認いただきたいと考えているところでござい
ます。

３

「佐渡冬紀行」の発売について

佐渡の冬の味覚を大変お得に楽しめる旅行商品「佐渡冬紀行」を来週 10 月 23 日の午後１時から
販売いたします。この商品は佐渡ならではの食材が一層美味しくなる冬に通常価格のおおよそ５割
引きのモニター価格とし、首都圏発３万 2,800 円、新潟港発２万 800 円で販売いたします。そして、
今年度は新たに大阪空港発４万 5,000 円からご利用できる商品も販売いたします。この冬紀行は平
成 27 年度から実施しており、２泊３日の宿泊プランで冬の味覚である活ズワイガニや寒ブリをはじ
め島黒豚のしゃぶしゃぶやノドグロなどの提供をいたします。昨年以上に料理の内容を強化し、参
画していただくお宿さんからは料理の説明を始めお客様へのおもてなしを充実していきたいと考え
ているところでございます。なお、この商品は国の Go To トラベルキャンペーンとの併用が可能と
なっており、併用した場合は各設定価格の 35％割引となるものでございます。さらに新潟県内と隣
接県で使用可能な地域クーポン券 15％相当分が付与されるということになります。具体的な料金に
つきましては、首都圏発着が２万 1,320 円になり、地域クーポン券 5,000 円付き、新潟港発着です
と１万 3,520 円になり、地域クーポン券 3,000 円付きになります。大阪空港発着商品については、
一番お得な価格で２万 9,250 円、地域クーポン券 7,000 円付きとなります。現在政府が発表してい
る Go To キャンペーンの対象期間としては１月末までとなっておりますので、併用をお考えの場合
は１月末までにご利用いただきたいというふうに考えております。取扱窓口はびゅープラザ、なに
わツーリスト、阪急交通社となります。詳細は各社のホームページでご確認をください。

４

きらりうむ佐渡秋特別企画を開催します

佐渡金銀山の魅力と価値を知ることができる特別企画「さあ、佐渡金銀山へでかけよう」を開催
いたします。期間は 10 月 24 日から 11 月 23 日までの１か月間となります。きらりうむ佐渡を出発
場所として佐渡金銀山関連の遺跡やまちなみをめぐる金ロゲイニングを開催するほか、土日・祝日
にはきらりうむ佐渡の中庭をたくさんの風船で彩る風船パークや子ども向けの無料体験コーナー、
さらに北沢浮遊選鉱場をモチーフにした巨大折り紙をきらりうむ佐渡のエントランスホールに展示
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いたします。ぜひこの機会にきらりうむ佐渡に足を運んでいただき、佐渡金銀山の歴史や文化を直
に感じていただきたいと思っております。
また、この特別企画のオープニングイベントとして佐渡金銀山遺跡講演会を開催します。10 月 24
日土曜日午後１時から、あいかわ開発総合センターにおいて大阪府文化財センター理事長の坂井秀
弥様から「佐渡金銀山遺跡を通じて～地域の文化財を慈しみ、わが町を育む～」と題しご講演いた
だきます。入場は無料で定員は 70 名とし、事前のお申し込みが必要であります。申し込み受付は先
着順となります。また、定員に達し次第締め切らせていただきますので、参加を希望される方はき
らりうむ佐渡、電話 74-2215 でございます。ぜひお申し込みください。多数の皆様からのご参加を
お待ちしております。

５

第 11 回佐渡市地産地消フェスタ 2020 の開催について

11 月 15 日日曜日の午前 10 時から、サンテラ佐渡スーパーアリーナを会場に佐渡産食材の PR、生
産者と消費者の交流を目的としたイベント「佐渡市地産地消フェスタ」を開催いたします。佐渡産
品の物産販売「佐渡まるごとふれあい市」のほか、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮
したリモート参加型イベント「おうちでサド料理！」を実施いたします。佐渡市公式 Youtube チャ
ンネル及び佐渡テレビにおいて合計４本の料理教室の配信を行いますので、ぜひご自宅などで一緒
に料理にチャレンジしていただきたいと思っておるところでございます。また、オープニング及び
佐渡まるごとふれあい市のオンライン配信も実施いたしますので、ぜひこちらもご覧いただきたい
と考えております。なお、今年度の佐渡まるごとふれあい市はテイクアウト販売のみ実施とし、イ
ートインスペースはコロナの影響もございますので中止させていただきますのでご了承いただきた
いと考えております。コロナ禍での開催となるわけでございます。出店者の方々には２週間前から
の検温などの体調管理の徹底、マスク着用はもちろん検温及びアルコール消毒の徹底にご協力いた
だきます。また、大変申し訳ございませんが、会場では入場人数に制限を設けて施設内換気及びソ
ーシャルディスタンスの確保を徹底するなど新型コロナウイルス感染拡大防止に最大限努めながら
開催をしていきたいと考えているところでございます。ご来場いただく市民の皆様方におかれまし
てもマスク着用、検温、アルコール消毒にご協力いただき、ご参加をお願いいたします。新しい生
活様式でのイベント、これを少しづつ進めていきたいと考えておりますので、市民の皆様方と一緒
に色々考えながら進めてまいりますので、なにとぞご参加をいただきたいと考えているところでご
ざいます。

６

朱鷺と暮らす郷田んぼアート 2021 デザイン募集について

佐渡で展開されている生物多様性の農業や朱鷺認証米「朱鷺と暮らす郷」を PR するために４年前
から田んぼアートを実施し、年間１万人近くの方にご来場いただいております。来年は GIAHS 認定
10 周年を迎えることから、GIAHS の認知度向上や、より一層の関心を持っていただくことを目的と
して田んぼアートのデザインを広く募集したいと考えております。初めて実施した 2017 年は朱鷺と
暮らす郷 10 周年を記念したデザインでございます。2018 年は佐渡金銀山の国内推薦を願いながら
道遊の割戸からトキが舞い降りるデザインでございます。2019 年は人気のアニメのキャラクターと
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コラボレーションしたデザインとなっております。今年につきましては、またトキと道遊の割戸を
メインとし、千両箱や小判の他、感謝の文字もデザインしたところであります。ご覧のようにデザ
インのほうも年々進化しておるところでございます。作品の募集は電子メールや郵送で受け付け、
締め切りは 11 月 25 日水曜日でございます。来年の採用デザインとなる最優秀賞には賞金５万円と
朱鷺認証米５kg を贈呈いたします。その他入選として５点に 5,000 円相当の佐渡特産品詰め合わせ
をお贈りいたします。募集についての詳しい内容につきましては、朱鷺と暮らす郷ホームページに
掲載してあります。また、募集チラシや関連する WEB ページ等でも情報発信を行っています。デザ
インは審査会で決定し、年内に発表する予定となっております。GIAHS 認定 10 周年、また、来年度
の世界遺産等も含めながら弾みをつけるデザインをお待ちしておりますので、皆様方からのご応募
をよろしくお願いいたします。

７

2021 年東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーの実施概要について

東京 2020 組織委員会は９月 28 日月曜日に 2021 年東京 2020 オリンピック聖火リレーとパラリン
ピック聖火リレーの実施概要を発表いたしました。オリンピック聖火リレーの実施日について、新
潟県では 2021 年６月４日金曜日から６月５日土曜日。佐渡市は６月４日金曜日が予定されておりま
す。なお、現時点において走行ルート、聖火ランナー等は従来と同じ予定となっております。また、
本市ではミニセレブレーション、サポーターランナー、独自盛り上げ施策などについても実施する
方向でございます。具体的な実施内容につきましては今後組織委員会との間で調整を図り決定した
上で公表をしてまいりたいと考えております。
パラリンピックの聖火フェスティバルについてでございます。聖火は８月 12 日木曜日から全 47
都道府県で採火され、イギリスのストーク・マンデビルで採火された炎とともに８月 20 日金曜日に
開催都市東京で行われる集火式で統合され、東京 2020 パラリンピック聖火となります。なお、本市
における採火・出立式等の実施につきましては、今後新潟県と調整を行い決定する予定となってお
ります。

８

プレミアム商品券追加販売の状況について

プレミアム商品券につきましては多くの市民の皆様からご利用いただき、本当にありがとうござ
います。初回販売終了後おおよそ 1,000 セットの在庫が生じたため、今月から追加販売のお申し込
みを受け付けているところでございます。現在担当課で集計作業を行っておりますが、現段階で前
回申し込みをされなかった方の分だけで、10 月 15 日現在でございますが既に 1,000 セットを超え
る見込みの要望を受け付けておるという状況でございます。今回の追加販売では広く多くの市民の
皆様にご利用いただきたいと考え、前回お買い求めにならなかった方を優先して販売させていただ
きたいと考えておるところでございます。そのため、前回お買い求めいただいた方には大変申し訳
ございませんが、今回の追加販売では要望数が多いためお買い求めいただけない状況にあるという
ふうに考えております。チラシのほうにもそういう記載はされておるところでございますが、大変
申し訳ないというふうに考えております。既にお申込みいただいた方もいるかと存じますが、なに
とぞご理解いただきたくお願い申し上げます。今後は市のホームページや CNS、市民メールなどを
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活用しながらお申し込み状況をお知らせいたしますので、申し訳ございませんがなにとぞご理解を
いただくようよろしくお願いいたします。

事前質問
１

文化審議会が世界文化遺産の国内推薦の審査を見直す議論を始めたとの報道があ

りました。この件に関する状況と市の対応を説明してください。
市長：
この件、新聞発表等であったものでございますし、報道発表のほうも私のほうも見させていただ
きました。この件の中身につきましては、現在暫定一覧表に掲載されている文化遺産がもう６件で
あるということ。今後継続的な世界文化遺産の登録を行うために、この暫定リストへの案件の追加
について必要に応じて世界文化遺産のあり方を踏まえ検討を行うという内容であるというふうに理
解しておるところでございます。こういう状況でございますので、今回の報道内容といたしまして
は、今後の暫定リストの拡充を想定したものであり、既に暫定一覧表に記載されている佐渡金銀山
に対しての影響はないものというふうに考えておるところでございます。なお、もうご存知のとお
りだと思いますが、文化審議会による次の有力な国内候補であるとの答申については変わらないも
のと考えております。今後は引き続き国並びに新潟県と連携し、さらなる推薦書のブラッシュアッ
プを進め、早期の世界遺産登録実現に向けた取り組みを強化してまいります。

２

曽我さんが帰国して 10 月 15 日で 18 年が経過しましたが、その後進展がありませ

ん。市長の所感をお聞かせください。
市長：
18 年ということで本当に非常に長い期間ということに、まずそこが一番、仕方ない部分もあるの
かもしれませんが、やはり残念な部分でもございます。これまで曽我ひとみさんをはじめ拉致被害
者５名とそのご家族の方々が帰国されているところでございますが、この長い期間の間でも未だに
帰国されていない拉致被害者が多数おられます。そして、帰国を待ちわびているご家族も年月を重
ねて、今年の６月には拉致被害者家族会の立ち上げにご尽力されました横田茂さんがご逝去される
など、高齢によりお亡くなりになられるケースも出ているということでございます。まさに一刻の
猶予もない状態であるというふうに考えております。そういう部分では国には速やかに拉致被害者
全員の帰国を目指して、具体的な取り組みをぜひ一歩進めていただきたいと考えているところでご
ざいます。

質疑応答
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１ ～佐渡のお宿にエールを～「新潟県民限定宿泊補助キャンペーン」と「島民限定日
帰り入浴半額キャンペーン」（第２弾）の実施について
記者：
今回第２弾ということですが、予算規模はどれくらい想定されてるのでしょうか。
観光振興課長：
予算規模は、4,000 人泊として割引原資の 6,000 円をかけまして 2,400 万円ということになりま
す。

記者：
第２弾のこの１名様から利用できるように改善ということなんですが、それ以外に割引料金など
そういったところでは変更ってのは特になしですか。
市長：
はい。大きな変更というのはないのですけど、具体的な変更点については観光振興課長からご説
明いたします。
観光振興課長：
１人からのご利用が可能ということですが、宿によりましてその辺を選択できるようにさせてい
ただいております。第１弾を実施した時に宿の規模として２名様からお客様を入れたいというよう
なご要望が多かったものですから、２名からの利用ということにさせていただいたのですが、実施
していく中でお宿の規模によって１名からのご利用でも該当させてもらいたいというような声が多
かったです。これはお宿からも利用者からも多かったという声がありましたので、第２弾につきま
しては１名からの利用、こちらは宿のほうで選択できるようにちょっと幅を持たせてあります。割
引額そのものにつきましては、前回とスキームは変わりません。
市長：
ただ、今回 Go To トラベルが片っ方で走っている。もうすぐ終わりますが「つなぐ、にいがた。」
も走っているということでございます。金額に応じて Go To トラベルのほうが有利になるケースも
あります。これはお宿の金額等宿泊でも使える部分でもございますので Go To トラベルは。ですか
ら、その辺を Go To トラベルとうまく見ながら活用して、島内の方も県内の方もぜひ佐渡の宿泊施
設に泊まってゆっくりしていただければというふうに考えているところでございます。

記者：
そうすると、Go To トラベルと併用はできないんですか。
市長：
金額にもよりますけども我々の想定金額の中で併用ということになると、ほぼ補助事業の概念を
超えてくるということになりますので、基本的には併用はできないということです。有利なほう、
要はお宿の宿泊金額、ツアーの価格、これによって 6,000 円がいいのか 35％がいいのかということ
変わってきますので、有利なほうでご利用いただきたいというふうに考えております。
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２

「つながった。下越・佐渡」の発売について

記者：
これはもう発注は県内はなくて全部県外からの発注になるの。
観光振興課長：
募集は、県外をメインに募集を行っております。

記者：
こういうのは初めてですか。過去に例はあるんですか。
観光振興課長：
このコロナ禍において今まで連携したところのない自治体同士で連携して商品開発を行ったもの
でありまして、この取り組み自体は初めての試みになります。

３

「佐渡冬紀行」の発売について

記者：
例年冬紀行は何人くらい来ているんですか。
市長：
昨年につきましては、2,704 人泊ということで 1,352 名の方が来られております。

４

きらりうむ佐渡秋特別企画を開催します

なし

５

第 11 回佐渡市地産地消フェスタ 2020 の開催について

なし

６

朱鷺と暮らす郷田んぼアート 2021 デザイン募集について

なし

７

2021 年東京 2020 オリンピック・パラリンピック聖火リレーの実施概要について

なし

８

プレミアム商品券追加販売の状況について

なし

事前質問における追加の質疑
１

文化審議会が世界文化遺産の国内推薦の審査を見直す議論を始めたとの報道があ

りました。この件に関する状況と市の対応を説明してください。
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なし

２

曽我さんが帰国して 10 月 15 日で 18 年が経過しましたが、その後進展がありませ

ん。市長の所感をお聞かせください。
なし
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