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令和３年４月 加茂市長定例記者会見 

Ｒ３．４．７（水） １０：００ 

 

 

 

１ ロシア男女体操チームのオリンピック事前合宿の中止について 

 

昨日、ロシア体操連盟のバシーリ・チトフ会長名で「代表選手チームの加

茂市での事前合宿は行わずに、直接東京に向かうことを決断した」とする文

書が届きました。 

 中止の理由は、合宿による感染リスクが大きすぎ、最悪の場合にはオリン

ピックの出場が出来なくなる恐れがあるためです。 

 加茂市では 2019 年 7 月にオリンピックの直前合宿をスムーズに行うため

の合宿を受け入れ、同年 11 月に来日したロシア体操連盟のチトフ会長と事

前キャンプに関する覚書を結びました。 

この覚書に基づき、今年はオリンピック前の 7月 11日から 27日に選手、

スタッフ等で総勢 42名が加茂市に訪れる予定でした。 

 これまで、練習会場となる体操トレーニングセンターの整備や宿泊施設と

国内の移動手段の確保、そして感染症防止対策のマニュアル作成などの受け

入れ準備を進めてきましたが、合宿の中止によりロシア体操チームの選手・

コーチとの交流が出来なくなり、非常に残念です。 

 今後は、ホストタウンとして市民の声援を届けるようにしたいと思ってい

ます。 

これからも、ロシア体操チームがオリンピックで良い成績を上げられるよ

うに応援していきます。 
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２ 4 月 1 日に、西加茂保育園勤務の会計年度任用職員に新型コロナウイル

ス感染症の陽性が確認された件について 

 

三条保健所の疫学調査により濃厚接触者及びそれに準ずる接触者とされた

方々が、4 月 2 日に PCR 検査を受け、4 月 4 日に全員の陰性が確認されまし

た。 

4月 3日には、専門業者による西加茂保育園の全館消毒を行いました。 

安全が確認されましたので西加茂保育園は、4 月 8 日から再開の予定で調

整中です。再開にあたっては、市の他の施設の保育士を臨時で配置し保育す

るよう検討しています。 

今後も、保護者の皆様が安心して園にお子様を預けられるよう努めてまい

ります。 

新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があります。市民の

皆様におかれましては、個人の特定や憶測での情報が流れることのないよう、

正しい情報に基づいての冷静な行動をお願いいたします。 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について 

 

ホームページ及び4月1日のチラシの全戸配布でお示ししたところですが、

ワクチン接種に関するコールセンターを 3 月 29 日に設置いたしました。平

日の午前 9時から午後 5時までお問い合わせに対応しています。 

また、県と国の電話番号を記載していますので、合わせてご利用ください。 

65 歳以上の高齢者のワクチン接種の開始を 5 月 8 日土曜日といたしまし

た。接種時間は毎週（水）・（木）・（土）の午後 2時から午後 5時まで、接種

会場は加茂文化会館小ホール及びロビーとなっています。接種費用は無料で

すが、クーポン券がないと予約ができません。クーポン券は 4月 12日から順
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次送付いたします。予約受付は 4月 19日から開始いたします。詳しくは、ク

ーポン券に同封する案内をご覧ください。 

なお、市内の高齢者施設の施設での接種は先行して行う方向で調整してい

ます。 

ワクチン接種に当たりご承知おきいただきたいことですが、ワクチンを接

種した後は、発熱や疲労感、接種したところの痛みなどの副反応が出る場合

があります。これは体が抗体を作る過程の反応です。また、アナフィラキシ

ーという急性のアレルギー反応の既往をお持ちになるなど、基礎疾患をお持

ちの方は、あらかじめかかりつけの医師にご相談ください。 

ワクチンは、感染を予防するものではなく、あくまでも発症を防ぐもので

す。感染の蔓延防止のために、これからも皆様ひとりひとりが感染予防対策

に努めてまいりましょう。 

 

 

４ 市ホームページのリニューアルについて 

 

4月 1日から加茂市の公式ホームページをリニューアルいたしました。 

昨年度実施した「加茂市公式ホームページリニューアル構築および運用業

務」の公募型プロポーザルで、株式会社電算と契約し、旧ホームページから

のデータ移行作業などを行い、4月 1日の午前 10時に新ホームページに切り

替わりました。 

市ホームページは平成 10 年 2 月 1 日に開設以降、専門知識のある職員が

更新作業を行っていましたが、大規模なリニューアルは今回が初めてになり

ます。 

新しいホームページは見やすいデザインとし、文字サイズの変更やふりが

なを付ける機能、読み上げ対応などユニバーサルデザインにも配慮しました。 

また、パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なる端末の画面サイ
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ズにも対応して表示できるようになりました。 

加えて、日々のホームページの更新は、新しく CMS（コンテンツ・マネジメ

ント・システム）を導入したことで、専門知識がなくても職員が手軽にテン

プレートを使って作成・管理できるようになりました。 

これからは、各課でホームページを作成し、データを充実させ、市民の皆

様からより一層利用していただけるようなホームページを目指してまいりま

す。 

なお、新しいホームページは URLが変わっておりますので、ブックマーク

（お気に入り）の再登録をお願いいたします。 

 

 

５ 出張座談会について 

 

「出張座談会」を 4月から 9月にかけて行います。 

 令和元年度は「市長との座談会」を市内各コミュニティセンターや文化会

館などで 12 回実施しましたが、昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため、密になるような集会を開催することができませんでした。 

 そこで、令和 3年度はきめ細やかに市民の皆さまのご意見をお聴きするた

め、私が皆様のところへ出向いて懇談する「出張座談会」を行うことにいた

しました。 

 市内在住で 2人以上の団体であれば会社、町内会、学校、友人同士など年

齢を問わず、お申し込みいただけます。出張座談会の時間は 1時間を予定し

ており、午前 10時から午後 9時の間であれば、土日祝日でも構いません。 

 希望日時をあげていただき、日程を調整してから後日、開催日を連絡いた

します。 

 申込方法については、団体名（団体名がない場合は不要）、参加予定人数・

会場（オンラインの場合は使用するアプリ）、希望する話し合いのテーマ、日
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時（第 3希望まで）、担当者名、連絡先を総務課広報広聴係までご連絡くださ

い。会場の手配、使用料の負担（市の施設で開催の場合はご相談ください）、

感染症対策などは、各申込者から行っていただきます。 

出張座談会当日は、市長と随行職員が伺い、記録のため座談会の内容を録

音し、概略をホームページ等で公表させていただきますのでご了承ください。 

 なお、加茂市総合計画策定後の 10月以降に、感染症対策を万全にしたうえ

で通常の座談会を開催する予定です。 

 

 

６ 第 55回雪椿まつりについて 

 

これまでにもお伝えしてきましたが、今年の雪椿まつりは恒例の大園遊会

やミス雪椿募集、市中パレードは行わず、内容を変更して開催します。コロ

ナ禍でも皆さんから安心してお楽しみいただけるように心掛けてイベントを

行いたいと思います。 

まず、「春の加茂を楽しもう！第 55回雪椿まつり スマホで GOGO!スタンプ

ラリー」についてです。 

チラシを配らせていただきましたのでそちらをご覧ください。 

これは、スマートフォンと専用のアプリを使用した非接触型のデジタルス

タンプラリーです。対象スポットに設置した二次元コードをスマートフォン

で読み取ることでスタンプをため、たまったスタンプの数に応じて加茂市の

特産品等が抽選で当たるプレゼントに応募できるというものです。開催期間

は 4月 10日（土）から 5月 9日（日）までで、抽選申込みは 5月 16日（日）

までとなっています。 

対象のスポットについては、チラシ裏面の地図を参考にしてください。JR

加茂駅から続く商店街大通りを中心に、加茂山のリス園・雪椿園付近の東屋

や、加茂川を泳ぐ鯉のぼりなど、全部で 12箇所ありますので、対象スポット
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を巡りながら加茂のまち歩きをお楽しみいただければと思います。現在商店

街のアーケードに取り付けられている、ながいき川柳の中の最優秀句（1 句

だけある）も、対象スポットになっていますので、宝探し感覚で探していた

だけます。また 4月 1日にリニューアルオープンした加茂七谷温泉美人の湯

も対象スポットになっていますので、完全制覇を目指す方はぜひ美人の湯も

訪れていただければと思います。 

また、商店街にある土産物センターが 4月 17日（土）に「ＢＢＣ（ビービ

ーシー）」と名称を新しくし、リニューアルオープンします。カフェを併設し

ておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。なお「Ｂ

ＢＣ」もスタンプラリーの対象スポットになっています。 

賞品の一例をご紹介いたしますと、スタンプ 12個の雪椿賞には、「山重本

店ランチペアお食事券（10,000円×2名分）」や「（鈴木石太郎商店）桐エコ

スピーカー組子デザイン入り」など、スタンプ 9個以上の粟ヶ岳賞には、「加

茂地酒セット」や「日本料理きふねのお食事券」など、スタンプ 6個以上の

こいのぼり賞には、「菜工房ヤマダのレトルトビーフカレーセット」や「雪椿

の花びら染めセット」など、シマリス賞として各賞の応募者を対象に、100名

の方に特製クリアファイルが抽選で当たります。 

また、先月 3月 30日に、元ミス雪椿の児玉あんずさんから第 55回雪椿ま

つりアンバサダーにご就任いただいており、主に SNSを通じてスタンプラリ

ーの PRや加茂の観光情報などを発信していただきます。 

なお、このスタンプラリーで使用する専用のアプリは、加茂市内の会社が

開発したもので、マップによるルート案内機能のほか、ロケーション AR機能

などを備え、加茂のまちなかを楽しく歩くことで地域の魅力を知っていただ

くことにもつながります。今回のイベントを通じて、多くの方から加茂のフ

ァンになっていただければと思います。 

この他、スタンプラリーの詳細については、お手元のチラシやポスター、

専用のホームページをご覧ください。 
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７ 加茂青年会議所主催の事業について 

 

こちらについても、例年のカモレンジャーショーとは異なり、4月 25日か

ら 5月 9日の期間を設けて、加茂山や加茂川だけでなく Webの世界も舞台に、

子どもたちが楽しめる企画を準備中です。 

現在、加茂青年会議所の HPに、カモレンジャーから子どもたちに向けた手

紙が紹介されており、イベントの内容も触れられていますのでご覧いただけ

ればと思います。4月 20日にはパンフレットの配布を予定しており、続報も

報じられる予定です。今しばらくお待ちください。 

次に、うのもりや 2階の山内堂さんにおけるパネル展についてです。 

4月 10日（土）から 5月 9日（日）までの日程で、山内堂さんの回廊にお

いて、これまで土産物センターに展示されていた過去のミス雪椿の写真や、

過去の雪椿まつりのポスターの展示を行います。また、4月 22日（木）から

5 月 9 日（日）までの日程で、山内堂さんの画廊で、メディアシップにて開

催された未来のチカラ in 県央 加茂ウィークで展示された写真パネル等の

展示を行います。こうした展示を通して、少しでも雪椿まつりの雰囲気や素

晴らしい風景をもつ加茂の魅力を感じていただければと思います。 

なお、山内堂さんもスタンプラリーの対象スポットになっています。 

 

 

８ 加茂川を泳ぐ鯉のぼりについて 

 

今年は加茂川に鯉のぼりが泳ぎます。 

まさしく本日（4月 7日）、加茂川において鯉のぼりの飾り付けが行われて

います。飾り付けの期間は 5月 10日（月）までの予定です。多くの皆さまに
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ご覧いただきたいと思いますが、基本的な感染対策に加え、鯉のぼりの下で

の飲食等はお控えいただくようお願いいたします。また、今年は河川敷の上

にはなるべく長い鯉のぼりが掛からないよう飾り付けし、極力接触の機会を

なくすよう配慮いたします。なお、今年は鯉のぼりの風景等の動画撮影や

YouTubeでの公開を予定しております。 

 

 

９ 商店街協同組合主催・加茂市協賛で行われる、商店街特別還元セールガ

ラポン抽選会について 

 

昨年 9月に大好評だった商店街特別還元セールガラポン抽選会が再び開催

されます。異なる 3店舗のお支払金額合計 3,000円以上のお買い物で、空く

じなしのガラポン抽選会に参加できます。期間は 4 月 12 日（月）から 4 月

30日（金）までですが、予定数に達し次第終了となります。詳しくは 4月 11

日（日）に新聞折込みチラシが入りますのでそちらを参考にしてください。 

 

 

雪椿まつりについては、毎年恒例で行ってきた事業が中止となり残念では

ありますが、アーケードの整備された商店街を中心に、子どもたちが楽しめ

る加茂山公園、鯉のぼりが泳ぐ加茂川といった自然に恵まれたロケーション

を活かして、今年はまちなか全体をステージに見立てました。商店街の特別

還元セールも同時期に開催され、加茂のまちなかの総力を挙げておもてなし

いたします。大勢の皆さまからお越しいただき、春の加茂をめいっぱい楽し

んでいただきたいと思います。 

 

 

１０ 新型コロナウイルス感染症の経済対策について 
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新潟県におきましても警報が継続中で、大勢の方との会食や集会が開催で

きない状況が 1年以上続いています。 

このため、飲食店をはじめ多くの事業者の方が売り上げ減少により、事業

継続に大変苦慮しています。 

加茂市では売り上げが一定程度減少した事業者を支援するため、4 月 1 日

から売上減少事業者給付を開始しました。 

この制度は国の地方創生臨時交付金を活用し、今年の 1月から 4月の間に

一昨年の同月と比較して売り上げが減少している月が 1月ある場合、減少率

が 30％以上 50％未満の場合は上限 30万円、50％以上減少している場合は上

限 50 万円を支給するとういうもので、基本的な考え方は国の持続化給付金

と同じです。 

受付は 7月末まで行っていますので、不明の点は商工観光課へお問い合わ

せください。 

また、デジタル化に対応できるようインターネット販売支援やリモートワ

ーク等支援事業も実施しますので、導入を検討されている事業者の方は、商

工観光課にご相談いただきたいと思います。 

 

 

１１ 成人式の開催について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために延期していた、

2020年度の成人式を、令和 3年 5月 1日（土）に開催することといたしまし

た。また、2021年度の成人式は例年どおり 5月 3日（月・祝）に開催いたし

ます。 

「2020年度成人式」は平成 11年 4月 2日から平成 12年 4月 1日の間に生

まれた方、「2021 年度成人式」は平成 12 年 4 月 2 日から平成 13 年 4 月 1 日
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の間に生まれた方がそれぞれ対象となります。対象の新成人の方々には、既

に案内状を発送しております。 

どちらも 13時 30分から、産業センター１階のホールで開催いたします。 

新型コロナウイルス感染症対策として、式典自体をなるべく簡素化し、で

きるだけ短時間で終了する予定にしております。例年、式典終了後に実施し

ていた「立食パーティー」を今回から中止し、その代わりとして「記念アル

バム」を、加茂市から出席者全員にプレゼントさせていただくことにいたし

ました。また、式典の様子をライブ配信いたします。それぞれ、式典の開催

日の 13時から式典終了までとなります。その後、録画した動画を 5月 16日

まで視聴可能とする予定です。 

その他の新型コロナウイルス感染症対策についてですが、県外から帰省し

て出席される方には、帰省の 3日程度前に必ず PCR検査を受けていただくこ

ととし、陰性の証明書を持っての出席とさせていただきます。陽性の結果が

出た方の出席はできません。なお、成人式への出席のため PCR検査を受けら

れた新成人の方は、陽性・陰性の結果にかかわらず、加茂市の「PCR検査費用

助成」を利用できますので、是非有効にご活用いただきたいと思います。ま

た、産業センターへの入場は、新成人のみとさせていただきますので、送迎

の方や保護者の方は入場できません。お車での送迎は、文化会館か市役所の

駐車場での乗降をお願いしたいと思います。 

なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染の拡大状況によっては、更

に延期や、中止する場合があることをご承知おきください。 

 

 

１２ 紙漉き体験の開催について 

  

上町にある加茂紙漉場では、5 月から 7 月にかけて、紙漉きの体験を行い

ます。体験内容は B5サイズと A3サイズ各 1枚の紙漉きです。B5サイズは当
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日持ち帰りできますが、A3サイズは後日のお渡しとなります。 

料金は 1,500 円で、A3 サイズを郵送希望の方はプラス 500 円となります。 

日程は、5 月 27 日から 6 月 27 日までの 6 回は高校生以上の一般の方が対

象で、7 月 10 日と 7 月 11 日の 2 回は小・中学生とその保護者が対象の「親

子体験」です。 

定員は 1回の体験で 5人、親子体験は 5組までとなっており、先着順での

受付となります。 

日程の詳細などは広報かも 4 月 15 日号で改めてお知らせし、予約の受付

を開始しますので、この機会に大勢の皆さんから紙漉きを体験していただき

たいと思います。 

 


