
配 布 資 料

市長記者会見

期 日  令和２年４月２８日（火）

時 間  新型コロナウイルス感染症

対策本部会議終了後（概ね午後４時）

場 所  対策室

発 表 内 容 

１ 春の大型連休を前にした感染予防に関する一層の注意喚起について

                            （危機対策課）

※ 医療従事者への支援について （観光政策課） 

※ 豊山関の番付発表について （スポーツ振興課） 

新潟市



配 布 資 料

令和２年４月２８日

新潟市記者発表資料

市長から感謝のメッセージの送付について 

 本日、送付いたします市長からの感謝のメッセージを配布します。 

問い合わせ先

政策企画部広報課 電話 025-226-2078 担当 井越 

新潟市 



医療従事者の皆さまへ

日に日に緊張感が増す新型コロナウイルスとの闘いの最前線で、

昼夜を問わず診療に従事されている医師、看護師、スタッフの皆さ

まのご尽力に、心から敬意を表するとともに、新潟市民を代表し深

く感謝申し上げます。

 これまで経験したことのない事態に、誰もが大きな不安を抱える

中、皆さまの医療従事者としての使命感と献身的な努力が、市民の

命を支えてくださっています。

本市では、２月 29 日に初めて患者が確認されてから、クラスター

の発生や帰国者の陽性が確認されるなど、感染者数が徐々に増加し

てきました。また、若い世代から高齢者まで幅広い年代で感染して

おり、予断を許さない状況になっていると認識しています。

さらに、本県を含め緊急事態宣言の対象区域が全国に拡大したこ

とで、一段高い危機意識をもって、感染拡大防止の対策に当たって

いかなければならないと考えています。本市としても、医療現場で

不足している防護服やマスクなどの確保に、精一杯、力を尽くして

まいります。

 この難局を乗り越えるためには、皆さまのお力が何より必要です。

ご自身の心身の健康と安全にも十分に気を配りながら、市民の命と

安心･安全な暮らしを守るため、引き続きご尽力いただきますよう心

よりお願い申し上げます。

令和２年４月 28 日

新潟市長



教職員の皆さんへ

教職員の皆さんからは、日頃より新潟市の学校園の子どもたちの

ためにご尽力いただき、ありがとうございます。

 また、「新潟市立学校園 学校園再開に向けたガイドライン」に基

づき、新型コロナウイルス感染症の学校園での感染防止に取り組ん

でいただいていることに、あらためて感謝申し上げます。

 厳しい状況の中でしたが、教職員の皆さんのご尽力により、卒業・

卒園式や入学・入園式を実施することができました。また、約２週

間ではありますが、新しい仲間や先生方と出会い、学習や活動に取

り組むことができました。このことは、子どもたちにとってかけが

えのない経験であり意義ある時間であったと思います。各学校園で

工夫して教育活動に取り組んでいただき、ありがとうございます。

さらに、臨時休校期間中に放課後児童クラブや学校預かりの運営

にもご協力いただいています。教職員の皆さんのご協力によって、

学童保育や学校預かりの子どもたちの安心・安全が確保されている

ことに感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止への取組は、今後も長期に渡って取

り組まなければならない課題です。今後とも教職員の皆さんからは、

ご自身やご家族の心身の健康と安全にも十分に気を配りながら、子

どもたちの教育活動を支えていただくよう、お願いいたします。

令和２年４月 28 日

新潟市長



放課後児童クラブの支援員・補助員の皆さんへ 

 皆さんからは、日頃より新潟市の放課後児童クラブの子ど

もたちのためにご尽力いただき、ありがとうございます。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染防止に、日々取り

組んでいただいていることに、あらためて感謝申し上げます。 

 ３月の小学校臨時休業の際は、朝からクラブを開設し、児

童の健康観察や指導等に務めていただき、さらに、この４月

23 日からの臨時休業の対応も、学校と連携しながら、工夫

をし、分散した運営を行っていただいたことに対し重ねて感

謝申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染防止への対策は、今後も

長期に渡って取り組まなければならない課題です。今後とも

皆さんからは、ご自身やご家族の心身の健康と安全にも十分

に気を配りながら、子どもたちの健全育成のためにご支援を

お願いいたします。 

令和２年４月 28日 

新潟市長 



保育園、認定こども園、幼稚園等で働く職員の皆さんへ

皆さんからは、日頃より新潟市の未来を担う子どもたちのために

ご尽力いただき、ありがとうございます。

また、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、日ごろの感

染症対策の取り組みに加えて、子どもたちの健康観察や消毒作業、

園内で行う様々な行事等の実施に伴う判断、保護者の不安等への寄

り添いなど、日々、大きな緊張感の中で、ご対応いただいているこ

とに心より敬意と感謝を申し上げます。

新潟県を含む全国に緊急事態宣言が出され、本市においても市民

一丸となっての取り組みが求められている中で、この困難を乗り越

えるためには、医療従事者をはじめ社会機能を維持するために就業

を継続することが必要な方等を支える皆さんの存在は欠かすことが

できません。

新型コロナウイルス感染防止に向けては、今後も長期に渡って取

り組まなければなりません。皆さんにおかれましては、ご自身やご

家族の心身の健康と安全にも十分に気を配りながら、引き続き、子

どもたち並びに就業を継続することが必要な保護者の皆さまを支え

ていただきますようお願いいたします。

令和２年４月 28 日

新潟市長



高齢者福祉の最前線で奮闘されている皆さまへ

高齢者福祉の最前線で奮闘されている皆さまからは、日頃より

新潟市の高齢者・介護サービスにご尽力いただき、ありがとうご

ざいます。

高齢者・介護サービスは、利用者の方々やそのご家族の生活を

維持するうえで欠かせないものであり、またそのサービスが継続

的に提供されることが重要であるなか、利用者の方々が安心して

サービスを受けられるよう、現場の皆さまにおかれましては施設

等での感染防止に向け、日々最善を尽くしていただいていること

と思います。

それぞれの事業所において、消毒の徹底や受入れの分散などの

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組みながらサー

ビスの提供を継続していただいていることに、あらためて心より

感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止に向けては、今後も長期に渡って

取り組まなければならない課題です。

出口の見えない状況ですが、国難ともいえるこの状況を皆さま

と共に乗り切って参りたいと考えておりますので今後ともご協力

のほどよろしくお願いいたします。

令和２年４月 28 日

新潟市長



認知症初期集中支援事業に携わる皆さまへ

認知症初期集中支援事業に携わる皆さまにおかれましては、先行

きの展望を見いだせない中、当事業を利用されている認知症の方や

そのご家族との関わりを最優先に奮闘をされていることと思います。

政府が全国を対象とした「緊急事態宣言」を発してから１週間以

上が経過しました。今回の新型コロナウイルス感染症は、感染症拡

大を防ぐため「三密」を避け、人とのかかわりを減らすことが示さ

れておりますが、認知症を抱えるご本人やご家族にとりましては、

日常生活の制限が強まるなか、非常に厳しい現実と向き合わざるを

得ない現状となっています。

そのなかにおいて、それぞれの医療機関、事業所等のお一人お一

人が厳しい現状の中で真摯に対応されていることに改めて敬意を表

すとともに心より感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止への取組は、今後も長期に渡って取

り組まなければならない課題です。

出口の見えない状況ですが、国難ともいえるこの状況を皆さまと

共に乗り切って参りたいと考えておりますので今後ともご協力のほ

どよろしくお願いいたします。

令和２年４月 28 日

新潟市長



障がい福祉サービス事業に従事いただいている職員の皆さまへ

障がい福祉サービス事業に従事いただいている職員の皆さまから

は、日頃より新潟市の障がい児・者の方々とそのご家族のためにご

尽力いただき、ありがとうございます。

 また、それぞれの事業所において、消毒の徹底や受入れの分散な

ど、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組みながら支

援の提供を継続していただいていることに、あらためて感謝申し上

げます。

緊急事態宣言が出され日常生活に制限がかかる中、障がい児・者

の方々とそのご家族は、大きなストレスと感染リスクをはじめとす

る様々な不安を抱えています。その不安に寄り添い、休むことなく

献身的に支援を続けてくださっている皆さまのおかげで、支援を必

要としている障がい児・者の方々とそのご家族の安心・安全が確保

されています。

新型コロナウイルス感染防止への取組は、今後も長期に渡って取

り組まなければならない課題です。今後とも職員の皆さまからは、

ご自身やご家族の心身の健康と安全にも十分に気を配りながら、障

がい児・者の方々とそのご家族の生活を支えていただくよう、お願

いいたします。

令和２年４月 28 日

新潟市長



配 布 資 料 

令和２年４月２８日 

新潟市 観光・国際交流部 観光政策課 

新型コロナウイルスと戦う医療従事者を応援 

NEXT21ライトアップについて 

日頃より、市政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、新潟青年会議所が、NEXT21頂上を青色にライトアップする

取り組みを始めます。本取り組みは、新潟まつり実行委員会のメンバーで

ある新潟青年会議所が、まつりの中止を契機に、市民を元気づける取り組

みを検討し、本市の医療従事者にエールを送ることを主な取り組みとし

て企画したものです。 

つきましては、本市としても広報協力したいと考えておりますので、別

紙の取り組みについて、報道機関各社において市民周知等広報にご協力

くださるよう、お願いいたします。

【問合せ先】 
  新潟市観光政策課（担当 鈴木） 
  ＴＥＬ：025-22６-2608 
メール：kanko@city.niigata.lg.jp 

新潟市 



令和２年４月２８日 

報 道 各 位 

一般社団法人新潟青年会議所 

新型コロナウイルスと戦う医療従事者へエールを！ 
～ＬｉｇｈｔＩｔＢｌｕｅ × ＷａｓｈＹｏｕｒＨａｎｄｓ！～ 

日頃、当所業務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、新型コロナウイルスと戦う医療従事者の皆さんを応援するため、NEXT21

のライトアップを行うこととし、併せて手洗い運動を広げます。 

つきましては、ご多忙のところ恐縮に存じますが、是非広報にご協力くださいます

よう、ご案内申し上げます。 

記 

〇趣  旨：全世界で猛威を振るうコロナウイルスと、日々戦っている医療 

従事者の皆さんを応援するものです。NEXT21を皮切りに、 

市民一丸となってコロナに打ち勝つという機運を醸成します。また、 

ＳＮＳ上で＃（ハッシュタグ）を使い一人ひとりが手洗いという実際

の行動で感謝を示し、感染拡大を防ぐ一助とします。 

「＃医療従事者にエールを」「#lightitblue」「＃手を洗おう」 

〇期  間：令和２年４月２９日(水・祝)～当面の間 

〇イメージ：NEXT21天頂部（写真は「古町ウィンターイルミネーション」の時のもの）

※実際の色とは誤差があります。

※本取り組みはＮＥＸＴ２１管理組合ご協力のもと実施するものです。 

《 この件に関するお問い合わせ 》 

  一般社団法人 新潟青年会議所 

メールはこちら：masa1124yuki@gmail.com（根本） 

電話はこちら：090-1126-1176（内山） 



私たちの考え 

ライトアップ事業について 

もともとは、自らをリスクにさらしながら最前線で新型コロナウイルス

感染症と戦う医療従事者に対して、感謝の気持ちを伝えようとイギリス

ではじまったものです。そこからアメリカや全世界に広がりました。 

 イギリスの国営医療サービスであるＮＨＳ（Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｅ

ａｌｔｈ Ｓｅｒｖｉｃｅ）のシンボルカラーがブルーであることにち

なんでいます。 

 令和２年３月２６日にイギリスで始まり、＃ｌｉｇｈｔｉｔｂｌｕｅ

というハッシュタグをつけることで、現在では世界各地に取り組みが広

がっています。 

青年会議所の運動として 

単にＮＥＸＴ２１の頂上部分をブルーに光らせ、医療従事者に感謝を示

すだけではなく、誰もが実践できる「手を洗う」という行為に意味を追

加させることで市民の皆様の意識を変革し地域の運動として定着させる

狙いがあります。 

①ＮＥＸＴ２１の頂上部分のライトを青に変更し、まち全体で応援して 

いる気持ちを表します。 

②ハッシュタグを広め、ブルーの光と同時に手を洗った画像等を発信す

ることで市民に波及させ、新潟青年会議所の事業を市内全体へ波及さ

せます。 

③新潟市の広報手法、各メディアから一斉に発信を行っていただき、さ

らに周知を行っていきます。 

④市民一人ひとりが手を洗う動画、画像、文言等をアップするとともに

自身の周りのブルーの光をアップすることで新潟青年会議所の枠を超

えて新潟市民の運動として広がりを作ります。 

以上 



配 布 資 料

令和２年４月２８日

新潟市記者発表資料

豊山関への激励メッセージの送付について 

 大相撲夏場所において、西前頭筆頭に格付けとなった豊山関に対する

市長から激励のメッセージを配布します。 

問い合わせ先

文化スポーツ部 スポーツ振興課 担当 武藤 

     電話 025-226-2588 

新潟市 



時津風部屋 豊山関 様 

このたび、幕内入り後、最高位に昇進されましたことを心よ

りお祝い申し上げます。 

 先場所は、幕内での 5場所連続となる勝ち越しや大関から白

星をあげられるなどご活躍され、今場所はいよいよ三役・目前

の西前頭筆頭です。 

 いま、世界的にも、日本国内においても、新型コロナウイル

ス感染症の収束が見通せず、活動の自粛を余儀なくされていま

す。相撲界からも感染者が出るなど、たいへん厳しい状況が続

いています。 

 そのような中で、本市出身の豊山関が過去最高位に昇進いた

しましたことは、私自身とても嬉しく、市民・県民にとって、

たいへん勇気づけられる話題ではないかと考えています。 

 豊山関の 5月場所での一層のご活躍を心より祈念申し上げ、

お祝いのメッセージとさせていただきます。 

令和 2年 4月 27 日 

新潟市長  

公益財団法人 新潟市スポーツ協会会長 

   中原 八一 


