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第 5 回和歌山市中心市街地活性化基本計画（改訂版）策定委員会 議事録 
 
・日時  平成 17 年 2 月 21 日（月） 18:30～20:30 
・場所  市役所 14 階 大会議室 
・出席者 足立委員長，松見副委員長 
     委員：本多委員，中埜委員，小原委員，鳥渕委員，前島委員，塩崎委員，徳田委員， 

土橋委員，和歌山県商工振興課長，和歌山商工会議所企画調整部長，和歌山市中央 
商店街連合会長，株式会社ぶらくり代表取締役社長，政策審議監，市長公室長， 
企画部長，財政部長，市民部長，福祉保健部長，生活環境部長，産業部長， 
都市計画部長，建設部長，まちづくり推進室長，教育総務部長，教育文化部長 

    事務局：16 人（協働スタッフを含む。） 
 
 
（事務局） 
ただ今より，第 5 回和歌山市中心市街地活性化基本計画（改訂版）策定委員会を開催いたします。 
昨年 11 月から始まりましたこの策定委員会も，今回で最終となりました。委員の皆さんには，お忙

しい中，最後までご出席いただきありがとうございました。 
それでは，委員長，進行をお願いします。 

 
（委員長） 
 最後の会ということで，まずはご挨拶をさせていただきます。 
 去年の 6 月から始まったこの市民参画の会議も，9 月に市民の方々の意見を大体まとめて，そして 11
月から策定委員会が始まって現在に至ることになりました。私はこの委員長という立場をやらせていた

だくのは生まれて初めてでして，慣れない点が多かったと思います。ただ，この会は今後の和歌山市の

中心市街地だけではなくて，いろんな方面に影響力が大きくなってくる会ではないかという意味で，毎

回身の引き締まる思いではありました。 
 よく考えてみると，市民参加や住民参加を始めから全部手作りで，こんな感じでやったというのは全

国でも結構珍しいのではないかと思います。その中で，いろいろな意見を吸収して，また行政と市民と，

私なんかは大学の人間なのですが，大学とかこういう形で協働してやっていくというところにおいては，

非常に本当に新しい試みで，そんな場で私も委員長をさせていただいてすごく勉強になりましたし幸せ

でした。 
 今日はまだ最終的に案をまとめていくという作業が残っているのですが，今後これが一つの策定結果

になりまして，また，実行していかなければいけない場があるかと思いますので，そんな場にも今後，

私は関わっていきたいと思います。最初の挨拶なのに締めくくりみたいなコメントをしてしまって申し

訳ないです。 
 先先週，橋本市の中心市街地活性化に関するところを見てきました。やはり，現地では同じように中

心市街地は衰退しているという深刻な問題を抱えておりました。ただ，どうやったらいいのかというと

ころがありまして，昔はハードを整備するとかいろいろな案があったのですが，この 5 年間で財政的に

厳しくなってしまって，かつてあったハード整備の計画もどんどん頓挫しております。その中において，
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市民と関わりながらどうやっていくのか。とりあえず駅前には物産展をおこしたりとかそういう作戦を

商工会の人が考えられているそうです。私も応援したいなと思うのですが，同時にこの和歌山市の中心

市街地活性化基本計画では，市民が中心になってやっていくということですので，橋本市その他いろい

ろな街が和歌山県内にはあると思いますが，お互いにどういう風に進んでいくのかを見ながら，また，

協力しながらやっていけたらなと思います。 
 それでは，議事に入りたいと思います。まず，事務局から資料等についての説明をお願いします。 
 
（事務局） 
それでは，先日お送りしております基本計画の新しい素案について，説明させていただきます。前回

まで使っていた素案を旧素案，新しい方の素案を新素案と呼ばせていただきます。旧素案からの変更点

でございますが，お手元の「旧素案からの変更について」で説明させていただきます。変更点は 5 点ご

ざいます。事業関連図の作成，事業の統合，キャッチフレーズの設定，素案構成の変更，今後の推進体

制の検討，この 5 点を変更した上で先日新素案をお送りしておりますので，順に説明をさせていただき

ます。 
まず，1 つ目として事業関連図の作成ですが，これは今までの旧素案の事業を見通しまして，事業の

関係がどのようになっているかを見るために，素案の事業をテーマごとに再編して整理したものです。

資料 1「改訂版素案事業関連図」をご覧ください。これは旧素案の方を整理して作成した関連図です。

構成は，真ん中に「市民と行政が連携してまちづくりを推進する」ということで，全体に関連するよう

な事業を 5 事業載せております。その他は，サブテーマごとに事業を集めております。なお，この集め

方ですが，厳密な意味ではなくて，大体こういう括りになるでしょうということで括っていって，この

括りはこういうことですよということを書いていって，だんだん括りを大きくしていって，それぞれの

サブテーマになるという形の図です。例えば，「個店の魅力で人を惹きつけるまち」のところで，「TMO
レベルでの魅力 UP」という括りがございまして，その中に『観光商店街形成支援事業』という事業が

あります。実際，この『観光商店街形成支援事業』というのはいろいろな意味を持っておりまして，例

えばこれは，「長い時間ゆっくりと過ごせるまち」のところに入れても構わない事業です。これをどっ

ちに入れるかということは厳密な定義でもって振り分けたのではなくて，今回はこういう整理の仕方を

したということで了解していただきたいと思います。こういう形で全体の事業を見渡して，どういう関

係になっているのかとか，まとまりはどうなっているのかとかだけが分かるように事務局で作成しまし

た。 
2 番目の事業の統合ですが，この資料 1 で続けてご覧になっていただいたら結構ですが，趣旨が似通

った言葉とか，キーワードで括れるものをまず選定して事業の数を減らしていくという作業をしまし

た。前回は事業が 52 事業ほどありまして，あまりにも似通った事業もあり，数も多いということで，

絞る作業ということで，原則，今のところ削除はせずに統合をしております。この図の中で①，②とい

う形で⑩まで番号を振っているところが，統合対象として選んだところです。 
新素案の 50 ページをご覧いただけますか。50 ページの方には，統合後の構成図を載せております。

順に説明いたしますと，旧素案の①『新業種等誘致・展開事業』，『テーマモールを意識した商店街等「身

の丈再開発」事業』，『テナントミックス事業』とこれだけの事業がありますが，テナントミックスとい

うのは意味が広うございますので，「店舗適正配置・土地建物流動化」という言葉で括りまして，『テナ

ントミックス事業』という形で新素案に載せております。 
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旧素案の②『（仮称）逸品倶楽部事業』，『ファサード改装・店内改装事業』，『店の専門家クローズア

ップ事業』については，「店の資源・磨きをかける・売り」という言葉で括りまして，『店の資源個性化

活用事業』という形で新素案に載せております。 
旧素案の③『勉強会・商人塾事業』，『専門家による指導事業』については，「自己啓発」という言葉

で括りまして，『商店主自己啓発事業』という形で新素案に載せております。 
旧素案の④『魅力 UP 市街地整備事業』，『魅力 UP 市街地整備事業（TMO）』については，「小規模・

市街地整備改善」という言葉で括りまして，『市街地ミニ整備改善事業』という形で新素案に載せてお

ります。 
旧素案の⑤『市街地整備ステージ 1 規制整備事業』，『市街地整備ステージ 2 まち風景問題解決事業』

については，「風景改善・規制緩和・合意形成・解決策実施」という言葉で括りまして，『風景改善・規

制検討事業』という形で新素案に載せております。 
旧素案の⑥『テーマ別マップ作成事業』，『マルチまち MAP 作成事業』については，「地域資源情報活

用・地図」という言葉で括りまして，『地域資源情報地図蓄積活用システム構築運営事業』という形で

新素案に載せております。 
旧素案の⑦『好きな場所アンケート事業』，『和歌山まちフォトコンテストの開催事業』，『小学生が見

たまち風景事業』については，「地域資源活用・市民参加イベント」という言葉で括りまして，『地域資

源発掘市民参加イベント開催事業』という形で新素案に載せております。 
旧素案の⑧『障害者の運営による生産販売一体の福祉工房開設支援事業』，『NPO 連携による和歌山

だから買い物が出来る店舗の開設事業』については，「ユニバーサル・店舗開設」という言葉で括りま

して，『ユニバーサルな店開設（支援）事業』という形で新素案に載せております。 
旧素案の⑨『タウンモビリティを考えるまちづくり人づくり塾開催事業』，『店内バリアフリー化促進

事業』，『電動スクーターの確保・配置事業』，『タウンモビリティ官民協働システム構築事業』について

は，「タウンモビリティ」という言葉で括りまして，『タウンモビリティのまち構築事業』という形で新

素案に載せております。 
旧素案の⑩『花の玄関口整備事業』，『「元気の素」循環事業計画策定事業』については，「環境・花・

まちを飾る」という言葉で括りまして，『優しい花のまち事業』という形で新素案に載せております。 
以上，統合をしまして，新素案では全事業で 37 事業となっております。ただ，この他にも統合でき

るものや，これはやっぱり統合しない方がいいとか，削除した方がいいというものがございましたら，

討議のほどよろしくお願いします。 
3 番目としまして，キャッチフレーズの設定です。これは前回までの委員会で案として，「聖地の玄関

口」，「城下町」，「モダンライフのできる城下町」，「つれもていこら」，「継承と創造」といういろいろな

意見がたくさん出ておりましたが，委員長と相談いたしまして，事務局案としましてこの「町衆の心意

気！！モダンライフの城下町」というキャッチフレーズでどうかなということで，とりあえずこういう

形で書かせていただいております。この町衆というのは，歴史概念としては室町時代にさかのぼるそう

ですが，ここでは，自立あるいは自治的な傾向を示す都市民というような意味で，最近，「長浜の町衆」

とかよく言われますが，同じような意味で使いたいと考えております。 
和歌山の中心市街地を城下町として考えた場合に，戦災等で古いまちなみや建物が壊れてしまってい

るということで実際はあまり残っておりません。では，どういうところで城下町なのかといいますと，

前回もお話に出ましたが，いろいろな町割であるとか，そういった町の形そのものはまだ残っておりま
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して，その中で暮らす我々の心の中にずっと引き継がれて，そういう城下町の気風なり心なりというも

のが残っているのではないかという考え方で，それを更に今の時代にマッチした様態に組み上げて，新

しい中心市街地のイメージを探っていくという意味合いで，「町衆の心意気」と「城下町」を「モダン

ライフ」でつないだという形です。これについても何かあれば討議してもらうということで，事務局案

としてはこのような形になっております。 
4 番目として，素案構成の変更をしております。これは 1 ページから 49 ページまでは構成自体の変

更はございません。48 ページの中心市街地の将来像の部分だけ前のものに比べて修正を加えておりま

す。50 ページから最後までは，変更をしております。まず，50 ページは今申しました事業関連図を追

加しております。51 ページから，キャッチフレーズの説明及び事業期待効果を全体の位置付けの中で記

述したものを書いておりますが，これは事業を行うことでどのようになっていくだろうかということ

を，全体を通してテーマごとに区切って書きまして，その事業が大体どのような位置付けになるのかと

いうことが分かるようにしてあります。 
61 ページからの「施策及び事業」のところは，もともと文章化していたものに変えて，事業一覧にし

ております。この事業一覧の事業内容のところには，もともと文章化していた部分を移しまして，更に

例示の部分も書き加えております。 
それから 98 ページの「推進体制の整備」は，修正をしております。99 ページの「資料」のところに

ありました事業一覧表は削除しております。それから，「ワークショップ提案への一般意見募集につい

て」ということで，これは前の委員会で，「ワークショップ提案への一般意見募集について」のお話を

させていただいたときにご承認をいただいておりますので，そのままの形で載せさせていただいており

ます。最後に，「委員等」ということでこの計画策定に関わった皆様のお名前を載せさせていただいて

おります。 
続きまして，5 番の今後の推進体制の検討というところですが，これは懸案事項となっておりました

98 ページの「推進体制の整備」のところです。委員会提案事項としてこの前の委員会から「ミニ TMO」

として度々お話が出ていたところを書き加えております。98 ページの下に図がついておりますので，ま

ずはそれをご覧ください。名称はとりあえず未定のまま，「実行管理グループ」，「実行グループ」とし

て記載しております。実行管理グループは原則ボランティアベースのグループを考えております。それ

から，そのグループの事務局は和歌山市まちづくり推進室まちおこし推進課が事務局をするということ

で考えております。 
まず，「実行グループ」の方から説明いたしますと，これは事業ごとに一つのプロジェクトを立ち上

げるというイメージです。実行管理グループの求めに応じるような形でやるかあるいは応募などの方法

によって，事業の実施を前提に最適な人員構成を図れるような工夫は必要ですが，こういうグループを

それぞれ事業ごとにいくつか立ち上げようという考えです。これは，実行管理グループの方々の戦略に

よるわけですが，その戦略の中でどういう方にお願いをしましょうとか，公募にして募りましょうとい

った形になってくるかと思います。 
次に，「実行管理グループ」についての説明ですが，実施を予定する事業の実施に向けて戦略を考え

て，TMO，和歌山市等と連携を保ちつつ，役割分担等を考慮した上で，最適なグループあるいは人物に

声掛けをして，あるいは応募に応じて選考して，事業を実施に結びつけるということです。事業実施後

は状況確認とか結果評価などを行うという話です｡構成人員は 5 人～10 人くらいをとりあえず想定して

おります。今後すぐに立ち上げていけるように考えておりますが，スタート時点は本策定委員会の委員
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の方で，参加意志を表明していただいた方で，この策定委員会で承認されてスタートをきりたいと考え

ております。活動の範囲は，本基本計画の事業実施についての範囲内ということで活動するということ

を考えております。そうなってきますと，この基本計画上で，実行管理グループが関わると想定される

事業として，次の 14 事業をリストアップしております。『観光商店街形成支援事業』，『ふうけい.Com
事業』，『市民・学生・行政まちなか連携組織設置事業』，『「滞留環境」整備誘導事業』，『「まちなかギャ

ラリー」整備運営事業』，『和歌山陽だまりのまちづくりこども村づくり促進事業』，『タウンモビリティ

のまち構築事業』，『市民参画による協働の企画立案・計画・実施事業』，『まちのコンシェルジェ（案内

人）事業』，『ユニバーサルな店開設（支援）事業』，『風景改善・規制検討事業』，『市街地ミニ整備改善

事業』，『和歌山陽だまりのまちづくり「心のさしかけ」設置事業』，『優しい花のまち事業』という 14
事業です。 
実は，商店街関係の事業をここにはあまりリストアップしておりません。これは，商店街の組織とい

うのが別にあって，独自の考えでやるべきだろうというのが一つあるのと，『商業活性化会議設置事業』

というのが基本計画の中にありまして，そこで商業についてはやっていくだろうということで，このグ

ループの範囲には入れていないという形になっております。 
以上，この 5 点を変更点としてご説明いたしましたが，これを反映しているのが今回の素案というこ

とですので，ご検討をよろしくお願いします。 
 
（委員長） 
 事務局の方から，素案の変更についての説明がありました。このことについて，ご意見をいただきた

いと思います。まず最初に，キャッチフレーズの設定についてご意見をいただきたいと思います。前回

の委員会を受けまして，私の方と事務局で，この「町衆の心意気！モダンライフの城下町」というキャ

ッチフレーズを仮に設定しました。このキャッチフレーズについてご意見をいただきます。 
 なぜこういう話になったのかというと，前回のいろいろな討議を受けて，少し粋な言葉がないかとい

う話がありまして，例えば「町衆の底力」とか「心意気」とかいろいろありました。町衆と言うからに

は歴史的なことがバックになっているということで，私の方にその資料がなかったもので，学生に調べ

てもらったりしてキャッチフレーズを考えました。 
 「町衆の心意気！モダンライフの城下町」という名称ですが，いかがでしょうか。このモダンライフ

という言葉は前回の会で委員からいただいておりまして，そういうことを踏まえて考えたのですが，い

かがでしょうか。よろしいですか。 
 
（委員） 
 自立とか自治的な傾向を示すということでいいと思います。 
 
（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
 ありがとうございます。それではキャッチフレーズは「町衆の心意気！モダンライフの城下町」とい

う名称に決定したいと思います。どうもありがとうございました。 
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 次に，事業の統合についてご意見をいただきたいと思います。事務局から統合した事業についての説

明がありましたが，そのことに関するご意見，また，他に統合や削除をしたほうがよいという意見を出

していただいて検討をお願いしたいと思います。他にも統合，もしくは削除が良いという事業がありま

したら，検討してみたいと思います。 
 今でも結構多くの事業が残っているかなという気がしないでもないですが，これは 6 月から 9 月まで

市民参加の形で公募の皆さんに出していただいた意見をそのまま活かしてタイトルで結んでいるもの

が多いかと思います。似たような事業は，一つのタイトルでまとめているということです。しかし，基

本的には削除という形にはなっていません。ただ，一方で選択と集中ということも実際に必要かという

点もありまして，果たしてこれらの事業が全部できるのかという話もあるかと思います。今日が最後の

会になりますので，いかがでしょうか。最終的に今回の案のような形でまとまってきたかなというのは

あるのですが，どうでしょうか。 
 
（委員） 
 和歌山市中心市街地活性化基本計画（改訂版）案の事業番号の 25 番ですが，これはバスターミナル

のことで，ぶらくり丁周辺にバスターミナルの拠点を持ってくるという事業ですよね。86 ページから始

まっている 25 番の事業です。 
 最初にこの中心市街地活性化基本計画のお話を伺ったときに，5 年以内に出来るものか着手できるも

のかということで，あまり長期的で大きなものではないと伺ったんです。バスターミナルを造るために

は，結局は，まず市民がバスターミナルをぶらくり丁に持ってきてくださいとバス会社さんに熱意を伝

えてからバス会社さんが動くということになりますよね。そうすると，この基本計画には本当にたくさ

んの事業があって，市がやらないといけないもの，市民がやらないといけないもの，企業がやらないと

いけないものといっぱい分かれていて，これも大変かなこれも大変かなと思いながらでもやっていかな

いとと思いつつ，これもやらないといけないかなこれも着手しないといけないかなとずっと私も思いな

がらきているのです。やりたいとは思うのですが，着手ばかりやって 5年が経ってしまったというのも，

結局何も出来ないということになりますからこれはもう一度検討していただいた方がいいのではない

かと思います。 
 
（委員長） 
 今の 86 ページの 25 番『中央拠点バス路線整備事業』についてですが，これについてはいかがでしょ

うか。選択と集中の中で，また基本的に実行を考えた場合に実際難しいのではないかというご意見です。

5 年以内にあれもこれもということになりますと，集中ではなくてかえって拡散してしまう可能性もあ

るということでご意見をいただいたんですが，いかがですか。 
 『中央拠点バス路線整備事業』については，例えばコミュニティバスという形で何か実際に出来ない

かなと考えたことがあります。これは私の案ではなくて，たまたま市民の人と話をしていて，バス会社

さんに頼まなくても市民の側で実験的にコミュニティバスみたいなのを走らせてみて，それでいけるん

だったらちょっとやってみたらどうかという意見があったんです。 
 今，新しく紀の国大橋が出来ましたよね。ちょうど和歌山大学のほうへ中心市街地から行くときに使

う大きいきれいな橋です。あの橋ができて，中心市街地のほうから橋を渡って左へずっと行くと加太ま

で行けるようになりました。それで，その意見をくださった人が，あのラインの高齢者の比率を少し調



 7

べたそうですが，そのライン上はかなりバスの路線というものが不足していて，また，結構いろいろな

利用率も高いのではないかということでした。それで，必ずしも民間業者に頼んで予算を付けてくださ

いとかではなくて，とりあえず出来るかどうかは別として，こういう事業は基本計画に載せておいて，

もしやってくださるという市民の方がいらしたら，採算が取れるとか取れないとかは別として，その人

たちにチャンスを与えてあげればというふうに思っているんだというようなお話をしていただいたん

です。コミュニティバスという形です。ただ，その方が試算をしてくださったのですが，毎年 1 千万く

らいの赤字になるというようなことをおっしゃっていました。赤字にはなるが，高齢化社会とかいろい

ろなことを考えると，予算的にそういうのもあってもいいのではないかというお話でした。ただ，どこ

かが赤字分の負担をしないといけないと思いますが。 
 いかがでしょうか。何か他にありませんでしょうか。この会でこの事業が必要ないということになれ

ば，当然削除という方向もあります。また，いれてもいいという意見があれば，このままでやっていく

という考え方もありますし，そういうことについて話し合う場ですからぜひご意見をください。 
 
（委員） 
 25 番の『中央拠点バス路線整備事業』ですね。多分，前回，委員からあったお話ではないでしょうか。

ぶらくり丁に 100 円バスですとか，とにかく安い値段のバスを走らすというお話をいただいて，実現で

きるかどうかは分からないにしても，もしそういうことが可能であるのならば，すごくまちに人を呼ぶ

という意味では画期的なことだし，もし可能ならば目玉になるようなことだと思いますので，別に案に

書いていてもまったくおかしいことではないと思います。案に書いてあることのすべてが実現可能かど

うかは分かりませんから，実現可能な方向でいけばいいなという意味では，案に書いてもらっても全然

大丈夫な話だと思いますし，私は正直良い案の一つだと思っております。 
 
（委員） 
 私が発言したのは，とにかく中心市街地へ人を集めるという発想で，来てくれる人についてはバスの

運賃を 100 円にして，中心市街地から他の場所に移ることについてはご自由にしていただければという

ことです。そういうことで，とにかく人を集めるのが第一で，集める場所としてぶらくり丁の中がいい

のではないかということで発言させていただきました。果たして 100 円で採算が合うかどうかというと

ころまでは考えておりません。 
 
（委員長） 
 はい。というご意見ですが，他に何かご意見はないでしょうか。 
 最終的には，実現可能かどうかということをどういうスタンスでみるかというところではないかと思

います。やはり，無理だということをあまり案に載せることはどうかと思いますが，ただ一方で市民の

方へ投げてみて，必ずしも行政がやるとかではなくて，いろいろな意見を切磋琢磨しながらやっていこ

うという方向に行くのかもしれませんし，それはちょっと見えないところもあります。いかがでしょう，

重要なテーマかと思いますので，他に何か意見はありませんでしょうか。 
 
（委員） 
 今までの話をお聞きしまして，どうしても既存の民間バス会社となると，今は和歌山バスや紀北筋の
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和歌山バス那賀，野上町の大十バスくらいになるかと思います。既存のもので考えると多少採算性とか

で無理が出てくるとは思いますが，先ほど委員長もおっしゃったように，ひょっとしたら新しくやりた

いという方が出てくるかもしれないということがあります。 
 そしてもう一つなるほどと思ったのは，委員長がおっしゃった紀の国大橋の開通によって確かに人の

流れがまったく変わりました。先日も加太の淡島神社まで行ったのですが，大変な人で混んでおりまし

た。あの人たちの中で，例えば京阪神から来られた人が和歌山市駅からそのまま帰ってしまわずに，何

らかのアクセスルートがあって，ぶらくり丁に魅力があれば，ひょっとしたらそういう方もバスに乗っ

て中心市街地に来るかもしれないなと少し思いました。ですから，今，まさに委員長がおっしゃったよ

うに，市民の方に投げかけてみるという案も非常におもしろいかなと思っております。 
 
（委員長） 
 はい。というご意見をいただいたんですが，その他，何かご意見はあるでしょうか。流れというのが

一つ，あの橋が出来たことによって変わってきているのは確かだと思いますが，ただ，同時に委員が指

摘してくださったように，実現性や予算のこととかいろいろ考えると，やはり難しいというのもまた事

実かもしれません。今，削除，統合ということも含めて議論しているわけですが，いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 今回の修正をする前の素案の 74 ページですが，『中央拠点バス路線整備事業』のところの，【民間の

バス運行会社などを実施主体として想定しますが，市民，商業者，TMO 等による民間会社や行政等へ

の強い要望が必要であると想定されます。】ということを考えると，難しいのではないかと私は思うの

ですが，今さっきおっしゃったようにこの基本計画がこれだったらおもしろいのではないかとか，これ

はちょっとでも可能性があるからいれておいた方がいいのではないかというスタンスならば，すべてオ

ーケーということです。 
 最初に私がお聞きしたのは，5 年以内にできるか着手できるもので，ただ単に着手さえすれば何でも

いいというものでもないでしょうということです。そういう風に考えると，ある程度取捨選択をして，

5 年後にもう一回考え直すということをしたらいいのではないかと思います。 
 
（委員長） 
 そうですね。前回の案を振り返ってみると，基本的に既存のバスとかの路線を考えていて，その延長

線上で考えれば当然非常に莫大なコストがかかってきます。そして，先ほども少しお話しましたが，5
年以内の実施の可能性についてはスタンスの取り方です。どういう風に考えていくのかということです

が，ちょっと今，意見が 2 つくらいになっています。他に何かございますでしょうか。 
 
（委員） 
 私が少し思っていますのは，最新版の案の 98 ページの実行管理グループというところなんですが，

この実行管理グループは策定委員の中からも手を挙げられるし，NPO なんかも手を挙げられるし，い

ろんな人が入っていいわけですよね。それで，一番最初の会合というのはどこでやるのですか。 
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（委員長） 
 その話はこの会議の中でぜひとも話す必要があるとは思っていまして，個人的には実行する部隊とい

うのが別途この会が終わった後に組織化されて，どこかの会議室を使ってやるとかそういうのがスター

トなのかなと思っています。ただ，その話に行く前に今の『中央拠点バス路線整備事業』を先に決めら

れたらなと思いますので，よろしいですか。まずはバスターミナルの話をまとめたいと思います。実行

管理グループの話は後でしますので。 
 バス路線の話ですが，いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 これは 20 年度からの事業ですよね。だから，17 年度から動く事業がすべて一生懸命やってうまくい

くと，人が集まってきますから，どうしてもこの事業がまた話し合いに出ると思います。17 年度からや

ることが着実に実を結んでいけば，当然交通ということが 3 年後には必要になってくるので，絶対おい

ておいた方がいいと思います。それで，100 円バスのこととかをもう一度 20 年度に話し合えばいいの

かなと思います。 
 
（委員長） 
 はい。というご意見ですが，この際全員の意見を聞いてみようと思います。 
 
（委員） 
 始めの出来なさそうだから抜いてもいいのではないかという話を聞いてもそうだなと思いますし，委

員長の話を聞いてもそうだなと思いますので，自分の中ではどっちがいいのか今はまだよく分かってな

いのですが，少し考えます。 
 
（委員） 
 基本的にお金のかかることは出来ないかもしれないということがいろいろそれぞれにあるのですが，

私自身は今日の案の事業関連図でいろいろ削減して分かりやすくなったと思います。非常に分かりやす

くなっています。ただ，今，私たちは分かりやすいですが，1 年後に振り返ってみてどういう内容だっ

たかなというときに，皆さんのいろいろな意見が出たということが結構重要かなと思っています。記録

性を重要視するならば，いろいろなもの，いろいろな意見，矛盾があることも出ていたということを記

録に留めておくということが必要かなと思います。 
 今回，整理した項目について，その内容をまた振り返って検討することになりますので，今日の例え

ばこういう部分をこういう風に統合しましたということが別紙ででも一緒についているべきだという

気がしていまして，そうすると事業内容としてはまとめてある方がいいのかそうではない方がいいのか，

どちらがいいのかなと少しよく分からないところです。決意の強さを表し，何としてでもやるという話

からいいますと『中央拠点バス路線整備事業』は多分難しそうだなと思いまして，そういう意味では外

すというのが一つあると思いますが，記録として必ず残しておく，こういうのが課題としてあるという

ことを表として出していくならあったほうがいいなと思います。どちらがいいかちょっと決めかねてい

ます。どちらがいいという風になかなか言い切れないかなと思います。本当にやるというならもっと絞

らないといけないかとも思っています。 
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（委員長） 
 はい，ありがとうございます。つまり，こういう議論の場で出たことは少なくともどういう方向にい

くかということをきちんと記録しておくというご意見だったかと思います。また，今後，この事業をや

ることになれば記録などをたどりながらやろうかということです。実際やることになれば，これは絶対

やるというような位置づけになってくるかと思います。 
 意見が少し割れているのですが，この会のスタンスとして出来るだけ実行させるというようなところ

があると思います。ですから，例えば今の委員の意見を参考にさせていただくと，一応記録としてはこ

ういう議論になったということを残すということです。そして，この会の一つのポイントである実行性

ということを重視するなら削除ということを考えるということです。ただし，3 年後にやはり必要だと

いうことで市民提案の形で挙がってきたときには，案にはそのような場合のことのすべてが書かれてい

ませんが，市民の側で頑張ってやってみるということも可能かと思います。ということでいかがでしょ

うか。 
 
（委員） 
 25 番の『中央拠点バス路線整備事業』でよろしいですか。バス会社が採算性があるようにするために

は，バスを使用する人がいないといけないです。それで，大体は赤字なのですが，武蔵野市は黒字のコ

ミュニティバスを動かしていますよね。武蔵野市の場合は，圧倒的多数の交通体系の考え方を公共系に

移していますから，公共交通を使わないと来にくくなっているということがありますが，そのことを圧

倒的多数の高齢者の住民の方がバックアップされているわけです。そういうわけで，どうしてもその人

たちをまかないきるためにコミュニティバスを使わざるを得ないという状況になっています。若い人で

すら，車を外に停めて歩いてこないといけないんです。 
 それで，ぶらくり丁をそういう状況にすることを考えると，人口の緩慢化の問題とかもありますが，

現状ではぶらくり丁に来る理由というのがはっきりしないと思うんです。それで，今日はぶらくり丁周

辺を歩いていたら，デイケアセンターとか福祉施設が結構ありました。これはかなりリスキーなことで

すが，もし，福祉のために動いている介護バスと，介護タクシーや福祉バスを統合化し，その統合した

バスを一般の市民にも高齢者にも使っていただくという格好にしてバスのルートを設定して，介護施設

のバスがぶらくり丁に寄って高齢者が乗ってきたら，今までと違うお金の動きがあるバス路線を動かす

ことが出来ると思うんです。ただ，問題は福祉施設で使っているバスだから統合化できないわけなんで

す。だから私たちが，それらのバスを統合して，福祉施設を経由するバスを利用して高齢者も活かして，

それで地域福祉計画を絡めてぶらくり丁を活性化するということが必要と考えたときには，そういうこ

とを調整する機関，調整する人間が必要になってくると思います。 
 さっき私が言った話の中の実行管理グループというものが，もしバスの路線を決めて，福祉とかのい

ろいろなバスを一本化して，遠回りだけども福祉施設のルートを通って，老人を中心部に運び込み，中

心部の外に運び出すという体制のコーディネートが出来れば，私はこの事業は動くと思います。むしろ，

そういう体制にしないと絶対に赤字になると思います。 
 私が知っているところでそういう事業をやっているところは，自分たちでバスを買って，バス会社に

連絡をしてバス会社を引退したお年寄りの運転手の人にわざわざ運転をやってもらって，その上で福祉

とつなげてやっているんです。そういう風にいろいろなやり方をくっつけなければ，このバス路線の事
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業は成功しないと思うんです。私はぶらくり丁を交通の拠点にしていくという考えは，すごくいい考え

だと思います。今，拠点になっていないのは商店街が落ち込んでいるからだと思いますので，福祉の側

からこれをバックアップするのは必要だと思うんです。でもそのことをコーディネートする行政組織を

作らなかったら，動かないと思います。安いバスを買ってくることも，バスの運転手を雇うことも，福

祉関係のいろいろなバスを統合してルートを変更させることも。 
 
（委員長） 
 はい，ありがとうございます。今，委員から非常に具体的な例を挙げながら説明をしていただきまし

たが，いかがでしょうか。事業の実行というところで，今後いろいろな動きがあるかと思います。今，

この計画を作っている段階では，平成 17 年度の状況を考えてというところもありますが，将来的にど

ういう形で事業が動いていくのかというのは正直読めないところがありまして，そのときに，今，委員

がおっしゃったような統合とか，実行管理団体とかを作ったりとかいう可能性もあります。 
 どうでしょうか。 
 
（委員） 
 今，委員がおっしゃった介護センターとかのバスとのリンクは難しいのではないかと思います。それ

ぞれの介護センターが利用しているバスは民間ですから，わざわざ遠回りをしてぶらくり丁に寄っても

らうということは考えられないと思います。 
 提案させていただいた 100 円バスの話を取り上げてもらって，恐縮したり喜んだりしているのですが，

今，老人福祉の一つの施策として，「元気 7 0
ナナマル

パス事業」というものをやっています。これは，和歌山

市の一番端にある安原とか加太とか山口とか，例えばそういう端のところからバスに乗ってどこに行っ

ても 100 円ということで，これは結構人気がありまして，お年寄りに利用されています。 
 大体遠くから中心に来るまでの間にほとんどガラガラで走っているバスが多いです。そこで，遠くか

ら来るバスがガラガラで走っているならば，仮に加太からぶらくり丁まで 100 円で行けるようにして，

まずは，ぶらくり丁まで行って，そこから目的地へ行くというようなことはどうかと思います。ぶらく

り丁で降りてどこへ行くかは好きなようにしていただいて，もし，ぶらくり丁の中を通ってどこかへ行

くときに，ついでに買いたいものがあれば買ってもらうというようなこと等も考えて提案させてもらい

ました。 
 この事業の中で，バス会社との交渉というのは，いきなり了解が出るとは思いませんので，ぶらくり

丁の組合か何かが，年間何千万か補助金を出していくらか補助しますのでこういう事業に協力してもら

えないかという形でバス会社へ話を持ちかければ，金額がいくら必要になるかとか，それが採算が取れ

る事業かどうかとかは分かりませんが，その辺の所をもって一度バス会社にあたってみたらいいのでは

ないかと思います。 
 
（委員） 
 先ほどから案の 25 番の事業について議論されていますが，若干整理すべきだろうと思います。一つ

は 5 年以内に着手できるということを前提においた会議ですので，基本としてはそれを守るべきだろう

と思います。この事業の文章を読めば，特に 87 ページの方を読めばすぐに分かると思いますが，【ぶら

くり丁周辺を拠点バスターミナルとした】となっているわけです。和歌山市の拠点というのは 2 つあり
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ます。JR 和歌山駅と南海和歌山市駅ですが，それほどのステーションをぶらくり丁周辺に取れるかと

いうと，はっきり言って不可能です。しかし，この計画を進めることについては可能なんです。多くの

人たちが中心部に来られると，多大に路線の新設や見直しを行うということは必要になってきます。で

すから，この文章は可能なものと不可能なものを一緒にしているからおかしいわけで，87 ページの 25
番の事業の 2 行目の【ぶらくり丁周辺を拠点バスターミナルとした路線の新設あるいは見直しをおこな

う。】というところを【ぶらくり丁周辺に路線の新設あるいは見直しをおこなう。】というような表現に

すればいいわけです。つまり，【拠点バスターミナルとした】という部分を削除すべきで，この事業で

は路線の新設や見直しを目指すべきだと私は思います。 
 
（委員長） 
 ありがとうございました。議論がかなり深まってきたかと思いますが，もうお一人いかがでしょうか。

今，バスの拠点を造るというのはスペース的にも，また，この会の目標として掲げている 5 年間で実現

するということと照らし合わせても難しいというようなご意見だったと思います。その代わり，一方で

路線の整備ということも必要であるということで，87 ページの 25 番の事業の文面を【路線の新設ある

いは見直しをおこなう。】という形に変えて，出来るだけ実現をはかっていこうというご意見だったと

思いますが，いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 私は，交通面のことを調整する，考える課をつくるべきだと思います。そうしないとこの事業は難し

いと思います。 
 
（委員長） 
 ありがとうございます。では，とりあえず今の委員のような意見も踏まえまして，要するに，そうい

う調整をするような組織みたいなものを立ち上げて，かつ，基本的にこの案の文章の「拠点」という部

分を削除して，【路線の新設や見直しをおこなう。】という文面に変えて，そういった形でいきたいと思

いますが，いかがでしょうか。よろしいですか。 
 
（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
はい，どうもありがとうございます。 

 それでは，その他の点について，何かございますでしょうか。他の事業もみて，これは削除した方が

いいとかありましたらお願いします。5 年間での実現性という点が重要なのですが，そういう面から考

えますと，事業を過度に取り入れても絵に描いた餅になってしまって，この計画自体の信頼性にもつな

がってしまうということも考えられますので，絞り込む作業やその他統合等のご意見がもしありました

ら，お願いします。 
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（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
 それでは事業はこれで決めたいと思います。 
次に先ほど委員から提言していただいた実行性のことについて記述してある 98 ページの実行管理グ

ループのところに移りたいと思いますが，よろしいですか。それでは推進体制の整備についてご意見を

いただきたいと思います。今後の事業実施については，先ほど申しましたように，98 ページの下の図に

ありますように，実行管理グループと実行グループである事業別プロジェクトを立ち上げ，事業を実現

していくという形で進めていくということですが，いかがでしょうか。これは今まで案に記述していな

かったところでして，実際にこの会議でも何回か議論になりました実現体制についてです。日程の構想

とかその他いろいろな実現ということをキーワードにしたときに，どういう組織の在り方があるかとい

うところに踏み込んだものだと思いますが，これはあくまで素案ですので，何かご意見等ありましたら

よろしくお願いします。 
先ほど委員が実行管理グループの中のメンバー的なところで，この策定委員会のメンバーと NPO の

人たちが手を挙げられるのですかというようなお話をされていたかと思うのですが，委員，もう一回言

っていただけますか。 
 
（委員） 
 策定委員会に参加したグループ，あるいは TMO，あるいは NPO の支援・企画グループ，それから

商業者と，ここでいろいろな人たちに実際に手を挙げさせてメンバーを募集して，その後は，この会議

が終わった後にボランティアとしてやるということですよね。 
 
（委員長） 
 はい，どういった組織の在り方があるのかということですよね。これは基本的に 2 段構成になってい

ます。98 ページの図にもありますが，まず実行管理グループというのがあって，基本的にメンバーの募

集・呼びかけ，進行管理や連絡調整を行います。それで，今までの策定委員会の流れや経緯もあります

ので，とりあえずはこの会のメンバーの中からやっていただけるとおっしゃる方をメンバーにしながら

組織化することを考えています。そして，一方，事業を実行するグループですが，これが 98 ページの

下段の枠の中にありますように，事業別プロジェクトを行うと想定しています。つまり，実際には実行

グループがいろいろな形で今までの案を実行していくという格好になるかと思います。この案について

いかがでしょうか。これは，基本的にはボランティアで入ってやっていくということになるかと思いま

すが，いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 実現させていくプロセスとしては，こういう設定でいいのではないかと思います。ただ，この実行管

理グループのメンバーが必然として，事業別プロジェクトのリーダーにならざるを得ないというのが現

実だと思います。市民で実際に一生懸命動いてくれる人の数はしれていると思います。いろいろな分野

でも同じ方々が，同じ顔ぶれが揃うという現実がありますので，そういうことを考えますと，物理的な
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人数やすそ野の広げ方など課題は山積みだろうと思います。ただ，ここまで踏み込んでやる人がいれば，

1 個や 2 個の事業は必ず出来ると思います。ワークショップの中で出た案も，すでに NPO の活動も見

た上で事業提案をしていますので，なんとなく大体のことが頭の中に浮かんでいて，詳細を詰めれば実

行できるという事業もいくつかは見えていると思います。 
 
（委員長） 
 はい。ここの部分は従来かなり議論になっていたところでして，実行管理グループの在り方，また，

どういう体制になっていくのかというところはもう少し詰めたいのですが，よろしいでしょうか。 
 
（委員） 
 確かにワークショップの中でも，もうすぐにでもやりたいとおっしゃっていた方がメンバーの中にい

らっしゃいました。今回のワークショップに市民の方がどれだけ応募されたかということは私は分かり

ませんが，委員がおっしゃったようにそんなに多くはないと思います。最初はかなり意識的に実施主体

を集めていかないといけないと思います。それを集めるのはどこかというと，この委員会かなという気

はいたしますし，本当に最初はかなりしんどい目というか，核になって引っ張っていかないと駄目かな

という感じはいたします。 
 
（委員長） 
 ありがとうございます。ずっと前に，ある程度実行するときに行政のお墨付きが欲しいということを

委員がおっしゃっていたと思いますが，そういう意味におきまして，今回行政の側がいろいろな形で場

所を提供してくださったりとか，また事務局を務めてくださったりということも考えられるわけですが，

この点について，お願いします。 
 
（委員） 
 私はこの実行性の話が委員からあったときに，以前から民間の中で学校とか建築士会とか商店街の若

い人らのグループがあると聞いていましたので，そういう中で積極的な人がなるべきだろうなと思って

おります。ただ，先ほどから言っているすべてをボランティアという形ではなかなかしんどいと思いま

す。そのあたりで，有形とはいきませんが，無形のお手伝いが出来るような部分があれば，その人たち

と協働することによって大きなものが出来上がるかなとは思っております。 
 
（委員長） 
 その無形のというのは，つまり事務局的なことかですか。 
 
（委員） 
 そうですね。私たちも外部の会議をするときに，集まる場所がないとかそういう話がありまして，当

然，会場を借りるのにお金がかかりますから，会場さえ借してもらえれば何とかなるということはあり

ます。場所だけでもやる動機になりますから。 
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（委員長） 
 どうもありがとうございました。これに関連して何か質問，その他何か確認事項はないでしょうか。 
 
（委員） 
 仕組みとしては非常にいいと思います。 
 ただ，委員がおっしゃったように，実質はかなり顔の見えている方がダブって実行管理グループと事

業別のプロジェクトのリーダーになるのかなという話と，これはボランティアの在り方ですが，日本は

特にボランティアというと本当に完全に自分の意志で動くという話がありまして，賃金が払われないん

です。ペイされるということが重要なことではないですか。多分，どんなことでも管理経費というのが

かかります。例えば電話代や交通費がかかりますが，頑張っていらっしゃる方々に完全ボランティアと

いう形はどうなのでしょうか。なかなか取りにくいでしょうが，本当はバックアップするシステムをき

ちっとしてあげた方が，実行管理グループは動きやすいのではないかなと思います。それをやることは

微々たるものではないのかなという感じはするんですが，その辺が仕組みとして難しいかどうかという

話です。いわゆる行政的な費用とかではなくても，要は市民からいろいろ寄附を募るとか何か別の形が

あるのかもしれませんが，本当に実行管理グループの人たちが実行管理するということであれば，多分

無形だけでは働かないのではないかという気は少しします。 
 
（委員） 
 だから，最初にこの実行管理グループを立ち上げるときに，実際にイベントをやったらいいと思いま

す。まちづくりフェスタとかまちづくり・城づくりフェスタとか。城フェスタという事業をやるのでし

たら，そういうことに引っかけて，まちづくりフェスタとかをやって，我々はまちづくりをやっていく

んだよ，もう一度再生するんだから，そのためにはこういうものを買って欲しいとかいう格好で小さい

運動をおこさないといけないと思います。和歌山のまちにはお祭りってあるでしょう，そのお祭りとく

っつけてまちづくりというのは出来ないかとも思います。そういうことを使って実行管理グループの基

金を集めていくようなフェスティバルを一回やってみたらいいのではないかと思います。それはできる

と思います。 
 
（委員長） 
 つまり，民間のファンドというかフェスティバルとかいろいろな形で，民間ファンドをつくるという

ことですか。 
 
（委員） 
 そう。絶対出来る。 
 
（委員長） 
 四国の松山市ではお祭りのファンドがあったような気もしますし，福岡でもお祭りファンドとかがで

きたりしています。最近のその他のファンドとしては，町屋再生ファンドというので，個人が寄付をし

て 5 千万という大金が集まったかと思いますが，まさにそういうことでして，ただ，寄付をしてもらう

だけではなくて，フェスティバルみたいなことを開いてお金を集めるというのはなかなかおもしろい作
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戦かなと思います。 
 委員がおっしゃったお金の面，有形の面でも何か必要ではないかということをそういったアイデアを

ひねりながら資金的にも捻出していくということは必要かなと思います。いかがでしょうか。この組織

の在り方，また，お金について今いろいろな案が出ていますが，いろいろ出た意見は全部記録に残りま

して，次につながっていきますので，どんどんご意見をお願いします。 
 
（委員） 
 この計画が進んでいったときに，責任というのが出てくると思うんです。そういうところを先に教え

ておいてもらえたらと思います。一つ一つの事業が順調にいくわけではなくて，これは難しいところに

来たなとかもあると思いますし，もし順調にいっていたら，誰が良かったねとなるのかということを知

っておきたいです。実行する方としては，ある程度これはマラソンなんだ，短距離なんだとかがないと

説明もしにくいですよね。どこかで一区切りをつけるとか，こういうことになってこういう結果こうな

っていくと，ではもう少しこうした方がいいのではないかと集まれる場所もいるだろうと思います。そ

のあたりを一度聞いておきたいたいです。 
 
（委員長） 
 進行管理とか次はこんなことをやってやろうとかいうのを皆でサポートするのが実行管理グループ

かなと私は認識しています。実際に個別の案について，市民等の方に手を挙げてやっていただくのが実

行グループと考えています。そのような違いが実行管理グループと実行グループの間にあるのかなとは

思います。また，先ほどの話に戻りますが，例えばそんな中でやる気を出すためにフェスティバルが必

要だとか，お金が必要だというときになったら，実行管理グループと実行グループが集まって今度はこ

ういう資金集めをしようよとかそういった風に発展は出来るかと思います。 
 この点について結構いろんな意見が出ていますが，いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 やはりこの進行管理をしていくグループと実行グループをきっちりすみわけていく必要があると思

います。そんな形で進行管理をやっていく中で，ゆっくり出来る事業と，5 年以内に 1 年，2 年でやっ

ていく事業とがありますが，そこらをこの実行管理グループの中で今後，事業別に精査していく必要が

あると考えています。 
 
（委員長） 
 はい。最後の会議ということもありますで，どんどん皆さんの活発な意見をお願いします。 
 
（委員） 
 この実行管理グループと TMO の関係が連携となっていますが，TMO が実行管理グループをやると

いうことは出来ないのでしょうか。 
 
（委員長） 
 この実行管理グループを TMO の機能の中にいれてしまうということですか。この点についてはいか
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がでしょうか。もともと，ミニ TMO 構想が出たのは，TMO が人数的にも予算的にも，またいろいろ

な意味で難しいということがありましたので，それをサポートするというか応援するような部隊として

ミニTMOいう位置付けがスタートしたかと思いますが，それをある意味でTMOの管轄の中に置いて，

人為的にサポートするというそういったご意見ですかね。人為的なサポートというか，機能的な形とし

ていれてしまうということですね。 
この組織の在り方についても，役割として TMO の中にいれてやるというやり方もあるのではないか

というご意見ですが，その点について，またそれ以外の点についてでも構いませんので意見をお願いし

ます。この全般的な実行管理グループ，実行グループ体制というのは今後のまちづくりが成功するかど

うかの重要なポイントになってきますので，その他これに意見をぶつけていただければと思います。 
 
（委員） 
 今までずっと一貫して，事業実施主体が TMO に偏っているということだったんですが，それは「町

衆の心意気」という言葉と乖離があると私自身はずっと思っていまして，その「町衆の心意気」がどこ

にあるのかと思っていましたところ，この推進体制の整備のチャートを見て，これならば「町衆の心意

気」であると了解しているところなんです。ですから TMO としては，まさにこういう位置付けで実行

管理グループと連携して，あるいは実行グループに協力・支援してやっていくということは積極的にや

っていきたいと思いますが，今，お話があったような実行管理グループそのものが TMO と重なるとい

うことですと，「町衆の心意気」がどこかに消えてしまうということになりますので，やっぱり全体の

推進体制の構造というのは 98 ページの形でいいと思います。後は実務的な問題で，実行管理グループ

の活動基盤をどう確保していくか，担保していくかという問題がありますが，基本的にはこの構造が最

適ではないかという風に考えます。 
 
（委員） 
 私もこれでいいと思います。委員がおっしゃったように TMO は TMO で，これはこれでやるべきだ

と思いますし，さっきのキャッチフレーズの「町衆の心意気」にしても，私は「町衆」という言葉に自

立あるいは自治的な傾向を示す都市民という意味があるということがとてもいいと申し上げたんです

が，やはり和歌山市も非常に危機に瀕していますよね。今までは皆さんなんでも行政に対して公助だけ

できていましたが，これからのまちが生き残るためには，市民一人一人の自立というのが不可欠です。

いかに市民が自立しているかが，そのまちがいかに元気になるかと，そういうことだと思います。です

から，前に人づくり課とかあったらいいのにと冗談で言っていましたが，神様ではないので人づくりと

かはとてもおこがましいとは思いますが，そういうのではなくて，意識を公助から自助ということに変

えて，自分の自己責任ということを和歌山市民一人一人が考えていかないといけないと思います。だか

ら，まちづくりを進めるということはやっぱり和歌山市民一人一人の人の意識を変えるとか，人の毎日

の行動パターンを変えるとか，そういうことは難しいけれども，一人ずつ引っ張り込んでいくことによ

って，皆でそういう意識を持つように，皆で事業が出来るように育っていくべきだし，そうしないとま

ちづくりはならないと思います。 
 
（委員長） 
 ありがとうございました。人づくりというテーマ，ある意味で重要なテーマかと思います。 
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（委員） 
 ただ今までいろいろお話を聞かせていただいたんですが，今，人づくりという問題が一番中心なんだ

と思います。ただ，これは我々がすぐにできる問題ではありませんが。 
 実行管理グループについてですが，この案の方式で一番いいのではないかと思っていますので，別段

これをいじる必要はないかなと思っています。 
 
（委員長） 
 ありがとうございます。すいません，一言いただけますか。よろしいですか。 
 
（委員） 
 これで結構です。特にないです。 
 
（委員長） 
 はい，分かりました。 
 
（委員） 
 先ほど言った中で勘違いだったら申し訳ないのですが，この実行グループの中に商店街が入っていな

いということに気づいたんです。商業者は入っていますが，商店街は入っていないと思うのですが。 
 
（事務局） 
 先ほどの説明のときに言いましたのは，実行管理グループが関わると想定される事業のところで，「個

店の魅力で人を惹きつけるまち」にかかってくる商店街ベースの事業は，今は想定される事業のところ

に入れていないという話をさしあげたわけです。これは，案の 50 ページの図でいきますと，「個店の魅

力で人を惹きつけるまち」の右下のところに『商業活性化会議設置事業』というのがございます。これ

が商店街ベースのまちづくりを担う組織というふうに位置付けておりまして，これが出来れば商店街ベ

ースの部分については，こちらで連携を持ちながら，TMO などと連携を持ちながらやっていけるだろ

うという想定のもとに，今回のご説明のときには実行管理グループが関わると想定される事業の中から

外させていただいているということです。これについても，いやそうではなくて全部この実行管理グル

ープでやる方がいいとか，それはご検討していただけたらいいかと思います。 
 
（委員） 
 中心市街地ですので，当然，商店街の意向というものがはいってくると思います。やはり，空き店舗，

それから商店街自身の新陳代謝といいますか，回転率といいますか，そういうあたりがある事業では必

要になってくるかと思います。そういうことから，少しどうするのかなと思って感じたことを言ってい

ます。 
 
（委員長） 
 はい。今，委員からご指摘をいただいたんですが，いかがでしょうか。商店街というのは別にしてい
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たのですが，実行管理グループの中に入れて一緒になって考えていこうというご意見だったと思います

が，いかがですか。 
 
（委員） 
 地域活性化のために，一緒になってやっていくのはすごく大事かなと思います。 
 
（委員長） 
 はい，ありがとうございます。その他ご意見ございますでしょうか。出来るだけ多くの方にご意見を

いただきたいと思うのですが，いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 確かに組織については，これで十分だと思います。間違いないと思います。実行管理グループについ

ても，この中でいろいろなプロジェクトを行うということで，どなたが実行されるのかはこの中では話

が出ていないと思いますが，ただ 5 年以内にこの事業等を着手して実行するまでには，かなりの時間と

労力を要すると思いますし，実行管理グループをプロデュースされる方については大概のご苦労だと思

います。 
 実行管理グループの下にそれぞれの事業別プロジェクトの人を集めるわけですが，先ほどから説明も

ありましたように，人も少ないかも分かりませんし，すべてまちおこし推進課が事務局の機能として行

う分につきましては，これでいけるのかなと少し心配な面もございます。これはすべて TMO さんも同

じような考えだと思うんです。これまでの TMO で分かりますとおり，TMO 自身の役割が多すぎて負

担がかかっています。その辺のところを実行管理グループの中に入られる人をどうするのかということ

を一度決めていただいたほうがいいと思います。 
 
（委員長） 
 その実行管理グループのメンバーということですか。それとも内容についてですか。 
 
（委員） 
 メンバー，内容をどういう形で，どこまでしていくのかということです。 
 
（事務局） 
 もう一回だけ整理したいのですが，今この実行管理グループでやると想定される事業と申しますのは，

本日お配りした先ほどの資料の「旧素案からの変更について」の 3 ページの後半で想定している 14 事

業でして，これらの事業を実行するという前提で事務局の方では考えていました。 
 それ以外の事業につきましては，例えば行政が主体の事業でしたら，それについては行政が考えてい

くということです。商店街については，この事業の中で想定している『商店街活性化会議設置事業』と

いうのがございまして，これを立ち上げることでそこら辺の商業の活性化は担っていくだろうと，そう

いう考え方ですみわけを行って，TMO あるいは NPO 等が主体となっていくだろうと想定される，要

は市民の方々が入って事業を実行されていく作業になるだろうと想定されるこの 14 事業について，実

行管理グループの方で音頭を取ってやっていきましょうという考え方ですので，その整理をした上でど
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う変えるのかというご議論をお願いしたいと思います。 
 
（委員長） 
 事務局の方から，実行管理グループは，資料「旧素案からの変更について」の 3 ページの 14 事業を

重点的にやっていくことを想定しているとのことでした。つまり，行政が主体になってやっていただく

事業については行政が行い，また商業活性化についての事業は別途，商店街活性化会議のような組織を

立ち上げてやるということで，実行管理グループについては 3 ページの 14 事業についてやるというこ

とです。そして，具体的な実行グループというのが実際に動いてやるということです。 
 いかがでしょうか，今いくつかの意見が出てきている中で，少し整理しますと一つは実行管理グルー

プというのはどこまでやるのか，どういった範囲までやるのかといったご意見があったかと思います。

そして，また，実際にどういったメンバーが実行管理グループに入るのかといったところも一つあった

かと思います。 
 基本的にこの体制自体はよろしいということでよろしいでしょうか。 
 
（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
はい。では，実行管理グループと実行グループはこの体制で基本的にやっていくということでご承認

していただいたと思いますが，細かい点等につきましては実際には，ストップアンドゴーの部分もある

のかなという気はしないでもないです。例えば，やっているうちに，やはり商業も活性化グループの方

と一緒にやった方がいいという意見も途中から出てくるかもしれませんし，その辺については実際に動

いてみてどの程度ハードなのかとか，実行管理グループがボランティアベースで進むのがどれくらい難

しいのか，有形的な無形的なサポートはどの程度まで必要なのかということは，実際やってみないと分

からないところもあるかと思います。とりあえず，今回このような形で，実行管理グループを立ち上げ

てやっていくというようなことでよろしいですか。 
 
（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
 はい，それではお認めいただいたということで，制度的にはこのような実行管理グループ，実行グル

ープというのを立ち上げて，別途，資金的なサポートが必要な場合については，例えば，先ほど委員が

おっしゃったサポート的なフェスティバルを開き，そこで基金的なものを募っていくとかいう形で探し

ていくということです。また場合によっては，その他の実行グループ，商業であれば商業のグループと

話し合いながら進めていくということです。形としてはこうなんですが，少しラフな感じで実行グルー

プの方は考えていけたらなと考えています。 
 それでは，今の実行主体に関する討議はこれで大体お認めいただいたと思うのですが，どなたが委員

をやっていただけるかというところです。もしやっていただける委員の方がいらしたら手を挙げていた
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だきたいと思っています。どなたかいらっしゃいませんか。98 ページの図に書かれている実行管理グル

ープです。これのメンバーになっていただいて，例えば会合等は別途，事務局等まちおこし推進課の方

で手伝っていただけるということなんですが，1 か月後くらいになるのでしょうか，それはちょっと分

からないのですが，そういう形で立ち上げてそのときに最初にメンバーに入ってくれる方なんですが，

どなたかいらっしゃいませんか。 
 
（委員） 
 はい，立候補します。 
 
（委員） 
 私は「お気に入りの風景やスポットのあるまち」については最後まで見ていきたいと思っています。 
 
（委員長） 
 それは実行グループですが，実行管理グループの方にも入っていただいてよろしいですか。 
 
（委員） 
 はい，それでいいです。 
 
（委員長） 
 はい，お願いします。今，2 名の方が手を挙げてくださっているのですが，他に誰かやってくださる

という方はいらっしゃいませんか。 
 
（委員） 
 ちょっとよろしいですか。これはワーキンググループの方々が基本的に実行していこうということに

なるのですから，それぞれのグループの代表としてここに来ていらっしゃる方々皆さんに入っていただ

いた方がいいのではないでしょうか。そういうことを考えております。そして少し別の話ですが，委員

の中にはまちづくりをお仕事にされている方もいらっしゃいますが，一応ボランティアで入ってもらえ

ればということを考えております。そういうことではないのかなと思うんですが。 
 
（委員長） 
 そうですね，まさにここに集まったメンバーはそれぞれのワーキンググループの代表の方ですので，

そういう意味ではぜひ実行管理グループに入っていただきたいとは思うのですが，なにしろボランティ

アをベースにしていることと，皆さんもいろいろ忙しいということがございますので，強制は出来ない

わけなんです。出来れば私も皆さんに入っていただいてやっていただければよいのではないかと思うの

ですが，いかがでしょうか。 
 どうでしょう，基本的にこれは私の方からなってくださいというようなものでもないと思いますし，

確かにこの会の流れ上，やはりやった方がいいのかな，やるべきかなと皆さん心の中で迷ってらっしゃ

る方もいるでしょうが，忙しかったりしてそれはしょうがない部分もあるかなという気はするんです。 
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（委員） 
 こういう展開になるであろうと予測はしていたのですが，実は私がたまたまワーキングループの代表

でこさせていただいていますが，ワークショップのメンバーの中には，非常に積極的にやりたいという

方もたくさんいらっしゃいましたので，今回委員として参加させていただきましたが，そういうことで

あれば，またワークショップの他の方が手を挙げてくださるかなという気もしましたので，ちょっと私

は今あえて手を挙げなかったのです。余裕があるかどうかということもありますし。 
 
（委員長） 
 どうでしょう，この点については。そのワークショップの方というのはつまり策定委員のメンバーで

はないということですよね。基本的には第 1 回目の会議からいろいろな経緯を含めて今まで来ましたの

で，もしよろしければ委員に入っていただきたいと思うのですが，いかがですか。もちろん，他の人た

ちと協働という形で今後もやっていくということには変わりがないわけでして，ただ策定委員会の経緯

もすべてご存知なので，実行管理グループに入っていただければと思うのですが。 
 
（委員） 
 まず今，手を挙げたら固定してしまうという話ではないと思います。 
 例えば私は委員に会議とかいろいろな打ち合わせのときの資料などをお送りすることを考えており

ます。基本的にまちづくりをプロフェッショナルとされている委員もいらっしゃるのですから，プロフ

ェッショナルな方にボランティアでお願いするというのは実は大変失礼な話で，そういうことは成り立

たない話なんです。それは分かった上でお話するのですが，まずは名を連ねていただいたらいかがかな

と思います。つまり，集まりがあるときはぜひ来てくださいという話ではないです。 
 そういう意味では私も最初はこれが波に乗れるような形の中で参加させていただこうと思っていま

す。どこまで責任をまっとうできるかというのは非常に心もとないところもありますが，気持ち的には

やりたいです。各委員さんもそういうことでこの会議に参加してくださっているという風に理解してい

ます。では常識的にプロの方に来ていただいたときに，ボランティアでということは実質的にはいかな

いわけなんですが，そういう仕組みに関してはまた考えるということで，当初，名前だけでも連ねてい

ただければいいかなと思います。それが最後まで責任がどうこうという話ではないというような形の中

でお願い出来たらなと思います。いかがでしょうか。 
 
（委員） 
 私としては何か運動が起こってきたときに，運動するグループの人たちの経費が出ないようなグルー

プの運動というのは元気が出てこない傾向があると思います。アメリカの NPO なんかは大体自分たち

で仕事を生み出して，その仕事によって経費を生み出すことによって活動を活発にしているグループが

非常に元気です。そういうことによって，古い建物を残したり，いいまちを残していい歩くまちをつく

ったりできるんです。 
 参加する以上は，私自身の経費を出していくように参加したいということがあります。どういう風に

するかはまだ分かりませんが，私の今の関わり上では，和歌山のまちのぶらくり丁とかを非常に愛する

面がありますので，あそこをなんとか活かしていく際には，私自身が参加していくことが成り立つよう

な経費が出るような仕事に変えていけるかどうか，そこを私は見きわめていきたいと思います。それは
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よろしくお願いします。私はこの実行管理グループが次に何をしないといけないのかを考えることに対

しては非常に協力したいと思っています。個人的には思っています。 
 
（委員長） 
 はい，委員にもお願いできたらなと思います。プロの方が遠方から来ていただくのにそれをボランテ

ィアでというのは実際難しい無理な話だと思います。ですが逆にそういった資金のことを考えたときに，

委員自らがおっしゃったように，例えば NPO でも任意団体の形でも何でもいいから作ってお金を作っ

たりとか，先ほど言ったフェスティバルを開催してそこで基金を作ってその基金を利用するとかいろん

なアイデアがあると思います。まさにプロフェッショナルの委員がいらっしゃいますのでその辺の案は

いくつかお持ちかと思いますが，そういった形でその辺のことは最大に配慮するということを前提にし

て，基本的にはメンバーの皆さん全員に入っていただくということでよろしいですか。 
 
（委員） 
 事務局から，先ほど商業活性化会議設置というお話がありまして，実際は実行管理グループが関わる

と想定される事業に A グループの事業があまりないわけです。とはいっても，もちろんそれで私が参加

したくないとか言っているわけではなく，実行管理グループではなくて実行グループの一人として私自

身は参加したいという気持ちです。もちろん市街地が活性化した方がいいということで，ワークショッ

プからの流れで参加させていただいていますから，その気持ちは持っております。ただ，A グループに

ついて言えば，私が選ばれましたのは多分一番若いからでして，他に優秀な方が皆さんおられますので，

そのワークショップのグループの方も実行管理グループに入られるようなことを想定された方がいい

かなと思っております。私自身の能力の不足もありますが，そう思います。 
 
（委員長） 
 はい。というわけでご意見をいただいたのですが，今のご意見いかがでしょうか。おそらく先ほど委

員がおっしゃられていた部分と少し重なるかとは思いますが，とりあえず実行管理グループについては，

ここのメンバーが最初の第 1 回目に顔をつなぐようにして，第 2 回目以降でその辺の細かいことについ

てはいろいろな可能性を模索するということですかね。この点についてはいかがでしょうか。そのよう

な考え方でよろしいですか。 
 個人的には第 1 回目が重要だと思います。実行管理グループの会議をぱちっと一回やってみて，その

中でいろいろな事情があって出れないとか，別の人がいいとかいう話も出てくると思います。ですから

そのときに今，委員がおっしゃったような形で進めるということでよろしいでしょうか。 
 
（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
それではお認めいただいたということで，基本的にこの策定委員会のメンバーの方が実行管理グルー

プに入っていただいて，場合によっていろいろな都合で出れなくなったりとか，別の人がいいというこ

とになったら，そのときは臨機応変に考えるということにさせていただきたいと思います。 
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 では一応メンバーの方も決まりまして，細かいこと，委員会の開催とか日程とかについては事務局の

方からこのメンバーの方におって連絡をしていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。これで

今日最後の会で決めるべき大体のことは終わりました。 
 実行管理グループがどうやって動いていくのか，また指摘してくださったように，いろいろな意味で

の経費とか有形無形の経費は絶対発生すると思いますが，それをすべてボランティアベースでやってい

くのは難しいことですから，そのときには我々の方で資金を捻出したりとかフェスティバルを開いて基

金を募ったりとか，そういった模索の仕方も十分あるのかなと思います。またその他，補助金的なこと

で国の方からも，いろいろなところからもあったら探してみるとか，そういう模索をしながらやってい

くというようなことでとりあえずスタートしてみたいと思います。 
 それでは，キャッチフレーズ，事業の統合，推進体制の整備，これらを含めて基本計画案は，ご了承

していただいたということでよろしいでしょうか。 
 
（全委員） 
 異議なし 
 
（委員長） 
それでは和歌山市中心市街地活性化基本計画（改訂版）は，本日，委員会の承認を受けまして，決定

いたします。なお，この後，記述方法など細かい点についての修正及びレイアウト等につきましては，

私委員長及び事務局の一任とさせていただきたいのですが，よろしいでしょうか。 
 

（全委員） 
 異議なし 

 
（委員長） 
はい，ありがとうございます。それでは事務局からお願いします。 

 
（事務局） 
和歌山市中心市街地活性化基本計画（改訂版）は，このあと，市長の「はじめに」の言葉等を加え，

校正したあと，委員の皆さんに送らせていただくとともに，市のホームページの方にも掲載させていた

だく予定です。また，「実行管理グループ」に参加いいただける委員の方には，後日，事務局よりご連

絡させていただきますのでよろしくお願いします。 
なお，本日，策定委員会を終了するにあたり，副委員長より，委員の皆さんに一言，ご挨拶申し上げ

ます。副委員長，お願いします。 
 
（副委員長） 
 一言お礼を申し上げたいと思います。この策定委員会につきましては，昨年 11 月 2 日に第 1 回目を

開催させていただきまして，それから 5回の間，非常に熱心に討議をいただきありがとうございました。

おかげで今日，委員会の策定案を承認いただくことになりました。この委員会につきましては，年末年

始ということで非常に忙しい時期でありまして，また，夜の六時半から始まるということで非常に出に
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くい時間にもかかわらず出席していただき本当にありがとうございました。この計画策定につきまして

は，11 月から 2 月まででしたが，これはちょうど当初予算の編成と重なっておりまして，策定をしてい

ただくのと同時に，予算についても配慮をしていかないといけないということで，まちづくり推進室の

方では出来るだけ予算に反映していきたいということで今まで臨んでまいりました。この当初予算につ

きましては，2 月 17 日に記者発表をいたしまして，18 日の新聞でごらんになったかと思いますが，一

部といいますか，そこには載らなかった形で予定しています事業の項目がありますので，少しここで申

し上げたいと思います。 
 まちづくりに直接関係するものとしましては，「観光商店街形成支援事業」ということで，これは内

川とか浜通りの利活用も含んでいますが，これに約 200 万です。それから，「まちなか魅力アップ事業」

ということで，ふうけいドットコムというのが 100 万，テナントミックス事業で 140 万，それからその

他 TMO への支援とか基本計画の進捗管理とかで，あわせて約 300 万を計上しております。それから，

「まちづくり 1,000 人会運営事業」ということで 88 万 3 千円で予算化をしております。それから先ほ

どもお話にありましたように，「城フェスタ開催事業」で１千万を計上しております。これは市長も，

まず城より始めよ，ということでお城を中心にして観光の振興をはかるということで予算化をしており

ます。これ以外に今，御橋廊下を建設中ですが，これは 17 年度末完成でして，これについては平成 15
年度から 3 年間で 2 億 1 千万計上しております。それから，県とのタイアップ事業なんですが，「元気

のくに観光創生事業」ということで 1 千万，市が 500 万と県が 500 万です。昨年から始めました事業で

「コンベンション推進事業」ということで，会議を誘致するということで，これが去年より 300 万増加

いたしまして 1,300 万計上しております。それから「市民提案事業」というのもございまして，これは

市民グループからまちづくりについての提案をしていただき，提案者が事業化していくということで

500 万を計上しております。今申し上げましたように，当初予算の編成が平行して進んでいたのですが，

できるだけこの策定委員会の意向にそうような形でバックアップをしていきたいということで予算を

計上しております。 
 これから 17 年度が初年度になりますが，出来る限り予算化できるように，バックアップできるよう

にしてまいりたいと思っております。何と申しましてもこれからが本番でございまして，実行管理グル

ープのご承認もいただきましたので，今後ともどうかよろしくお願いしたいと思います。今までどうも

ありがとうございました。 
 
（委員長） 
それでは，本日をもちまして，和歌山市中心市街地活性化基本計画（改訂版）策定委員会を終了いた

します。 
委員の皆さん，最後までご参加いただき，ありがとうございました。 

 
（事務局） 
ありがとうございました。 
 


