
  ９月市長定例記者会見（平成 26 年９月 10 日（水）14 時から） 

 

市長発表事項  

皆さんこんにちは。初めての記者会見ということで、これからは出来るだけ

情報発信を積極的にやっていこうと思っています。また、市民の方々からお聴

きするということで、しっかり広報に努めてまいりますので、皆さんよろしく

お願いいたします。 
それでは定例会見をはじめさせていただきます。 

 
１つ目は、中心市街地の活性化の関連です。 

この中心市街地の活性化については、今までも居住と、まちの中の便利さ、楽

しさ、この３つが私は今後の中心市街地に大事だと思って今までも訴えてきた

ところです。居住についてはまちなか居住ということで都市型の居住をめざし

ていると、再開発等によって都市型居住を目指すと。 
もう一つは便利さということで、これからはやはり教育施設だとか福祉施設、

また、子育て支援施設、そういったまちの中に子育て世代も高齢者の方も一緒

に住んで便利なような、そういった都市型の施設をまちの中に集める。 
３点目は楽しさということで、商業であったり、まちの真ん中にある和歌山

城の魅力を高めていく。こうした居住と便利さ、また楽しさ、この３つを街の

中でやっていこうと思っています。 
そうした一環で、今回、今年の８月に国の方で都市再構築戦略事業という補

助事業ができました。これは、まちなかに色んな機能、施設等だとか居住だと

か、そういったことを優遇するにあたっての補助制度というのが新たにできた

わけですけど、この制度をできるだけ今後活用していきたいと思っています。

活用することによって、例えば民間の施設であっても補助が出ると、そういっ

た非常に有利な面があって、そうしたことを今後検討していく中で、都市機能

立地適正化の検討をまずやっていく必要があります。それを今年度補正でする

ことにしました。 
都市機能立地適正化の検討というのは、まず都市機能をどういったものにす

るか、都市の施設を誘導するような地域をどういったとこにするか、また、中

心市街地をどういったとこにするか、そういった機能をしっかり決めていって、

その中で今後の誘導策を決めていこうというものです。それを決めた上で、来

年度以降でそういった補助制度を決めていこうと思っています。 
それと合わせて、今回市の公共施設、例えば伏虎中学が移転する、また会館

だとか図書館、これは移転するか耐震化するか完全には決まってないんですけ

ども、公共施設、児童女性会館もそうなんですけども、まちの中心部で和歌山

市の大きな公共施設がどういったあり方が望ましいかということを今年度で結
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論を出していきたいと思っています。それも含めて今回、都市機能立地適正化

の検討というのに着手、というかやります。それが今年度でだいたい配置も決

めていく、また、誘導方針を決めていく、そういった上で来年度以降で補助の

検討をやっていきます。それが１点目です。予算としては 709 万 6 千円を計上

しています 
 
２点目ですけども、国土強靭化地域計画策定事業ということで、これは先日

も発表させていただいたものですが、和歌山県と和歌山市で共同本部、特に本

部長には知事と市長がなるということで、これからは力を入れて県と市でお互

いの問題点を探っていって、それが命を守るような政策をうっていきたいと思

っています。その中で今回、地域計画を策定するということで、そのための予

算を計上させていただいています。 
 
３点目ですが、中央卸売市場。これは耐震ができてないということで、耐震

を検討する中でやはり建て替えしかないという結論に今までなってました。そ

して、この市場の建て替えにあたっては、できるだけ観光機能を有した市場を

持ってきたいということで、例えば道の駅などの機能があるような、そういっ

た中央市場にしていきたいと思っています。 
これは道の駅のイメージですが、一般の方がこの中で買うことができるとか、

また、ここは非常に広い駐車場をもってますので、大型観光バスで来て和歌山

市の中で大型観光バスで寄れるような場所になっていく、そういったことをね

らって検討していくことで、今年度、中央市場の観光機能を合わせた検討とい

うことをやっていくことになると思います。 
予算は 2,525 万円、これは土壌調査などの予算も含んでいるということで予算

も大きいのですが、そうした予算で補正予算をやっていきたいと思っています。 
主に、この３つをご説明をさせていただきましたが、あとの予算の項目につ

いては、財政部局で説明していくことになると思います。 
 
発表項目の２つ目、県との人事交流と、そして組織改正をやっていこうと思

っています。 
まずは県との人事交流では、観光部門と企業部門で人事交流を行いたいと思

ってまして、今後は県と市が力を合わせて観光、また企業に頑張っていきたい

と思っています。 
それ以外でも、市と県が力を合わせて取り組む部分とか、防災の部分である

とか、少子化対策とかこういったものを順次取り組むことになりますけども、

今回の人事交流では観光部門と企業部門で人事交流をさせていただこうと思い

ます。 
それと、市の中で強化する部分ということで、先程のまちなかの再生とも絡

むんですけども、都市再生専門監を配置することにしています。これは、横断
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的な形で都市再生をやっていくことで体制を強化していきます。 
それで、同じく組織体制の絡みでは３つの約束「産業を元気に」「まちを元気

に」「人を元気に」をさせていただいているんですけども、先日の臨時議会でも

所信表明で３つの約束をしっかりやっていきますと約束をさせていただいてお

ります。そんな中で公約をしっかり実行していくためにも、「審議監」を「政策

審議監」に改めて、総務公室と財政局を担当する政策審議監に特命として「産

業・まち・人推進担当」ということで発令していきます。 
国の方で「まち・ひと・しごと創生本部」ができたということで、これは、

まち、ひと、しごとということで国の方は力をいれていくということになるん

ですけども、ほとんど分野としては一緒で、産業、まち、人ということで国の

「まち・ひと・しごと創生本部」とほとんど重なってきますけども、これから

の地方の経済の活性化、少子化対策、また市街地対策、こういったことについ

て積極的にやっていきたいと思っています。 
それと組織の絡みでは、国土強靭化の推進強化ということで、現在防災調整

監ですが、特命として国土強靭化担当を発令していきます。 
人事、組織関係では以上です。 

 
最後に国土強靭化の絡みで、３点目の発表ですけども、発表というより報告

に近いんですけども、今日の３時半から消防庁舎の６階で県市協働本部の看板

を危機管理局長室前に設置します。 
県と市で協力してしっかりやっていくという意思表示をさせていただいて、

市の共同本部の事務局を明示するとともに危機管理局にその事務をしっかりや

っていただくように心意気を示させていただいております。 
発表は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

記者の質問事項 

（記者）： 今回の人事交流以降の４点目に関して、それぞれもう少し具体的に伺いた

いんですけれども、例えば１であれば、先ほども市長おっしゃったように、防

災とか少子化対策においても連携する必要があるけれども、まず観光と企業振

興でということで、なぜこの２つを先に選んだかということと、反面、今まで

県と市の交流が、もしうまくいっていなかったとしたらどういう弊害があって、

どういううまくいかなかった実害があって、こういう今回のアイデアになった

のかということを伺いたいのと、都市再生専門監に関しても、ちょっとあんま

り聞き慣れない役職なので、具体的に市長がこの専門監に期待される仕事内容、

少しイメージできるような形でご説明いただきたいのと、あと３点目に関して

も、審議監から政策審議監に名称変更することで中身としては何がどう違って

くるのかというのをちょっとイメージしにくかったので伺いたいっていうのと、

４点目の国土強靭化に関しても、県の方ですとこう、やる役割っていうのがイ
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メージしやすいんですけども、市に関しては具体的にこの担当の方がどういっ

たことを仕事としてされていくのかっていうのがちょっと具体的に伺いたいと

思います。 
（市長）： まず最初の観光と企業部門だけで、２つだけで始めるのかというご質問です

けども、それ以外考えられるのは、これから、やはりまちなかの再生の関係だとか、

あと少子化の関係、防災の関係になるんですけども、さっきも申し上げたように、

まずやっぱり観光と企業部門というのをやっていく、それとあわせて防災について

も、既に市と県で力を合わせてやるということを発表させていただいています。 
あと、まちなかについては、これから一緒になってどういう方向にするかという

のは、一緒になって検討していくことになって、特に人事交流という面では既に県

のほうから都市部門には人事交流していますので、改めてする必要ないかなと思っ

てます。 
それと少子化対策ですけども、これは今後ですね、やはり国の「まち・ひと・し

ごと創生本部」でも少子化対策っていうのはいろんなメニューもそれぞれ出てくる

と思うんですけども、それも含めてこれからやはり一緒になって、市と県と、また

国の整備も合わせて検討していきたいと思っています。そういった中で、観光部門、

企業部門っていうのを今回人事交流させていただきました。それと、どんな弊害が

あったのかっていうことですか。 
（記者）： あの、今お話になったことで私が１番聞きたいのが、おそらくプライオリテ

ィとして観光と企業振興っていうのを重視されてるっていうことでこれをこう言

ったんだと思うんですけど。 
（市長）： 違います。だから今申し上げたようにね、都市部門は既に人事交流されてま

す。それと防災については一緒に取り組もうよということでやってまして、あと、

だからプライオリティっていうことじゃないと思うんですけど、少子化については

国のほうでも、今回一応創生本部のほうでも検討される、また少子化対策というこ

とで国も力入れていくよということで、そうした政府の進展を見ながら必要ならば

人事交流していきたいと思いまして、結局そんなプライオリティの問題ではないで

す。それと、弊害ですか。今までやってこなかった弊害ですか。 
（記者）： よく選挙中の公約でもおっしゃっていた、県と市が連携することでスピード

感のある施策をということで、逆に言うと、裏返しするとうまくいっていなかった

ことで、なかなか進まなかったことがあるのかという… 
（市長）： しばらくね、例えば観光なんかは市と県が別々にやる必要がないと思ってい

ます。企業誘致もそうなんですけども、市と県が力を合わせてやればいいと、今ま

でどっちかというと別々でやってました。それは部署が別だっていうのもあったし、

そういう意味ではちょっとスピード感が足りなかったんかなあというのは感じて

ます。これからはやっぱりこう、一緒になって、一緒にやりますよということで力

を合わせてやっていきたいと思っています。それと政策審議監の件ですかね。 
（記者）： あと都市再生専門監。 
（市長）： 都市再生専門監は、これは今までも県と一緒にやってきたわけなんですけど
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も、さらに今申し上げたような、まちなか居住と、都市のまちの中にいろんな機能

を持ってくると、生活に便利なようにすると、また、まちの中の魅力を高めるとい

うその３点をこれからですね、本当に行政としても力を入れてやっていきたい。や

はり、スピード感を持ってしっかりやっていきたい。そのためには都市だけじゃな

いと思ってます。観光だって、やはりまちの中に観光要素っていうのはあるわけで、

そうした組織横断的な都市再生専門監というのを作って、全体のまちなかの総括を

するためにやっていきたいと思ってます。 
それと、政策審議監がなんで今の審議監から政策にするのかっていうことですけ

ども、これはそんなに大きな意味ないんですけども、今私もポストに就いて感じて

いるのは、やはり政策調整にもうちょっと力入れたいなと思ってます。要はトップ

ダウンで下ろす内容も結構出てきてて、ボトムアップだけでなくてやはりトップダ

ウンで下ろすときに、どうしても調整機能というのはもっと強化したいっていう思

いがあって、今もそれぞれ部署を担ってる審議監がですね、その政策調整をってい

う意味も含めて政策審議監としています。 
それと、産業・まち・人の推進担当を、総務公室と財政局を担当する政策審議監

につけるんですけども、これは３つの約束、産業・まち・人を元気にっていう中に、

実際は 44 の約束があります。３つをさらに細分化した、その 44 についてしっかり

約束、公約を守っていくと、推進していくという意味でそうした今後の公約を実現

していくために調整監として産業・まち・人推進担当というのを置きました。先ほ

ども申し上げたように、これは「まち・ひと・しごと創生本部」の、国のほうの「ま

ち・ひと･しごと」これにどんどん対応してきますので、今後国との連携も含めてし

っかりそうした役割を果たしていってもらいたいと思っています。 
それと、最後が国土強靭化の担当ですか。これはですね、県の役割は割とわかり

やすいよということなんですけども、人命を守るっていう面では、やはり市町村の

役割っていうのは非常に大きいと思っています。この間の土砂災害でもそうなんで

すけども、警戒区域とか特別警戒区域の指定は、これは県とか、都道府県がやるこ

とになるんですけども、その指定するためにはやはりあの、市町村も協力して、住

民説明会等に対しても市が協力するし、その後の、実際避難勧告を出したりどうい

ったとこで出すかとか、どういった地域に出すかとか、そういったことはやはり市

の役割になってきます。今後、国土強靭化の中で大規模災害時、この国土強靭化っ

ていうのはあらゆる災害を想定してるわけなんですけども、大規模災害に対して、

本当に人命を優先するって立場から、やはりそういった逃げる部分を持っている市

の部分と、ハードだとか大きな所を作る県の部分ていうのは協力することが不可欠

だと思ってまして、そんな中で、しっかり市のほうからも意見を言っていく、逃げ

る態勢からも県に対して意見を言うことが必要だし、ハード整備に対してもやはり

減災効果のあるようなハード整備をお願いしたいと、そういうことも含めて国土強

靭化担当がしっかり県に対してものを言っていく必要があると考えてまして、担当

を設置しました。 
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（記者）： 人事交流のところなんですけども、企業振興はちょっと私よく知らないんで

すけども、観光に関しては、例えば昨年度まで課長が県の方がいらしてたりとか、

今も市の中に県から出向されてる方が１人いらっしゃるというふうに伺っている

んですけども、そういう意味では以前も人事交流はされていたわけですよね。でも、

余りいい成果は出てなかったんですけども、今回改めてすることで、どの部分を強

化するのか、ちょっと詳しく教えてもらいたいのが１つ。昨年度までは何が悪かっ

たかなという分析はされているのかなという、その上でどう強化していくかってい

うのを教えてください。 
（市長）： 観光部門についてはですね、去年、確かに人事交流してたんです。ただ、一

緒に、市と県が一緒に観光ＰＲやろうとか、観光の誘致をやろうっていう所がやっ

ぱり弱かったのかなあと思っています。これからやはりその部門を、もっと市と県

が一緒にやる部分、ＰＲに行ったりとか、観光誘致するとか、外国人の観光客に対

してもそうなんですけども、できるだけ誘致したりとか、そうしたことはやはり、

市と県が１つになってやるべきじゃないかなあと思ってまして、今回、たまたま県

で去年来てた方で、今は別の部署にいてるんですけども、さらに観光のほうとの連

携関係、協力体制っていうのをしっかりやっていきたいと思っています。そうした

中で人事交流を実施したんですけども。 
（記者）： もう１つ、先ほど都市再生専門監のところでも、横断的にしていくっていう

ふうにおっしゃっていたんですけども、具体的にどことどこの部署、まちづくりの

上でどことどこの部署で横断的にしていくのかなっていうのをお教えていただき

たいんですけど。 
（市長）： これかなり幅広くなると思います。当然、まち、都市計画だけじゃなくて、

さっき言った観光振興的な要素も入ってくる、また施設を中に入れるってことにな

ってきたら、福祉施設だって子育て支援施設だっていろんなことも考えられるわけ

で、教育機関と言っていたのは教育機関を誘致したいというのが常にあって教育部

門だって入っていかなければはらない。そんな中で幅は広くなる。だから本当に全

庁横断的な組織、組織って言うか専門監になっていくと思うんです。 
（記者）： 例えばそういうのを副市長、今後出てくる副市長に任せるとかそういう考

えとかはないんですか。 
（市長）： 当然ですね、副市長もそうだし私もそうなんですけども、これはもう当然

一緒になってやっていくことになるんですけども、ただ事務的な部分とかそう

いったところが結構難しい、事務的にしっかりやっていかなければならないと

思います。副市長も私も、それはもう、その部分というのは、まちなか居住と

か中心市街地の活性化っていうのは１番担うことになると思います。 
 
（記者）： 観光部門の交流のところで、去年まで一応課長代理がおられたわけじゃな

いですか。今回、今おっしゃっていたように、市と県が一緒にＰＲする部分が

弱かったということなんですが、今回の人事交流やったら具体的にどのポスト

の人が何人くらいどういう形で交流して、どういう所で力を入れるのか、もう
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少し具体的な所を教えてもらってもいいですか。 
（担当課）： 個別の人事交流につきましては、また内示という形で、近いうちに発表

させていただこうと思っております。 
（市長）： 枠だけ言って、そんな多くじゃなくて、まあ課長ポストだよね。 
（担当課）： はい。 
（市長）： 課長ポストです。 
（記者）： １名ですか。 
（市長）： はい。 
 
（記者）： 都市再生専門監なんですけども、もう既にどなたかを充てられてるんです

か。いつからの発令なんですか。 
（市長）： これも明日内示です。 
（担当課）： はい。明日内示ということでそれに先駆けて。 
（記者）： 内部？ 
（担当課）： 明日公表させていただきます。 
（市長）： そのぐらい、内部です。 
（担当課）： はい。 
 
（記者）： まちなか再生に関しても、従来の市政でもまちなか不動産案内所とか、空

き物件再生のリノベーションとか、いろいろあったと思うんですけども、何が

今の状況に、結局、なかなか活性化しないのは、何が根本的な問題でどのよう

に改善していくかっていうことを伺いたいのですが。 
（市長）： さっきは３つの要素を特に強調させてもらってたんですけど、１つは居住

空間というか、都市型居住に力を入れたい。まちなか居住できるような、その

ためには民間だけでやるっていうのと、都市再開発になって、ある程度のまと

まりとして居住スペースを作っていくっていう流れだと思うんですけども、１

つは、その居住っていうのをまちなか居住できるスペースをしっかり確保して

いく。また、まちなか居住に向けての誘導策、そうしたことをしっかりやって

いきたいと思っております。それとその、やっぱりまちなかっていうのは非常

に住めば便利だよっていうことをしっかり形でわかるように、例えば福祉、高

齢者の福祉施設であるとか、子育て支援施設であるとか、そうした子育て世代

も高齢者も、生活するのに非常に便利な場所にしていきたいと思っています。

教育も含めてそういった教育機関もしっかり充実させて、まちの中は本当に便

利だよというところを、これからもっともっと強めていきたいと思っています。

そのための施設誘導っていうのをしっかりやっていく。それと合わせてまちな

かの魅力、楽しさを持っていくために、特に公的な部分でやれる部分っていう

のは和歌山城周辺の魅力をもっと創出していこうと思っています。 
今、考えられている公共施設っていうのは代替用地だったり、そうした所を活 

用していって、魅力を創出していけたらいいと思ってますし、まちの中に民間ベ
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ースで言えばもっと楽しめる施設っていうのも、誘導しやすいような形に持ってい

きたいと思ってます。そういった意味でこの都市機能立地適正化の中の検討してい

って補助事業で、都市再構築戦略事業っていうのがあるんですけど、これは民間へ

の補助がきくっていうことで、なかなか今までになかった制度化が８月にされたの

で、そうしたことを活用していけるようにしっかり立地適正化決定担っていきます。 
（記者）： 居住化の、コンパクトなっていう部分で、コンパクトシティを作るってい

う理解でいいんですか。 
（市長）： うん、コンパクトで便利なまちを作りたいと思ってます。コンパクトって

いうのは、なかなかやはり人口減少っていうのは止めていきたいんです。ただ、

大幅な人口増というのは望めない中で、やはりまちの中がコンパクトで便利な

まちにしていくっていうのが、やはりこれからの方向じゃないかなあっていう

ふうに考えています。 
（記者）： 今回の政策から逸れるかもしれないんですけども、安全で移動しやすいま

ちっていうこともありましたけど、それも絡むんですか。 
（市長）： はい、絡みます。高齢者の方がまちの中に住んで、移動しやすいっていう

のは、やはりバリアフリーだとか、そういったことも必要になってきますし、

またコンパクトシティ、コンパクト化をやっていこうとすると中心市街地と郊

外との関係っていうのも、これも移動しやすく、それも安全な形で移動しやす

くする、高齢者の方が自分で車を運転して郊外から中心部へっていうのも、や

はり段々大変な時代になってくるんで、そうした所は公共交通機関をできるだ

け充実させていくっていうような形で、安全で移動のしやすいようなまちづく

りっていうのをやっていきたいと思っています。 
 
（記者）： 先ほどの人事交流の所でもう１つ、気がついたんですけど、観光部門で１

人、企業振興部門で１人、それぞれ課長級を充てるっていうことでいいんです

か。 
（市長）： 相互に交流ですね。 
（記者）： 要はだから交換っていうことですよね。 
（市長）： 交換ですね、はい。 
（記者）： その場合なんですけども、企業振興部門において県から交換、ある意味交

流するっていうのは初めてですか。観光はいたわけですよね。 
（市長）： 具体的に言わないとわかりにくいけど、言ってもいいかな。 
（担当課）： 少し具体的に申しますと、県の観光部門から市のほうへ１人と、企業振

興部門へ逆に市のほうから県のほうへ１人という、そういう今回 
（市長）： 相互交流 
（記者）： ああ、なるほど。県から１人もらってこちらから１人出す、それがそれぞ

れ別の部ってことですね。課長級でいいんですか。 
（担当課）： 課長級と副課長 
（市長）： だから課長と副課長ってちゃんと言わないと。観光へは課長で来てもらう、
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県のほうへは副課長クラスの人事交流になります。 
 
（記者）： 卸売市場の再建の件なんですけども、市長がおっしゃる道の駅というのは、

中で地場産品が買えて、飲食もできるような施設という意味ですか。 
（市長）： はい、そういうイメージです。道の駅っていうのはだいたいそういう地域

振興施設っていうのを置くんです。お土産が買えたりとか地場産品が買えたり

とか、そういったのと合わせて、レストラン部門をどうするかっていうのは市

が委託になるんですけども、気持ちとしてやはりその場で食べられるような所

にしたいなって思ってるんですけど。 
（記者）： 新たな観光スポットとしてあの施設を活かしたいということですか。 
（市長）： はい、中央卸売市場っていうのはあらゆる県からのいろんな産品、野菜も

果物も魚も入ってきますんで、そうしたらあれだけ集まっている所に直売も含

めて活用できればなって思ってますんで、将来の観光スポットにしたいなとい

うことですね。 
 
（記者）： 和歌山市駅の件なんですけども、選挙公約で再開発とおっしゃってました

けども、具体的にどのくらいの規模でいつまでにするっていう考えはあるんで

しょうか。 
（市長）： 選挙公約の中で再開発っていう言葉は大事に出させていただいたんですけ

ども、再開発っていうのはですね、私は少なくとも点から始めてもいいと思っ

ています。まとまる所から再開発していって居住空間だとか商業店舗、そうい

った所を作っていくと。それはもう点からでもよくて、例えば市駅前であれば、

今までは再開発、市駅前は南側、道路挟んで南側の所を再開発しようとして、

今までも何度か話はあったんですけども、なかなか実現してないんです。今回、

市駅から高島屋さんの撤去というのもあって、まずは市駅の駅舎をどうするか

っていう問題が１番目になると思います。それと合わせて駅前広場をもっと活

用できないか、それとさらに今言った道路挟んだ南側のそういった都市再開発、

その３つをやっていきたいと思ってまして、今まで再開発がなかなかうまくい

かなかった所をですね、できるだけ行政としてもほぐしていきたいなあと思っ

ております。産品の部分を行政が担えないかなというふうに思ってますけど。 
 
（記者）： 前回の選挙からちょうど１か月経って、今市長になって１か月というか２

週間程になりますけど、改めて今、市長という座に就いたお気持ちを教えてい

ただきたいと思います。 
（市長）： 気持ちはほとんど変わってないんです。やはり、その重責っていうか、本

当に、それは身の引き締まる思いで毎日毎日が緊張感ある気がします。若干変

化があったって言ったのは、この前臨時議会があって所信表明させていただき

ました。今まで、選挙の公約という形でしか表明してなかったんですけど、所

信表明でしっかり公約の部分を取り入れさせていただいて、発表させていただ

9 
 



いて、これから本当にその所信を必ず実現していくって思いでしっかり頑張っ

ていきたいという気持ちでいっぱいです。 
（記者）： その中で、次の議会が始まりますけど、どういった気持ちで臨むかってい

うのはどうでしょうか。 
（市長）： 議会とは本当に両輪の形で、行政当局と議会っていうのは両輪の形でやっ

ていきたいと思ってまして、今後、定例会を通じていろんな議員の先生から、

多分公約というか所信表明の内容も含めて、これは本当にいろんな意見をお聴

きして、さらにいいものを作っていければと思ってますので、真摯に耳を傾け

ていいものになるように、いい政策になるように頑張っていきたいと思ってお

ります。 
 
（記者）： 所信表明の冒頭で広島の土砂災害について述べられていたんですけど、和

歌山も非常に、似たようなことがいつ何時起こるとも限らないですけど、改め

て防災に懸ける意気込みや、今後の取組み等をお願いします。 
（市長）： 広島の土砂災害、これはもう、全くひとごとじゃないと思ってます。和歌

山市にも土砂の危険地域っていうのは 800 か所ほどあって、まだまだ整備率が

非常に低い、特に土石流に対しては非常に低いような状況になってて、これは

しっかり、土石流対策というのは、これはハード面はほとんど県でやっていた

だくことになるんですけども、ハード面も含めてソフト面は市のほうでもしっ

かりやっていきたいと思います。当然ですけども土砂災害に関わらず、地震、

津波、また工事なり、とくにゲリラ豪雨が頻発してますので、ゲリラ豪雨に伴

うような浸水対策、こうしたこともこれからもっとスピードアップをしていく

必要があるというふうに考えてます。特に地震なんかは、直下型地震ていうの

は想定されてて、南海トラフの場合も、また中央構造線の発生に伴う直下型っ

ていうのも、それぞれ発生確率っていうのは高くなってきているので、そうし

た直下型地震に備えて、やはり住宅の耐震化っていうのもスピードアップをし

ていきたいと思ってます。やはり、守れる命は必ず守るという意気込みで、本

当にかけがえのない命を必ず守っていく。それと合わせて貴重な財産をやはり

守っていく、そういった姿勢で防災対策をスピードアップしていきたいと思っ

ています。 
（記者）： 今おっしゃったソフト面て具体的に少し。 
（市長）： ソフト面はですね、特に避難体制っていうのが、まず逃げ切るっていうこ

とが大事ですので、地震・津波にしても、また洪水にしても、やはり必ず逃げ

るという所がソフト面として市の役割が非常に大きいというように考えていま

す。 
 
（記者）： 先日の内閣の改造で、石破地方創生担当相が就任したんですけど、市とし

て、創生本部にどういったことを期待しているのか 
（市長）： 「まち・ひと・しごと創生本部」が、「まち・ひと・しごと」っていうの
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がテーマっていうことで、まさに訴えさせていただいた産業・まち・人ってい

うのとほとんど同じだと思います。やはり地方の悩みっていうのは、これはも

う共通で、しっかりその「まち・ひと・しごと創生本部」の、地方に対しての

経済活性化だとか雇用の確保、また少子化対策、そういったことを国はしっか

りと取り組んでいただきたいし、地方からも積極的に提案をしていきたい、と

いうのも、国のほうも地方の意見を特に聴きたいということはおっしゃってる

んで、地方からもこうしてほしいよってことは積極的に国に対して提案、提言

していきたいというふうに考えています。 
（記者）： どういうことを提言したいとか。 
（市長）： 例えばですね、子育て支援、少子化対策で言えば子育て支援なんかは、や

はり国に財政的な手当っていうのはこれからも、もっと充実させてほしいって

いうのがあります。そうした面と、また子育て支援だけに関わらず経済活性化

だってそうだし、さらに、若い人が地方に戻ってこれるようなシステムってい

うのは、これもやはり国が協力していただくっていうことが大事じゃないかな

と思います。 
 
（記者）： この間、全国学力テストの成績が出ましたけども、和歌山市は公表してな

いかと思いますが、小学校の国語で、基礎的なところで最下位だったっていう

ことで、それをどのように受け止めてらっしゃるかと、あと和歌山市としてこ

れから取り組んでいかれることがあれば、考えなどをお聞かせください。 
（市長）： はい。非常に残念です。学力テストで、特に国語Ａが最下位だったという

ことで、それに対して、やはりこれから学力向上というのも大事で、そういっ

た面については子どもさんだけの問題じゃなくて学校の問題もあるし、保護者

も含めてですね、そうした三者がこれから一緒になって学力を向上という面も

取り組んでいかなければならないというふうに考えています。それから、教育

委員会とそういったことについて検討していきたいと考えています。 
 
（記者）： それに関連してなんですけども、また来年の４月から言うと、教育委員会

とか教育長が一緒になるとか、まあ管轄ありますけど、その点について例えば、

それを機にうまく利用していくとか何か考えてらっしゃること、今もし考えて

らっしゃることあれば教えてもらいたいなと思うんですけども 
（市長）： 教育改革もですね、私自身はね、この教育改革について、特に専門的見地

もってないんですけども、やはり教育っていうのは、なかなか教育の現場だけ

じゃなくて、その地域も含めたような話になってくるんで、そういう面からす

ると、行政もしっかり関わっていかなきゃいけないだろうなと考えてます。 
（記者）： それは行政もしっかり、例えば地元のことを教えるとかいろいろあると思

うんですけど、そういったことになるんですかね。 
（市長）： 郷土教育だとか防災教育だとか、あと、いじめとか不登校対策も地域がし

っかりカバーしていく必要があるんじゃないかなあというふうに思ってて、そ
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ういう面では行政と教育委員会が一緒になってやっていかなければと思ってい

ます。 
 
（記者）： 副市長の人事の件で伺いたいんですけど、先日１人、選任で、議会で議決

されましたけど、これまでお二人副市長っていらっしゃいましたけど、今後も

選任するお考えがあるのかということと、もしあるのであればいつ頃の時期に、

どのぐらいの、どういった人物が相応しいかっていう市長のお考えを聞かせて

欲しいんですけど。 
（市長）： はい、臨時議会でも共産党の先生から質問があってお答えさせていただい

たんですけど、当然市の中にも、市の職員の中にも、そういう人材は、適任者

はおられるというふうには思ってます。今後、しっかりと本当に相応しい人っ

ていうのは自分の目で確認したいなあと思ってまして、そうしたことを経て、

時期については、やはりそういうのを確認できた時点でまた、２人ということ

も考えていきたいなと思ってるんですけども、まずは本当の最適任者、まあ中

だけに拘らず、広く見ていきたいと考えてます。当面２人体制で頑張りますの

で。 
 
（記者）： もう１点、冒頭に市長おっしゃってたんですけど、情報発信を非常に大事

にしたいというようなお話が出ましたけど、何か具体的にお考えがあるのかと

いうことと、例えば会見を増やしたいであるとか、私らが行ってもいつでも市

長のドアが開いてるとかあれば、ちょっとその辺りもう少し考えを知りたい 
（市長）： おっしゃる通り、まずはですね、定例会見できたら増やしたいなあと思っ

てるんですけど。これ今までどんなんやったんかな。 
（担当課）： 年間８回です。 
（市長）： 年間８回、これを最低月１にしたいなあと思ってます。さらにそれ以外も、

この前も何回かお願いしたぶらさがり的なそうしたことっていうのは、やはり

どんどん情報出していきたいと思ってますし、それ以外ももしあれば、ぜひ部

屋の方へ来てください。 
以 上 
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