
  10 月市長定例記者会見（平成 26 年 10 月 27 日（月）14 時から） 

市長発表事項  

皆さんこんにちは。 
それでは、定例会見をはじめさせていただきます。 
 
まずは、和歌山県・和歌山市政策連携会議の開催について、私もちょうど就任し

て２か月が過ぎたところなんですが、和歌山市の置かれている現状は待ったなしの

状況で、少子高齢化、若者の県外への流出、中心市街地の衰退、経済の停滞、こう

した待ったなしの状態を少しでも早く解決していくということで、これからもっと

県と市が密接な関係というのを構築していく必要があると思っています。 
そうした中で、このたび１０月３０日、今週の木曜日ですけれども、知事と私と、

率直な意見交換をしたいということで、今の和歌山市と県で置かれている共通の課

題だとか、連携することについて、率直な意見交換をしていきたいと思っています。

場所は県庁で行います。 
テーマは、明日が知事の、県の発表となっていますのであまり細かいこと言えな

いのですが、大きなテーマとしては「産業、まち、人」ということで、これは所信

でも上げさせていただいている「産業、まち、人」。地方創生でも「まち、ひと、

しごと」という同じようなテーマなんですが、今後地方創生に向けて、地方を一日

も早く元気にしていく、国に対しても支援をお願いしていきたいと思います。 
テーマは、それぞれ出来るだけ時間を有効に使うためにも、事前に出し合い話し

合いすることになります。それが一つ目です。 
これは、マスコミさんに対して全て公開でいきます。その方が水面下でやるより

いいだろうということで全面公開でさせていただきます。 
 
２点目は、市政報告会をスタートさせますということで、これも所信表明で市民

目線に立った市民の方との対話を進めていきますということで所信表明でさせて

いただいたんですけれども、そんな中で市政報告会という形で、これは大きなブロ

ック単位で開催することになるんですけども、自治会長さんだけでなくて一般の方、

そこに住まれておられる方、働いてられる方、全ての方を対象としてブロックごと

に率直な意見交換をさせていただきたいと思います。市からも情報を出来るだけ出

させて頂くとともに、一般の方からも積極的な意見をいただいて対話を進めていき

たいと思います。 
まず、第１回目が１１月１１日。これは第１ブロックということで、市内を

全体１０ブロックがあるんですけども、第１ブロックは松江、木本、西脇、加

太の４地区ということで、場所は河西コミセンということで、これももちろん

マスコミの方に公開させていただきますので、ぜひ、お越し下さい。 
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次に、３点目ですけども、災害時に係る各種訓練の実施ということで、１１

月５日が「津波防災の日」となっています。この１１月５日が、なぜ「津波防

災の日」というのかと言えば、安政南海地震で津波が和歌山県を襲った際に、

濱口梧陵さんが稲に火をつけて暗闇の中で逃げ遅れていた人たちを高台に避難

させて命を救った「稲村の火」の逸話にちなんだ日です。それに合わせて、一

つは大規模津波防災総合訓練を実施します。 
これは、国土交通省、大阪府、堺市、和歌山県、和歌山市と５者で共同して

訓練を実施するものです。国、地方公共団体、公共機関等を合わせて１５６機

関が参加する大規模なものになります。 
メイン会場は、和歌山下津港西浜地区、サテライト会場は和歌山下津港北港

地区、堺泉北港堺２区の３つの場所でやってます。 
 
それと、同じく防災訓練の関係ですけど、次のページですが災害時の医療に

関連した実地訓練を実施します。これは医療機関がどうしても大規模災害時は

負傷者を手当てするにも限界があり、そういった災害時の医療について関係機

関で実地訓練します。 
内容は傷病者のトリアージだとか処置だとか搬送。そういった実地訓練を行

って実際の災害に備えます。日時は１１月１日と１１月１５日、この２日にわ

たって訓練を行います。それぞれの関係機関は書いてるとおりです。 
 
 最後、４点目ですけども、「紀の国わかやま国体・大会開催１年前イベントき

いちゃんフェスタ in 和歌山市」を開催します。 
これは１年前とは言え、ちょっと１年前を過ぎてるんですが、ちょっとタイ

ミングがずれた形になりますけど、主な場所はわかちか広場、ＪＲ和歌山駅西

口周辺です。 
わかちか広場ではイベントをやったり、ブース出展したり。来場者プレゼン

ト等もありますので、皆さま方、一般の方、ぜひ参加していただければと思い

ます。内容は盛りだくさんあります。イベントでは消防音楽隊の演奏会とかア

イドルグループ「ファンファン」の出演。また、ダンス発表会やゆるキャラシ

ョー、そういったイベントがありますし、ブース出展では抽選会とかオリジナ

ル缶バッチをつくったり、そういったことをやります。よろしくお願いします。 
 

発表項目は以上４項目です。 
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記者の質問事項 

（記者）： 市政報告会についてなんですが、地区で迎える職員さん、発表するのはど

なたになるんでしょうか。 
（市長）： 発表は私が。 
（記者）： 市長自らですか。 
（市長）： はい、させていただきます。 
（記者）： 毎回ですか。 
（市長）： はい、毎回です。 
（記者）： 内容としてはどういう内容ですか 
（市長）： 内容はですね、所信表明でもさせていただいてるんですけども、先ほども申

し上げた「産業を元気に・まちを元気に・人を元気に」ということで、今考えてい

る施策等についてご意見を伺うといった内容になっています。 
 
（記者）： この県・市政策連携会議の内容、なんか明日県のほうが言うから、あんまり

詳しくは言えないという、なんか奥歯に物の挟まったような言い方だったんですけ

ど、別に出していい分だったら和歌山市さんの方からこんなこと話し合いたいとか、

こういうこと今思ってるとか、もうちょっと具体的にお願いできますか。 
（市長）： 具体的には当日全部出るんで、またそれを見ていただければと思うんですけ

れども、それまでに詰めることにはなっています。ただ、多分それ以外、仁坂知事

のことなんで、色んなことが出てくると思います。まちづくりに対しての想いもあ

るし、産業についても、色んな意見交換を率直にさせていただければなあと思って

います。 
ただ、多分時間が限定されてるんで、あまり時間がかからないように、できるだ

け事前には整理していこうと思っていますので、だいたい主に「産業・まち・人」、

これが地方創生の「まち・ひと・しごと」とほとんど一緒ということで、地方創生

に向けても同じように連携してやっていきたいと思います。 
（記者）： 頻度っていうのは、初回は１０月３０日ですけど、次の実施はもう予定され

てるんですか。 
（市長）： 連携会議はそんな固定してやるつもりはなくて、ちょっと表現がそんな思わ

せぶりな表現になってますけど、協議の場ってなってるんですけど、今回まずは知

事とやって、その後はもう実務でやってもいいかなと思ってますけど。たぶん、今

までやったことないんですね、知事と市長では。 
 
 
（記者）： 今まで実務で関係する部局同士で、県と市で話し合いっていうのはやってた

んだとは思うんですけど、トップが敢えてやるっていうことの意義みたいなものは

ありますか。 
（市長）： 今までやってたのは市長・副知事かな。 
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（担当課）： 副知事と副市長です。 
（市長）： 副市長か。副知事と副市長っていうのはやってたんですけど、やっぱりトッ

プがやるほうが色んな意思決定がその場でできるし、トップ同士の意思疎通ってい

うのが密になるかなあと思ってるんですけど。副知事・副市長でやってもらうんも

いいんですけど、まずは、やっぱりトップ同士で率直に話し合うことが大事だと思

ってます。 
（記者）： さっき、地方創生に向けてっておっしゃってたんですけど、例えば提案を地

方から集めたいということを創生本部で出てると思うんですけど、そういう提案に

向けてとかそういうことですか。 
（市長）： 提案に向けてっていうことも当然あります。先ほども申し上げたとおり地方

創生のテーマが「まち・ひと・しごと」ということで、これも所信表明でさせてい

ただいた「産業・まち・人」っていうのとほとんど一緒ということで、市としても

国に対して積極的に働きかけていきたいと思っています。特に少子化対策だとか、

人口減少、中心市街地の衰退、産業振興、そういった部分に対して積極的に提案を

していきたいし、その前に県ともしっかり話し合って、国に対して提案をしていき

たいと思ってます。 
 
 
（記者）： 和歌山県・和歌山市政策連携会議について、定期的に開催するものではない

ということなんですけど、市長ご自身としては、これまで県との連携でどういった

課題があると、具体的な課題として感じてらっしゃることはありますか。 
（市長）： 課題ですか。例えばまちづくりなんかは、まちづくりの主体は市なんですけ

ども、県の立場で色んなところにやっぱり協力していただく必要もあるし、例えば

再開発っていったってこれは県と市と民間でやるものなんで、やはりもっと密に、

まちづくりに対してもやっていかなきゃいけないし、特に県と重複する業務という

か、県と一緒にやっていかなきゃいけないような業務というのは、例えば企業誘致

なんかもやっていかないといけない。それと防災関係、これは国土強靭化の共同本

部を立ち上げてやってるとこなんですけど、防災だとか、少子化もそうだし多くの

分野で県とやっていかないといけないと思います。 
 
（記者）： そもそも県・市政策連携会議は発案はどちらから、県からですか。 
（市長）： 発案は市からです。 
 
（記者）： 先月の県議会でですね、県の企画部長のほうから加太線を繋げて和歌山の方

にっていう話がありましたけど、それについて市の立場からコメントいただきたい

なって思うのと、色々と私もそれについて調べていって、富山のレールウェイって

あるじゃないですか。 
（市長）： LRT。 
（記者）： あ、LRT、すみません。LRT のそういう、なんか念頭にあるんかなっていう
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ふうにちょっと思ったりなんかしたんですけど、その辺り考えてることがあれば述

べていただきたいなと思いますが 
（市長）： 県議会で出たのは相互乗り入れの話で、南海本線とか加太線を JR 和歌山駅

まで、貴志川線を市駅までというような話だったと思うんですけど、相互乗り入れ

については私も賛成というか、これからやっぱりお年寄りが車で運転していくって

いうのがこれから段々、高齢化もあってやりにくくなっていくんで、公共交通機関

の充実っていうのは大事だと思っています。それと中心市街地の活性化の面からも、

できるだけ鉄道を活性化するっていうことが大事で、相互乗り入れっていうのは私

は前向きに取り組んだらいいテーマだと思います。 
特に貴志川線が来年、補助の関係もあってちょうど 10 年になってくるんで、貴

志川線なんかは特に市駅のほうへ延びると乗り入れられたらいいなあと思ってる

んですけど。 
（記者）： 例えばその上で、乗り入れするにあたって、もちろん色々と課題っていうの

がたくさんあるわけなんですけど、そっちを通じての補助をして間接的に貴志川線

を補助するとか、色々と考え方ってあると思うんですけど、その辺りはどうでしょ

うか。 
（市長）： 貴志川線の補助の問題とも若干絡むんですけどね。ただまあ、それはそれだ

と思います。相互乗り入れについては、またちょっと別の次元の問題になってくる

んで、それはまあ、JR さん、南海さん、貴志川線、県、市の５者でしっかり話し

合っていくことかなと思ってるんですけど。それとさっき言われた LRT は、これ

はまたちょっと、全く別のもので。 
（記者）： ちょっと私も言葉悪かったんですが、LRT を敷くにあたって元の富山港線か、

JR の。あそこを要は JR にどいてもらうって言ったら言葉悪いですけど、そんな

形になって、結局行政が参画したじゃないですか。乗り入れって色々と捉えどころ

があると思うんですけど、行政がそういう形でそこに入っていくのかなっていうこ

とで、ちょっと LRT を例に出したんですけども。例えば、南海がどうとかって話

になってくると思うんで今後。 
（市長）： 富山の LRT は、言わば JR と市駅の線をやめて市内を LRT で走らせたりと

かっていう話なんで、今回はもう既に連絡やったりとかして、一部やっているので、

JR 和歌山駅・市駅間は、それをやめて LRT にするとかそんな話は全くないです。 
（記者）： 紀勢本線のところに市なり県が資本投入するとかそういうわけでもないわけ

ですか。 
（市長）： そうですね、それもないと思います。 
（記者）： 今後詰めてということですか。 
（市長）： どうやったらうまく進むかということはしっかり話し合わないといけないと

思いますけど。 
 
 
（記者）： 地方創生なんですけど、先日、石破大臣が地方創生の政策を担当するにあた
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って決意・認識を示してたんですけど、まだなかなか具体的なことは見えてこなく

て、来年度の予算に反映させるのと、あと１か月くらいの間に出てこないとやりづ

らいのかなって思うんですが、それについてなかなか示されない点について何か。 
（市長）： 特に示してもらう必要もないかなと思ってて、今、多分色んな首長さんが意

見を言われていると思ってますが、創生本部に対して。それもどんどん地方から言

っていったらいいんで、そんな中でいい案があれば採用していただくことになって

くると思います。当然予算は伴うので、年末の予算編成時までに決着することが一

番望ましいと思うんですけど、ただ来年度に向けて、やっぱりいい案っていうのを

持っていく必要があるんで、そんなに急がなくてもいいと思いますけど。 
 
 
（記者）： 県の話で、明日の仁坂知事の会見をもって解禁になるので報道とかは明日以

降にしたいなとは思っての前提での質問ですが、県の被害想定について、明日解禁

になるんですけども、細かいお話ではなかったとしても、例えば南海トラフの巨大

地震に関して、和歌山市は 1 万 8000 人が亡くなるであろうという、３連動地震で

も 2100 人死亡、避難者が 13 万人を超えるというような想定が出る予定なんです

けども、特に和歌山市の場合は和歌山県の中でも経済の機関や役所とかも集中して

いるような土地で、ざっくりと、どのように今後対応していきたいのか、そういう

方針ですとか、そのような想定を受けてのお考えですとか、気持ちを聞かせてもら

いたいと思います。 
（市長）： すみません、ぜんぜん聞いてなかったので、さっき勉強を始めたとこなんで、

これいつ来たの、金曜日。 
（担当課）： 県の説明では 22 日にありました。 
（市長）： そうなんや。すみません、ちょっと中身聞けてなかったんで。被害想定自体

は私も県の立場で今までずっとやってきてましたんで、それでどっちかっていうと

南海トラフ巨大地震っていうのは家屋倒壊が非常に大きいなあっていうのもあっ

て、和歌山市では津波から逃げる前に家屋倒壊で、例えば怪我したりとか避難路が

塞がれるっていうのがあって、それで家屋倒壊に対してはやっぱりこれから住宅耐

震化っていうのをもっと進めなきゃいけないっていうのを私も政策の中に入って

るんです。  
今回の被害想定が詳しく分析できてないんで、どの程度かっていうのがわからな 

いんですけども、やはり東日本のような海溝型の地震だけじゃなくて、今回直下型

を伴うということで、しっかりとまずは逃げられる体制、住宅耐震化が必要だし、

津波に対してはほんとに避難路とか避難場所っていうのを確保する必要があると思

ってます。 
さっきの質問じゃないですけど、ほんまに中身言いたくはなかったんですけど木

曜日の県市連携、その中でも１つの項目として、やはり防災とこの関係っていうの

は取り上げることにしてるんですよ。県と市が和歌山市っていう人口や資産、財産

が多い都市についてはしっかり連携して命は必ず守るし、財産も守っていくという、
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そういうスタンスでやっていきたいと思ってます。 
（記者）： 企業ですとか役所も中心部にありますよね、海沿いの企業っていうのも同様

ですか。 
（市長）： 同様です。まず命を守るっていうのが大事だし、海沿いの企業いっぱいあり

ますので、まずは命を守っていただく。また財産についてもですね、可能な限り守

っていけるような対策っていうのを県とか国にお願いしていきたいと思っていま

す。 
 
 
 
 
 
 

以 上 
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