
  11 月市長定例記者会見（平成 26 年 11 月 19 日（水）14 時から） 

市長発表事項  

皆さん、こんにちは。 
それでは、今日の発表項目は５つあります。１つは、１２月定例市議会への提出案

件ということです。 
まずは予算関係ですけども、これは財政局から説明させていただいている通りで、

私の方からは今回、補正で挙げさせていただく２件について簡単にご説明させてい

ただきます。 
 
【１２月定例市議会提出案件について】 
防災行政無線の落雷対策ということで、これは今年の７月に落雷にあって防災行政

無線が一時使えなくなったということで、原因究明したのですが、雷が落ちたこと

で電気が流れたということで、そうした対策を今後とっていって、どんな非常時で

も防災行政無線が使えるような万全の態勢をとっていきたいと思っています。 
 
二つ目は、橋梁の耐震補強ということで、これは今まで市の方でも長寿命化対策と

いうことで老朽橋梁の予防保全というか、橋梁の寿命を延ばすような計画をしてい

たのですが、合わせて耐震補強もやっていくと。例えば、避難路とか緊急輸送道路

については地震時も落橋しないような形をとっていきたいということで、二度手間

にならないような長寿命化と耐震補強を一緒にやっていくための設計を今回補正

で計上させていただきます。 
 
それと、次に組織改正になります。 
来年度の組織改正ということで、一つはこれから政策課題、特にトップダウンで下

ろす課題が非常に多いということでスピードが要求されてきます。 
そうした政策課題に対して迅速に対応できるような、今まで総務公室という形であ

ったんですが、総務局という本来のノルマの仕事を抱えた仕事と、トップダウンで

下ろすような市長公室を一緒にしてたんですが、これからは公室を切り離してトッ

プダウンで下ろした方が早く課題を調整してそれぞれ対応していけるような、そう

した部局にしていきたいということで、市長公室と総務局に分けていきます。それ

と合わせて、調整課題をするという部署として政策調整課としてやっていきます。 
 
もう一つは、東京事務所の新設ということで、なかなか今の状況の中で東京の情報

が得られにくいというのがあって、特に中央官庁からの情報収集、それともう一つ

は、東京で活動しているような大手の民間企業、そうした情報を例えば企業誘致の

情報だとか、民間からの情報もとっていきたいということで東京事務所を来年度か

ら新設していきます。 
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それと、あとは大きな二つとしては、産業振興とまちづくりの推進に向けた体制の

強化、まちづくり局ということで、その中には産業部門も入っていたんですけども、

より産業振興ということを明確化するために、「産業まちづくり局」ということで

体制を強化していきたいと思います。 
それで、まちおこし部を「産業観光部」に名称変更するのと、それと、都市計画部

に「都市再生課」を設置していきます。 
 
これは、これからは都市、特に中心市街地の活性化に向けて、都市再開発また住民

と一緒になっていくような都市の再生、中心市街地の活性化ということを一つの部

局でやるための「都市再生課」をつくって、都市再生の体制を強化していきたいと

思っています。 
 
それと、大きくは三つですが、地域包括ケアシステムの構築に向けた体制の整備と

いうことで、これは、今後、超高齢化社会に向けて地域全体で高齢者を支えるシス

テム、そういった地域づくりを推進するために、地域包括ケアシステムの中核とな

る地域包括支援センターの充実といった、そういった体制を強化していきます。 
以上が組織改正についてです。 
 
【友ヶ島野奈浦桟橋（乗降部分等）の修繕状況について】 
大きな二つ目ですけども、友ヶ島の野奈浦桟橋の修繕状況ということで、これは友

ヶ島の観光客が増えていたのですが、先の台風によって桟橋が損傷して友ヶ島に渡

れなくなっていたのですが、ようやく修繕の目途がつきました。 
そこに書いていますように、１１月１９日には修繕作業が完了する予定になってい

ます。その後、近畿運輸局の安全確認を受けて、オッケーが出れば友ヶ島汽船の再

開をしたいと思います。早ければ今月の末には再開ができるということで、またぜ

ひ、友ヶ島に従来どおりきていただければ、さらに魅力を高めていくようにします

ので、PR していただければと思います。 
 
【「雑誌スポンサー制度」の実施及びスポンサー募集のお知らせ】 
次に大きい三つ目です。 
市民図書館に雑誌なんかを置いてるんですけども、特に新しい雑誌についてはスポ

ンサーを付けるということで、雑誌スポンサー制度というものを実施していきたい

と考えています。カバーと書架にそれぞれの企業の広告を載せていただくことによ

って、それをまた財源に充てていきたいと考えています。 
 
【～投票率アップをめざして～期日前投票者用の臨時駐車場の開設及び広報車

での啓発について】 
次が４点目ですが、私の市長選の時もそうでしたが、台風の影響もあったというこ
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ともあったのですが非常に投票率が今、低くなっています。今後、これから知事選

があって、衆議院も解散されたということもあって、投票率をやはりできるだけ上

げていきたい、市民の方に選挙に関心を持っていただいて投票行動に結び付くよう

な、そういった PR を積極的にやっていきたいということで、選管の方からですが、

一つは期日前投票をよりやりやすくしようということで、今、商工会議所が一つの

期日前投票所になっているんですけども、車がなかなか置きにくいので、臨時駐車

場を道路を挟んだ南側、お城側に１０台分設けることにしました。これは臨時とい

うことで、期日前投票の期間について置けるようにします。土日も含めまして、１

１月１７日から１１月２９日土曜日まで臨時駐車場を設置させていただいて、出来

るだけ期日前投票がしやすいような体制をとっていきたいと思います。 
それと、今までこんなことやってなかったんかなという感じはするんですが、広報

車による啓発活動として、広報車を３台出して出来るだけ、期日前投票の呼びかけ、

また選挙日には投票への呼びかけ、そういったことを広報車を出してできるだけ市

民の方に投票行動に結びついていただくようなお願いをしていきたいと考えてお

ります。 
 
【松下幸之助生誕１２０周年メモリアルパネル展の開催について】 
５点目ですが、和歌山市で生まれた松下幸之助さんですが、生誕からちょうど１２

０年になるということです。１１月２７日が誕生日ということで、この２７日が生

まれてから１２０年になるということで、和歌山に非常に貢献いただいているし、

日本の経済成長を支えた方ということで、偉大な方の足跡を記念して、メモリアル

パネル展というものを市役所の１階で開催したいと思っています。 
期間は、１１月２７日から１２月４日まで、生誕の地というのが写真にも載ってい

るんですが、できるだけ和歌山市としても松下幸之助さんの生誕１２０周年にちな

んで、今後とも偲んでいきたいというふうに思っています。 
 
【食祭 WAKAYAMA2014（11/24 開催）について】 
最後は PR ですが、「食祭 WAKAYAMA2014」が今年も開かれます。１１月２４日

ということで、色んな食のイベントがありますので、ぜひ、お越しいただけたらと

思います。当日は人力車だとか、グルメ対決とかもありますし、ぜひ来ていただけ

ればと思います。 
 
発表項目は以上です。よろしくお願いします。 
 

記者の質問事項 

（記者）： ２点ありまして、１点目が組織改正についてなんですが、尾花市長が就任

されてから、市長自ら発案されたものなんでしょうか。 
（市長）： はい、そうです。９月でもちょっとやったんですけども大きくは来年度やり
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たいということで、今回考えた末の決定です。 
（記者）： 大きな狙いとしては、迅速にスピーディにっていう部分が１番ですか。 
（市長）： そうです。トップダウンがこれから多くしてるんですけども、上から下ろす

というか私から下ろす部分が多くて、その調整機能っていうのを早くやっていただ

きたいという、そのスピードアップが狙いです。それと、やはり東京事務所なんか

はできるだけ中央の情報を得たいというのと企業誘致にも結びつけたい、そういっ

たのが狙いです。 
（記者）： あともう１点目が、知事選の広報車についてなんですが、市長選の時は呼び

かけていたのを私も聞いた記憶があるんですけども、知事選と国政に関して市では

広報車を走らせてなかった 
（市長）： 広報車を走らせなかったと聞いたんですけども、これでいいの、選管。 
（選挙管理委員会事務局）： 今までは走らせていなかったのですが前回、８月の市長選

も含めて選挙につきましては低投票率が続いておりますので、これから少しでもア

ップしていくために走らそうということで決定いたしました。 
 
（記者）： 組織改正のほうなんですけども、政策調整課であったり東京事務所っていう

のは、それぞれ市長公室の中の課になるわけですか。 
（市長）： そうです。 
（記者）： 市長公室で政策調整課ですね。あと人数なんですがどれくらいの、両方、政

策調整課であったり東京事務所、だいたいどれくらいの人数で構想をされてられる

のでしょうか。 
（市長）： そんなに大勢の人数っていうのは、来年度国体がちょうど開催されるんで、

そんなに大勢の人数は無理なんですけども、１つの課なんで 10 人以上、だいたい

10 人以上の課になると思います。東京事務所はそんなにも出さないで、数人です。 
（記者）： 今も東京事務所みたいなやつあると思うんですけども、要はそれをパワーア

ップさせるようなイメージになるんですかね 
（市長）： 今、東京事務所はないんです。県の東京事務所っていうのはあって、県に出

向っていうのはやってるんですけども、それはあくまでも県の東京事務所です。市

の東京事務所っていうのは今まで置いてなかったんで、全くの新設になります。 
（記者）： わかりました、ありがとうございます。 
 
 
（記者）： その東京事務所、場所ってそろそろ固まってきてるんですかね。どこらへん

というのは。 
（市長）： 今ちょっと調整中ですけども、条件は１番便利なとこで安くっていうことで

今調整してます。 
 
 
（記者）： この雑誌スポンサーの件はですね、だいたい月いくらくらい雑誌って購入さ
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れてるんですか。 
（市長）： 雑誌の購入費ですか。 
（記者）： はい。 
（市民図書館）： だいたい年額で１万円程度になるんですが、それが 115 誌程度になり 

ます。 
（記者）： １万円×115 ということですか。 
（市民図書館）： はい、そうです。 
（記者）： 今回、この制度によって全部をできれば賄いたいということなんですか。 
（市民図書館）： ではなくて、出版社から直接購入してる分とかございますので、そ 

の内 70 誌を対象にしております。 
（記者）： 70 誌の購入金額をこの広告主の方に負担いただけたらということでよろしい

ですね。 
（市民図書館）： はい、理想では 70 誌全てできたらと思いますが。 
 
 
（記者）： この雑誌スポンサー制度に関連して、こういった試みというのは全国でも行

われているものなんでしょうか。 
（市長）： 結構これはやられてるみたいですね。 
（市民図書館）： 中核市でしたら、43 市中 12 市が既にしております。 
 
 
（記者）： 友ヶ島の件なんですけれども、また再開される目途が立ったということで良

かったなと思っているんですけども、掲載した時にですね、市からの報道というか

広報がですね、大変遅くって、随分前に把握されていたにも関わらず、ずっとそれ

を発表されずということだったと思うんですけれども、そのことは市長はどのよう

に受け止めてらっしゃるか、お考えをお聞かせください。 
（市長）： 広報遅かったっていうのは。 
（記者）： １回目の台風でもう被災していて、その段階で確か市の方は把握されていた

と思うんですけれども、ただその段階で、もう渡航できませんよということは発表

することはなく、その間観光客の方はずっといらっしゃるわけですよね。そのこと

です。 
（市長）： 台風連続して来たっていうのもあって、まず調査に手間取ってしまったんで、

すぐ再開できるかどうかっていう目途がなかなか立てられなくて、その関係で多分

広報できなかったんかなぁと思うんですけども。 
（記者）： でも、渡れないということが観光客にとっては１番大事なことだと思うんで

すけれども、それだけでも発表するというお考えはなかったということなんですか。 
（市長）： 渡れないということは。 
（記者）： 友ヶ島に行くことができないということがわかった段階で、調査の内容とか、

そういうのも当然必要になってくるんでしょうけれども、とりあえず観光、１つの

5 
 



やり方として報道発表して、広く、友ヶ島に渡れませんよっていうことを流すこと

はできたとは思うんですけども。 
（市長）： 広報しなかったっけ。 
（記者）： 結果、２回目の台風が過ぎた後になったんですけども、それのタイミングに

関しては 
（市長）： ２回目で大きく壊れたんでしょ。 
（観光課）： １回目は行けてません、渡れてないので。 
（記者）： ８日に行かれた、それは…。 
（観光課）： １回目はまだ渡れてません。 
（記者）： ちょっと私が聞いてた話と違うのかもしれないですけれども、すみません。 
（市長）： 確かにちょっと、広報っていうか、渡航できないよっていう対応が悪かった

っていうのは苦情寄せられたっていうのは聞いてるんですけども。２回目で確かや

ったと思うんですけど。 
（記者）： ２回目も、確か毎日新聞さんが書かれて、翌日発表という形やったんですよ。 
（市長）： そうですか。 
（記者）： というのと、１回目渡れないっていうところで、要はその段階で言うべきで

はないのかなっていうのが、たぶん、みんな考えてることやと思うんですよ。 
（市長）： はい。 
（記者）： 要は船が動かんっていうことを発表してほしかったなぁというのがあるんで

すけど、その辺り踏まえて改めてお願いします。 
（市長）： わかりました。じゃあ、不十分だったといいますか、今後そういうことがな

いように、しっかり、県民の方、市民の方に迷惑かける行為っていうのは、本当に

なくしていきたいと思ってるんで、広報っていうのは万全にしていきたいと思って

います。 
 
 
（記者）： ちょっと関係のない質問かもしれないんですが、21 日に衆院選、解散という

ことで、市長としてお聞きするのも何なんですけども、和歌山市ならば、例えば今

のこういう状況で知事選もこれから控えてると思うんですけれども、どういう部分

を市民のみなさんに争点として挙げてもらえたらいいかなぁというふうにお考え

ってあるんですか。 
（市長）： それはちょっと政治的な話になってしまうかなと思うんですがね、争点言う

と。ただ、地方としてはですね、今、地方創生の関連法案、「まち・ひと・しごと」

の法律と、地域再生法の改正案と、関連２法案という形で国会まさに通ろうとして

ますので、これは早期成立していただきたいと思ってます。今、地方の創生、再生

っていうのは、本当に待ったなしの状態になってるんで、できるだけ早く関連２法

案っていうのは通していただけるように、これは心からの願いですので。 
 
 

6 
 



（記者）： 引き続き衆院選関連なんですけれども、消費税の増税を１年半先送りにして、

21 日に解散するっていうことが決まったんですが、これについてお考えはどうい

うふうにされていますか。 
（市長）： 解散することについてですか。 
（記者）： はい。 
（市長）： これはもう国政の話なので、当然解散権は総理にあります。それに対してと

やかく言うものではないと思うんですけれども。 
（記者）： 大義がないとか、そういう意見もあるんですけれども、こういう意見につい

てはどう思われますか。 
（市長）： それは、そうは思わないって言うとまたあれかわからんのですけど、それは

やっぱり国のほうの事情、政治の事情で今回解散されたんだから、それは尊重して

います。 
（記者）： 消費税の増税を先送りにすることについてはどう思われますか。 
（記者）： もともと経済の状況を見てっていう条件付きの、今回先送りっていうことな

んで、致し方ないんじゃないかなぁと思ってます。GDP が予想外に低かったとい

うのを受けての経済の落ち込みを懸念したためだと思ってるんで、それは評価した

いと思いますけど。 
（記者）： 先送りにあたって、景気の動向に関わらず、１年半という期限が付けられた

んですけども、景気の動向に関わらず定めるっていうことについてはどのように感

じられますか。 
（市長）： もともと 10％にしようっていうのは法律で決めた話だから、当然収入と合わ

せた考え方なんで、今回は景気の状況を見てっていうのだったけど、１年半後であ

れば、もう上げざるを得ないっていう判断だと思うんで、難しいですね。そうする

って言うとあれですけど、そう判断されたんだから仕方ないと思いますけど。 
 
 
（記者）： 先ほどの地方創生の件なんですけども、今日の参議院予算特別委員会で、野

党が審議に応じずに、要は地方創生の関連のやつが遅れてしまっている状況になっ

てるんですけども、それについて改めてちょっとご意見いただければと思うんです

けども。 
（市長）： 先ほども申し上げたように、関連２法案、地方創生の関連２法案っていうの

は、地方にとっては非常に大事な法律になっています。できるだけ早期の可決を願

っています。 
（記者）： 遅れることでやっぱり影響っていうのは出てきそうですか。まだその辺はわ

からないですかね。 
（市長）： ２つの法律、２つの法律っていうか新法が１つと改正が１つなんで、やはり

和歌山市としても予定している面があるので、遅れると影響が出てくると考えてま

す。 
以 上 
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