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  12 月市長定例記者会見（平成 26 年 12 月 18 日（木）14 時から） 

市長発表事項  

皆さんこんにちは。今年最後の定例会見をはじめさせていただきます。 

発表項目は２項目、ＰＲ項目は３項目、その他項目として、「ちょっといい話」

ということで１項目させていただきます。 

 

＜発表項目＞ 

【平成２７年度国の施策及び予算に関する提案・要望について】 

まず、発表項目ですが、お手元の資料を見ていただいて「平成２７年度の国の施

策及び予算と今回の経済対策補正とそれに伴う要望活動」というのを実施します。 

和歌山市ではこれまで国への要望をまとまってやってきたというのはなかった

のですが、今回から国に対して、ちょうど国の動きに合わせたような形で要望活動

を実施していきたいと思っています。日時は、今月２４日から２５日にかけて、主

な提案内容は、一つは今回マスコミ等でも出ていますように、国の経済対策補正に

ついて、今月末に閣議決定する予定で、ぜひ和歌山市からも補正対策を要望してい

きたいと思っています。 

それと、もう一つは地方創生の関係、まち、ひと、しごと。それと、地域再生。

その２つについて、要望していきます。 

３点目は各省庁への告知事項ということで、お手元の方へ細かい資料というのが

入っていると思うのですが、まずは国の補正予算における経済対策ということで、

今回大きな目玉になってます地方創生、地域再生、これに係る経済対策補正という

ことで強く要望していきたいと思います。 

それと、併せて補正ですが、今年度補正で和歌山市が緊急に必要としている事業

予算というのを要望していきます。たとえば、防災に関係する河川改修、水利排水

対策、また、青岸エネルギーセンター等の廃棄物処理施設改良費といった、今、緊

急に必要とされている予算をあわせて要求させていただきます。それが補正予算で

す。 

 

二つ目は、「まち、ひと、しごと」地方創生にかかる分ですけども、法律は二つ

あって一つはまち、ひと、しごとの地方創生法と、もう一つは地域再生法の改正と

いうことで、この２つの法律について今回制定したということで、これに合わせて

来年度に向けた要望をしていきたいと思っています。地域再生計画を立てるための

推進に向けた財政的な支援、それと合わせて、地方創生に取り組むための交付金創

設。また、和歌山市が地方独自に地域の再生のために、地方の創生のために取り組

むための個別的な内容、それに和歌山市の内容を盛り込んで提案、提言して要望活

動していきたいと思います。 

そこに書いていますように、企業誘致だとか新規事業、既存企業の事業拡張、観
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光振興、地域高規格道路の整備促進、地域公共交通の充実、少子化対策、いろんな

項目に和歌山市の提案をさせていただきたいと思います。 

それと、３点目の各省庁への個別要望事項については、来年度必要とされる予算

要求について、省庁に要望していきたいと思います。 

 

【市役所南別館の観光活用について】 

次が、発表項目の２点目ですが、市役所の南別館、この前のお城の前の南別館で

すが、今耐震工事をしているのですが、この２階の部分を今議会でプロポーザルを

認めていただいたので、和歌山城の案内とか郷土の偉人先人についての歴史資料館

として改修します。 

ちょっと見ていただいたら、これが南館全体で、物産はこの奥なんですが、和歌

山城にあった形で南別館を改修していきたいと思います。下には、コーヒーとか、

オープンカフェ的なちょっとした飲食ができるところ、それと２階が今言った、偉

人先人とか和歌山城を紹介したフロアーにしていきたいと思います。 

 

＜ＰＲ項目＞ 

【天守閣楠門へのしめ縄の飾り付け・天守閣で初日の出を！（1/1 開催）】 

次のＰＲ項目ですが、毎年やってる話です。一つは天守閣楠門へのしめ縄の飾り

付けについて、これは１２月２６日に実施します。それと、１月１日元旦ですけど

も和歌山城新春初登閣「天守閣で初日の出を！」を開催します。 

 

【第３６回新春つれもて歩こう走ろう会（1/1 開催）】 

もう一つは新春つれもて歩こう走ろう会、これは３６回目になるのですが、これ

も恒例なイベントです。元旦に行います。 

 

【平成２７年度消防出初式（1/11 開催）】 

次は、平成２７年度消防出初式です。９時３０分から式典をやって、その後１１

時頃から放水演技を行います。 

 

【平成２７年度和歌山市はたちのつどい（1/11 開催）】 

次に、和歌山市はたちのつどいの開催ということで、午後１時からビッグホエー

ルで開催します。 

 

＜その他項目＞ 

【ふれあい収集での出来事について】 

それと、最後に年末ということですので、ちょっといい話をさせていただきます。 

ごみの収集について、普通はごみの集積場所へ家庭からのごみを出していただいて、

そこにごみの収集車が回収にいくというのが普通のパターンなのですが、ふれあい

収集事業というのをやってまして、これは高齢者の方で、特に障害者とか要介護３
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以上の方で、ゴミ出しが自分ではできない方に対して、家までお伺いをして 

ごみの収集をさせていただくふれあい収集事業というのをやっているのですが、そ

ういう中で、先般、１２月１１日ですけど、収集センター北事務所の職員２名が自

宅に伺ったところ、中で女性が倒れていて、助けてというような声が聞こえたとい

うことで、近所の方から鍵を借りてその方を助けたということがありました。幸い

女性にも怪我がなかったということでしたので、ちょっといい話ということで発表

させていただきます。 

私からの発表は以上です。 

 

 

記者の質問事項 

（記者）： 市役所南別館の件なんですけれども、もう少し詳しく、目的であるとか市

長の観光施設にかける思いであるとか聞かせていただけますか。 

（市長）： 和歌山城をできるだけ魅力を上げていきたい。今、外国人の観光客が非常に

増えています。そうした中で、和歌山城をぜひ和歌山市の観光の目玉にしていきた

いっていうのと、もう１つは、まちの中の魅力を高めたい、そういった視点で和歌

山城の色んな事業に着手しようとしています。これは耐震化の話はもともとスター

トした話、それと２階に偉人・先人館を作ろうと、これも既定の話ではあるんで、

そんなに私の政策というわけではないんです、正直言うと。既定路線をついてるん

ですけど、ただ、１階部分に軽く飲食できるコーナーを設けようとか、できるだけ

今和歌山城で食べたりっていうのができないので、今後そうした施設っていうのも

増やしていきたいなぁって思ってて、そうした部分だとか、あと２階の偉人・先人

館についてはですね、和歌山城の色んな物、天守閣と機能分担したいなぁと思って

います。天守閣に置いている物っていうのは、どっちかって言うとお城を守るため

の、何て言うかな、防御用っていうか、そうした物は近くに置いて、それ以外の歴

史を語るような物っていうのはこの南館に持ってきて、両方あわせて和歌山城がよ

くわかるという形にしていきたいと思ってます。あわせて和歌山市全体がわかる、

古地図を入れたりとか、3D の VTR の施設を設けたりとか、そこに行けば、和歌

山城に行けば、本当に和歌山市全体がよくわかるよ、歴史もわかるし偉人もわかる

し、まずは出発点として和歌山城があるんだよと、そういった施設にしていければ

なぁと思ってます。 

（記者）： 来館者の年間の目標とかってあるんでしょうか。 

（市長）： それはね、まだできてないんですけど。今、ひとつ、外国人の目標立てよう

かなと思ってますね。今 22,000 人くらいなんですが、外国人の宿泊客が、これが

すごい勢いで増えていて、特に東南アジア、香港、台湾も含めてアジア系からもか

なり増えてるんです。そうした中で、これからもうちょっと外国人旅行客の目標っ

ていうのを設定していきたいと思ってます。 

 



4 

 

（記者）： 南別館のことで、予算ってどのくらいを検討されてますか。 

（市長）： 全体予算ですか。耐震も入れてですか、２階の部分だけですか。 

（記者）： ２階の部分だけのと全体のと。 

（担当課）： 展示・内装等で２億円弱。耐震工事で３億円、合わせて５億円弱です。 

 

（記者）： 外国人向けの工夫っていうとどこを考えてますか。 

（市長）： 外国人向けっていうのは、やっぱり日本に来たら日本らしさがわかるってい

うのが１つだと思うんです。そういう意味じゃあ和歌山城なんかはすごい物だし、

建築物でもあるし、歴史も学んでいただけるということで、そうしたところに主眼

を置きたいなぁと思ってます。それともう１つは、やはり外国人の方っていうのは

どうして情報を入手するかっていうところが１番ネックになってるんで、それはフ

リーWi-Fi 等、今あそこの自動販売機のフリーWi-Fi が１つだけあるんですけども、

もっと増やしていって、情報が容易に入手できる、そういったところを売りにして

いきたいなぁと思います。 

 

（記者）： お城の敷地内に飲食ブースであったり飲食の部分を増やしたいっていうこと

だったんですけども、今具体的に検討されてる物ってありますか。 

（市長）： 今はとりあえず、南別館の下の所でもうちょっと色んなものが食べられない

のかなぁっていうのがあってやってるんですけども、なかなか許可の部分、文化庁

の許可の部分等難しいのがあって、それは全体の整備計画を進める中でやっていき

たいと思ってます。 

 

（記者）： 市長選の頃から尾花市長にはずっと質問させていただいていたことなんです

が、市長の目指すべきまちのイメージや全体像っていうものと、今回の、この南別

館ってその１つの取っ掛かりっていうか、スタートって位置づけになるんでしょう

か。 

（市長）： 私の目指してる、和歌山市全体はですね、できるだけ便利でコンパクトにし

ようと、市全体では。そうした中で中心部と郊外地の役割分担と連携を強めたいな

ぁと思ってて、それが全体像なんですけども、特に今問題が、やっぱり中心市街地

の衰退が今１番大きな問題だと思ってて、中心市街地の活性化を１番力を入れてや

っていきたいと思ってます。そのためにはやはり、まちの中の人口が最盛期からい

うと半減、中心部が半減してしまってるんで、まちの中に住む人を増やしていく。

それと住む人にとっても便利なまちづくり、高齢者も、また子育て世代も住めるよ

うに、例えば高齢者の施設を誘導してくるだとか、子育ての支援施設をまちなかに

誘導してくるだとか、その病院だとか、さらに大学も含めた教育機関の充実を図り

たいってなってて、そうした中で便利さを、まちの中の便利さっていうのを高めて

いきたい。３つめが、やっぱりまちの魅力っていう意味で、楽しく、魅力あるまち

づくりをやりたいと思ってて、楽しくっていう意味では色んなイベントをするのも

そうだし、まちの景観をきれいにするだとか、若い人が本当にまちに出たくなるシ
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ョッピングだとかグルメだとか、そうしたこと、色んな魅力を高めていければと思

ってます。その中で、まちの魅力を高めるって意味では和歌山城が１番中心になっ

て、やはり和歌山市にとって、中心にとってはこれから和歌山城っていうのはもっ

と魅力を高めていく必要がある。その中で、南館っていうのは取っ掛かりに過ぎな

いんですけども、これからさらに和歌山城の中、さらにその周辺もあわせて、全体

の、和歌山城周辺の全体の魅力を高めていこうと思ってます。 

（記者）： 目指すべきイメージとかってありませんか、城下町風のまちとか。 

（市長）： できるだけ周辺を含めるっていうとなると、和歌山城が浮き出るような城下

町っていうのをイメージにしたいし、ただ全体的にはやっぱり都市なんで、都市の

中心ということで商業とか業務とかそういったビルもあるわけで、それもうまく調

和をとれるような、城下町と調和をとれるようなまちなかに再生していきたいと思

うんですけど。 

 

（記者）： 先日、副市長に木村さんを出された、まちづくり局長とかをやられてて、そ

の方面にあった OB の方だと思うんですけど、OB にはその他多数、経験者の方が

いらっしゃると思うんですけども、その中で木村さんを選ばれた理由を教えていた

だけますでしょうか。 

（市長）： 市の OB さんと現役職員を含めて検討しました。私の就任直後からそうした

検討ずっとしていました。その中で、まず総務省出身の荒竹副市長をお願いした。

これはまあ特に国とのこれからの地方との関係というのは密接にならなきゃいけ

ないというのがあって総務省からきてもらったんですけれども。木村さんについて

は、ずっと現役・OB 含めて検討する中で、もちろんそれ以外も含めて検討したん

ですけども、やはり１番、今、私が進もうとしている方向、地方創生、和歌山市を

元気にという方向に１番あっている方だなと思いました。今まで、私も県にちょっ

とおったっていうこともあって、仕事の関係で色々と市の職員さんと付き合いもあ

った中で、それと現役の職員さんについては、この８月からずっと見た中で、全て

の中から見て、木村さんというのは一番、方針というか方向に即しているなと思い

ました。 

（記者）： それは、今まで木村さんがやってこられた事が、市長の考えている事と一致

しているということですか。 

（市長）： そうですね。やってきたこと、実績だけじゃなくて、知識だとか、その判断

力だとか、そうした面もすごくかっているわけなんですけど。 

 

（記者）： 先日の衆院選で、政権与党、自民公明の勝利、これに関しての受け止めと、

それに関しての１区は色んな事情があるにせよ民主党の岸本さんが勝利された、こ

のそれぞれの受け止めと、発表事項の冒頭に出たんですけども今後安倍政権に望む

ことを改めて教えていただけますでしょうか。 

（市長）： 今、地方の経済対策っていうのは、今の方向で正しいと私は思ってます。特

にデフレから脱却する必要がある、地方においては脱却する必要があるということ
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で、その方向について継続性が持てたっていうことで、ある意味では安心してます。

それと、これから和歌山市を元気にする、私も選挙の公約で「産業を元気に」「ま

ちを元気に」「人を元気に」、「産業・まち・人」って言ってたんですけれども、地

方創生がまさに「まち・ひと・しごと」ということで、ほとんど一緒っていうこと

で、そういう面じゃ今の政権が継続できて、方向性も継続できたということには、

すごい安心感を持ちました。それと２つめの岸本先生、これはまぁ今までも同じよ

うな体制だったわけなんですけども、１区については、そういう意味じゃあ今まで

の体制が継続できたということで、これも安心感がある。やはり代議士が和歌山市

で２人おられるっていうのはすごいありがたいことだし、今までの継続性のあるこ

とを続けられたっていうことで安心してます。 

（記者）： あと３つめの、今後政権に望むことを改めて教えていただければ。 

（市長）： これから経済対策補正打たれるということで、ちょうど今、経済対策がな

かなか地方まで及んでいない中で、早く及ぼすためにできるだけ地方に厚い経

済対策を送っていただきたいなぁと思ってます。もう１つは、来年度予算にお

いて、地方が望むような、やりやすくなるような制度を作っていただきたいし、

そうした予算を充実させていただきたい、それが政府に望むことです。 

 

（記者）： １区ですね、投票率 47％でしたっけ、非常に低かったと思うんですけど、

これについてぜひ、受け止めお願いします。 

（市長）： これはもう、私の市長選の時からもそうだったんです。市長選の時は台風

もあったっていうことで、30.84％と非常に低くて、これはもう台風の影響だけ

じゃなくてやっぱり私の政策にも魅力がなかったのかなぁと、そうした反省は

持ってます。そうした中で、知事選、衆院選ときて、今回の衆院選も割りと、

２人が競った割には投票率が、岩出市には勝ったんですけどね、それは何か書

いてくれたら、今回は初めて岩出市には勝って、なんですけどもやっぱり低い

と。50％切ってしまったということで、色んな要因があって一概には言えない

んですけども、都市部がなぜ少ないのかなぁって思って。これも色んな統計デ

ータ見ても和歌山市で若い人の投票率が非常に低い、10％台になってるとか、

非常に低い年齢層もあるので、そういった若い人の投票行動に結びつくような

政策を打っていく必要があるんだろうなぁと思います。あとはまぁ、原因って

いうか、これは行政でやれることでしたら、期日前投票をもっとやりやすくす

るだとか、棄権防止をやはりもっともっと呼びかけていく必要がある、そうし

た所が反省点かなって思います。 

（記者）： 結構選管のほうでは色々と駐車場とか、広報活動の啓発とかやってたと思

うんですけどなかなか実を結ばないことについてはどう思われますか。打つべ

き手は打ったという感じなんですか。 

（市長）： いや、まだやっぱり要望あるのはですね、期日前投票箇所が少ない、今コ

ミセン２か所と、商工会議所、合計３か所ということで、やはりもっと便利に

してよっていう声が多いんで、期日前投票箇所についてはもっと増やそうと思
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ってます。それと棄権防止はだいぶ呼びかけたつもりなんですけども、さらに

もっと呼びかけていきたいと思ってますね。 

 

（記者）： 経済対策を国に要望されるということなんですけども、色々項目はあると

思うんですが、特に和歌山市としてこの項目に重点的に経済対策を、特に市に

とって重要なやつで、今後、この項目に重点を置くという経済対策があれば教

えていただきたいんですが。 

（市長）： いくつもあるんです。今ここにかなり挙げてると思うんですけど、来年度

に向けて、今日もある新聞に載ってたけども、これはもう、もともと言ってる

本社機能の移転とか、そういった産業の面での地方の活性化っていう面では、

できるだけ地方に分散していただきたいなぁっていうのがあって。そうした国

の施策っていうのはすごい歓迎していて、これから企業誘致に対しても積極的

に、これは市だけでできることではないんで、県と一緒になって、また明日や

ったかな、県知事と県市政策連携会議っていうのをやるんで、そこでもしっか

り対応やっていきたいなって思ってます。それと人口減少っていうのはやっぱ

り和歌山市としたらこれから人口減少に歯止めをかけたいという思いがあって、

そうした面で人口減少の抑制に繋がるような施策、例えば若い人が和歌山に戻

りやすくするっていうのは、まず雇用もそうなんですけども、それだけじゃな

くて大学なんかも和歌山県が大学少ないということで、県外への高校からの大

学への進学率がワースト１なんです。こうしたところがやはり都会への若い人

の流出に抑制がかからない原因だと思ってるんで、できるだけ大学等の誘致っ

ていうのを進めたいなぁと思ってます。もう１つは魅力あるまちに早くしたい

っていう思いがあって、都市の再生に向けての割と使いやすいような交付金制

度っていうのを要望してるんですけど、本当に地方が求めるような、ちょっと

した地方のお金ですごい効果得られるんで、そうした新たな交付金制度みたい

なものを要望していってまちづくりをしっかりやっていきたいなぁって思いま

す。まだいっぱいあるんですよ。子育ての支援もそうなんですけども、子育て

支援とかなかなか財源絡み、消費税絡みの話もあって、そのへんがですね、こ

れからやっぱり子育て、高齢者の対策等をやっていくためにもしっかりした国

の財源政策っていうのが必要じゃないかなぁと思います。 

（記者）： 今言われた消費税が見送りになったということで、対して財源が非常に心

配されるかという風に公言されてると思うんですけど、そのへんについて和歌

山市は何か手立てはされる考えはあるんでしょうか、独自に。 

（市長）： 独自の手当てと言ってもなかなか難しいって思ってるんで、今回、まぁ消

費税の増税時期が延びたということで、それにあわせた、やはり内容、財源に

していかないといけないし、事業もそれにあわせていかないといけないと思っ

ていて、新たな市の中でなかなか予算とるのは難しいと思いますね。 

 

（記者）： いくつかまとめて質問させていただきたいんですけども、１つはまた発表
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項目に戻ってしまうんですが、国に直接予算のことで要望に行かれるっていう

お話で、市長も自ら行かれるってことで。 

（市長）： はい、そうです。 

（記者）： そのきっかけですとか、どういう思いがあってされようとしているのかと

いうのと、あとは関係ない話なんですが、１年ふり返って、初めて市長になら

れてから年越しになると思うんですが、１年をふり返ってどんな１年だったか、

あとは資料の、３つめの質問なんですけど、資料のタイトル変わった気がする

んですけど、デザインが、これは市長が変わられたのでデザインを変えたので

しょうか。 

（市長）： まず要望するきっかけですけども、これはもう最初から、就任時から言っ

てたんですけど、まず市と県が一緒になって和歌山を元気にしていく、連携し

ていくことが大事だと思ってますし、これからどんどん国へ提言していくとい

うことが大事で、市と県だけじゃなくて国も一緒になって地方を元気にしてい

こうよっていう、私ははじめからそういった政策をとってますが、そんな中で、

今回ちょうど選挙もあって来年度予算が延びてるんですけども、ちょうど 27日

くらいですか、経済対策の閣議決定がされるっていうのもあるし、組閣も 24、

25 に新しくされる。それと来年度予算については来年になってしまったんです

けども、来年決まってくるという１番大事な時期に国へ色んな制度要望をして

いこうということで、そうしたきっかけで今回、要望することにしました。 

それと１年ふり返ってですね。１年というか、１年をふり返っていいんですか、 

前半も。前半はもう選挙に、選挙にというか。 

（記者）： ぶっちゃけていただいても。 

（市長）： ぶっちゃけて、ではぶっちゃけます。前半はもうずっと選挙の準備という

か、あまり言うと事前運動になってしまうんであれなんですけども、ずっと大

橋前市長さんが不出馬宣言されたのが、去年のちょうど 11 月だった、今時分、

今よりちょっと前くらい。出馬表明させていただいたのが去年の 12月３日だっ

たんですけども、そこから色んな、私はまず政策作りを中心にやってきたつも

りなんです。色んな案を和歌山市を元気にするための政策作りをやるために、

色んな方にお聞きしてきたんですよ。８か月間、ずっと選挙までの間、８か月

色んな団体の方、色んな方にお会いして、私はそれはすごいありがたいなぁ、

今になって宝だなぁと思ってます。色んな声をお聞きできたことが。その中で

一応公約も、政策の約束事も作らせていただいて、それが今、８月 25日で市長

に就任させていただいて、その約束をもとに新しく政策を市の中で作っていこ

うとしてるんですけども、前半は本当に大勢の方の意見を聞けて、政策に活か

すような形にできたということが非常にありがたかったかなぁと思います。後

半は、市長に就任してからの話になるんですけども、やはり市の実情を知れば

知るほど待ったなしの課題があるなぁという感じがします。人口減少、少子化

問題、高齢者の問題、また中心市街地の衰退の問題、経済の活性化、本当に等々、

待ったなしの課題が横たわってるなぁというのが、市の中に入ってよくわかり
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ました。そういう面で私はそれまで培った施策面での約束と、それと新たな和

歌山市の課題も入れて走り続けてきたんですけども、８月末から。いよいよ来

年度の予算を編成する時期になってきたんで、特に今年度まだやり残している

ことを仕上げるのと、来年度に向けて、来年度以降に向けての仕事っていうの

を今やってます。そうしたことに重点を置いてて、気持ちとしては本当にこう、

毎日毎日が新しい刺激でやりがいがあるなぁっていうのが率直な気持ちです。

それと３点めは…。 

（記者）： ロゴが変わった話。 

（市長）： ロゴが変わった話ですね。ロゴが変わったのは気分を変えたい、新しいロ

ゴをちょっと、これは単に市の徽章なんで、新しいロゴはまた作りたいなぁと

思ってます。これまた来年やっていきたい点です。 

 

（記者）： 来年の話が出たところで、来年に向けて何か１つここでぜひ話しておきた

いということがあったらお願いします。 

（市長）： 来年に向けての話はさんざんしたつもりなんですけども、来年は飛躍の年

だと思ってます。ご存知の通り高野山の 1,200 年、開創 1,200 年もあるし、国

体もあるということで和歌山に大勢の来客がある、これは和歌山市にとっても

大きなチャンスだと思ってるんです。高野山と言ったってやっぱり和歌山市に

泊まっていただきたいし、和歌山は和歌山市なんだという海外に向けてのそう

した発信ができるチャンスだし、国体はまた国内からも大勢の方に来ていただ

けるということで、非常に多くの方に来ていただける、和歌山を知っていただ

ける大きなチャンス、もう１つは国体にあわせて、いつも言ってるんですけど

も、第二阪和だとか道路網ができていって、今まで和歌山市は交通の便が不便

だった分が一挙に良くなっていきつつある。来年、国体までに全ては完成しな

いと思うんですけど、来年再来年含めて、非常に和歌山市がそういう、交通の

便も非常によくなってくる、そうした機会をとらえて和歌山市もこれから産業

の活性化と結びついていくすごい大きなチャンスが来たんで、そうしたチャン

ス、それと今の政権の地方創生、経済対策、そうしたことをあわせると、本当

に来年は大きな飛躍の年になる、チャンスの年だと思ってます。 

 

 

 

 

以 上 


