
  平成 27 年度当初予算等市長記者会見＜2 月 16 日(月)14 時から＞ 

市長発表事項  

（市長）： それでは宜しくお願いします。 
 
【平成２７年度当初予算について】 
（市長）： 今ですね、和歌山市に４つの大きなチャンスが到来しています。 
１つは地方創生です。国が、地方の自主的な取組みに対して支援をすると。これは

まあ、どこにでも平等にチャンスがあるわけなんですけども、やはり地方の独自の

色んな提案に対して支援していく。これはやはり、これからアイディアを出す大き

なチャンスが出てきたと思っています。 
もう１つは、ここに書いてるんですけども、外国人観光客が非常に増えてまいり

ました。いよいよ関西国際空港が本格的な二期工事を終えて、本格的に起動しだし

たと私は思ってます。 
 
今、和歌山市の外国人宿泊客、昨年度末の前年度との比較でいくと 170％増、県

全体の平均が 80％増なんで、倍数でいくと対前年 2.7 倍の増加になってます。多

分全国でもトップクラスの外国人宿泊客の伸びじゃないかなと思ってます。 
やはり和歌山市が関西国際空港に非常に近い、国内でも県庁所在地としては１番

近い都市としての、そうしたメリットがいよいよ出てきたんだと思ってます。それ

に加えて今年は高野山開創 1200年などの外国人をひきつける大きな魅力の年でも

あると、そのチャンスが巡ってきたと思っています。 
三つ目のチャンスは、皆さんご存知の通り、今年インターハイまた国民体育大会

が開催されると。全国障害者スポーツ大会も開催されます。全国から大勢の方に訪

れていただける大きなチャンスでもあります。 
四つ目ですけども、今現在、広域的な幹線道路、第二阪和自動車道だとか京奈和

自動車道が整備されつつあります。国体までにも効果が出てきますし、また 27 年

度末でも大きな整備効果っていうのが出てくる予定になってます。今まで和歌山市

が半島性、交通の不便だったというところが大きく解消されてくる。 
また、あわせて市内の道路網も、これは国体まで、市内の幹線道路も整備されて

きて渋滞等なくなるということで、非常に交通環境が変わる、これが四つ目の大き

なチャンスだと思ってます。 
私は、この大きな４つのチャンスをこれから積極的に活かすべきだというふうに

考えてまして、公約させていただいている「産業・まち・人」この「３つの元気」

を重点的に取り組んでいきたいと思ってます。 
 
それからこうした大きなチャンスを活かすために今回積極的な予算編成を行い

ました。13 か月予算編成ということで、26 年度の補正予算、国の補正予算とあわ
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せて、当初予算とあわせたような、切れ目のない予算を編成してまいりたいと考え

ております。13 か月予算を編成して、積極的に予算編成に対応してまいります。 
 
まず一つ目の重点である「産業を元気に」というところで、企業誘致と魅力ある

観光産業の振興ということで、これは１つの目示になりますけども、企業誘致、地

域産業の振興については地域経済の活性化だとか企業誘致の強化、そうしたことを

やってまいります。以下、産業について個々に説明していきます。 
まず、国補正を活用して消費拡大による地域経済の活性化のための、プレミアム

付き商品券の発行を行います。予算額が 4 億 3500 万円ということで、2,000 円お

得って書いてますけど、２割お得です。１万円の現金で 1 万 2,000 円のものが買え

るということで、２割お得な商品券、当然ですけども和歌山市内限定で期間限定付

きのプレミアム付き商品券を発行させていただきます。 
４億 3,500 万円ですけども、実際の発売額は約 20 億円ということで、7 月の中

旬から 11 月の下旬を予定しておりますけども、できるだけ、準備が整い次第早く

ということで、7 月 1 日からでも発行できるように準備を進めていって、早く経済

効果を発揮させたいと思ってます。 
それと、特徴はもう１つ、子育て世代への発行部数を加算していくことになって

ます。就学の子どもをもつ、中学生以下ですけども、子どもさんお１人に対して１

口を追加するという子育て支援にも役に立つような商品券という形を考えており

ます。 
もう１つは企業誘致の強化でございます。企業誘致の強化につきましては、企業

立地促進奨励金制度というのを大幅に拡充してまいりたいと考えてます。交付対象

業種っていうのをオフィスだとか植物工場とかいった、色んなまちなかでもやれる

業種に拡大していく。また、増設等奨励金の指定要件っていうのを大幅に緩和した

り、まちなか再生エリアに立地する小売業、こういった支援をしていくと考えてい

ます。 
二つ目は東京事務所を設置してまいります。これは東京での企業誘致活動、また

特に今、工場を持ってて海外から国内へ引き揚げるということを考えてる、そうい

った企業に対しても積極的に働きかけていく。それとシティプロモーションを東京

で活発的に活動していきたいと思ってます。 
三つ目は UIJ ターン就職の促進ということで、海外生産拠点を有する企業等へ

の動向調査だとか、それと UIJ ターン希望者に対するサポート、都市部での企業

相談、面談会、こういったことを実施してまいります。 
新規創業への支援ということで、特に和歌山はやはりいい技術っていうのを持っ

ています。それぞれの中小企業っていうのが非常にいい技術を持ってて、今まで交

通の不便性がありながらすごい頑張っている企業が多い。そうした中でこれからは、

やはり新規創業っていうのを支援していきたいと思ってます。今までどっちかって

いうと金融機関がバラバラやってたところを１つにまとめて、企業支援計画ってい

うのを作る。それと今後和歌山市が窓口になって、そうした支援施策を行っていき
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たいと思います。 
さらに、今まであまり起業しなかったシニア世代だとか女性の起業支援、こうし

たところでも利子補給を通じて支援を拡充していきたいと思っています。 
また、起業家支援資金保証料の補給ということで、これは和歌山県信用保証協会

に対する保証料の一部を補給したり、そうしたことで新規創業というところに力を

入れていきたいと考えています。あわせて、既存市内企業への支援ということで、

ブランド化の推進、商標の出願にかかる費用の補助、今例えば和歌山ラーメンとか

紀州箪笥が商標登録されてるんですけども、そうした和歌山市のブランド化を促す

ための商標登録の支援をやっていきます。 
それと、チャレンジ企業による新商品の認定ということで、わかやま「ええもん」

認定って書いているんですけども、いい製品、和歌山市らしい個性のあるような、

新鮮さというか新規性を持っているような商品に対して「ええもん」認定っていう

のをやっていきたいと思っています。 
 
農林水産業ですけれども、これから力を入れたいなと思ってるのは薬草産業。こ

れは、遊休地等を利用して薬草産業に力を入れたいと思っています。やはり日本は

非常に安全・安心が行き届いた、農業面でも行き届いていると思ってます。そうし

た特殊性を活かして和歌山市内でも遊休地を活用したような薬草産業ができない

かということで、育成の支援に取り組んでまいりたいと思っています。 
また、もう１つは都市近郊という立地性も活かして、野菜だとか花き産地の支援

というのもこれから力を入れていきたいと思っています。 
さらに片男波、以前はアサリ、外国のアサリを養殖したりして、養殖したアサリ

をまいてたんですけれども、これからは純国産アサリ、片男波で生息するようなア

サリを復活させていきたい、そうした水産業の取組みもやっていきたいと思ってい

ます。 
 
産業振興、これからは戦略的に、しっかり振興していくと、戦略を持って振興し

ていきたいと思っています。そのためにまず１つは、産業振興基本条例っていうの

を今議会に提案させていただいておりまして、この特徴っていうのは、ブランドを

育成して、新産業を創出する。また、広域的な連携や観光振興、それと地産地消、

また、産業戦略会議っていうのを設置していく。産業戦略会議っていうのは、産・

官・学・金融で構成したこうしたメンバーで、これから和歌山市の産業の長期ビジ

ョン、中長期ビジョンを作っていきたいっていうふうに考えています。 
今、非常に伸びてる外国人観光客の誘客っていうことで、このグラフを見ていた

だいたらわかるんですけども、平成 23 年が、ここが関西国際空港が LCC 格安航

空機が就航しだした年です。約 6,000 人だったんですけれども、昨年末で６万人に

なっています。この３年間で 10 倍になっています。また、昨年度比、25 年、26
年と比べても 2.7 倍になっています。これは非常に和歌山市が大きく伸びている。

それからまさに外国人観光客からはしっかり誘客をしていくっていうことが和歌
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山市の産業にとっても大きなメリットがあると考えていまして、海外へのプロモー

ション、特に今多い香港、台湾、韓国、また伸びてるタイ、マレーシアとの商談会

に積極的に参加していく。 
もう１つは、和歌山市だけでなく紀の川筋の広域的な観光ルートを作っていきた

いと思ってます。貴志川線のタマ、また桃山の桃、高野山開創 1200 年を迎える高

野山、そうしたところと広域的に観光を売り出すことによって、関空に近い和歌山

市に宿泊していただいて、各地に広域的にまわっていただく。そうした戦略的なプ

ロモーションを組み立てていきたいと思っています。 
また、外国人観光客の実態調査、これも実際和歌山市に色んな外国人の方に泊ま

っていただいてるんですけども、今まであまり体系的に目的調査したりとか、どう

いったお金の使い方をしていただいているかとか、そういった調査ができてないっ

ていうこともあって、外国人観光客の数を増やしたいのとあわせて、消費していた

だける金額っていうのも増やしていく、そうした戦略のための調査っていうのを行

いたいと思ってます。  
 
また、民間との幅広い連携ということでやっていきたいと思ってます。 
それと、特にこれから力を入れないといけないのは、外国人観光客のおもてなし

の向上ということで、案内板が少ないので、やはり外国語で案内した案内板も色ん

なところ、例えば、JR 和歌山駅からお城へ行くには途中の案内も含めて、多言語

で表示していきたいと思っていますし、和歌山城の中には Free-WiFi を設置して、

色んな情報が、今自動販売機が１か所あるんですけども、そういったものを増やし

ていって色んな情報が得られるような、そうした便利な場所にしていきたいと思っ

てます。 
これは中央卸売市場の観光市場化なんですけども、これはイメージです。今、中

央卸売市場、これの整備のイメージ図なんで、この通りじゃないということでお願

いします。ここは非常に立地的にはいい場所だと思っています。大型クルージング

船が西浜ふ頭につけるところだし、今までも実績がある。こうした大型クルージン

グ船が海外から着いたときに、観光バスですっと素通りされるんじゃなくて、やは

り和歌山市でも買っていただく、戻ってきたときにはそうした買い物もしていただ

ける、そうした魅力的な市場を目指そうと思っています。道の駅等を併設したよう

な形で中央卸売市場っていうのを計画していきたいと思っています。 
さらに和歌山市の海岸線、非常にきれいなのもございます。海岸線だとかその沿

線には、友ヶ島、磯ノ浦、紀州東照宮だとか養翠園とか紀三井寺、色んな観光地が

ございます。そうしたところをうまく結びつけるような、観光にも資する、サイク

リングロード、海辺のサイクリングロードを整備していきたいと思ってます。その

整備費用を計上しています。 
それと、特に 27 年度に向けては、和歌山市の魅力っていうのを色んな面で発信

していきたいと思っていまして、28 年から大河ドラマで「真田丸」が始まるとい

うことで、これは広域的に取り組みたい、紀の川全体で広域的に取り組みたいと思
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っています。そうした中で和歌山市の観光 PR をしっかりしていきたいと思ってい

ます。 
また、和歌山市はなんといっても海が西側に開けているということで夕日の絶景

スポットが、こうした夕日を売り出すようなキャンペーンっていうのをやっていき

たいと思ってますし、ロケ誘致の推進をやっていきます。 
また、ふるさと納税返礼品の充実ということで、これは和歌山市では今まであま

りふるさと納税の返礼品が、数が少なかったということで、特に和歌山市に来たく

なるような、あそこへ行ったらこういう食べ物があるんだなと、そういう連想をす

るようなふるさと返礼品に拡充していきたいと思ってます。これも挙げているのは

熊野牛であったり和歌山ジンジャーエールであったり和歌山ラーメンを挙げてる

んですけども、和歌山市へ行ったらああいう食べ物があるなというのを連想してい

ただけるような返礼品っていうのを４月から拡充していきたいと思ってます。 
それと、魅力の掘り起こしと発信手法の共同研究ということで、これは大学生等

と連携していって、和歌山の魅力発信の仕方を一緒に研究していきたいと、特に若

い人の考えっていうのを取り入れたいなって思います。 
 
二つ目の大きなテーマは「まちを元気に」ですけども、これは中心市街地の活性

化と、それと郊外のこと、２つを書いてます。全体的にはコンパクトで便利なまち、

活性化したまちを目指したいと思っていまして、１つ、伏虎中学の跡地ですけども、

これは 29 年春から新しい伏虎中学が開設されます。 
それに伴ってこの跡地が、どう活用するかということで、非常に便利なというか、

立地条件がいい場所にある、これを最大限に、確実なもので活用したいなと思って

まして、これもイメージ図ですけども、１つ、市民会館の移転を考えています。音

響効果もあるような、そういった市民会館を設置していって、本当に市民の方に親

しまれるような市民会館っていうのを目指していきたいと思っています。 
もう１つは、ここの伏虎中学の跡地に、これまあ、県・市連携会議でも何度もお

願いしてるんですけども、まちなかに和歌山県立医科大学の薬学部を新設っていう

のと、まちなかっていうことでお願いしていたんですけども、正式に伏虎中学校の

跡地に誘致をお願いしたいということで、これはこれから積極的に県と調整を進め

てまいりたいと思ってます。これはもう、イメージなんで、変わる可能性が十分あ

って、そういう市民会館、または薬学部の誘致っていうのをイメージした図ですね。 
さらに和歌山城周辺ですけども、今、南別館周辺の整備ということで、南別館が

耐震化やってるんですけども、それとあわせたさらにこの周りについてもやっぱり

色んな整備、駐車場だとかあと園路だとか、また夜のイルミネーションだとか、そ

うしたことを整備していきたいと思ってますし、この南西の扇の芝、昔、扇の芝っ

ていう形であったところなんですけど、ここについてはやはり史跡としての価値を

高めたいっていうので、再整備に入りたいと思ってます。そうした整備計画の見直

しと、あわせてちょうど反対側、県庁側になるんですけども、まちなか再生計画を、

再開発を含めた再生計画をやっていきたいと思ってます。また和歌山城周辺には土
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地を売り出してるところもあって、こうしたところも購入できればポケットパーク

として整備していきたいと思ってますし、岡公園、今児童女性会館があるところな

んですけども、これは今までも何度か説明させていただいてるんですけども、県と

連携して長屋門を整備していきたいと思ってます。この周辺が非常に和風の整備を

行いたいというふうに考えています。 
 
南海和歌山市駅周辺ですけども、南海和歌山市駅周辺には、今この市駅ビル、高

島屋さんが撤退されてから南海さん、県との間で３者で、南海・県・市で、市駅の

駅舎をどうするかということで検討してます。そうしたことも含めて駅前広場であ

るとか周辺、特に南海和歌山市駅周辺ってのは旧小野町デパートであったり熊楠で

あったり歴史的なものもありますし、市堀川っていう川もあるし、環境が非常にい

い玄関だと思います。こうした和歌山市の玄関口に相応しいような駅前再開発、再

生っていうのをやっていきたいと思っていまして、その中でこの市民図書館につい

ても、今後、市駅の駅舎とも含めて検討していきたいと思っています。 
 

JR 和歌山駅ですけども、JR 和歌山駅も再開発、民間主導で再開発の整備を一部

ですけど進めていこうと思いまして、そうした民間主導の再開発とあわせて、わか

ちか広場がなかなか利用がしづらいというかイメージがもうひとつなんで、わかち

か広場もこれからもっと利用方法を検討していって、賑わいのある拠点的なものに

していきたいと思ってます。 
 
また、まちなかの魅力の創出ということでイルミネーションを企画したりとか、

それと貴志川線ですけども、貴志川線については和歌山駅でバリアフリー化を進め

ようとしてます。今９番線に入ってるんですけども、バリアフリー化によっては８

番線に入れるのが最適じゃないかという意見もあって、８番線に入れると市駅とも

つながる線になっていくということで、今後市駅への乗り入れも含めた検討に入っ

ていきたいと思っています。 
魅力をアップする賑わい創出ということで、これは１つの案ですけども、国体期

間中、できるだけこういう、これは京橋の昔、河岸商があった場所なんですけども、

和歌山市の台所と呼ばれた地域で、市堀川の城北の付近ですけども、そうした河岸

商の再現みたいな形で屋台であるとかそういった賑わいを取り戻そうということ

で、試み的に特に国体の期間にやっていきたいと思ってます。ラーメンの屋台村で

もできれば１番いいんですけど、ちょっと色んな関係機関との調整がいるので、こ

の内容については今検討してるところであります。 
 
もう１つは和歌山城のイベントを拡充していきたいと思ってます。特に和歌山市、

正忍記ということで名取三十郎の忍者のお寺もあるし、正忍記のゆかりの地でもあ

る。またそうしたことを活かしておもてなし忍者っていうのを充実させていきたい

と思ってますし、国体開催に向けたイベント、それと和歌山公園の動物園、全国に
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大きくは２つしかないと思うんですけども、整備から 100 年を迎えます。和歌山

城公園、動物園もいつ開園したかが定かでないんですけども、整備計画が発表にな

ったのがちょうど 100 年前ということで、100 周年、整備からの 100 周年という

ことでイベントを行っていきたいと思ってますし、また和歌山城を本当にこれから

どんどん活用していただこうと、そうした企画を行っていきたいと思ってます。 
 
それと、和歌山市、全体的に夜が淋しいところがあるんですけども、もっと夜も

明るくしていく、そうすることによって泊まっていただける方が増えてくると思っ

てます。夜間も楽しんでいただけるということで宿泊客の増加へつながる、それが

ひいては消費の増加につながっていくということで、夜間のイルミネーションを整

備していきたいと思っています。和歌山城下の、さっき言った河岸商、城北の、京

橋のところですけど、河岸商のところだとか、あとこれは今やってる南館の周辺、

西の丸周辺のイルミネーションっていうのをやっていきたいと思っています。 
それと、こっちの JR 和歌山駅は計画の検討になりますけども、イルミネーショ

ン化の検討、JR 和歌山駅だけじゃなくて全体的な和歌山市のイルミネーション計

画っていうのを検討していきたいっていうふうに考えています。 
 
まちづくりで、特に今、住民と協働して進めているまちづくりもあります。１つ

はここに、砂山・今福っていうことで、地元の方、非常に熱心な活動されてまして、

これからやはり住民と協働したまちづくりっていうのが必要じゃないかなあと思

ってます。今回、砂山・今福のまちづくりの整備事業に着手する、また道路とか公

園の一体整備っていうのをやっていきたいと思っています。和歌浦周辺活性化、色

んな団体、和歌浦についても 20 を超えるような団体が色んな提案されてるんです

けども、そういったものを１つにまとめていって、まちづくりとして和歌浦周辺の

活性化を取り組んでいきたいと思っています。雑賀崎灯台なんかもスポットとして

整備していきたいし、和歌浦まちづくりシンポジウムの開催と、こういったことを

やっていきたいと思っています。また、加太についても同じですけども、加太も非

常に熱心に住民の方に取り組んでいただいてます。特に観光という面で非常に熱心

に取り組まれてるんですけども、そうした観光と合わせたまちづくりっていうのを

やっていきたいっていうふうに考えています。 
 
今まではだいたいまちなかの話だったんですけども、郊外についてですけども、

郊外についてもできるだけ中心地と各地域はコンパクトで便利なまちに郊外はし

ようと思ってます。郊外の中心地の利便性っていうのを向上させていくことによっ

て、郊外の地域の拠点っていうのを明確にしていきたいなと思ってて、そうするこ

とによって非常に便利なまちになるというふうに考えてます。 
地域の拠点駅を整備したりだとか、それと市街化調整区域が多いんで、市街化調

整区域についてはしっかり農業振興計画を見直していくということでやっていき

たいと思ってます。あわせて、都市計画のマスタープランの見直しをしたい、守る
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べきところは守る、また南インター、今度和歌山南インターっていうのが平成 30
年頃できることになるんですけども、そうした郊外でも、交通の利便性も活かした

ようなまちづくりを、都市計画マスタープランとして見直していきたいというふう

に考えています。 
 
郊外と中心部を結ぶことも非常に重要で、１つはやはり道路網整備、郊外と中心

部を結ぶような道路網整備をやってまいります。これは今年、国体までに完成する

のが黄色で塗った部分ですけども、これを今、第二阪和のところで連動してやって

ます藤戸台とかイオンを結ぶ市道中平井線が国体まで、また市駅小倉線の一部が国

体まで、南北である松島本渡線、これも県と一緒になってやってますけども、国体

まで。それと秋葉山のところ、東西の南港山東線ですけども、国道塩屋バイパスと

国道 42 号線を結ぶ秋葉山のところ、こうしたものを国体までに完成させていきま

す。  
それで、郊外と地域公共交通ネットワークをもっと充実させていこうってことで、

公共交通の実態調査を実施したり、自転車と公共交通機関をうまく結び付けていく、

そうしたことをサイクル＆バスライドなんかにも取り組んでいきたいと思ってま

す。 
 
三つ目の大きなテーマが「人を元気に」ということでございます。これは大きく

は子育て、それと高齢社会、災害に強い、大きな分野で分けています。 
まずは子育ての分ですけども、幼保連携新制度に伴って、認定こども園っていう

のを整備していきます。５つの整備を新たに、認定こども園ということで民間への

支援をしてまいります。その予算、また学童保育の充実ということで、若竹学級の

増設もやっていきます。それと、地域子育て拠点の整備、これは、西保健センター

ですけども、この間南保健センターを開設させていただきました。そこは子育てと

保健所の併設ということでやったんですけども、今回この西保健センターについて

は子育て、保健センター、それと市民図書館の分館を兼ねた、その３つの機能を持

ったセンターということで、さらに色んな方が集まっていただいて、交流の場って

いうのを広げていっていただけるんじゃないかなと思ってます。 
また、子ども子育て応援事業の実施ということで、わかやま若者希望会議開催と

か、前向き子育てプログラム、子育てママ再就職支援、オリジナル子育て支援ブッ

ク等の作成、男性が家庭で輝く和歌山推進の、こういった新しい事業っていうのを

実施していきたいと思ってます。 
それとあわせて経済的負担の軽減ですけども、経済的負担については入院費の無

料化を中学卒業までに拡充していきたいと思ってます。 
それとさっきのプレミアム付き商品券。また、今後児童虐待のほうの体制強化、

これは県の児童相談所と連携して虐待防止の体制の強化に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。 
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それと、教育の充実ですけども、まずは学校施設の整備を中心にやっていきます。

今、中３まで入ってるエアコン、これを段階的に引き下げていくということで 27
年度は中学 2 年生の教室について全教室エアコンを設置していきたいと考えてい

ます。それと伏虎中学、小中一貫校のいよいよ新築工事に着手してまいります。今

まで文化財調査をやったんですけども、27 年から基礎工事、建設、29 年 4 月に開

校予定ということで進めてまいります。また、教育内容ですけども、昨年の学力テ

ストも非常に成績も悪かったということで、学力向上っていうのをやっていきたい。

学力向上に向けた放課後学習の充実、教員 OB 等を活用した放課後学習っていうの

を実施してまいります。また、地域の先達との協働とか連携による学校教育力の充

実ということで、色んなことを知っておられる方、歴史だとか文化、郷土のことを

知ってるそういう先達の方にも応援いただいて、学校教育力っていうのを充実させ

ていきたいと思ってますし、消防・防災教育の推進ということで、これは今消防の

ところにある防災学習センターっていうのを充実させていく。子どもにも色んな防

災知識を身につけていただくということで、着衣着火がなかなか日本でもあまり子

ども達にはそういう実践が得られていないということで、着衣着火のそういう予防

の学習できるコーナーっていうのを新設、増設していきたいと思います。 
もう１つは学習環境の向上ということで、特別支援教育支援員等の増員っていう

のを図っていきたいと思っています。 
 
高齢者の福祉の推進ですけども、地域包括支援センターの拡充、これは地域包括

支援システムの充実に向けてセンターの拡充をやっていきたいと思ってます。あと

継続ですけども介護予防策の実施ということで、高齢者がさらに要介護状態に入ら

ないようなシニアトレーニング、介護予防を推進してまいります。また、つれもて

サポート事業～ボランティアポイント～ってことで、高齢者の介護支援をされたボ

ランティアの方に対してポイントを付与させていただいたり、そうした社会活動を

した方について支援していくというものでございます。 
 
最後は認知症対策の推進ということで、認知症の初期集中支援チームっていうの

を設置して、認知症の初期の支援っていうのを、支援と自立支援っていうのをサポ

ートしていきたいと考えています。 
次は障害者福祉の推進でごさいます。福祉避難所、地震だとか災害時の福祉避難

所の整備に着手します。また、精神障害者家族への支援、私も何度も精神障害者家

族の方にお会いさせていただいてるんですけども、子どもさんのこと、主に子ども

さんのことを心配される方が多い中で、精神科医による家庭訪問だとか、障害者の

家族がまた違う家族の方に電話相談に応じてあげるというようなそういった支援

っていうのを行ってまいります。 
また、コミュニケーションの支援も継続的にやりますし、和歌山市のホームペー

ジについても障害者とか高齢者を含む全ての方に使いやすいようなホームページ

っていうのを目指していきたいと思います。公園トイレのバリアフリー化もオスト
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メイト対応を進めてまいります。 
 
次、健康都市わかやまということで、これから高齢化社会に向けても健康づくり

っていうのが非常に重要で、地域における健康づくりの推進、さらにがん検診の実

施だとか生活習慣病予防のための特定健診等をやっていきたいと思っています。 
また、災害に強い地域づくりということで、地震・津波対策ということで今の想

定されてる地震っていうのが非常に揺れが大きい、建物が壊れる可能性が高いとい

うことで、住宅耐震化、和歌山市まだまだ進んでないんです。その住宅耐震化をさ

らにスピードアップするため、３年間住宅リフォームの補助をあわせて、住宅耐震

化していただける住宅についてはリフォーム補助もあわせて支援するということ

を取り組みたいと思ってます。これはもう時限的に、３年間っていう期限を切って、

29 年度までに住宅耐震化が促進されるように、３年間の期限付きで実施してまい

ります。それと、住宅の、避難するために堅牢な建物で倒壊して通れなくなる、そ

うしたことを未然に防ぐためにも沿道の特に大きなビルだとか、そうしたものにつ

いては耐震化、耐震の調査を義務付ける、そうしたことを進めるために、どういっ

た建築物に診断を義務化するかっていうことを調べるための調査っていうのを実

施してまいります。 
あと、社会基盤の強化ということで、小・中学校体育館の吊天井を撤去したりだ

とか、公共インフラを長寿命化・耐震化する、また和歌川終末処理場の長寿命化及

び耐震化対策、水道の話ですけども六十谷水管橋、これが万が一落ちるってことに

なると代替がないっていうことで、落橋防止装置の設置等を行ってまいります。 
さらに、浸水対策ですけども、浸水対策は特に最近ゲリラ豪雨が頻繁になってる

んですけども、そういったゲリラ豪雨を緩和するためにもポンプ場の増設、ポンプ

場の建設、松江に新たに雨水ポンプ場を建設します。 
また、河川、これは平成 23 年に和田川流域で非常に水害あったんですけども、

前代川の改修、それと永山川の抜本的な改修計画ということで新規着手させていた

だきます。 
ソフト対策ですけども、防災行政無線、今後デジタル化にしていかなきゃいけな

いんですけども、今は可聴範囲がどうも限定されてるということで、なかなか聞こ

えないっていう方が多いんです。特に家の中閉め切っていたりしていると聞こえな

いので、そういった可聴範囲をどう広域的に整備していくか、そういう再整備の基

本設計っていうのを実施してまいります。 
また、地区避難計画の策定への支援っていうことで、各地域で避難計画、やはり

状況状況で違うので地域ごとに避難計画を立てていただくための、浸水避難シミレ

ーションの動画とか内水ハザードマップを作成して支援していきたいと思ってま

す。その他も大きな事業ですけども、岡崎団地の建設計画の策定ということで、岡

崎団地非常に老朽化してます。そのために、岡崎団地を再編するための基本設計っ

ていうのを実施してまいります。南インター周辺のところですけども、旧清掃工場

っていうのがあってこれを解体していって、南インターという、非常にいい立地条
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件を活かして、防災活動拠点にして活用していきたいなあと思ってます。 
 
今年は国体の年ということで、特に国体の開催準備ということで、広報啓発だと

か市民運動、また、主要道路のアクセスをしっかりしたいと、あと美化推進、こう

いったことも国体開催の準備としてやっていきたいと思っています。 
国体の開催には、競技会の開催、おもてなしということで、特に全国から本当に

大勢の方が和歌山市を訪れていただけるということで、和歌山市はこういったこと

が特徴なんだよということをできるだけアピールしたいと思っていまして、食の部

分だとか、歓迎、おもてなしっていうことをしっかりとやっていきたいと思ってま

す。 
もう１つは国体開催後の取組ということで、いい施設が国体を契機にして完成し

たということで、今後国体終了後も国体開催施設を活かして、例えばスポーツ大会

だとか合宿の誘致だとか、そういった観光振興にも活かしていけないかっていうふ

うに考えています。 
 
これは、ちょっと余談といえば余談ですけども、地方創生の整理だけさせていた

だきました。地方創生は２つの法律、１つは、まち・ひと・しごと法と、それと地

域再生法の改正という２つの法律であって、ちょっと複雑な面もあるんですけど、

国全体では総合戦略っていうのを策定しています。それを受けて和歌山市の総合戦

略として、基本目標は１つは地方における雇用創出、もう１つは東京から地方への

新しい人の流れを作るということ、あとは少子化対策、それと時代にあったそれぞ

れ地域と地域が連携する、こうした大きな４つの目標を受けて和歌山市版の総合戦

略っていうのを 27 年度の早期に作っていくことにしております。地域再生計画っ

ていうのはその中のテーマを受けてさらに実施するための事業計画っていうのを

地域再生計画で作っていこうっていうことで、これを既に先取りした形で 26 年度、

今年度末で地域再生計画を、特に外国人観光客の誘致っていうことで、地域再生計

画を作っていくことになってます。 
以上が、新規事業、主要事業の概要です。あと予算の話ですけども、財政局長が

代わって説明します。 
 
（財政局長）： 私の方から代わって平成 27 年度の一般会計予算の全体像につきま

してご説明させていただきます。 
まず、冒頭市長からですね、ご説明をさせていただきました通り、国の経済対策

に係る平成 26 年度最終補正予算と、平成 27 年度の当初予算額をあわせたものが

実質上の新年度予算と位置づけておりまして、「13 か月予算」というふうに我々の

ほうで位置づけております。 
この予算の規模としましては、国補正予算額 9 億 9,000 万円と平成 27 年度当初

予算額 1,519．6 億円をあわせまして、1,529 億 5,000 万円で、対前年度比 40 億

2,000 万、2.7％の増加というふうになっております。なお、借換え対象となりま
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した元金償還金を除いた額で計算いたしますと、対前年度比15億1,000万円、1.0％
の増というふうになっております。 
 次に歳入についてでございます。歳入についてですが、自主財源と依存財源の割

合でございますが、前年度に比べまして依存財源の方が増えまして自主財源の方が

減っております。 
 次に歳入の状況でございます。自主財源のうち、まず市税につきまして、市税に

ついては景気の回復と設備投資の増加等によりまして、市税全体で 3 億 3,000 万円

の増、諸収入で消防指令システム構築の受託金収入というのが減少しましたことな

どによりまして、自主財源全体では 16 億円の減少を見込んでおります。 
次に依存財源でございますけれども、地方交付税につきましては社会保障の増な

どによりまして、基準財政需要額の方が伸びてまいる見込みでございますけれども、

市税の増、また地方消費税交付金というものが大幅に増加することが見込まれてお

りますので、それらも踏まえて基準財政収入額というものの方が増えてまいります。

そうしますと結果的に、地方交付税と臨時財政対策債という地方交付税の代わりの

ものを含めました実質的な交付税額というのが 2 億円の減というふうに見込んで

おるところでございます。 
 市債につきましては 7 億 4,000 万円の増となっておりますけれども、借換債を除

いて計算いたしますと 17.7 億円の減少というふうに見込んでおります。 
 国県支出金につきましては、認定こども園の整備、また子ども子育て支援新制度

における施設型給付費、また今年度国体がありますので国体開催交付金などにより、

28 億 4,000 万円の増額というふうに見込んでおります。 
 次に、歳出について説明いたします。歳出の性質別構成比につきましては、扶助

費、人件費、及び公債費の増により義務的経費の割合が増えております。投資的経

費の割合が減っておりまして、その他の経費は増加というふうになっております。 
 歳出額につきましては、前年度に比べまして 40 億 2,000 万円の増加というふう

になっております。義務的経費 36 億 7,000 万円の増加につきましては、扶助費で

障害者や児童に対する扶助費の増加がございますので 10 億 4,000 万円の増加、 人
件費につきましては人事院勧告に伴う給与改定等がございましたので、それにより

まして 6 億 3,000 万円の増加、最後、公債費につきましては先ほどからも借換え等

の話もさせていただきましたけども、借換えに伴う償還金によりまして 20 億円の

増加というふうに見込んでおります。 
 その他、30 億 6,000 万円の増加につきましては、国民健康保険事業、介護保険

事業、街路用地先行取得事業特別会計への繰出金で 14 億円の増加、補助費等で、

臨時福祉給付金などの減少、国体開催交付金、プレミアム付き商品券の発行の増加

等で 7 億 1,000 万円の増加、物件費につきまして、マイナンバー制度を含むシステ

ム改修、システム最適化関連経費につきまして増加、予防接種やがん検診などの委

託料、４年に１度の教科書改訂等による増加で合計 8 億 8,000 万円と見込んでおり

ます。 
 一方で、投資的経費につきましては 27 億 1,000 万円の減少を見込んでおりまし
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て、こちらは消防指令システムの構築の完成、これは平成 26 年度事業でございま

すけども、こちらが終わりますのでマイナス 13 億 7,000 万円の減少というのと、

他建設事業が減少したというところでございます。 
 
歳出の目的別の構成比率につきましては、前年度に比べまして、総務費、商工費、

公債費で割合が増加しまして、土木費、消防費で割合が減少しております。款別の

予算額で前年度から増えたものの主なものにつきましては、総務費、民生費、商工

費、公債費で、減ったものにつきましては土木費と消防費ということになっており

ます。公債費は借換えによる元金償還金の影響で増加しておりますが、それを除き

ますと実質 5 億 1,000 万円の減少というふうに見込んでおります。 
消防費の減少につきましては、近隣 3 消防本部と共同で整備しております消防指

令システムが本年度完成いたしますので、減少していくということでございます。 
次に、新年度予算における増減の大きな要因であります、総務費、民生費、商工

費、土木費について、ご説明いたします。  
 まず、総務費は前年度に比べ 21 億 7 千万円、18.7％の増加となっております。

その主な要因は、繰り返しになりますが、国体開催経費で 14 億 5 千万円、マイナ

ンバー制度の対応を含むシステム関連経費で 4 億 8 千万円、５年に１度の国勢調査

の経費で 1 億 5 千万円によるものです。  
 次に民生費ですが、前年度に比べ15億3千万円、2.4％の増加となっております。

その主な要因ですが、扶助費での 10 億 2 千万円の増は、障害者への給付費などで

2 億 7 千万円、児童への給付費を含めた関係経費で 7 億 3 千万円の増を見込んでお

ります。   
 次に、建設事業費での 3 億 8 千万円の増は、認定こども園に係る経費で 6 億 4
千万円の増、文化会館の建設で 4 億 1 千万円の減によるものです。  
 繰出金 8 億 4 千万円の増は、国民健康保険事業や介護保険事業特別会計への繰出

金の増によるものです。  
 一方で、扶助費等では、臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の減などに

より、10 億 8 千万円の減少を見込んでおります。 
 商工費は前年度に比べ 3 億 6 千万円、8.8％の増となっており、増加の要因は、国

補正で計上した 7 億円によるものです。  
 その内容は、プレミアム付き商品券の発行経費や外国人観光客の誘客、魅力発信

等に係る観光振興の経費、また、岡公園や南別館周辺の整備に係る経費等でござい

ます。 
  次に、土木費でございますが、前年度に比べ 5 億 1 千万円、2.4％の減少となっ

ています。これは、下水道事業や街路用地先行取得事業の特別会計への繰出金で 4
億 6 千万円の増加となっているものの、建設事業費で 8 億 8 千万円の減となった

ことによるものです。  
 次に建設費についてです。 
 建設事業費は前年度に比べ 27.1 億円、14.3％の減となっています。  
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 これは、土木費の建設事業費と消防費の減によるものですが、民生費では、認定

こども園化を進めるため、私立保育所や幼稚園の建替えに対する補助を大幅に拡充

しました。  
 新年度の予算編成においては、国補正をはじめとした国庫補助事業を最大限に活

用するとともに、市単独事業の国庫補助事業への振替えなどにより財源確保を図り、

その結果、補助事業は前年度並みを確保していますが、単独事業は大幅に減少して

おります。  
基金繰入金と市債の発行額についてです。 

  新年度予算は、国体開催経費や扶助費による歳出の増加がありましたが、国補正

や国庫補助事業の活用による財源の確保により、平成２６年度当初予算編成時より

財源不足額は縮小しております。それに伴いまして、財政調整基金の取崩し額を減

らすことができております。  
 また、借換債を除いた市債の発行額は 17 億 7 千万円の減となり、後年度への負

担を極力抑えるよう努めることができました。  
 以上が、新年度一般会計予算の概要でございます。  
特別会計の総額は、約 1,327 億 1 千万円、6.1％の増となっています。  
 主な増加の要因は、 国民健康保険事業で、国民健康保険法の改正により、県内

市町村間の医療費負担に係る広域調整の対象となる額が拡充されたことなどによ

る増加となっております。 
また、介護保険事業で、給付費の伸びと地域包括支援センターの人員と設置数の

拡充による増、街路用地先行取得事業で、市駅小倉線の大型工場移転に伴う用地・

補償費などの増加が見込まれています。 
次に公営企業会計予算についてです。 公営企業会計の総額は、約 174 億 3 千万

円、7.2％の減で、その要因は、特別損失として一括計上していた「退職給付等引

当金」が皆減になったことによるものです。  
 これら会計の総計は、約 3,030 億 9 千万円で、3.5％の増加となりました。  
以上が、予算の概要でございます。  
 

記者の質問事項 

（記者）： 市長が公約の中で小学校卒業までの通院費の無料化を上げてられてい

たのですけど、今回の予算の中に入っていないんですが、これは何故なのですか？ 
（市長）： 公約で小学校卒業までの通院費の無料化を上げさせていただいていた

んですが、色々と検討していくとなかなか財政的に厳しいということもあって、ま

ず、財政的な面から考えると、中学生の入院費までやっていくと、それをまずはや

っていきたいと思っています。あわせて国の方へは、通院費の無料化に向けての支

援の要請もあわせてやっていく予定になっています。 
 
（記者）： 市長就任されてから初めての本格的予算ということで、かなり概略と
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いうか全部を説明いただいたんですが、短く説明頂くとするならば、どういうとこ

ろに力を入れて、どういう予算なのか、もう一度お願いします。 
（市長）： はい。まさに、今大きなチャンスが和歌山市にきています。この大き

なチャンスを生かして産業とまちと人を元気にする。そうすることによって人口減

少に歯止めをかける。また、今後の高齢化社会に対し、少子化にも対応していく。

そういったことを重点的にやっていきたいと考えています。 
（記者）： なんかキャッチフレーズ的なものはないですか。 
（市長）： キャッチフレーズはですね、元気な和歌山市をつくっていくための本

格的なスタートの予算、短くすると元気和歌山市創生予算かな。地方創生に絡めて

いるのですが。元気和歌山市創生予算ですね、あえて短く言うと。 
 
（記者）： 今の話の流れで、前回の大方針を発表されたときに選択と集中という

話をされていたかと思うのですが、逆にどういったところを抑制したのかというと

ころを一言でお聞きしたいのと、あと、職員の方からアイデアを募集して、今回そ

れを反映させているかと思うのですが、確か 26 くらい提案があったと思うのです

が、その提案に対して市長としての評価というか多いと思ったのか、逆に少ないと

思ったのか、あと提案から実際に予算化したものの選別の基準について、具体的に

お聞きしたいのですが。 
（市長）： 一つ目の選択と集中ですけども、今回常に言ってるんですが、重点分

野を産業、まち、人に絞りました。それを重点的にやっていくということに絞りま

した。 
具体的なことは先ほど、財政局長から説明させていただいたのですが、建設投資な

んかは、どちらかと言えば市の単独事業でやっていたのを国の補助予算に変更する

といったことで、出来るだけ財源を少なくして歳出を大きくするといった予算につ

いてやってきました。 
また、今回特徴的なのは、国の補正予算を最大限に活用させていただいた、そう

することによって和歌山市が必要とする予算を早く、スピードを上げてやっていけ

るということで、国の補正予算を特に地方創生の先行的投資として活用させていた

だきました。 
二つ目の職員から提案いただいた件ですが、私も実際に職員から提案いただいた

内容をお一人お一人から話を聞きました。素晴らしい内容でしたが、最初組織的に

あがってきた提案は少なかったのですが、それを全部組織的に落とした分も含めて、

もう一度ヒアリングをさせていただいて、その中で色んなアイデアを反映させてい

ただきました。単発ではなくて、複合的に組み合わせたりしたので、どれがどの部

分かということは覚えてないのですが、特に若手の提案というのはこの中に採用さ

せていただいております。 
（記者）： 特にどういったものを選んだかと言う基準、市長の考えはありません

か。 
（市長）： 中心市街地活性化のものとか、福祉についてなど、色んなアイデアも
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あったんですね。夕陽の絶景スポットをやりましょうとか、フィルムコミッション、

ロケ誘致とか。具体的に覚えてないのですが、若手ならではの新鮮みというか奇抜

さというところもあるのですが、若干未熟的な面もあるのですが、それは組織的に

たたいて、色んなアイデアを合わせたりしています。 
 
（記者）： 伏虎中学の跡地のことでお尋ねしたいのですが、この基本構想という

のは、内部で作成するものであるとか、また外部で委員会をつくるようなものであ

るとか、もし、内部でするものであるならば、市民会館の移転であるとか、もう市

長の方針として決めているのか、まだ真っ白な状態なのかその点はいかがでしょう

か。 
（市長）： 市民会館の移転について、ほぼ伏虎にもってきたいと思っています。

と言いますのは、市民会館を今のままで耐震化すると非常に費用がかかるというこ

とと、閉鎖期間が長年できてしまう。そういうことを総合的に考え移転が必要だと

思っています。移転の候補、主たる候補地が伏虎中の跡地ということで考えており

ます。 
それと、構想をどうするのかということですが、これから色んな市民の方に意見

をお聴きしていきたいなと思っています。音楽ホールを兼ねたような、それも中規

模な活動ができるように、これからどうすれば市民に喜ばれるかということで色ん

な意見を聞きながら基本構想を考えていきたいと思います。 
 
（記者）： 児童女性会館の件なんですけども、これは前の市長の企画かと思うん

ですけども耐震にするか潰して建て替えを考えるか、結論を出さず先送りした中に

入っていたかと思うのですが、今回、長屋門移転ということで、児童女性会館は取

り壊すということで、例えば代替機能を持たすようなものが他にあるのか、児童女

性会館がなくなることによる代わりの施設について、何かお考えがあるのでしょう

か。 
（市長）： 児童女性会館は、ほとんどが他の場所に移転ということになります。 
今、移転は全て終わって、児童女性会館自体は今やってないんですが、さらに今後、

児童女性会館でやっていた機能で充実すべき機能があれば、他の場所を含め検討し

ていきたいと思っています。ほぼ機能は全て移転されていますよ。 
 
（記者）： 伏虎中学や市民会館のことなんですが、議会では例えば市駅のところ

にもってくればいいのではとか色んな意見があったと思いますが、改めて今回これ

にしようとしたのは何故かということ、複数の意見がある中で、改めてここにしよ

うとされたのは何故か改めてお聞きしたいのと、あと、国からの補助とかを活かし

て福祉にも投入していきたいと市長が当選されたときに話を伺ったと思うのです

が、その中で福祉色というのが無いのかなって印象があると思うのですが、そのあ

たりを教えていただければと思います。 
（市長）： まず市民会館について、市民会館は非常に広いスペースがいります。
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考えられるのが、市駅周辺ということですがなかなか難しいと思われます。ああい

うホールというのは上に立体的に建てられないんですね。最上階にすれば別ですが、

そういう意味では、なかなか適地がないということで、やはり伏虎跡地が最有力な

候補かなと考えました。 
それと、福祉色が無いということですが、そうは思っていないんですが。色んな面

で、あまり継続事業や拡充事業が載っていないのでそう思われると思うのですが、

継続事業や拡充事業に予算的にも大幅にまわさせていただいておりますので。 
 
 
＜発表項目（続き）＞ 
【本市訪問団による韓国訪問の結果報告について】 
（市長）： 昨日まで２泊３日で韓国を訪問させていただきました。 
今回の訪問ですけども、実は３つの団体が連携した形になってます。 
１つは私を団長とする和歌山市の訪問団。これは 10 人規模で、済州市を、済州

島を訪れました。友好姉妹都市提携をしている都市ということで、友好訪問をさせ

ていただきました。 
これはちょうど今年で 28 年、2 年後には 30 周年を迎えることもあって、さらに

友好提携を深めていこうという趣旨で訪問させていただいたんですけども、もう１

つ、済州市自体はすごい観光地になっています。外国からの観光客が昨年で 360
万、300 万人を超えるような非常に大きな観光地になっています。 
和歌山市としてもそういうところを見習いたいし、また、済州市とも今後も交流

を深めて和歌山市の外国人の観光客の誘客にも繋げていきたい、そうした意図があ

って済州市を訪問させていただきました。 
 
向こうでは市長さん、金柄立（キム・ビョンニプ）市長さんを表敬訪問させてい

ただいて、この方ですね、この人が金柄立市長さん。会談させていただいたら、今

年の６月に向こうの市立オーケストラっていうのがあるんで和歌山市へ行きます

よということを言ってくれて、それと３月、その前ですけども 3 月 5 日かな。野焼

き祭り、済州の野焼き祭りっていうのがあるんで、それに対して和歌山市長として

のビデオメッセージを送らせていただいたりしました。 
この人が市長で、こちらが康（カン）さんという方、済州の国際交流協議会の会

長をやられてる方なんですけども、済州市のバスを８割くらい保有されてるという

ことで、非常に観光のほうも実業家でもあるんですけども、うちからは岩橋和歌山

国際姉妹都市親善協会の会長、岩橋延直さんも同行させていただいて、もともと民

間同士で交流されてるんですけど、そしたら民間交流をさらにこれから活発にして

いこうよという約束もさせていただきました。 
 
二つ目の訪問地は大邱市です。大邱市ではですね、門衆議院議員さん達も民間の

団体と合流して、沙也可ということで、和歌山市の雑賀衆に繋がる縁で、沙也可（金
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忠善将軍）がおられたんですけども、雑賀衆の子孫だということを言われてます。

そうした縁で、これは韓日友好館での歓迎レセプションの様子なんですけれども、

そうした門議員らの和歌山市からの訪問団と一緒に合流して、沙也可で交流を図り

ました。これが沙也可の、韓日友好館の会長も兼ねてる金相保（キム・サンボ）さ

んという方ですけども、和歌山市からの、和歌山に由来のあるものを贈らせていた

だいたり、金相保さんからも色んな品物をいただきました。 
韓日友好館の中にですね、実はすごいことなんですけども和歌山市のコーナーが

ちゃんとあるんです。２階の部分に、これ全部和歌山のものなんですけども、馬兜

はちょっと見えない、頭だけ見えるんですけども、レプリカを贈らせていただいた

り、朝鮮と関係のある古墳だとか、色々沙也可絡みのものを贈らせていただいてい

ます。このコーナーが２階にあるっていうのはすごいなという感じで、今後ともこ

れを機会に、さらに和歌山市の PR を充実させていきたいなというふうに考えてい

ます。 
 
今回、和歌山市から新たに、和歌山市っていうか日本の風土に関係のあるような

ものを贈らせていただきました。これもほとんどが和歌山市から既に寄贈されたも

のになります。これは職員と向こうの方とお茶会で交流してるとこですね。観光

PR をさせていただいているところで和歌山市の色んな観光地、食、交通の利便性、

そういったことを PR させていただきました。 
これは大邱からソウルへ行って、ソウルで全国旅行業協会、ANTA の会長、二

階総務会長と合流させていただいて、こちらはまたこちらで非常に大きな団体、日

本全体から 1,400 人の訪問団で来られたんですけども、日韓国交正常化 50 周年を

迎えるっていうことで、その記念で観光交流をさらに広げましょうという趣旨で、

全国旅行業協会、ANTA の会長として日本から大勢の方が来られてました。 
その時に、これは二階総務会長のご厚意で、韓国の観光公社の社長さんと交流さ

せていただきました。卞秋錫（ビョン・チュソク）韓国観光公社社長ということで、

かなり観光のトップの方です。和歌山市の宣伝、特に沙也可を通じての、これから

は平和、観光というのは最大の平和外交なんで、そうしたことをお互いですね、共

通認識をもったところです。 
これは韓日の観光交流会議、日韓友好観光交流の夕べのパーティーの模様です。

日本からは 1,400 人、国会議員先生もおられるし、大勢の民間の方もおられる、全

国のほとんどの都道府県からも出席された、それと韓国からは韓国の要人とか民間

の方々、旅行会社とかエージェントの方、そういった方が参加されています。 
この中でも、これは二階総務会長からですけど、全国旅行業協会の会長として、

これから和歌山の沙也可も通じて、そういう平和的な観光交流を続けましょうとい

うことを訴えされておりました。 
これは昼からの模様ですけども、ジュニア駅伝があったので戻ってきて職員だけ

で観光 PR をやっていただいた商談会の様子です。 
以上ですけど、ちょっと事後報告になったんですけども、２泊３日、有効に活用
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させていただいて、今後の和歌山市と韓国の観光交流について広めていきたいとい

うことで活動してまいりました。よろしくお願いします。 
 

記者の質問事項 

（記者）： 発表項目以外になるんですけども、今月の 5 日、紀の川市の事件があ

りましたけども、改めてその感想というか、感じたことであったり、児童の登下校

であったり、今回の事件に関しては下校終わってから 1 人で遊んでる時での事件と

いうことになってるんですけど、そのあたりの児童の安全確保についてお話し伺え

ればと思うんですが。 
（市長）： 今回発生した事件は非常に痛ましい事件で、被害にあわれた児童の方

に心からお悔やみ申し上げます。また、家族の方にも心からお見舞い申し上げます。  
やはり和歌山市としても、これは隣の町の話じゃなくて、本当に身近なこととし

て捉えてます。 
発生した時はすぐ教育委員会から各和歌山市内の小学校にも見守り活動、子ども

の登下校についての見守り活動を開始したところなんですけども、今後ですけど、

１つは教育委員会と、もう１つは地域安全課、和歌山市の課があるんですけども、

この２つがやはり連携してこれから地域見回り活動だとか通報っていったことに

対して強化をしていくべきだなあというふうに考えてます。 
 
具体的にはこれからやっていくことになるんですけども、１つは地域見守り活動

っていうのがなかなか、地元の中でも色んな活動を民生委員さんっていうのはされ

てるんですけど、民生委員さんだけではなかなか活動できないということで、やは

り子どもの見回り、特に登下校時の対応については色んなパトロール隊、自主的な、

自治会からそういうパトロール、見守り活動をやっていただいてるんですけど、そ

うした活動をさらに拡大していきたいなというふうに考えてます。 
また警察とも連携、これは地域安全課通じてですけども警察との連携も早めから

やっていきたいなと思ってます。あまり、個人のプライバシーの問題もあるんです

けども、何と言うかあまり遠慮せずにやっていくべきなんじゃないかなあというふ

うに考えています。 
 
 

以上 
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