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  3月市長定例記者会見（平成 27年 3月 26日（金）14時から） 

市長発表事項  

こんにちは。 

平成 26年度最後の定例記者会見ですけども、ようやく 27年度予算が決まって、

議会も通って、新しく 27年４月からスタートするわけなんですけども、今日はち

ょっと盛りだくさんです。10項目発表項目あります。 

 

＜発表項目＞ 

【ふるさと納税の返礼品の見直しについて】 

まず１点目ですけども、ふるさと納税の返礼品を拡大させていただきました。

今まで和歌山市では、「あのころの和歌山市」っていうパンフだけだったんですけ

ども、それを新たにふるさと納税の返礼品を増やさせていただいて、和歌山市に

来たくなるような、和歌山市を連想するような食べ物等も増やして、拡充しまし

た。 

ここにもあるように熊野牛だとか、これは紀州備長炭の干物、あしべ焼きだと

か金芽米の茶粥、和歌山ラーメン、こういったものを増やしました。和歌山市に

行ったら食べられそうな、例えば熊野牛は和歌山市で飲食店で食べられると、そ

ういったことを宣伝していきたいと思っています。 

ぜひ、和歌山市にも来ていただけるように、広く、これから首都圏、大都市も

含めてこういったふるさと納税の拡大っていうのを宣伝していきたいと考えてい

ます。お手元にもパンフ、このパンフを１枚入れさせていただいてるんですけど

も、４月１日からはホームページにも載せさせていただきます。 

 

【企業立地促進奨励金のパワーアップについて】 

２点目ですけども、これは新年度予算でも発表させていただいたんですけども、

企業立地奨励金の制度がパワーアップします。５点ほど大きく、企業立地奨励金

がパワーアップしました。 

１点目は交付対象の拡大ということで、今までは業種が製造業だとか物流、特

定サービス業、レクリエーションといった業種だったんですけども、特にまちな

かに誘致できるようなオフィス施設、それとこれはちょっと変わったところです

けども、完全人工光型の植物工場、遮断された植物工場、そういったところの交

付対象を拡大しました。 

 ２つ目が、交付要件の緩和ということで、今まで企業の規模とか業種に限定して

いましたが、それをなくして要件を統一しました。そこに書いていますように業種

に関わらず 2,000 万円以上、増設の場合は 1,000 万円以上。また新規雇用者は 3

人以上。用地面積は要件なしというように統一させていただきました。これによっ

てかなり対象が増えてくると思っています。 
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それとポイント 3つ目ですが、奨励金額を増やしました。一つは用地取得額を対

象にさせていただいて、用地取得額の 10%が対象となります。もう一つは土地に

係る都市計画税だとか固定資産税、これも奨励金の対象額に加えました。  

次に 4点目が大規模立地の奨励金について、これまでは製造業に限っていたので

すが、色んな業種がこれからは大規模立地として想定されるということでそれも加

え、色んな業種でも対応できるようにしました。 

それと、もう一つはポイント 5点目ですが、市外から本社機能を移転してもらう

場合、これは要件が小さくても、例えば 2,000万以上とか新規雇用が 10人以上で

も大規模立地の奨励金と同じような対応をさせていただこうと、この 5点を今回加

えました。これによって企業立地であるとか、市内企業の事業拡大しやすくなって

くると思っています。 

 

【産業を元気にするための支援制度（新規創業の支援）について】 

次に 3点目ですが、産業を元気にする支援制度、特に新規創業の支援について拡

充しました。 

1 点目がシニア、女性起業家の資金を借りやすくするための利子補給について、

3年間に限って１％補給することにしました。それとやはり新規の方とか女性の方

に限って、人口減の中で労働人口が減る中で、できるだけシニアの方、女性の方に

も参加いただこうと、そういう意図で、シニア女性起業支援を行います。 

それと、起業家の支援資金保証料の補給金、これも充実させました。 

3点目が創業支援事業計画、これは今年の 2月付けで創業支援事業計画というも

のが認定されたのですけども、それに基づいて和歌山市の窓口となって、全体の商

工会議所だとか金融公庫だとか、全体を統一した形で今後は支援を行っていく予定

となっています。 

これに詳しい制度について書いています。特定創業支援事業を受けた会社につい

ては、色んな特典が、登録免許税を軽減されたり、保証額が増えたりと利便性が拡

大しています。 

 

【民間建築物耐震改修促進事業（住宅リフォーム補助）について】 

次は 4点目です。4点目は、地震が懸念されている特に南海トラフ、和歌山市で

言えば直下型、中央構造線の断層帯による地震の発生確率が高くなっているという

ことで、これらの地震の特徴は、建物が倒壊する可能性が高いということで、住宅

の耐震化を促進しようとしています。 

まだまだ和歌山市は全国レベルに達していない中で、耐震改修がなかなか進まな

い理由の一つが、耐震工事と合わせて行うリフォーム代が非常にかかるということ

です。 

耐震工事と合わせて行うリフォーム工事を補助させていただきます。リフォーム

工事の 2 分の 1、上限が 20 万円ということで、3 年間に限って行いたいと思って

います。今年は 5 月 1 日から受付を始めて 12 月 28 日で締切となっています。3
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年間ということで、これからの 3年間で出来るだけ住宅の耐震改修を行っていただ

きたいと思います。 

 

【切れ目のない子育て支援（3件）】 

次が 5点目になります。5点目は 3つあるんですが、今少子化対策をこれから積

極的にやっていきたいということが、新年度の柱としているんですが、少子化対策

の子育てというものを 4月 1日から 3つ実施していこうと思っています。 

一つは子育てプランナー事業、利用者支援事業というものですけども、4月の 1

日から幼保連携制度がスタートします。今まで幼稚園に通う、保育園に通う、そう

したことでわかれていたんですけども、これからは連携制度が出てきたということ

で、非常に制度としてもなかなか分かりにくい制度となっています。そうした幼保

連携新制度に向けて、色々保護者の方も戸惑う方もいらっしゃるということで、窓 

口を設けることにしました。子育て支援ということで、市役所東庁舎 2階に拠点を

設けることにしました。 

そこに、例えば急に用事が出来てどこに預けたらいいかとか、これから幼稚園や

保育所に通うんだけど、どこにいったらいいかとか、そういった相談を一元的に受

け付けるということになっています。 

子育て支援の 2つ目ですけども、若竹学級、学童保育の待機児童が非常に多くな

っているということで、やはり女性が働きながら育てる、そうした支援をする機関

で、待機児童を少なくする、学童保育の待機児童を少なくするために若竹学級の増

設を行います。初年度は、8学級増やす予定ですが、まずは急ぎで木本、貴志南に

ついて若竹学級を増設してまいります。 

また、今後 27年度にはそれに加えて高松小学校、宮前、四箇郷など、利用状況

にあわせて 5学級程度増設というのを予定しています。 

 それと子育て支援の 3点目ですけども、入院費の助成を中学校卒業まで拡大する

ということで、入院費については 0歳から 12歳まで。中学卒業後の最初の 3月 31

日まで入院費の無料化をしてまいります。 

 

【和歌山市東京事務所の開設について】 

次が大きな 6 点目ですけども、和歌山市東京事務所を今年の 4 月 1 日に開所式

というものを行います。9時半から東京で行います。場所は、県東京事務所の中に

設置するということで、特にこれからは県市連携しながら、各省庁への提案や要望

活動、それと和歌山市については、企業誘致の拠点、和歌山市を売り出すシティプ

ロモーション、こうしたものを東京の窓口にしていきたいと思います。東京方面に

力を入れてやっていきたいと思っています。 

 

【新しいキャッチフレーズ・デザインを制定しました！！】 

 7点目ですけども、和歌山市の新しいキャッチフレーズを昨日制定しました。こ

こにあるとおりなんですけども、「きらり輝く元気和歌山市」これは私がずっと申
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し上げていることです。 

デザインですけども、市立和歌山高等学校のデザイン表現科の緒方奏さんという

今年卒業された方ですが、その方にデザインしていただきました。市高の中で皆さ

んに描いていただいて、これが一番ぴったりするなということで職員みんなで選ば

せていただきました。 

これから「キラリ輝く元気和歌山市」ということで、デザインのイメージは和歌

山の自然と言いますか、海、山、川がよく表れていますし、人が元気にということ

がうまく表現されているということで、イメージにぴったり合うのではないだろう

かということで採用させていただきました。 

今後は、この後にもありますが、新しいデザインで「きらり輝く元気和歌山市」

の実現に向けてやっていきたいと思います。 

 

【伏虎中学校区小中一貫校名の決定について】 

8 点目ですけども、伏虎中学校区の小中一貫校名が決定しました。愛称名では、

和歌山市立伏虎小中学校という愛称名で、小学校名はこの間、条例で制定されてお

りますが「和歌山市立伏虎小学校」、中学校については場所は移りましたが、その

まま「和歌山市立伏虎中学校」ということです。 

条例の施行は、平成 29年 4月 1日ということで伏虎小中学校が新しく開校する

時です。伏虎小中学校の新校舎の特徴ですが、それぞれ 2階から 4階には教師ステ

ーションを設け、校舎中央には図書室を設け、体育館は防災の観点から 3階にあげ

るというのが特徴となっています。 

教育課程の特徴としては、9年間一貫してやっていく。そして生徒の心身の発達

段階に応じて対応していく。また、わかやま学ということで、故郷和歌山の「人、

もの、こと」を学習対象としていきます。それから、英語教育を充実させるという

ことを特徴としています。 

 

【『和歌山広域消防指令センター』開所式の挙行について】 

次が 9点目ですが、和歌山広域消防指令センターの開所式を挙行させていただき

ます。これは、119 番通報を和歌山市、岩出市、紀の川市、海南市、紀美野町の 4

市 1町が一元的に和歌山広域消防指令センターで受けるということで、4月 1日か

ら運用していくことになります。この開所式というのを 3 月 29 日 10 時から行い

ます。 

 

【「フェリーでスィ～っと和歌山市・高野山♪行っ得キャンペーン」を実施しま

す！】 

最後 10点目ですけども、「フェリーで高野山キャンペーンを実施します」という

ことで、これは特に今年高野山開創 1200 年ということで、四国で 88 か所のお遍

路を終えた方が最後に行かれるのが高野山ということで、四国からの和歌山へ来て

いただく手段の一つに、徳島からのフェリーがあります。それで、フェリーに乗っ
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ていただいた方で高野山に行かれるという方を対象にして、例えばフェリーに乗っ

ていただいた方にクーポン付きのキャンペーンをやることにします。乗船の際スタ

ンプをしていただくことで特典があるということで、豪華なプレゼントを行うこと

にしました。プレゼントもグレードアップしています。グレードアップするのは、

和歌山市内で 2000円以上使ってくださった方について、やっていきたいと思って

います。 

以上 10点です。よろしくお願いします。 

 

 

記者の質問事項 

（記者）： 最初の、ふるさと納税の返礼品の見直しについて伺いたいのですが、見直

しということで、いつぶりの見直しになるかということと、この品物を選んだ

狙いのようなものはあるんでしょうか。 

（市長）： 見直しは初めてやね。今回。 

（担当課）： はい、本格的な見直しは初めてになります。 

（市長）： 本格的っていうか、始まって以来ちがう。 

（担当課）： ちょっとした見直しはしたんですけども、今回がほぼ初めての見直しとい

うことで結構でございます。 

（市長）： 何年ぶりなの。 

（担当課）： ふるさと納税、平成 20年度から始まってますので、それ以降です。 

（市長）： じゃあ７年、始まって以来７年ぶりということです。 

 

（記者）： 特徴だったりとか、前回のものっていうのはどういうものですか。 

（市長）： 前回のものはね、今もホームページで見られるんだけど、「あのころの和歌山」

ってこういうパンフ、写真集みたいな感じなのかな。 

（担当課）： 博物館で発行している、昔の和歌山市こんなんだったよっていう写真集の

ような本が６冊ほどございまして、それを選んでいただく、記念品としてお贈りし

ていたという形でございまして、今回はそれを見直したということでございます。 

（市長）： 今回ちょっと額にあわせて贈らせていただくものも内容を変えるということ

であります。１万円以上寄付いただいた方が対象になってます。特徴はね、例えば

熊野牛であれば和歌山市へ行ったら熊野牛が食べられるので、どういったところで

食べられるかっていうのも併せてお知らせしようかと思ってて、例えば和歌山市の

そういった産品をできるだけ PR していきたいっていう願いもあって拡大させて

いただきました。 

和歌山ラーメンも当然ですけど和歌山へ来たら和歌山ラーメンが食べたいという

ことで和歌山ラーメンを差し上げようとしました。 

 

（記者）： 企業立地のことで伺いたいんですけども、他の自治体にはないパワーアップ
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したポイントっていうのは、和歌山のここがすごいんやっていうような売り出し等、

それから企業誘致、去年１年、どれくらいの実績あったのかということ、それから

今度、新年度の目標ってどのあたりに置いているのか教えていただけますか。 

（市長）： 他府県から比べてすごいのは交付対象にオフィス施設、まあ工場だけじゃな

くてそういったオフィス施設を誘致すると、和歌山市内空きビルとか多くなってく

るんでそうしたオフィス施設を誘致していくと。もう１つは遮光型の植物工場みた

いな場合に奨励金の対象にさせていただく、そういったところが特徴かなと思って

ます。昨年の実績は残念ながら０なんです。企業誘致は 1件。 

（担当課）： １件ありました。 

（市長）： １件か、昨年１件ありました。その前２年間が０だったんです。あんまり自

慢する話じゃないんですけど。ここ本当に数年、和歌山市ほとんど企業が立地して

ない状況で、これからちょっと力入れてやっていきたいと思ってます。 

 

（記者）： 目標とかってあるんですか。 

（市長）： 何件っていう目標ですか。特に目標は定めてないんですけども、そうなると

今大きく空いてる土地っていうのは限定されてるわけなんですよ、コスモパーク加

太とか和歌山港の西浜だとか、それはほとんど県の土地になるんですけども、そう

いったところにできるだけ誘致したいっていうのと、あとはまちの中に誘致したい

っていうことで、特に件数の目標とか、それは出てないんですけど。 

 

（記者）： 今の質問に関連してなんですけども、交付対象に植物工場と入っているのが

他の対象に比べてなんでなのかなという疑問がありまして、この植物工場を入れた

経緯、狙いと、なにか他の自治体でされていて参考とした例があるのであれば、そ

れを教えていただければと思います。 

（市長）： 植物工場っていうのは農地だけじゃなくても都市部でもやれる、農水省かな、

どっかで試験的に室内でやってると思うんですけども、色んな場所で植物工場など

はできるという、そういったこともあって和歌山市内の中でもできるんじゃないか

と思っています。今度、大新の地下駐車場なんかも閉鎖、閉鎖やな、４月１日から

閉鎖っていうことになるんでそうしたところも対象範囲に入ってくると思うんで、

できるだけそういう、空きビルとか空間を利用したいっていう思いでやってます。 

 

（記者）： 空き地であったり郊外の場所だけではなくて都市部を有効活用するという考

えのもとに選択肢を増やすという意味で入れられたということでしょうか。 

（市長）： はい、特にまちなかですね。 

 

（記者）： 東京事務所なんですけども、和歌山県の東京事務所の中に置かれるというこ

となんですけども、賃料とかってどうなるんですか。 

（市長）： 賃料はですね、アロケーション（配分）、敷地面積だとか建物内の分担する面

積比でアロケーションします。 
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（記者）： 県に支払うのですか？ 

（市長）： いったん県に支払います。 

（記者）： わかりました。 

 

（記者）： 伏虎中の小中一貫校名の決定についてなんですが、今日の発表で新たに決ま

ったのっていうのは名前のことだけなんでしょうか。あとは、さっき防災のために

体育館を３階に配置とおっしゃってられてたんですが、どういう面で防災なのかっ

ていう部分と、３点目として今回この学校でこれまでの小中学校になかったような

新しい取組などはあるんでしょうか。 

（市長）： 今日の発表で何が決まったかっていうことなんですけど、愛称は昨年９月に

教育委員会で愛称の承認はもらってるんですよ。正式に発表させていただいたのが

今日になったということで、それと小学校とか中学校の場所の変更っていうのは、

この間の条例で確定、議会でもって確定したということで、今日はそうしたお披露

目でもいいかなと思ってます。特徴は先ほども申し上げたんですけども、授業の特

徴ですかね 

 

（記者）： はい、そうです。カリキュラム的なものとつくりのものと、これまでの市内

の小中にはなかった部分です。 

（市長）： 今は義務教育で６年、３年ということになってたんですけども、中学１年生

でどうしても小学校６年からなっていって、１年になる、また戻るっていうことで

ギャップも生じる、中１ギャップも生じるということで、そこの中１ギャップをな

くすような、子どもさんの発達過程っていうのはどうも４年、３年、２年とか、そ

んなような感じのとこもあって、４・３・２っていうようなカリキュラムというか、

そうした指導をしていきたいなと思ってます。４年生までは小学校、５年生からは

中学校の教師も入れます。詳しい人、あんまり間違ってたらまずいんで。 

（担当課）： 小学校６年、中学校３年っていうですね、６・３制っていうことに基本的

に変わりはありません。小中一貫校の特色として９年間を見通した教育課程を編成

するということなんですけれども、９年間の指導目標をさらに前期４年、中期の３

年、後期の２年っていうふうに３つに分けるっていうことで、よりきめ細かな教育

活動を展開し、主体的、創造的に学ぶ子ども達の育成に努めたいということです。

先ほどありましたように、中期からは、一部に教科担任制等も盛り込みながら指導

形態等についても工夫をはかっていく予定です。中１ギャップのそういった問題も

中期の指導形態の中で考えていきたいと考えています。 

（市長）： あとは英語を充実させたりだとか、ふるさと学ということでふるさとの人・

もの・ことを、できるだけ教えていくというところに特徴があります。 

 

（記者）： 建物面ではどうですか。 

（市長）： 建物面はさっき申し上げたように体育館が、これは津波を考えてかな、３階
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に上げていった、それとそれぞれの階、２階から４階、それぞれの階ごとに教師の

担任コーナーを作ります。 

（担当課）： 今ありましたように体育館につきましては防災の面で３階で考えてます。

また、前にもイメージ出ておりますが南面に小学校の教室を、東面に中学校の教室

を配置するようにしております。それから真ん中に、ちょうど玄関の上にアーチ状

になった円になったところに、今ありました教師ステーションというのを配置いた

しまして、教師が直接職員室へ帰らず、そちらで残ることによって他学年の子ども

達と交流を図りながら、子ども達の交流、また先生方の交流を図り、全ての教員で

全ての子ども達を見守る、そういう教育をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

（担当課）： 先ほどの企業立地の関係なんですけども、過去の件数なんですが、昨年１

件で、その前０というようなお話だったんですが、23年に１件あります。 

（市長）： 23年が１件、24、25が０件、26が１件かな。 

（担当課）： 23年が市外から１件で、24が０件、25年が１件になります。26年は０件

です。 

（市長）： 少なくて。頑張ります。 

 

（記者）： 伏虎中学校の名前が決まったのが去年の９月、教育委員会の承認ということ

なんですけど、その承認するまでの過程のところだけ教えていただいていいですか

ね、どういう形で。 

（市長）： 愛称、愛称が去年の９月に承認された、教育委員会で。小学校名と中学校名

はこの間、まあ中学校名は住所の移転だけですけど、条例で制定されたんですね。 

 

（記者）： それは職員の方の投票とか、別に違う名前も考えてとか。 

（市長）： 愛称ですか。 

（記者）： はい。 

（市長）： じゃあ、教育委員会どうぞ。 

（担当課）： まず名前につきましては、伏虎中学校区の関係者のほうに公募いたしまし

た。関係者といいますのは、児童生徒、保護者、教職員、卒業生、それと伏虎中学

校区に住まわれる地域の住民の方々にしております。期間が 26 年 6 月 2 日から 6

月 30日ということで 1か月間させていただいております。その公募させていただ

いた案をもとに、今まで伏虎中学校の小中一貫校化を進めるにあたりまして、地区

の方も入られました伏虎中学校区学校適正規模化推進会議というのがございまし

て、そちらのほうで色々協議をする中で案の絞り込みを行い、最終、先ほど市長か

らお話がありましたように９月５日の教育委員会のほうで承認されて決定したと

いう経緯があります。 

 

（記者）： 先月ですね、東京の渋谷区が同性カップルの婚姻関係の証明書を発行すると
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いったことがありまして、その後世田谷区も続いたと思うんですけども、和歌山で

も例えばそういうことを検討されるとか、もしくはそういった要望があるとか、そ

のあたり現状どうかということを教えていただけますか。 

（市長）： 要望は私はおそらく聞いてないですけど、そういう必要性っていうのはそろ

そろ検討してもいいのかなあという感じは受けてますね。 

 

（記者）： 例えばそれにあたって関係部署に何か指示を出してるとかそういったことは

あるんですか。 

（市長）： まだ出してないです。 

 

（記者）： これから、まだ腹案の状態ということですかね。 

（市長）： まだ新年度の指示っていうのはまだ出してないんでこれからですね。 

（記者）： なるほど、わかりました。 

 

 

以 上 


