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2 月市長定例記者会見  

（平成 28 年 2 月 18 日（木）14 時～） 

市長発表事項  

 

【平成 28 年度当初予算について】 

 昨年策定した「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を受けて和歌山市の

急激な人口減少にブレーキをかけ、県庁所在地としての都市力を向上させるため、

地方創生を本格的に進めるための大きな第一歩と思っています。全体をパワーポイ 

ントで説明させていただきます。 

一般会計で 2.4％の減、特別会計で 0.1％の増、公営企業会計で 1.0％の減、予算 

合計で 1.2％の減となっています。全体の予算は、主に国の経済対策補正を受け 

て 28 年度当初に予定する事業を 27 年度補正予算に取り込んだということもあっ 

て 13 カ月予算にさせていただいています。 

構成比については、配付資料のとおりです。増えたものは、民生費、土木費、教

育費、割合が減少したものは、公債費、総務費、衛生費があります。 

 一般会計の歳出は、前年比 36.1 億円の減少です。増えたものは、先ほどのとお 

りで、特に民生費の、臨時福祉給付金が一番増加しました。これは、国の基本に 

合わせた形となっています。市独自では、子ども医療費助成の拡充が大きな要素 

になっています。 

 性質別予算額では義務的経費の割合が 57.3％。割合が増加したものとして扶助 

費、繰出金です。割合が減少したものは、補助費とか普通建設費などです。前年 

比 2.4％の減で、特に義務的経費が 11.7 億円、1.3％の減少。投資的経費が 7.9％ 

の減少になっています。 

 自主財源と依存財源の割合では、若干自主財源が増えて依存財源が減った結果 

になっています。 

 今年度予算の大きな特徴は、2 つあります。1 つは、子育て環境日本一を目指し 

て「子育て支援の充実」に重点的に取り組むことです。和歌山市は、子育てしや 

すい環境ランキングで、全国の上位にあります。これをさらに充実させること 

によって、子育て環境の日本一を目指していきたいと考えており、「こうのとりプ 

ロジェクト」、「3 世代同居・近居の促進」、「教育環境の充実」、「健全な育成につ 

なげる学習の促進」を行うことにより子育て環境の充実に努めていきたいと思っ 

ています。2 つ目の大きな特徴は、大都市から和歌山市への新しい人の流れをつく 

る。そのためにまちの魅力の創造に取り組んでまいります。特に中心市街地の衰退
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が著しいので、全体の魅力向上のためには、中心市街地の魅力向上に向けた取り組 

みを 28 年度予算に盛り込んでいます。この 2 つが 28 年度予算の大きな特徴で 

す。 

個々の重点事業について説明させていただきます。 

 非常に危機感を持っているのは人口問題で、今までの 30 年間で人口が 3 万人減

少していますが、これからは特に子どもの部分で、小学生の数が 6 割ほど 35 年間

で減少します。そうしたことから今後、減少スピードが 3 倍になるということで、

非常に危機感を持っています。この急激な人口減少にできるだけブレーキをかけて

いくことを市の目的として、今回総合戦略を策定しました。それを実現するための

4 つの基本目標の 1 つ目は、安定した雇用を創出する、仕事創出です。 

2 つ目は、新しい人の流れを作るということで、大都市から和歌山市への人の

流れをつくる。住みたくなるような魅力あるまちづくりを行う。3 つ目は、少子

化対策。結婚･出産・子育ての充実。4 つ目は、人口減少化のなかで安心して暮

らし続けられるまちづくりです。 

1 つ目の大きな柱、青字の部分を説明させていただきます。まず、企業誘致で

す。今年度、交通網の整備や企業立地促進奨励金制度を充実させたこともあり

ますが、企業誘致がかなり進みました。第二阪和国道も大阪に連結することや、

京奈和自動車道も西名阪道まで接続するということで 28 年度は、さらに交通網

が良くなってきます。さらに和歌山市内の道路網を良くするために、今までも

要望していますが、阪和道と第二阪和国道の接続を国に対して積極的に要望し

てまいります。工業団地を造って企業を呼び込める時代ではないので、企業が

進出したい時に速やかに手続きが取れるように、和歌山インター･和歌山北イン

ター･建設中の和歌山南インター付近に新たに企業誘致ゾーニングの検討を行

っていきたいと考えています。 

これは、チャレンジ企業への支援ということで、やる気のある企業に今後と

も強く支援していくため、新規事業は赤色で継続事業は黒字で記載しています。

クラウドファンディング活用支援事業は、それを使って資金を調達したい方に

設立するための費用を助成するなどを中心に行っていきたいと思っています。

まちなか新規出店の促進は、まちなかで新たに事業を営むための資金を借り受

けた方が県信用保証協会に支払う保証料の一部を補給する事業です。継続事業

と新規事業と合わせて新たな創業支援とかやる気のある企業の支援をしたいと

思っています。このグラフをご覧いただけば分かりますが、平成 27 年度で企業

立地が進みました。今の時点ですが、企業立地数 9 件、新規雇用者数 117 人、

過去に比べての多くの新規雇用者が今後入ってくることになっています。 

女性の社会進出の支援についてです。和歌山市は、女性の社会進出があまり

できていません。今後、雇用者の不足解消や女性の社会進出を応援する意味で
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も、仕事を辞めた方や母親になって再度働きたい方を対象に、子育て中の女性

が働きやすい、仕事を探せるような地元企業が参加する合同企業面談会を託児

所付きで開催していきたいと思います。今まで行っているママジョブ応援ナビ

や和歌山市内にもコールセンターがありますが、働く方が少ないので、新しい

試みとしてコールセンター業務の説明会を行っていきたいと思います。男性子

育ての推進ということで、女性が働きやすくするためにも育メンや職場の上司

が育メンに理解がないとなかなか育メンが進まないので、育ボスの育成を今後、

説明会でやっていきたいと思っています。 

 地場産業の振興への取り組みについてです。和歌山市内にオンリーワン的な

企業等、良い企業がたくさんあります。そうした企業はいいものを持っていま

す。いいものを全国に宣伝していきたい、ブランド化していきたいと考えてい

ます。公共調達における地産地消の推進ということで、市内の事業者を育成し

ていくため、今まであまりやっていなかった総合評価的な入札制度や地元産品

の登録制度をやっていきたいと思います。 

 農業の活性化を支援するため、新たに実施するのは、赤色の部分です。本市

では、米よりも野菜の産出額のシェアが高くて 57％を占めています。今後、高

速道路網も充実してきますので、都市型近郊農業ということで、和歌山市の野

菜を売っていきたいと思っています。冬場に水が不足するので、打ち抜き井戸

の設置補助を行い、野菜への転換、裏作に野菜作りを推進していきたいと思い

ます。また、和歌山市のブランド化ということで、現在取り組んでいる高糖度

トマトや不足している種ショウガの生産に取り組む農家を支援していきたいと

思います。 

 次は、観光の分野です。外国人観光客が増えています。旅館･ホテル数が若干

不足しているため、新たに旅館・ホテルの拡張、新設を支援して、充実を図っ

ていきたいと考えています。3 年間の期間限定で支援したいと思います。 

 観光ＤＭＯ設立への取り組みについてです。今までの旅行形態は、どちらか

と言えば発地型であったのですが、民間のノウハウを取り入れて、和歌山市へ

来ていただけるような着地型観光へ取り組んでいただくために観光ＤＭＯの設

立を検討していこうと考えています。 

忍者体験イベントです。和歌山市には恵運寺・名取三十郎正澄（なとり さ

んじゅうろうまさずみ）もありますし、お城の忍者を生かしたような忍者イベ

ントをやって、国際的にも和歌山市には忍者があるんだということを知ってい

ただければと思います。 

ＪＲ和歌山駅は、国内はもちろん、海外からのお客様もＪＲを使って移動す

ることが多く、本市の大きな玄関口です。ＪＲ和歌山駅前の地下に「わかちか

広場」があります。ここに寄っていただいたら県内の観光が一目でわかるよう
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なビジターセンターも兼ねた施設にリニューアルしていきたいと思います。ワ

ゴンカフェの設置や紀三井寺にある地場産業振興センターの同広場への移転を

検討しています。広く県内の地場産品をここで扱うことによって、観光だけで

なく消費にもつなげていき、和歌山県内のいいものを知っていただくため、ア

ンテナショップをやっていこうと思います。 

港を活用した観光振興です。本市の港は、特に物流面で非常に充実していま

すが、物流だけでなく、観光にも利用していきたいと考えています。市民の方

に、もっと親しみを持っていただくために、港を生かしていこうと思っていま

す。昨年は、県内で初めて国の「みなとオアシス」に認定されました。地元の

皆さんとともに検討して、港にあったようなオアシスとなるように水軒公園の

整備をやっていきたいと思います。もうひとつはクルーズ船の誘致です。去年

は飛鳥Ⅱが入ってきました。外国船をもっと入港させたいのですが、大型客船

が今のままでは入れない状態です。国とも協力して大型客船が停泊できる施設

整備をやらなければと考えています。 

和歌山市の海岸線が非常にきれいで、海岸線をもっと観光に生かそうという

ことで、サイクリングロードを整備しています。マリーナシティから県立医科

大学まで通じる道の一部、堤防を利用した自転車道をシーサイドロードとして、

28 年度中に整備していこうと考えています。もう 1 つは和歌浦から田ノ浦にい

たる海岸の遊歩道を復元して、サイクリングロードと遊歩道を併設したような

ことを検討しよう思っています。また、友ヶ島を訪れる観光客が、今年度 6 万

人近くになって大変な勢いで増えています。一方で、遊歩道等が崩れている部

分もあるので、友ヶ島をきれいにするための再整備の予算を計上させていただ

いております。 

これは加太の少年自然の家です。淡嶋神社から少し上がった高台にあり、友

ヶ島も淡路島も紀淡海峡も見える非常にロケーションのいい場所に立地してい

ます。これは新しいイメージ図です。このロケーションに合ったような施設に

して、今まで利用者を少年に限定していましたが、青少年国際交流センターと

いうことで、国際交流も兼ねたような施設に生まれ変わらせていこうと思いま

す。平成 28 年度は改築実施設計と解体工事を手がけていきます。平成 30 年度

にオープンできるように取り組んでいきたいと思います。 

ここからは大きな 2 つ目に入ります。 

和歌山市に大都市から人を呼び込むためには、まず人を流出させないという

ことも大事です。今、和歌山市で一番人口が流出している世代は 15 歳から 29

歳の、高校から大学に進学する人です。和歌山県はワースト 1 になっています。

大学の収容率、県外への進学率は全国でもワースト 1 で、この大学進学時の転

出を、まず止めるために、大学誘致を進めていきます。先日、県からも発表が
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ありましたが、薬学部については新設の調査を実施するということで、伏虎中

学校跡地ということで指定していただきました。和歌山市として非常にありが

たいと思っています。この誘致に向けた詳細な設計をやっていきたいと思って

います。それともう 1 つは看護大学の誘致に取り組んでいきます。特に、和歌

山市に人材が不足している専門的な職業の分野に人材を出せるような大学を誘

致していきたい。そのなかで、看護大学誘致に向けて取り組んでいます。 

また、流出抑制と和歌山に人を呼び込むためにも奨学金の返還を助成してい

く制度が大事ではないかと思っています。特に人材が不足している分野につい

て民間と協力して、奨学金返還の助成制度を創設していきたいと思っておりま

す。 

また、人を呼び込むためには居住スペースが必要であり、まちなかへの居住

ということでは、民間活力を利用した再開発が現在進行中です。1 つは 27 年度

予算では、北汀丁です。これは 13 階建てということで、高齢者の施設と居住ス

ペースが一緒になった民間の複合施設です。もう 1 つはＪＲ和歌山駅前です。

駅前では一番背の高い建物になりますが、17 階建てのビルで商業と医療と居住

が一緒になった複合施設になります。こうした再開発を平成 28 年度から実際に

着手し、整備を促進していきたいと考えています。 

南海和歌山市駅です。今朝、オフィス棟の安全祈願祭を行いました。スケジ

ュールを記載していますが、下の部分が今回のオフィス棟です。今日、起工を

行い、28 年度中には新しいオフィス棟を完成させ、その後、今ある南海の駅の

部分を新しいオフィス棟に移し、旧の駅を解体して新しく再開発をするという

ことです。上の欄が再開発事業になっています。新しい部分に着手できるのが

29 年からですが、オフィス棟を 28 年度中に完成し、完成後速やかに新たな部

分に着手していくことになります。新たな部分はホテルを含めたような商業と、

図書館ということで、図書館もいろんな意見を聞いており、基本計画を策定し

ている最中でございます。多くの人が集まるような、新しいタイプの図書館を

目指して、市駅と共ににぎわいの創出に努めたいと考えています。下の赤の部

分ですけども、駅前の空間を活用するということと、もう 1 つは駅前の通りで

す。昨年、市駅“グリーングリーン”プロジェクトということで民間の方もイ

ベントをされたりしていますが、できるだけ歩行者も歩いて楽しいような道に

していきたいということで、これも民間の方と一緒になって 28 年度に検討に入

っていきたいと思っています。 

市民会館です。伏虎中学校跡地に市民会館、後ろが薬学部という形になって

います。市民会館についてはいろんな利用者の声をお聞きしました。市民の方

からの貴重な提案もいただいておりますし、そうした声も含めて今後、議会の

なかでも調整していきたいと思います。28 年度には基本計画と基本設計をやっ



6 

 

て、33 年度にオープンさせていきたいと思います。 

にぎわいの部分でございます。特にまちのなかのにぎわいを高めたいという

ことで、にぎわいが出るようなイベントをやっていきたいと思っております。

昨年ハロウィンをぶらくり丁でやりました。非常ににぎわいました。新年度は

ぜひ和歌山城から本町通り、ぶらくり丁を歩行者天国にして売っていきたいと

思っています。去年好評だったまちなか河岸（かし）です。これは 3 万人近い

人が集まったということで、ぜひ今年も続けていきたいと思っています。それ

と空き店舗活用のマチドリの開催です。こういったことを引き続き、にぎわい

創出のためにやっていこうと考えています。 

これは和歌山城そのものの話になります。和歌山城は徳川御三家の 1 つでも

あるので、和歌山城の魅力をさらに高めていきたいと思っています。1 つは、県

庁前交差点の扇の芝ということで、往時の姿であった芝に復元していきたいと

思っています。それと合わせて北側の二の丸の一部、元の大奥があったところ

の長局（ながつぼね）と大奥の中庭の復元を検討していこうということで、文

化財調査も終わりにかかっています。 

和歌山城周辺に、木がいっぱい生えて、城が見えにくくなってきています。

ライトアップでも陰になってきているので、眺望を妨げるような樹木を整理し

て、城をビュースポットからできるだけ見やすくしようということで、伐採を

やっていきたいと思っています。下は発表済みですけども、岡公園の整備です。

県が移設する長屋門も併わせて、周辺の公園整備は市が担当していきます。江

戸時代風に合ったような公園整備を行い、茶室に合うような、武家屋敷周辺の

景観を取り戻したいと思います。 

これはきれいなまち・美しいまちをつくっていくということで景観計画を見

直そうと思っています。これは市全体の話です。新たな景観創造ということで、

田園風景など地元の人と、「こうした景観をつくろうね」とか「残したいね」な

ど、そういったことを含めた景観計画の見直しをやっていきたいと思っていま

す。また屋外広告物の規制強化ということで、特に違反しているような屋外広

告の実態調査を実施していきたいと思います。もう 1 つはポイ捨て防止条例の

改正で、重点区域でのポイ捨てを禁止していこうということを考えています。

一番下は桜ということで、今年は吉宗将軍就任 300 年ということで、吉宗とい

えば桜が非常に有名ですが、そうした桜のネットワークを和歌山市内で構築で

きればと考えています。 

これも市内全域の話です。1 つは市の大きな魅力は、個性が大事だと思ってい

ます。それぞれの地域の個性が多様性に富んでいるということが大切で、個性

と多様性があるまちづくりを、今後和歌山市全域で進めようと思っています。

特に 28 年度は長期計画を策定する年ですので、地域別の計画の策定にあたって
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は、地域の住民の方と一緒になってまちづくり計画を作っていきたいと考えて

います。この赤色の部分は平井文化会館・児童館の複合化の事業です。平井地

区周辺は重要な遺跡も発掘され、また雑賀衆の本拠地でもあったところでもあ

るので、歴史に興味のある方が平井へ多く訪れたりしています。平井遺跡・雑

賀衆に関する資料館としての機能を兼ね備えた文化・歴史の拠点を、文化会館

に作っていきたいと考えています。それの設計費を計上しています。 

これは吉宗将軍就任 300 年の記念事業です。主な事業内容は資料に記載して

いますが、9 月 28 日周辺が吉宗ウィークになっています。特に吉宗ウィークに

集中してイベントを開催したいと考えていますし、博物館で吉宗ゆかりの品を

展示する特別陳列を考えています。また、東京都の港区の氷川神社や六義園と

も協力して和歌山市をＰＲしていく試みをやっていこうと思います。また、姉

妹都市であるアメリカのベイカースフィールド市とカナダのリッチモンド市へ、

今年訪問する予定です。その際、吉宗桜を増やすため桜を寄贈して、和歌山市

の魅力を海外にも発信していけたらというふうに考えています。一番下の欄で

す。日本遺産が昨年制定されて、紀州徳川家というのが和歌山市には非常に色

濃く残っていますので、そうした歴史を活用して日本遺産への認定に取り組ん

でいきたいと考えています。また、国内外さまざまなメディアを活用してアピ

ールしていきたいと考えています。 

次が 3 つ目になります。少子化対策、結婚・出産・子育てへの支援です。 

こうのとりプロジェクトと名前を付けている柱の 1 つは、合計特殊出生率を

向上させるため、出会いから結婚、妊娠から出産をサポートしますということ

です。まず出会いの場を大事にしようということで、こうした支援をさせてい

ただきます。オリジナルの婚姻届・出産届の作成、またハッピーウエディング

事業ということで新生活に必要な費用を支援していこうと。特に和歌山城の天

守閣を結婚式の写真撮影に開放していくなど広くＰＲしていこうと思っていま

す。それと子育て世代包括支援センターの設置や「しあわせ たく 3 未来ギフ

ト事業」ということで、第 3 子以降出産された方に対して、初めてプレゼント

を用意させていただいております。産後ケア・育児不安のある産婦へのサポー

トとして、産後ちょっと調子が悪いとか不安のある方については、医療機関の

空きベッドを利用していただくというような事業もやってまいります。 

柱の 2 つ目は、安心して子どもを育てられる環境づくりということで、認定

こども園の整備を促進し、さらに待機児童を無くすということで、0 を目指し取

り組んでいきます。和歌山市の場合、年度初めというのはほぼ 0 で始まります

が、年度末には少し多くなる傾向にあるので、安定的に 0 にしていこうという

ことです。それと学童保育である若竹学級についても、待機児童が 0 になるよ

うな整備を 30 年度、31 年度を目標に進めてまいりたいと考えています。 
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こうのとりプロジェクトの柱の 3 つ目です。経済的な負担の軽減ということ

で、市民の方からも非常に要望が高かった医療費の無償化について、中学校卒

業まで医療費を無償化していこうと思います。システムの整備も必要なので、

実施は今年の 8 月からになります。中学校卒業までの医療費無償化、それと第 3

子以降の保育料の完全な無償化ということで、第 1 子、第 2 子が小学校に上が

っても、第 3 子は無償化にしていこうと、完全無償化について県と一緒になっ

て取り組んでまいります。 

3 世代同居・近居の促進です。おじいさん・おばあさん・子どもさんが、息子

さん・娘さん・お孫さんが一緒に 3 世代同居している場合、出生率が高いとい

うのがデータとして出ています。これは女性が働きやすいから経済的に安定す

ることもあって出生率も高くなっているのだと思います。もう 1 つは、おじい

さん・おばあさんがお孫さんと一緒に住むことによって、出かける機会も多く

なるということで、高齢者の健康増進にもなり、さらに子どもの学力向上にも

つながっていくというようなデータが出ていることから、3 世代同居・近居とい

うのを、かなり強力に進めていこうと考えています。特に 3 世代同居・近居で、

市外から市内への転居へは費用の 10 分の 1 を上限 30 万で補助させていただこ

うと思っています。また、市内から市内への転居について、これは市街化区域

への転居に限りますが、費用の 10 分の 1 を上限 10 万円ということで補助させ

ていただきます。それと空き家を取得して利用した場合、空き家を建て替える

あるいは空き家をリフォームして住む場合は、さらに上乗せをして費用の 2 分

の 1、上限 10 万円というのを補助させていただこうという制度を創設していま

す。また、スカイタウンつつじが丘で土地を購入する場合、これも 3 世代同居・

近居による割引というのをやっていきたいと思っています。それと市営住宅の 3

世代同居への家賃補助や親子近居世帯向けの部屋の新たな設定などをやってい

きたいと思います。 

教育環境の充実への取り組みです。今、伏虎小中一貫校を整備中です。その

伏虎小中一貫校の新校舎の建設を来年度終えて、29 年 4 月から開校します。も

う 1 つは小中一貫校について、今後いろんなニーズや保護者の方のご意見を聞

きながら、他校区でも検討していくことになっています。また、児童が増えて

いるところには学校の増築や、老朽化したプールの更新をやっていこうと思い

ます。特に共生社会の形成に向け、だれもが安心して学び、持てる力を伸ばす

ために、発達障害等、障害がある人たちの支援をしていこうと今回力を入れて

特別支援教育支援員・介助員を 17 人増員させていただきました。 

充実した学習活動への取り組みとして、地域と連携した学習の機会を増やす

ため、文部科学省のモデルで高松小学校でも実施し、現在も行っている土曜学

習をさらに続けていきます。また、学力以外の機会もこういった土曜学習で、
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学習していただこうと思います。それと地域先達との協働・連携を拡充してい

くため、モデル校を 27 年度の 5 校から 7 校へ拡充していこうと思っています。

また、学校図書館の充実ということで、学校図書館について研究するために学

校司書を配置しようと考えています。 

最後の人口減少化のなかでも安心して暮らし続けられるまちづくりというテ

ーマでお話させていただきます。高齢者が住みなれた地域で安心して暮らし続

けられるよう、地域包括ケアシステムを推進しています。さらにこれを充実し

ていこうと思います。在宅医療について、本市は全国でもトップレベルに入っ

ています。さらに在宅医療と介護サービスの一体的な提供を行うための情報共

有を進めていきたいと思っています。また、地域リハビリテーションの活動支

援や予防に向けての支援や生活支援体制整備事業、こういったことで地域包括、

地域支援事業についての充実を図っていきたいと思っています。 

地域福祉の担い手の養成ということで、それぞれの地域で支え合えるような

システムを作ろうということで検討を進めています。 

障害者への支援でございます。障害者差別解消法が、この 4 月から施行され

ます。条例もこの議会で上程させていただくことになっています。その障害者

差別解消に向けた施策を推進していきます。また、今後さらに障害のある方が

働きやすい就労の場への支援を積極的にやっていきたいと思います。またそう

いった就労支援にもつながるようなグループホームです。これについては民間

と協力して整備を進めていきます。さらに、障害者の社会参加への促進という

ことで、これは精神障害者の方のボーリング大会とか、そうしたことを充実さ

せていきます。 

健康長寿社会の創造ということで、国民健康保険と後期高齢者保険が切り離

されて健康体操は 75 歳以上が無くなりました。それを後期高齢者も含めて健康

を大事にしようということで充実させることにしました。平成 28 年度以降は、

国保加入者に限定していた運動教室をすべての方を対象に拡充していきたいと

思っています。また、和歌山市は「生涯活躍のまち」ということで、これはい

ろんなところで検討されていますが、生涯活躍できるまちづくりへの取り組み

を和歌山市で進めていこうと考えています。成人ピロリ菌検査の実施です。40

歳代の胃がん予防としてピロリ菌の検査を実施してまいります。また、うつ病

の早期発見ということで、睡眠キャンペーンを実施します。 

地域の見守り活動への支援について、地域全体で高齢者だけでなく子どもさ

んも見守っていこうと、自治会、地域安全推進員会、交通指導員、婦人会、老

人クラブ、民生委員、社会福祉協議会、ＰＴＡ、いろんな団体が活動していた

だいています。地域全体で見守るシステムをさらに拡充するため、「地域見守り

協力員」を新たに増やすことにさせていただきました。写真は有名な防犯パト
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ロール犬「もか吉」君です。現在では 72 匹が主に北部のほうで活躍しています。 

これは児童の通学の時に出て、散歩の時に見守りをする非常にありがたい制度

です。この防犯パトロール犬はバンダナをつけています。そうしたバンダナ等

を配って、パトロール犬をさらに全市的に増やしていきたいと考えています。 

この一番下は、防犯カメラの設置についてです。県でも補助制度があります。

それは市が設置するものが対象ということで、2 分の 1 の補助をいただきました。

市のほうでも今後警察と協議し、市の設置部分は県の補助をいただきながらや

っていこうと思います。もう 1 つは市独自の制度として、自治会からも防犯カ

メラの設置の要望も多いということで、自治会への補助をしていこうというも

のです。この 2 種類の助成で防犯カメラを設置していくことにさせていただき

ました。 

津波から逃げるための環境整備として、津波地区避難計画の策定に取り組ん

でいます。計画策定後、訓練を実施して、課題を洗い出し、実態に合ったもの

にしなければなりません。そうした課題をまず解決するために、この津波地区

避難計画を推進していきたいと思っています。 

もう 1 つは地震等による停電時の夜間など、避難所の場所がまったく見えま

せん。そのため、避難所の高い位置に遠くからわかるような目印をつけるとス

ムーズに避難ができると思っています。安全度 2 以上の避難所に、主に小学校

の屋上に停電時でも大丈夫なようにソーラー電池の灯りを取り付けて、和歌山

市版「稲むらの火」として設置していこうと思います。 

昨年、全市的に津波避難訓練を実施しましたが、土日など職員が休みで、避

難所となっている学校が開いていないというトラブルが生じました。そういう

こともあり、震度感知式の鍵ボックスを設置していこうと考えております。こ

れは地震が来た場合、鍵のボックスが自動的に開いて、真っ先に来た人が鍵を

使って中に入っていけるものです。 

これは土砂災害ハザードマップの作成です。最近ゲリラ豪雨が多いというこ

とで、ゲリラ豪雨でも命の危険にさらされることもあります。そうした内水ハ

ザードマップの周知もやっていきます。また避難所、特に小学校で水が一時的

に足りないとか、最初の緊急時はどうしても水が出ないということで、小学校

等に打ち込み井戸を設置していこうと考えています。また、南海トラフ地震で

も大丈夫なような食料・飲料水の備蓄を拡充していこうと思います。 

豪雨対策ですが、これは内水排除対策の促進です。こうした個別河川、国営

総合農地防災事業を推進していきたいと思います。 

空き家対策として、27 年度から空き家の実態把握を継続しています。それと

28 年度からは実態把握と併せて「空家等対策計画」の検討に入っていきます。

利用する空き家、危険な空き家については撤去していく。そうした利活用も含
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めたような計画っていうのを立てていく予定になっています。 

人口減少化で公共投資も増加しない、逆に減少していきますので、既存施設

を有効に活用していこうと思います。そうしたなかで、今現在休止中の大新地

下駐車場の活用です。これはまちのなかにある非常にいい場所でもあるので、

ＰＰＰなどを活用して民間活力を導入した施設の再整備に入っていきたいと思

います。これは新たな試みとしてやっていきます。それとお城の動物園です。

動物が高齢になっていたり、少なくなったりしているので、新しい動物を買お

うと考えています。これと併せて動物園自体を、いろんな方のご意見、特に動

物園に参加されているような方のご意見を聞いて、リフレッシュを検討してい

こうと思います。また、既存の公園である秋葉山公園や四季の郷公園について

は、非常にいいものがあるのに、なかなか利用に結びついていないと思います。

老朽化しており、木が茂りすぎて見えにくくなっている箇所もあります。そう

したことを踏まえ、リニューアルということを検討していきます。また、斎場

の長寿命化を図るため、整備基本構想の策定や和歌川終末処理場の更新計画と

いうことで、これは結構重い課題です。和歌川の終末処理場が老朽化してきま

した。今後どうするかということで、ちょっと重いことですが更新計画を作っ

ていきたいと思っています。 

一番下の欄です。自転車は、通常道路の脇を通ります。側溝がガタガタして

いたり、グレーチングがあったり危ない状態になっている場合、側溝を中に入

れて透水性舗装を兼ねたような側溝にして、車道いっぱいまで使えるような形

にしようと考えています。これはすべての道路をするわけじゃなくて、モデル

的に自転車の多いところから、自転車が通りやすくするような路肩の整備をや

っていきたいと考えています。 

この前にも説明しましたが、和歌山市内、国体までにかなり道路整備が進み

ました。まだ残っている部分があります。これは今後土地収用法も活用しなが

ら、完成時期を明確にしていこうと考えています。特に幹線道路になる部分に

ついては、完成時期をしっかり明示してそれに合わせたような整備を進めてい

きたいと考えています。また、それぞれの地域の公共交通機関を利用しやすい

ような駅の活用ということで、28 年度は紀伊小倉駅について、アクセス道路と

駐輪場、そういったものを整備していこうと考えています。また、小倉駅以外

の駅の拠点化についても検討してまいります。 

その他の主要な事業ということで、循環型社会に向けて、ごみの減量やリサ

イクル向上につながり、大規模災害時は災害廃棄物の置き場所にもなり、処理

も可能だということで、青岸のストックヤードを新たに整備していこうと思い

ます。 

紙と布を別回収していこうと思います。これまで一緒に回収していましたの
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で、売ろうとすれば費用がかかりました。別回収にすることによって収入増を

図りたいと思います。 

次は、発表済みですが、プラスチック製容器包装、これを 4 月 1 日からごみ

発電にします。 

これは地籍調査の積極的推進についてです。和歌山市は全国でも県内でも地

籍調査が遅れています。地籍は災害時には非常に大事です。大きな災害があっ

た時などは地籍調査をやっていなければ迅速な復旧ができないし、これからい

ろんな企業誘致をやっていくためにも、地籍調査が大事です。今後 2 倍のスピ

ードで地籍調査を進めていきたいと考えています。 

投票率向上への取り組みです。この夏の参院選までに、さんさんセンター紀

の川・地場産業振興センター・河南コミュニティセンターの 3 箇所を期日前投

票所に増設していきたいと考えています。 

 

【平成 28 年度組織改正について】 

 1 つは観光がインバウンドも増えて、国際化しています。今まで観光と国際部

門を分けて業務を行っていましたが、これからは文化交流・観光交流が密接に関

わるということで、観光と国際部門を 1 つの部に昇格させようと思っています。

もう 1 つは産業が、今後雇用を確保するという意味でも重要になってきます。産

業部を昇格して、1 つに独立させて、観光国際部と産業部の 2 つに強化していき

たいと考えています。 

 2 つ目は、これから人口減少が進んでいくなかで、人口減少に追いついていく

ことが大事だと思います。そういう意味でも、活力を取り戻す政策をスピードを

あげてやっていきます。道路事業など特にネックになっているのが用地買収です。

用地買収を迅速化するために道路用地課を新設します。そして事業のスピードア

ップ、計画的に整備をするということで、迅速化に取り組んでいきたいと思って

います。 

 3 点目は空家対策課を設置します。これは法律の施行によって、特に今年度・

来年度、調査を進め、計画を立てるということで、新たな 1 つの課にしていきま

す。空き家対策・利活用を促進していきたいと思います。 

 

【伏虎中学校跡地を「文化・にぎわいの創出拠点」に～伏虎中学校跡地活用基本

構想の概要が決まりました～】 

 伏虎中学校跡地をにぎわいの創出の拠点にしていこうということで、跡地利用

の活用基本構想の概要が定まりました。それについて簡単に説明させていただき

ます。1 つは市民会館の移設用地として、もう 1 つは県立医科大学薬学部の新設

用地として、この 2 つに活用していきたいと思っています。次のページご覧くだ



13 

 

さい。現在の市民会館は老朽化しています。ご覧いただいたら、大ホール・小ホ

ール等の設備が非常に老朽化しております。コンクリートも荒れ、外壁も非常に

老朽化しています。利用率が非常に高い状態です。市民会館、県民文化会館両方

の土日利用率を入れています。市民会館の小ホールは 88％。大ホールは若干低い

ですが 74％あり、県民文化会館も非常に利用率が高いということで、市民会館を

廃止することは不可能だと考えています。これから県民文化会館と機能分担しつ

つ、市民会館を存続させる必要があると思います。そうしたなかで、土日以外で

平日も考慮し、県民文化会館と機能分担を考えると、大ホールではなくて中ホー

ルがいいのではないかというふうに考えていまして、中ホールを中心としたよう

な施設整備を考えています。いろいろ今の場所に建て替えられないかという議論

もありましたが、やはり 2 年の閉鎖期間ができてしまうということ、それと老朽

化対策・耐震化対策だけでは国費がなかなか入らないということもあって、移転

をさせていただくことに決定しました。概要については右側にあります。先ほど

申し上げたように、中ホールにしていこうと。それと合わせてサブホール的なも

のを作り、もう 1つは新たなコンベンション機能や国際会議、全国会議をしたり、

見本市もできる、そうした機能を持たせたいと考えています。整備スケジュール

はそこに書いているとおりです。33 年 4 月にはオープンさせるということで、こ

れは県が予定している薬学部と時期を合わせています。33 年 4 月に供用を開始さ

せる予定となっています。次のページは薬学部の必要性を説明させていただいて

います。県のほうでも十分説明されていると思いますが、市から見た薬学部の必

要性ということで。特に左の下をご覧いただいたら、医療系の有効求人倍率を緑

で示していますが、非常に高い状態です。やはり人材不足に悩まされている分野

でもあります。こうしたとこについては大学を設置すれば、必ず地元に人が来て

いただけるということもあり、特に専門性の高い医療系等の大学の誘致を考えま

した。そのなかで薬学部を設置していただけるということで、非常にありがたい

と考えています。また、ここには出ていませんが、看護大学の必要性が非常に高

くなっていますので、看護系についても誘致をしていきたいと考えています。 

 

【台湾の夕べ～台湾を知ろう～】 

 台湾を知ろうということで、「台湾の夕べ」を開催します。台湾南部で非常に大

きな地震があり、多くの被災者が出たことに対して、深くお見舞い申し上げます。

昨年 11 月に、台北も台南市も訪問させていただきました。そうしたなかで非常

に親日派が多く、文化交流、観光交流の面でも台湾との関係が非常に密接である

ということで、今回和歌山市のほうで 3 月 19 日に和歌の浦アート・キューブで

「台湾の夕べ」ということで、台湾交流のイベントを開催させていただきたいと

思っています。特にそのなかで『パッテンライ』というのは八田與一さん、台湾
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で非常に貢献のあった方で、八田與一さんが来るという意味で『パッテンライ』

なんですが、その『パッテンライ』の映画を上映させていただこうと思っており

ます。和歌山市民の方にも台湾の歴史や文化を知っていただくいい機会になるの

ではないかと考えています。 

 

【「子どもの発達支援ガイドブック てとて」創刊】 

 子どもの発達支援ガイドブックの『てとて』を発行させていただきます。こ

れは子どもの発育や発達に不安を感じているお父さんお母さんの子育てに役に

立つようなガイドブックです。今まで既に和歌山市父子手帳と和歌山市つれも

て子育て応援ブックを発刊させていただいています。これと合わせてちょうど 3

巻、3 部出しそろったということになります。今後子育ての支援に活用していた

だけたらと思います。 

 

記者の質問事項 

 

【平成 28 年度当初予算について】 

（記者）：改めて今回の当初予算案について、市長の思い入れというものがございま

したらお願いします。 

（市長）：和歌山市の今の人口減少にブレーキをかけるということと、もう 1 つは県

庁所在都市としての都市力を向上させたいということで、和歌山市の地方創

生の今回の予算は、大きな前進の一歩になるのではないかと思っています。

そういう意味でも大きな第一歩として、今後 5 年間で地方創生の総合戦略

を実践していくわけですが、人口減少にまずはブレーキをかけるような重点

的な政策をやっていきたいと考えています。 

（記者）：子ども医療費無償化の件で伺いたいんですけども、市長が市長選の時に小

学校卒業まで通院費無償化を公約されたと思うんですが、それを中学校卒業

までに引きあげられた理由を教えていただきたいのがまず 1 点と、昨年は

財源のめどが立たないので、国に設計を要望することを見送ったと思うので

すが、2016 年に改めて自主財源で実現することにした理由・考えを教えて

ください。 

（市長）：おっしゃるとおり、選挙公約は小学校卒業までに通院費無償化ということ

でございました。それに関して就任当初からいろいろ財源を検討したんです

けども、なかなか通院費の財源が大変ということで、中 3 までの入院費の

無償化をまず実施させていただきました。その後、昨年ですが、非常に多く

の方、14 万人を超えるような署名があり、中学校卒業まで医療費を無償化
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して欲しいという、切実な要望を伺いました。議会からも全会派に近い会派

からそのような要望をいただいております。そうしたなかで、昨年の 10 月

の総合戦略のなかで、医療費の助成対象の拡大という言葉を入れさせていた

だきました。 その後ずっと小学校卒業にするか、中学校卒業するかを検討

してきました。このたび、いろいろ財源の状況も調べたりして中学校卒業ま

でいけるというふうに考え、非常に要望が高い中学校卒業までにさせていた

だきました。 

（記者）：一方で周辺の市町村は、まちまちですね。かなり無償化には力を入れてい

ると思うんですけども、そういったところを和歌山市として設置せざるを得

ないと判断した理由の 1 つではあるんでしょうか。 

（市長）：実際に、今子育ての支援をめぐっては、本当に各都市が競争的なことにな

っています。それは事実でして、和歌山市周辺でも中学校卒業までやってい

こうよというところが多いなかで、今若い人が子育て支援によって居住場所

を選ぶようなところも見受けられます。そういった面も加味させていただき

ました。 

（記者）：前回の議会の時に提出しなかった開発等行為に関する条例について、今回

出てきていますが、前回の内容を見直してから出しますということだったん

ですけど、どういうふうに見直されたのかをお願いします。 

（市長）：それぞれの郊外の地域に拠点を持たそうというところはまったく変わって

いません。大きく変えたのは市街化区域に接続した部分です。 

（担当）：市街化区域に隣接した 4 地区の開発を当初では廃止案だったのですが、そ

れを継続させることにしています。  

（市長）：調整区域内を完全に締め付けようという気持ちはまったくないです。いろ

んな方のご意見をお聞きすると、それぞれ集落がもともとあって、そういっ

た集落の生活が便利なようにというのと、やはり将来農業をされない方が、

出てきているということです。私自身は、産業は必要ではないかと思ってお

ります。産業誘致というか内陸部型の工業誘致や物流基地などが和歌山市自

体が高度経済成長期に伸び損ねたのではないかと思っていて、他の近畿圏を

見ると高度経済成長ですごく伸びているのです。和歌山市が伸び損ねたのは

やはり交通事情が、モータリゼーションが追いつかなかったということが最

大の要因ではないかなと思っていて、産業誘致のポテンシャルは非常にある

と思っています。そうしたなかで今回は発表させていただきましたが、和歌

山インター・北インター・南インター付近です。これは市街化区域と隣接し

たような地域になってくるのですが、そうしたところについては今後産業誘

致を図っていこうよと。そういうゾーンとして検討していくことにしました。

そんななかで今回一部残したとこもあります。 
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（記者）：前の議会の時は、市議さんのなかでも反対の声が多かったんですが、今回

はどういう感じになっていますか。 

（市長）：正直言ってそうしたところは、まだ全然わかっていません。 

（担当）：根気強く説明しておりまして、その結果若干、どの程度っていうのはなか

なかつかみづらいですが、以前よりは環境が整ったのかなというふうに考え

ております。 

（記者）：先ほども話しにあった子育て支援、医療費の無料化で、前回の市長選の時

の 44 の約束の 1 つで、あと観光ビューローに属するのかはちょっとわから

ないんですけども、44 のなかでは、今回実現したかは別として、取り掛か

ったという意味ではどのぐらいカバーできていると思いますか。 

（市長）：進んでなかったのが 44 のうち 4 つです。それで今回、医療費の無償化が

できたというか、予算が認めてもらえればできますので。残っているのはシ

ルバー人材センターの、ここがまだちょっとちゃんとできていないです。そ

れと公共交通機関の充実というか、利用促進という面では進めています。地

域公共交通網形成計画策定の予算は計上していますが、時間がかかりますの

で具体的に出せていないということで、その 2 つがたぶん残っているので

はないかと思います。 

（記者）：今回の予算全体についてお伺いしたいのですが、2 つ特徴、主な柱がある

と思うんですけども、特にこの 2 つに重点を置いて取り組んでいくと考え

られた理由と、予算案によって和歌山市をどのような方向に持っていくかと

いうことを改めてお聞かせいただけたらと思います。 

（市長）：特徴的なものを重点としたのですが、すべてが大事だと思っています。そ

のなかでもその 2 つを選んだ理由というのは、やはりこれから和歌山市の

人口減少が本当に急激化してしまう恐れあるということで、これは国のほう

の予測もそう出ているのですけども、本当に音を立てて崩れていくような人

口減少に見舞われていくと思っています。それを未然に防ぐためにも、やは

り減少対策というのは大事であると。そのためには子育て支援。それともう

1 つは和歌山市へ人を呼びこむための政策ということで、まちの魅力を高め

ていく。その 2 つは大事であるということで、特に特徴的なということで

その 2 つを、引き出させていただきました。予算額としてもその 2 つを大

きく増加させていますので、予算の特徴的な部分として反映させていただき

ました。 

（記者）：この予算案をもとに和歌山市をどのような方向に持っていかれたいかって

いうのを市長からお伺いしたいんですけども。 

（市長）：繰り返しになるかもしれませんが、地方創生総合戦略のなかで 4 つの基本

目標をあげています。1 つは、まず雇用確保ということで産業を振興すると
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いうことが、大事だと思っております。雇用の確保。若い人が働けるまちを

作りたいと思っています。もう 1 つは人を呼び込むと。大都会からも和歌

山市に呼び込めるようなまちの魅力が必要ではないかと思っていて、特に和

歌山市の衰退のイメージというのは、まちの中が衰退していることが、和歌

山市のイメージを決めている部分があります。和歌山市の歴史・文化・自然、

非常にいいものを持っています。和歌山城ももちろんそうですし、海岸線も

非常にきれいであるり、まちの魅力を高めていこうと。そうすることによっ

て人を呼び込めるということで、2 つ目の大きな目標にしております。もう

1 つは先ほども申し上げたように少子化対策ということで、子育て支援をし

ていくこと。4 つ目が、これからはやはりそうはいってもしばらくは人口減

少が進むなかで、安心して住めるような、住み続けられるような社会構造と

いうのを作っていく必要があると考えています。そのためには防災対策も大

事だし、時代に合ったような新たな投資を、できるだけ投資の効率を上げて

いこうと、既存施設を活用したり、まちをコンパクトにしたり、そうした投

資効率を上げることによって安心して住み続けられるようなまちづくり。こ

の 4 つを基本目標にしています。 

（記者）：和歌山市駅の周辺の再開発についてお伺いします。どのようにやっていく

かと検討されたなかで、具体的な動きが出てきていると思うんですけども、

実際に予算の面でも長期設計の費用としてあげられてると思うんですが、そ

の市駅の再開発についてどのように期待をされていて、和歌山市としてどの

ように進めていかれるのかを改めてお伺いします。 

（市長）：今朝、市駅ビルの一部、オフィス棟の起工式、安全祈願祭を行っていただ

いたということで、いよいよ市駅の都市再開発に向けての一歩が始まったの

ではないかと、大きく期待しています。これから市駅が新しく生まれ変わる。

もちろん和歌山市の大きな玄関口でもあるし、今、関西国際空港から南海電

車を利用して和歌山市に入って来られる方も多くなっています。そうした意

味でも、国際的な玄関であるのではないかと思っていて、和歌山市の大きな

玄関にふさわしい駅、まちづくりを進めていきたいと考えております。今日

は、その大きな一歩が前進したということで、非常にありがたいと考えてい

ます。 

（記者）：旅館ホテルの拡張支援の件ですが、予算額が書かれていないのですけど、

その辺はどうでしょうか。 

（市長）：企業の増改築とか誘致のための企業立地促進奨励金制度を拡充しようと思

っています。そのなかで、旅館ホテルにも適用できるようにしようと思って

おりますので、特に予算額ということで入れていません。 

（記者）：規模としてどれぐらいになりますか、 
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（市長）：無制限でいきたいと思っています。既存の旅館・ホテルも耐震化していか

なければいけない部分もあります。県のほうで 5,000 ㎡以上の大規模な旅

館・ホテルに対し、耐震化の取り組みをやってもらっていますが、それ未満

のところは、耐震化もできていないようなホテルも旅館もありますし、老朽

化しているところもあります。そうしたなかで、リニューアルと合わせて、

増改築とか新設をやっていただいて。それと新たな客層、昨日も産業戦略会

議で話が出たんですが、客層が違うようなホテルというのも増設、新設して

いただければと思っています。 

（記者）：対象となるホテル旅館の立地ですけども、県内全域、特に中心市街地と限

らずに支援を行う予定ですか。 

（市長）：市内全域を対象とします。それはもう中心市街地だとかに限定せずに市内

全域です。もともと和歌浦も旅館・ホテルが多かったし、風光明媚なところ

でもあるので、市内全域を対象としました。 

（記者）：看護大学の誘致について 2 つお伺いします。具体的にどの辺り、場所とか、

いつごろまでに誘致したいという市長のお考えはありますか。 

（市長）：早期にです。場所については、決まれば発表させていただきます。 

（記者）：近いですよね。 

（市長）：近いというか、希望としてはできるだけ早くと思っています。ただ相手方

があることだし、いろんな手続きも経ないといけないので、時期は明確にで

きないのではないかなと思っています。 

（記者）：最後に伏虎中学跡地についてです。市民会館の移転と県立医大の薬学部に

使うということは、それ以外の商業施設などを入れる予定はないということ

でしょうか。 

（市長）：資料にも少し書いていますが、機能としては市民ホール、そしてイベント

広場というか、できるだけ和歌山城にあったようなイベントを行えるような

和風の広場にしたいと思っています。特にコンベンションや、会議ができる

ようにしていきたいと思っております。この 1 階の部分には民間の商業的

な部分を入れられれば。この連結した前の広場の部分。そうしたところをう

まく民間で活用していただければと思っています。 

（記者）：それは飲食とか物販とか、どういったものが来てもらえたらというような

考えはありますか。 

（市長）：飲食・物販両方です。人が大勢集まる場所になると思いますし、消費にも

つながるようなということで、物販も含めて、もちろん飲食もできる、そう

した民間施設が入ってもらえればと思っています。 

（記者）：開発条例で追加なんですけども、当初の条例の案なんですけども、難易度

的には後退したのかなという感じにも見えなくもないんですけども、この内
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容でも市長としてはまちなかに開発とか新しい建物が来るように誘導がで

きるというふうに考えていらっしゃるんですか。 

（市長）：まちなかへの誘導というのは特に郊外から引っ張ろうというのは、あんま

り考えていないんです。できたら都市部から呼んできたいなと思っていて、

そのために和歌山市内の魅力を高めたいと思っています。ある程度都市間競

争になってくるのですけど。やはり魅力とか便利さがないと、なかなか他都

市から呼んでくるのは難しいと思っているので、そうしたまちなかというの

を進めていき、特に今回は中心市街地ということで、まちのなかに限定して

いろんな再開発を進めているので、居住スペースもできるし、他都市からも

呼んでこれるのではないかと思っています。それと市街化調整区域の話とい

うのは別問題ではないかなと思っています。市街化調整区域は住宅とか商業

の乱開発を防ごうという趣旨で、もともと進めていたものなのです。和歌山

市の市町村合併の前には 11 の村役場が、市街化調整区域内にあったわけで

すが、そうした集合体というかコミュニティーは、今でももちろん存在して

います。そういう地域の利便性を高めるという意味で、できるだけ拠点化を

進めたいと思っています。調整区域内にある集落の拠点化を進めることによ

って、日常生活は拠点を中心として便利な生活を送れるし、例えば拠点から

中心部に移動するのに、公共交通機関なども、拠点と接続すれば移動しやす

くなるので、できるだけ拠点性を高めるという意味で。今 50 戸連たんの部

分というのが一番宅地の拡散につながっている。宅地開発が、どんどん広が

っている最大の要因になっているので、その部分っていうのはしっかり守っ

ていきたいと思っています。今回条例提案にもそれは含めさせていただいて

います。ただ先ほども申し上げたように、産業ゾーンというのは和歌山市内

に来たいという方がおられますが、土地がないのが事実です。市街化区域内

にはほとんど土地がないので、新たに求めるとすれば市街化調整区域になっ

てくるのです。その場合、一番ネックになってくるのが、農地転用とか、手

続きに時間がかかることが非常にネックになってきます。そうしたところを

できるだけスムーズに進められるような業務を今後形成していこうという

ことで、特にインター付近については、産業誘致ゾーンというかそういうこ

とでやっていきたいと思っているんですけども。 

（記者）：インター付近の産業誘致ゾーンというのはこの条例に入っているのですか。 

（市長）：条例には入れてないです。このゾーニングをしていって、例えば都市計画

マスタープランというのがありますが、マスタープランにちゃんと位置付け

ていく。そして手続き的に迅速化していくようなシステムを作っていこうと

考えています。 

（記者）：先日戦略会議があったと思うんですけども、結構な速度で意見が出たこと
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が組み込まれていると思うんですけども、どの程度、実際は参考にされて、

今回の予算に反映されているかっていうのはどうでしょうか。 

（市長）：産業戦略会議自体は、今年度はビジョンを作ろうと、それでそのビジョン

を受けて来年度はアクションプランを作っていこうということで用意して

います。実際の来年度のアクションプランができてから、次の年度の予算等

に反映していくというのが大部分ですが、今回で先取りした部分というのは

確かにあります。第 3 回の戦略会議までに出た意見で、採用できるものは

今回の予算に反映させていただきました。 

（記者）：結構、今回の予算案として組まれたという感じですね。吉宗のところで書

いてあった、日本遺産認定への取り組みというのは、いつぐらいまでに、日

本遺産認定を目指すのですか。 

（市長）：これも、できるだけ早期にと思っています。なんとか 28 年度後期の予算

で指定していただければと思っています。県のほうでも太地の鯨と紀州徳川

家ということでやっていただいていますので、県とも協力して早期の日本遺

産認定に臨みたいと思っています。 

（記者）：その県と連携という言葉が出てきたので伺いたいのですが、若者の出会い、

結婚応援事業というのが今回新規で入っていますけども、これ若者同士の出

会いの場創出と書いていたと思うのですが、婚活パーティかなと思うんです

けど、県も今、していますけど、それとの整合性といいますか、二重行政的

な印象もあるんですが、それはどうでしょうか。 

（市長）：今回和歌山市でやるのは、民間のプロの企業さんではなくて、ＮＰＯさん

や商工会議所などの各団体ですね。そういった半ば公共的な団体も含めた事

業提案に対して支援させていただくということです。重複していますかね。 

（記者）：県は主催して運営は任せるというような形ではあるんですけども、結構か

ぶっているかなと思ったんですけど。 

（担当）：その部分では、重複しないようにやっています。県のサポート事業と今回

の和歌山市の事業といろいろ連携させてやっていくということで、県と調整

はさせていただいております。 

（記者）：わかりました。 

（記者）：若者を市内企業への就職促進する、奨学金の返還助成制度というものがあ

りましたけども、若者の流出を防ぐという手段のなかで、この事業を選ばれ

た背景・理由と、具体的な予算は書いていないんですけども、いくらとか、

何割だとか。その辺のことについて。 

（市長）：奨学金の返還の助成というのは非常に大事だと思います。特に和歌山から

他府県の大学に出たり、和歌山市内の大学もそうですが、地元へ就職してい

ただくと返還に対して助成させていただくというのは、地元に誘導させてい
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ただく非常に大きな手段であるというふうに思っております。今回予算にで

ていないのですが、民間と一緒になってやろうと思っています。例えば、人

材が不足しているような民間の団体で、具体的にいうと、介護系、保育系、

医療系などの団体と一緒になって、奨学金を作り上げられないかということ

で、今調整しています。合意になった時点で制度、基金を作っていって、制

度化していきたいと思っています。 

（記者）：市と民間の企業・団体が一緒に最終的には支援をするということでしょう

か。 

（市長）：そうですね。そういう人材を必要としている団体、職種に対して、専門系

の大学に対してやっていこうということで、そういう意味からいくと、どう

しても専門系の大学の学生ということになると思うのですが。 

（記者）：助成の割合というのはどれぐらいの全額を負担するのか。半分とか、何割

とか。返還の割合ですね。全額返還を助成するということでしょうか。 

（担当）：今、検討中ですが、学生さんが就職されて奨学金を返還する額の 2 分の 1

を助成できたらと考えております。 

（記者）：3 世代の同居とか近居を支援するという事業があるかと思いますが、取り

組みがうまくいくと、先ほどおっしゃったようなメリットがあると思うんで

すが、やはり制度の周知の部分が必要だと考えます。また、住宅等の補助以

外の、例えば県外から来たのであれば就職関係ですかね、紹介したりですと

か。他の事業との兼ね合いみたいなものがあれば、連携みたいな部分も非常

に重要だと思うのですけど、3 世代で暮らしやすいとか、還元しますよとい

う今後も力をいれて取り組まれていかれたり考えがあるんでしょうか。お考

えをお聞かせください。 

（市長）：本当に 3 世代の同居・近居っていうのはデータとしても非常にいいデータ

が出ているし、政策としてはいい政策だとは思っています。国のほうも 3

世代の同居・近居というのは、来年度から本格的に進めるということもあり、

国の部分は国の部分、ちょっと分担する格好になるのですけども、和歌山市

としてはぜひ 3 世代同居・近居を進めていきたいと思っています。ＰＲに

ついてはインターネット等十分県外に対しても周知していかなければいけ

ないし、先ほどおっしゃられた就職活動と合わせた形で、例えば県外の学生

に関して、就職説明会などの時には 3 世代同居・近居の政策はあるのです

よということは、就職と合わせてやっていきたいなと思います。 

（記者）：発表項目についてです。空き家対策は何部に所属するんですか。 

（市長）：建設局住宅部です。 

 


