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10月市長定例記者会見  

（平成 27年 10月 27日（火）14時～） 

市長発表事項  

 

【「和歌山市人口ビジョン」及び「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の策定について】 

 今、和歌山市の人口が急激に減少しています。今後ともこの人口減少が続くと

予想されていますので、その人口減少に歯止めをかけて、将来に向かって活力あ

る和歌山市を維持していく。そのための戦略です。中身については資料で説明さ

せていただきます。 

和歌山市の人口予測は、2015年を起点にしています。今まで 30年で 3万人が

減少、1 年間で 1,000 人の減少でしたが、国の予測（国立社会保障・人口問題研

究所）でいくと、今後 30 年で 9 万人、今までの 3 倍のスピードで人口減少して

いきます。 

この急激な人口減少によって社会保障が成り立たなくなっていきます。それを

防ぐため、急激な人口減少をまず抑え、将来的には人口減少に歯止めをかけてい

く。そしてそこから伸びに転じていく。というような人口ビジョンを考えていま

す。 

2 つの視点があって、1 つは、社会保障面などから自治体として存続できるよ

うにする。もう 1つは、県都としての都市の機能を今後発展させていくというこ

とで、この 2つの視点で基本目標を立てています。 

和歌山市は今いろんなポテンシャルがあります。1 つは陸・海・空の交通網が

ようやく充実してきた。特に道路網、そして海上交通、特定重要港湾もあります。

また関西国際空港も非常に近いということです。もう 1つは企業進出が増えてき

ています。今年から本社の移転とか、全国シェアが高い企業などがどんどん進出

してくれるようになってきています。また、外国人観光客が非常に増えています。

それと全国平均から見ても、例えば保育所の待機児童数も少なく、小児科医師数

は多く、子育てのしやすい環境です。また、高齢者にとっても、病院や介護施設

も整っているということで、東京圏の後期高齢者の移住先、全国 41 地域に選ば

れているような都市です。それと県庁所在地ということで、いろんな施設が和歌

山市に整っています。 

こうしたポテンシャルで 4つの基本目標をあげています。 

まず、安定した雇用を創出する。それと 2つ目は新しいひとの流れをつくると
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いうことで、都市から和歌山市への人の流れをつくる。また若い世代の、結婚・

出産・子育ての希望をかなえていく。出生率を増加させる。それと時代に合った

地域をつくって、安心・安全な暮らしを守るということです。 

これは全体の人口ビジョン、それと総合戦略の内容です。1 つは出生率の引き

上げをここに入れています。2020 年には 1.7、2030 年には 1.9、2040 年には人

口維持できる 2.07というような出生率の引き上げ。それと今後転入の促進を掲げ

ています。総合戦略の全体構成でいくと、まず基本目標、数値目標を入れていま

す。安定した雇用では 5年間で 1800人。期間は 2015年から 2019 年の 5年間と

なっています。2つ目は新しいひとの流れをつくるということで、この 5年間で、

累計ですが社会増減数を転入超過にする。もう 1 つは、合計特殊出生率を 1.43

から 1.7 に引き上げる。それと、住みやすいと感じる人の割合を 73.9％から 80％

に引き上げる。こうした基本目標をたてて、さらに具体的な KPI ということで、

数値目標を実現するための評価目標（重要業績評価指標）を設定しています。ま

たさらに具体的な施策をここにあげさせていただいております。 

その中から主な事業の内容を配布しました概略版で説明させていただきます。 

これは関西国際空港、それと特定重要港湾和歌山下津港、また高速道路網は急

速に整備されています。さらにこれを充実させることによって和歌山市のポテン

シャルもあがってきますので、京奈和自動車道を第二阪和国道まで延伸させるこ

とをこの中に盛り込んでいます。特定重要港湾、また工場群が臨海部にあるので、

この場所と高速道路網で、さらに関西国際空港、四国、中部、関東圏を交通網で

結び付けて企業活動をしやすくすることを考えています。また企業立地奨励金制

度をさらに充実させて、企業立地に対しても積極的に取り組んでまいります。 

これは観光面です。特に外国人観光客が、平成 23 年で 6 千人だったのが、平

成 26年で 6万人と約 10倍の伸びになっています。昨年度、非常に増えましたが、

今年は 1 月から 9 月までで、すでに 8 万人を突破しました。目標の 10 万人を達

成しそうな勢いで伸びています。また外国人観光客を 26年度の 6万人から 22万

人まで宿泊客で伸ばしていく。そのための誘客戦略や、観光資源の魅力向上、観

光消費の拡大ということに取り組んでまいります。 

基本目標のⅡは、和歌山市への新しいひとの流れをつくる。特に大阪や東京な

どの大都市から和歌山市への人の流れをつくるということで。今和歌山市の状況

は若い世代が流出しています。このオレンジの部分が流出を表しています。その

大きな原因は高校から大学に進学する時に、和歌山市に大学が少ないということ

で、県外大学進学率が全国のワースト 1 になっています。9 割が県外に、高校か

ら大学にかけて流出しているということで。やはり大学とか専門学校というとこ

ろを誘致していきたいと考え、これを今回の戦略に入れています。 

それと合わせて市内に残っていただくように、インターンシップ制度とか奨学
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金返還助成制度の検討をやっていきます。また小さい時から市内の企業に親しん

でいただくために、キャリア教育をやっていきたいと思っております。県内の他

の市町村でも移住・定住の促進を行っていますが、今まで和歌山市は移住・定住

の推進にあまり力を入れてきませんでした。今後 UIJ ターンであるとか都市農村

の交流などに力を入れていきます。和歌山市は非常に暮らしやすいというのが指

標でも表れています。先ほど子育ての関係で、保育所の待機児童数は全国平均よ

り良いと述べましたが、中学高校にかかる費用も全国平均より少ない。また、通

勤時間や就業時間も少ないのでプライベートの時間が多く取れる。新築の単価が

安く、持ち家比率が高いので自分の家でゆったり暮らせる。そうした非常に暮ら

しやすいということが、これから和歌山市の大きな PR 材料になってくると思っ

ています。 

基本目標Ⅲは、合計特殊出生率を上昇させるということで、5年後の目標を 1.7

にしています。子ども医療費の負担軽減を求める方が多いため、今回子ども医療

費の助成の対象を拡大します。それと合わせて第 3子以降への支援を充実します。

そうした政策を積極的にやっていきたいと思っております。それと 3 世代の同

居・近居に力を入れていきたいと思っています。これはおじいさん、おばあさん

とお孫さんが一緒に住んだり、近くに住むということが、非常にメリットが高い

ということが数字で出ています。1 つは 3 世代同居・近居されているところは、

出生率が非常に高くなっています。全国的に 3世代同居世帯では子どもの数が多

く、学力の向上という点についても、秋田県や福井県などの 3世代同居率が高い

ところは学力も高くなっています。当然ですが 3世代同居・近居ですとおじいさ

ん・おばあさんに子どもを預けられるので女性が働きやすく、共働き家庭という

のは出生率も高いという数字が出ていますので、出生率の向上にもつながってき

ます。さらに高齢者がお孫さんと一緒に出歩くことが多くなり、健康増進にもつ

ながりますので、3 世帯の同居・近居を進めていきたいと思っております。近く

で住む場合の新築とかリフォーム費用の助成、市のスカイタウンつつじが丘団地

を親子で複数区画を購入した場合の割引や 3世代が交流する場を増やしていくこ

とで、3世代の同居・近居を進めていきたいと思っております。 

基本目標Ⅳは、和歌山市が住みやすいまちだと感じる市民の割合を高めること

です。まず、まちなかエリアには、医療施設や福祉施設が入った都市型マンショ

ンを誘導することによって、居住スペースを確保し、空き家・空き店舗を再生・

有効活用するとともに、子育て施設、高齢者の施設、市民会館、図書館がまちの

中にある生活に便利なまちにしていきたいと思っています。また魅力を向上させ

るため、和歌山城周辺の整備やにぎわいを創出して、居住スペース・便利さ・魅

力で中心部付近については、まちなか居住を推進していきたいと考えています。 

郊外エリアについても、学校とか駅を中心に、日常生活を支える機能を充実し
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ていきたいと思っています。いろんな文化・歴史など地域資源があるので、これ

を生かしたまちづくりをやっていきたいと思っています。またコンパクト化して

いって、郊外と中心部をネットワークで結ぶというコンパクト＆ネットワークと

いう形でまち全体を便利なまちにしていきたいというふうに考えています。 

以上が総合戦略です。パブリックコメント、また長期総合計画の審議会等など

市民の皆さまや有識者の方のご意見をいただき、それらをできるだけ反映して総

合戦略を策定しました。これによって今後 5年間総合戦略を進めるなかで、急激

な人口減少にブレーキをかけていこうと考えています。 

 

【～2015紀の国わかやま国体・大会閉幕～】 

 昨日全国障害者スポーツ大会、紀の国わかやま大会が終わりました。これで紀

の国わかやま国体、また紀の国わかやま大会が全部終了したことになります。両

大会とも本当に素晴らしい大会だったと思っています。選手もよく健闘された、

障害のある方もほんとうに頑張られた、それぞれの自己ベストをさらにあげるよ

うな努力をされていい大会だったなと思います。また市民の方には、非常に多く

のボランティア活動をしていただきました。高校生・大学生にもいろんな形でボ

ランティアにご協力していただいき、小中学生にものぼり旗を作っていただき、

またマスゲームにも参加していただいたり、大勢の皆さまが心をひとつにしてこ

の大会を盛り上げていただき、素晴らしい思い出に残る大会になったのではない

かと思います。選手同士やボランティアと選手の絆、いろんな形で絆が深まった

というのも大きな成果ではないかと考えています。 

国体・大会が終了したということで、11月 1日付けで組織改正を行います。1

つ目は総務局の国体推進部を縮小します。人員を現在の 83人から 24人に縮小し

て、重点課題等へ取り組みを推進します。2つ目は地区避難計画の策定に向けた

体制の強化です。この計画の策定は危機管理局が行っていますが、地震津波とい

うのは待ってはくれません。県の発表でも、市内で通常で逃げていたのでは、津

波で 1万 6千人が亡くなる恐れがあるということです。津波は時間的に余裕があ

るので、この 1万 6千人の死者を 0にしたいと思っています。 

一人ひとりがそれぞれどう動くか、どの場所に逃げるか、夜中でも休みでも平

日でも、どの場所にいても逃げられるような体制をつくるため、11月 1日に全市

民、特に沿岸部の市民を対象にして避難訓練を行います。その後、策定する地区

ごとの避難計画に人員が多くいるので、ここに職員を充てていきたいと思ってい

ます。 

3つ目は外国人の誘客に向けた体制の強化のため、インバウンド対策を専門に

した海外誘客班をおきます。そういった観光戦略をたてるための政策班を新たに

設置してまいります。 
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4つ目は空家対策班の新設です。今年、市内中心部で空き家の調査を始めてい

ますが、これからさらに詳細な調査に入っていくということで、組織体制を強化

していきたいと考えています。 

 

【総合防災訓練の内容が決まりました】 

わが国では、稲村の火の地震が発生した 11月 5日を津波防災の日と法律で定

めています。この日を世界津波の日にしようと約６０カ国が国連へ共同提案しま

した。そうしたなかで、命を大事にする政策をやっていきたいと思っております。 

11月 1日に抜き打ちに近いのですが、9時に南海トラフ級の地震が起きて津波

が発生したという想定で総合防災訓練を実施します。私も地震発生時から自転車

で駆けつけて来ますが、9時 30分の第 1回の災害対策本部には間に合わないかも

わかりません。指揮権が、私がいない場合は第 2の指揮者が災害対策本部をとり

仕切るということで、現実に合わせてやっていきたいと思っております。9時 30

分からは南海トラフのシミュレーション動画とか、沿岸部の津波監視カメラ、ま

た上空からは防災のヘリのカメラ、というような映像を流して、できるだけ津波

の第 1波の到達に合わせたような訓練をやっていきたいと思っています。10時に

は消防局による住宅密集地の消火訓練、また 11時 45分には第 2回の災害対策本

部会議を招集します。これはどういう状態なのかわからないというような訓練で

すが、できるだけ実際に合わせた休日の訓練というのをやっていこうと思ってお

ります。また各地区でも協力いただいていて、炊き出し訓練や避難所体験訓練を

やっていただくことになっています。また、各地区で実施される住民の津波避難

訓練は通常の避難場所と実際の避難場所が変わる可能性もあります。一時避難場

所でも、少しでも安全な高台へ上がってやっていくことになります。また、東日

本大震災でもペットをどうするかということが、後で問題となりましたが、そう

したペットの同行避難訓練を福島小学校でやっていただくということや、消防団、

陸上自衛隊、ＪＡ、南海電鉄の皆さんが同時に総合防災訓練を実施していただく

ことになっています。まだまだ課題が出てくると思います。避難所が開いていな

いとか、職員自身も逃げなければならないところもあると思います。そうしたな

かで課題を拾い出すことによって地区別の避難計画に各人がどうすれば良いかと

いうところまで反映できればと考えています。 

 また、全国に緊急地震速報が津波防災の日の 11月 5日に流れますので、平日

ですが、小学校等ではその時にシェイクアウト訓練や一部避難訓練を実施して、

休日も平日も訓練をすることで現実にあった形の訓練をやっていきたいと思って

おります。 

 

【市内外国人宿泊者数 8 万人突破！】 
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 先ほども申し上げましたが、市内の外国人の宿泊者数がこの 1月から 9月まで

で、昨年の 6万人をさらに上回って、8万人を突破しました。非常にありがたい

状況になっています。ただ 9月、10月は国体・大会の開催もあって、外国人観光

客が若干減っています。今のままの勢いでいくと当初目標の 10万人を達成しそ

うな勢いになっていますが、外国人宿泊者数の国別内訳では、やっぱり一番大き

いのが中国。昨年の 1 月から 9 月までの同月比で中国人が 3 倍になっています。

香港が 1.8倍で、台湾がほぼ横ばい、韓国も 2倍、タイ王国が 2.3 倍で、大きな

伸びになっています。次のページは、2回目の市内の外国人観光客の動態調査結

果です。2回目は 7月 28日から 30日まで実施しました。その結果、JR和歌山

駅、貴志川線貴志駅、和歌山城、南海和歌山市駅、和歌山マリーナシティ黒潮市

場の調査場所で見ると台湾の方が非常に多く、次が香港、中国の方は宿泊者数は

非常に多いのですが、出歩かれている人が少ないということで、タイ王国とほと

んど変わらない人数になっています。それで今後の取り組みとして、先ほども組

織のところで申し上げましたが、戦略的に外国人の観光客の誘客に努めていきた

いと思っています。それぞれの国のメディアを活用したような誘客、情報発信や

個人の情報網を利用した発信。また、中国の方は宿泊されてそのまま大阪などに

買い物に行ってしまうので、まちなかへ誘導し、消費の拡大につなげたいと考え

ています。先月、タイの観光客をぶらくり丁に呼び込んだところ、非常に反響が

大きく、ぶらくり丁の多くの方に協力していただきました。また第 2弾、第 3弾

の観光ツアーがやってこられるので、まちなかにもインバウンドの消費効果を高

めていきたいと考えています。 

 

【今年はクエ対決だ！「食祭WAKAYAMA2015」の開催について】 

 食祭 WAKAYAMA2015 を 11 月 23 日に開催させていただきます。今年はクエ

ということで、日高だったら天然のクエ、養殖だったら白浜というような感じで

すが、なかなか和歌山市とクエのイメージが結び付かなくて。実は和歌山市中央

卸売市場で市場祭りというのをやっています。そこでクエ鍋がすごい人気になっ

ています。和歌山市でもクエが食べられるよということをアピールするために、

今年のテーマはクエということで 11月 23日にやる予定になっています。 

 

【国体開催記念植樹について】 

 今年、市職員で、桜で和歌山市を彩っていこうというプロジェクトチームを立

ち上げていますが、国体を記念した桜の植樹をやっていきたいと思っています。

1つは汀公園に。ここは昭和 20年の空襲の時に非常に多くの方が亡くなられた慰

霊碑の近くに植樹をしたいと思っております。もう 1つは国体・大会も開催され

たつつじが丘テニスコートに枝垂桜を植樹したいと思っています。 
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【～認知症カフェ運営補助金事業～「認知症カフェ」を新たに設置する団体を募

集します！】 

 認知症の方が増えており、家族の介護負担が非常に大きくなっています。この

負担軽減を図るために、気軽に家族の方が交流でき、地域住民の方と交流できる、

相談できる、民間の認知症カフェを創設した団体に、新たに補助金を交付します。

このようなカフェを増やしていきたいと考えております。 

 

【「生き活き健康フェスタ」の開催について】 

 健康寿命の延伸を目的に、健康フェスタ（講演会と健康ウォーキングイベント）

を開催します。特に今回の和歌浦の地は、県立医科大学も近く、風光明媚な景勝

地でもあり、昔からの癒しの場所です。今後、和歌浦の地というのが和歌山市の

観光と癒しの地域になる、そんなことも考えてこうしたことを計画しました。講

演会は 11月 28日に片男波の健康館で、和歌浦健康ウォーキングは、12月 12日

に開催させていただきます。 

 

【第二阪和国道の早期開通に係る要望活動】 

 先週の 10 月 21 日から 22 日にかけて第二阪和国道の早期開通の要望活動に、

岬町や議会の議員連盟の皆さんと一緒にいってきました。第二阪和については皆

さんご存知のとおり、9月に一部開通して、現在の国道 26号の渋滞解消につなが

り、救急車も円滑に通れるようになったということで、地域の方も非常に喜んで

いただいています。そうした効果が出たということと、もう 1つは残りの区間の

28年度の早期完成を要望してまいりました。それとあわせて京奈和を第二阪和ま

で延伸させ第二阪和と結びつける。そうした事業に国の調査費を来年度お願いし

ますと、そうした要望もさせていただきました。今回、国土交通大臣が受けてい

ただきました。石井国土交通大臣は、建設省の出身で、最初の赴任地が和歌山県

庁です。国道 26 号を通り大阪から和歌山に来られたということで、この国道 26

号に思いが深いし、現況をご存知ということで、今回非常にいい返事をいただき

ました。 

 

【第 15回和歌浦ベイマラソン withジャズの開催】 

 第 15 回和歌浦ベイマラソン with ジャズの日程が 11 月 29 日に決まりました。

今回も 1 万 2 千人のところ、1 万 2533 人がエントリーしていただき、非常に多

くの方に好評になっています。今回、韓国済州市や中国の済南市からも選手を招

待します。新しく東京マラソンと協定を結んだので、上位の入賞者の中から希望

された方を来年度の東京マラソンに推薦するというようなことも今回見込んでお
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ります。 

 

記者の質問事項 

 

【「和歌山市人口ビジョン」及び「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の 

策定について】  

（記者）：総合戦略の目標が多岐にわたっていますが、和歌山市の特色と思われる目

標や施策を教えてください。先月、議会との勉強会での資料案から変更した

部分がありましたら教えてください。 

（市長）：和歌山の特色を生かすという意味では、本市は陸・海・空の交通結束点に

なってきたという感じがします。関空に近いことが第二阪和の開通によって

生きてきたし、京奈和も伸びて奈良とか中部、東京方面まで安く早く行ける

ようになってきた。これから陸・海・空のそういう交通ポテンシャルを生か

した産業戦略というのが成り立つのだと思っています。 

     和歌山市は関西の各都市に比べて、高度経済成長時代にあまり人口が伸び

なかったのは、やっぱり交通の不便が一番影響したのではないかと思ってい

ます。今ネットワークが整備されつつあるし、市内の各企業と特に物流を中

心とした競争力が比較的アップしてくるので、その産業創造という面では交

通ポテンシャルがきいてくるというふうに考えています。それとやはり和歌

山市の魅力というのは歴史、文化、自然に非常にいいものがあるのでその魅

力を生かしたようなまちづくりができる。それと県庁所在地であり、医療機

関の施設、大学のほか、いろんな機関・施設が集中しています。そうしたこ

とがこれから和歌山市のポテンシャルを考える上で重要で、魅力ある、住み

やすいまちづくりができ、大都市からも人を呼び込める魅力ではないかと思

っています。都市部だけではなく農村部も抱えていますし、海もある。非常

にいい資源があるので、そうしたものを活用したまちづくりができると思っ

ています。悪い点というか特に大学が少ないのが、1つのネックになってい

ます。大学が他府県にあるとどうしても、大学を卒業すると他府県に行って

しまうので、大学の誘致に力を入れてやっていきたいと思っています。 

議員の方との会議後の変更については、そんなに変わっていないと思いま

す。 

（記者）：子どもの医療費の助成の対象の拡大、これは具体的に決まっていますか。 

（市長）：子ども医療費の拡大については大勢の方から署名をいただきましたし、議

会からも要望をいただいております。助成の対象を小学校卒業までか中学校

卒業までかにするのとでは予算の財源もかなり違ってきますので、今後予算
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を決めるなかで小学校卒業にするか中学校卒業までにできるかということ

を検討していきたいと思っています。 

（記者）：少なくとも小学校卒業までは通院費も無償にするという方針でいくことを

決めたということでよろしいでしょうか。 

（市長）：そうなりますね。 

（記者）：先ほどの最低限小学校卒業までは決めたということについて、それはこの

5年間のなかでするということですか。 

（市長）：導入時期については、作業的な準備期間もあるので、やるとすればできる

だけ早期に導入していきたいと思っています。 

（記者）：総合戦略の数値での目標設定は、非常に意義のある反面、実際どう実現し

ていくかが重要になってくると思うのですが 

（市長）：実際いろんな数値目標を設定しています。その数値目標は、相手あっての

数値でもあるので、直接こうしたからこの数値に結びつくというのはなかな

か難しいので、総合的に活動していかなければいけないと思っております。

もちろん、トップセールスだけでもいけませんし、土地などを用意しないと

いけないものもありますので、そういう面では職員や議員の皆さんも含めて、

総当りで総合戦略を達成していくためにやっていかなければならないと思

っています。 

（記者）：2060年の人口展望ということでそれぞれ数字を挙げられています。基本目

標（数値目標）・KPI の数値は、2060 年の目標値にするために逆算したも

のですか。 

（市長）：逆算だと無理な数字になってしまうので、できるだけ 1つ 1つ積み上げて、

それで最終的に決めたものです。2040年の出生率 2.07の数字も、死亡者数

も増えているなかで、いろいろな政策も組み合わせて積み上げたものです。 

（記者）：無理が生じる恐れはないですか。 

（市長）：1 つ 1 つ積み上げた数字ではあるのですが、医療費の無料化と出生率の上

昇は、どの程度関係があるかとかは、実際やってみないとわからないところ

があって、これから状況に合わせて変化させていかないといけないなと思っ

ています。なんとか 5 年後には当初の目標である、急激な人口減少にブレ

ーキをかけていきたい、転入者が転出者を上回りたいと考えています。 

 

【～2015紀の国わかやま国体・大会閉幕～】 

（記者）：和歌山国体の閉幕を受けての組織改正について、地域安全課に増員という

ことですが、これは具体的に規模はどれくらいのものですか。 

（市長）：42連合自治会のうち大部分で地区別の避難計画を立てるということで。た

ぶん 1 つの地区でも避難路が危ないとか、高台や避難ビルがないとか、い
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ろんな課題が出てくると思います。そうした課題 1 つ 1 つを住民の皆さん

と話し合いながら計画をつくっていくので、大変手間がかかるし、職員数も

必要なので、一挙に 5人増員させていただきました。 

 

【市内外国人宿泊者数 8 万人突破！】 

（記者）：外国人観光客の件ですが、アジア以外の国の人たちに対する取り組みを何

か考えていますか。 

（市長）：アジア以外の方も増えています。ヨーロッパの方やアメリカの方も増えて

います。例えば高野山はアジア系以外の方に人気があるので、その影響が和

歌山にもきていると思います。紀の川筋の市町村が協力して、和歌山市も中

心的に役をになって誘致運動した、NHKの大河ドラマで真田丸が来年から

始まります。これも国際的に注目を浴びるのではないか思っています。いろ

んな面で和歌山市を PRし、アジア以外にもぜひ広めていきたいというふう

に考えています。 

（記者）：海外メディア等に対して、具体的にどのような形で情報発信されるのでし

ょうか。 

（市長）：以前、タイの俳優を通じてタイの観光客が増えたことがあります。今度、

タイの俳優が和歌山市へ来られることになっていますので、有名な方や一般

の人の口コミでひろげていく。また、メディアだとかファムトリップなどで、

できるだけ情報発信を海外にしていただける方を和歌山市に呼んで、和歌山

市の魅力を伝えていただく。そういった形でやっていきます。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：伏虎中学校跡地の活用について、地元の方の要望をどのように反映してい

くのかについて、市長のお考えをお聞かせいただけますか。 

（市長）：伏虎中学の跡地に市民会館と県立医科大学の薬学部の誘致を今検討してい

ます。市民会館については、大勢の文化団体の方が利用されていますので、

利用されている方からいろんな声があります。それぞれの方の要望にできる

だけ応えていきたいと思っています。しかし、スペースの問題や財源的な問

題もありますので、100％応えていくことは難しいですが、可能なかぎり利

用者の要望に応えていきたいと思っています。また市民の方からもいろんな

アイデアをいただいておりますので、市民会館の魅力につながるところ 

は取り入れていけたらと考えております。 

（記者）：施設の整備について、市長が考える市民参加の形っていうのはどのよ

うなものですか。 

（市長）：市民参加型というのは素晴らしいことだと思っています。いろんな意
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見を聞いたらよりいいものになると思っています。市民が主体でワーク

ショップなどを開催していただけるというのは非常にありがたいと思

います。伏虎中学の跡地に限らず、市駅のほうもいろんな方の声が大事

だと思っており、積極的に、そういった活動を期待しています。 

（記者）：そういった活動が活発になって、市へ要望や意見が出てくると思いま

す。それらは検討に反映されますか。 

（市長）：スペースとか予算面で制約があるので 100％というわけにはいきませ

んが、ぜひいいものは取り入れていきたいと思っています。 


