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11月市長定例記者会見  

（平成 27年 11月 18日（水）14時～） 

市長発表事項  

 

【議会提出案件について】 

 今回、国の地域再生交付金事業として、加太青少年国際交流センターの建設を提

案させていただいています。ご存知かもしれませんが、和歌山市の加太に少年自然

の家があります。老朽化して耐震もできていないので、建て替えなければならなく

なっています。加太の高台にあって周りに紀淡海峡・友ケ島があり、非常にロケー

ションが素晴らしく、和歌山市の小学生は 5 年生になったら必ずここで合宿すると

いうことで、市民に親しまれているところです。教育委員会の施設ですが、少年だ

けでなく、青年、そして外国人留学生や外国からの訪問団の方も利用できるように

し、青少年国際交流センターとして新しく生まれ変わらせることにしました。 

 次は、まちなか滞留スポット形成事業です。今年、東京大学教授の堀繁さんに講

演していただきました。そのなかで、観光は消費につなげないとだめで、消費につ

なげようと思ったら、ホスピタリティ、おもてなし表現を豊かにすることが必要で、

店に入りやすいような雰囲気を作ることが大事だと話されていました。 

和歌山市には、観光客や市民がゆっくり座ったり、集ったりする場所が少ないの

で、滞留スポットを設けていきたいと考えています。滞留スポットは、にぎわい創

出を図っていくきっかけになりますし、ひいては消費の拡大にもつながるものです。

まずは、ベンチを設置します。ベンチというのは、特に店の前で、人が座ったり立

ったりして、にぎわっていると、その店に入りたくさせるものです。具体的な場所

として、和歌山市駅前、まちなか河岸（かし）で非常ににぎわった市堀川沿い、一

番にぎわっている和歌山城で検討していくことになりますが、国の地方創生先行型

交付金を活用します。 

 次は、同じく先行型交付金を利用して、セルフリノベーションスクールを開催す

るものです。市内には空き店舗が多く、空き店舗を自分たちの手でリノベーション

するため、体験していただいて、DIY する技術を教えてくれる場を作っていこうと

いうことで、このスクールを開催していきます。 

 次は、マイナンバー関係です。今、マイナンバーの受付（個人番号カードの申請

受付）を始めています。このマイナンバーを利用して、住民票とか印鑑証明などを

平成 29年 2月からコンビニで交付できるようシステムを整備していきます。セキュ

リティの面も専用回線を使うということで安全になっています。 
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 次は、貴志川線に対する補助です。これは貴志川線を今後 10年間支援していこう

と和歌山市・紀の川市・県の 3者で合意に達し、12月議会へ予算を提案していく予

定になっています。補助の内容は、老朽化している設備を対象に和歌山市は約 5 億

円の予算を持って 10年間支援していこうというものです。 

 

【コウノトリへの誤射防止のためカワウの有害駆除の中止について】 

 今までにもコウノトリが京丹後から飛んできたのがよく目撃されていました。

しかし、最近は、見かけませんでしたが、コウノトリが紀の川で数羽確認された

ということで、10月 13日から 12月 1日までカワウの有害駆除の許可期間に入

っていましたが、誤射してコウノトリにあたると大変だということで、紀ノ川漁

協と協議して、今日から有害駆除を中止することにしました。今後ともコウノト

リが和歌山市で、できればずっと営巣してもらえばと思っています。 

 

【平成 28年度国の施策及び予算に関する提案・要望活動について】 

 11月 16日、今週の月曜日に国へ来年度の要望に行きました。過去から行って

いる項目も含めて要望を行いましたが、配布の資料には新しい要望内容だけ記載

しています。 

 まず、10月に策定した地方創生のまち・ひと・しごとの和歌山市総合戦略につ

いて、総合支援、特に新型交付金など、制度への財政的支援をお願いしました。

その中でも、「まちなかへの大学誘致」、また日本版の「CCRCの推進」、「子育て

支援の充実」、「3世代の同居・近居の推進」を特に強く訴えさせていただきまし

た。 

 2点目は、国の補正予算による経済対策ということで、これはいろんな報道も

されていますが、来年の通常国会で経済対策がされる可能性があるということで、

和歌山市としても特に今、必要とされている少子化対策それと医療・福祉・介護

サービスの充実、また TPP関連で農業振興、特に和歌山市の場合は、野菜への転

換のための農業振興や一億総活躍社会への実現などの要望について、国の補正予

算をお願いしてきたところでございます。 

 3点目は地域再生計画の推進です。家に閉じこもってスマホとかをやるのでは

なく、子どもさんに、できるだけまちなかに出てもらおうというものです。まち

なかに子どもさんが来れば、お父さんもおじいさん、おばあさんも出てくれて、

にぎわいを取り戻せるということで、3世帯の同居・近居の推進と合わせて、「こ

どもミュージアム計画」を申請しようとしています。 

4点目が、日本遺産、ジャパンヘリテイジというのが今年度から国で制度化さ

れています。和歌山市についても紀州徳川家との関係が非常に深い。また、紀州

徳川家の歴史・文化が多く残っているということで、ぜひ日本遺産の採択に向け
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て要望しました。 

 5点目は、都市再構築戦略事業・市街地再開発事業推進です。これはまちなか

の活性化に資する事業への支援をお願いしたところです。 

 6点目は、高規格幹線道路等の整備促進ということでお願いしてきました。そ

れぞれの関係の事務次官などにお会いすることができ、要望させていただきまし

た。 

 理解をいただいたというふうに考えています。 

 

【日台友好訪問団について】 

 11月 6日から 9日まで、3泊 4日で私と市議会副議長、日台友好和歌山市議会

議員連盟会長など、総勢 16名で台湾の台北市と台南市を訪問しました。訪問し

て良かったなと思っております。和歌山市出身の平松徳松さんが、日本の統治時

代の 1917年に紀州庵という料亭を台北市に造られております。若い文学者のつ

どいの場であり、文化財に指定され整備されており、台湾の方にも親しまれてい

ます。紀州庵は、台北と和歌山市との絆になるもので、特に現地を訪問させてい

ただいて、和歌山市の PR等行わせていただきました。今後台北、台湾とは紀州

庵を通じてさらに交流を深めていきたいと考えています。この時に、来年の 3月

19日に台北市から和歌浦のアートキューブに来ていただいて、台湾の映画等を上

映していただくということを約束していただきました。台湾は、映画や文学など

の文化面が非常に盛んであるということで、台北で国際映画祭のようなものも開

いていただきたい。その際、和歌山をロケ地にした台湾映画の上映してください

ということをお願いしてきました。 

 また、台南市では日本人が造った烏山頭（うさんとう）ダムを見学しました。

今後、和歌山市に造る予定の図書館についても参考とさせていただくため、同市

の新しいタイプの図書館を訪問させていただきました。台南市ともさらに友好を

深めていきたいと思っています。特に、11月 20日の国際旅行博に和歌山市のブ

ースも出させていただくということで、観光面での交流も深めていきたいと考え

ております。 

 

記者の質問事項 

 

【議会提出案件について】 

（記者）：公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてですが、今まで財団法人に職員を派遣されていて、それ以外の公益的

法人にも派遣できるように、制度を整えるということだと思うのですが。す
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ごくネガティブな見方をすると、天下り先が増えるという見方もあるのかな

と思ったのですが、それについて、市長はどのように考えていらっしゃいま

すか。 

（市長）：今回提出させていただいたきっかけは、本市が出資する和歌山市清掃株式

会社の民間出身の社長が亡くなられたことです。この会社を経営していくと

なると特殊技術が必要となりますが、なかなか技術を持っておられる方が少

ないのが現状です。今後、和歌山市の清掃関係の職員でそういったところを

養成していかなければ、株式会社が成り立たないというのが直接的な理由で

す。 

（記者）：現役職員の人材育成とか、そういった方面で。 

（市長）：現役職員の人材育成と合わせて、和歌山市清掃株式会社のように特殊な技

術が必要なところは存続させていかなければいけないと思っています。そう

した技術の継承が公でもしっかりできていけるように、いつでも派遣できる

ような形をとっておこうということで、今回改正するものです。 

（記者）：貴志川線に対する支援について。貴志川線が走っている所は、まちなかで

はなく郊外であると思うのです。一定の観光誘客効果があるということで支

援を継続されたと聞いていますが、周辺への観光客誘致に関して、市として

は何か考えられているんでしょうか。 

（市長）：まずは生活の足として必要です。私の公約の中でも公共交通機関の充実を

掲げています。そういう面でも絶対大事な部分だと思っています。それプラ

ス、沿線には観光に寄与するものが非常に多いと思っております。寺社では

日前宮とか竈山神社、伊太祁曽神社など非常に多くの方が来られるとこもあ

るし、公園でも四季の郷公園、また大池遊園とか貴志川へ行ったら平池公園

など、そして今外国人に人気の「たま」の次の世代の「ニタマ」もいるとい

うことで、ぜひ国内・海外の方がそういった施設を訪れやすいように公共交

通機関を存続させていきたいと思っております。 

（記者）：実際に、こういった神社や公園は、今もあると思うのですが、訪れる観光

客が、そこが目的だというのがなかなかない状況だと思うのです。これだけ

大きな金額を今後 10年も費やすということで、市としてもそこへ観光客を

つなげるような取り組みが必要ではないかと思いますが、市長としてはそう

いったことをされる考えはありますか。 

（市長）：それぞれの寺社は有名ですが、もっとこの電車を利用した PR が不足して

いるのかなと思っています。沿線の観光資源・文化資源についての PRをし

っかりやっていきたいし、特に駅前を中心とした公共交通、そこから例えば

自転車に乗ったり、車に乗ったり、そうしたフィーダー部分というのを充実

させていく必要があると思っています。 
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（記者）：今回は設備に対する補助という形になっていますが、両備グループとして

はできれば赤字補填のほうでと要望されていたと思うのですが、あえて設備

のほうに決めた理由というのを、改めて市長の方から教えていただけますか。 

（市長）：両備グループからは、上下分離で行政で下（設備）を持ってくれませんか

という要請があったと思います。これに対しては昨日も知事から、記者発表

がありましたが、やっぱり民間に設備を持っていただいて、しっかり民間の

運営努力はしていただきたいという思いです。今回の支援は上下分離に近い

形ですけども。全線が電化されたのは戦後すぐなので、もう 70年ぐらいた

っており非常に老朽化しています。これが経営を圧迫しているので、その設

備補助をしっかりやっていこうと考えました。運営的な補助は、これまでは

やってきましたが、これからは設備の部分、特に老朽化した部分に対し補助

していく。そして運営については電鐵、また地域の住民、それと行政の 3

者が力を合わせて黒字になるような努力をしていきたいと考えています。 

（記者）：今までのように運営的な補助をして、電鐵に使い方を判断させるというの

も 1 つのやり方だったと思うのですが。そのなかで設備補助をするという

ことは、例えば今、話にある和歌山市駅までの乗り入れとか、そのへんも幅

を持たせているのかなという印象がありますが、そのあたりはどうですか。 

（市長）：そこまでは、考えていないですね。当然行政としても、できるだけ貴志川

線のネットワークを良くしたいという思いはあります。市駅と JR和歌山駅

間の相互の乗り入れとか。そういったことを実現していきたいと思っていま

すが、今回の 10年間の支援の話と、そことは今は別ですね。 

（記者）：両備グループがいろいろ工夫されて、観光 PR をしていただいていると思

いますが、和歌山市に対する貴志川線の貢献はどういったものかお伺いしま

す。 

（市長）：少なくとも年間約 230万人が利用されています。その中で、学生・通勤の

定期で使われているは、約 150 万人です。本当に生活の足になっていると

いうのは事実で。これは今後和歌山市全体の発展を考えるときに、どうして

も必要な公共施設だと思っています。ぜひもっと鉄道を使っていただきたい

という思いはあります。それともう 1 つは今後、観光資源として、さらに

民間ノウハウを生かして、もっと有名になって多くの観光客が来ていただけ

たらと思うので、沿線の PRとか整備も含めて、しっかり観光面からも努力

していきたいと思います。 

（記者）：民間の論理からすれば赤字が出て、厳しい経営がわかっているなかで、和

歌山市の活性化や公共交通機関の維持として必要だということで手を挙げ

られて、この 10年間、貴志川線の運営をやってこられたという経緯がある

と思います。和歌山市としても、例えば外国人観光客の方、意識調査の中で
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も目当てにしているものとして、駅長が上位に入っているっていう部分もあ

りまして、観光の部分でも和歌山市に貢献しているところが多々あると思い

ます。そのなかで観光の面でも頼りにしているところは非常にあると思うん

ですが、今回の支援の内容を見ると、必要最低限の部分だけ補助し、あとは

民間の力でなんとかやってくださいという見方もできなくはないと思いま

す。民間企業が運営しているところなので、市の補助は難しい部分もあると

思いますが、これまで活動を、和歌山市を盛り上げるという意味でされてこ

られた部分を汲み取っての支援のあり方としては、ちょっと物足りないとい

う声もあると思います。市として支援の考えを改めて伺います。 

（市長）：約 230万人が年間利用されています。採算面では、あと少しのところにき

ていると思います。今、経営を圧迫している一番の理由は、もう 70年もた

ってきて、車両、線路、枕木も古くなって老朽化の面があるので、そこは今

後 10年間以上もつよう行政が支援して整備をしていきたいと思っています。

運営については、しっかり 3者で頑張っていけばと思います。 

（記者）：民間の論理に目をつぶって、和歌山市のために頑張っている部分もあると

思うのです。そういった意味で民間の力だけではなくて、行政のほうからも

一定の支援が考えられると思うのです。先ほどの観光の振興の部分もあると

思うのですが、具体的に今後市のあり方について、改めてお伺いします。 

（市長）：今後、行政としてできるのは誘客促進。できるだけ利用者を増やしていく。

そのためには当然ですが、まちづくりの面からもあります。もっと駅を便利

にしたい。そして駅のまわりにいろんな公共施設をいれてアクセスしやすく

する。そうしたことをしっかりやっていきたいと思います。 

（記者）：具体的に、まず行いたいことはどういうことですか。 

（市長）：支援は決めたので、あとは増やすための政策を、これから予算編成のなか

で PRや駅前を利用しやすくする、そうしたことを優先的にやっていきます。 

（記者）：知事は、昨日の会見で公設民営には反対だと。それで住民が安心されると

困るとおっしゃっていた。３者で協議しないとなかなかできない部分はあっ

たと思いますが、尾花市長自身としては公設民営という考え方に対してはど

ういうふうに思われていますか。 

（市長）：もともとは公設民営で上下分離して欲しいというのが、和歌山電鐵側の要

請です。今回は、それに近い形の支援にさせていただいていると思っており、

私もそれが正しい形だと思っています。今一番経営を圧迫しているのが老朽

化問題なので、それをクリアしていくためには公設民営というのもあるので

すが、公共側が鉄道をもつというよりは、民間努力も入れながら全体的な運

営をしていただくほうがいいんじゃないかと思い、今回の方式にさせていた

だきました。 
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（記者）：他の自治体で、公共交通として住民の足を守るという考え方のもとでの公

設民営というのもあると思いますが、市長としては貴志川線沿線の和歌山市

内の部分については、鉄道がもしなくなったとしても十分に住民の足、交通

の足が守られると思われているのでしょうか。 

（市長）：いや、思っていないから今回、支援させていただきました。上下分離方式

というのは採算が取れないようなところが導入されているのではないかと

思います。貴志川線については利用者が年間約 230 万人あり、良いところ

まできているので、これはぜひ民間のノウハウをいれて頑張っていただけた

らと思います。 

（記者）：例えば、和歌山の会社なら、その理論が通用すると思うのですが、両備グ

ループは岡山の会社で、いつでも撤退することが可能だと思いますので、そ

の認識っていうのは知事と市長を含めて、どうなのかなと思うんですけど、

どうですか。 

（市長）：そのために今回 10 年間の協定をさせていただくことになります。当然今

回の議会にわれわれとしても提案していくわけです。5億円以上の予算が必

要ということで、市としても大変な努力をしていかなければならないと思っ

ています。今後 3者とも同じ責任を背負い、最低 10年間は維持していくわ

けです。われわれとしては未来永劫に貴志川線は必要だと思っていて、未来

永劫に維持していかなくてはいけない路線だと思っています。そうした面で

は今回の協定、合意に達したことをしっかり守っていくことが大事だと思っ

ています。 

 

【平成 28年度国の施策及び予算に関する提案・要望活動について】 

（記者）：国への要望の中の「まちなかこどもミュージアムによる計画」についてお

伺いしたいんですけども。 

（市長）：地域再生計画で、パート 1として、外国人観光客誘客するための整備費用

を支援していただいています。今回、パート 2 で、ちょっと方向変えて、

まちなかにこどもさんが楽しめるような場所をもっと整備すれば、休みの日

でもこどもがまちなかにもっと来てくれるし、おじいさんおばあさんも一緒

に来てくれるので、にぎわいがでてくるようなまちにしようよということで、

今回申請させていただきました。 

（記者）：認定された場合、今この資料にある緑とピンクと青の施設について何かし

らの補助が受けられるということですか。 

（市長）：そうです。これ（資料）でいくと市立博物館、こども科学館、和歌山城の

動物園等いろんなところが、子どもさんが楽しめるように、今ある施設をリ

ニューアルしていくように整備できます。 
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（記者）：整備内容についても計画されたうえで申請されるということですね。 

（市長）：はい、そういうことです。 

（記者）：認定される見込みは。 

（市長）：なかなか厳しそうだったのですが、なんとか認定されそうな雰囲気になっ

ています。 

（記者）：内容については、認定された段階で発表されるということですか。どうい

う内容を考えているか、わかる範囲で教えてください。 

（担当）：まだ、国とやり取りをしているなかで、若干、内容が変わってきたりして

います。11 月末で認定されると思いますので、その時には資料提供させて

いただけると思います。 

（記者）：図書館の分館というふうに書かれていますが、これは子育て支援センター

の中を改修するのに、その補助金を充てるということでしょうか。 

（市長）：もともと考えていることですが、図書館の整備、図書分館の整備に充てた

いと思っています。 

（記者）：分館を造るという構想があるということを初めて聞いたと思うんですけど

も。 

（市長）：当初予算に計上していて、もともと市の単独費でやろうと考えていた部分

ですが、できたら今回交付金にのっていきたいということです。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：開発行為等に関する条例の改正案を検討されていると思いますが、も

ともと 12月議会に提案される予定だったと思いますが、出されなくな

った理由を教えてください。 

（市長）：今後、和歌山市としてはコンパクトで便利なまちづくりをやっていき

ますということで、その市街化調整区域内の開発の条例を変更するとい

うことを 8月に発表させていただきました。パブリックコメントや地域

住民の意見をお聴きして 12 月議会に提案させていただくということを

申し上げました。パブリックコメントや地域住民の方、特に調整区域内

にお住まいの方に意見をお聴きするなかで、今回の改正案では農地は守

れても集落は守っていけないという声が多数寄せられました。もともと

和歌山市は、昭和３４年までに３１の町村を合併してできた市ですが、

そのうち調整区域内には主に１１ぐらいの村が存在したわけです。それ

ぞれが調整区域内で集落を形成していたので、一方で締め付けるだけで

はなく、集落のあり方、特に郊外部の集落というのは、核を、拠点を作

るべきだと思っています。核を作って中心とネットワークで結ぶという

のが、今後コンパクトで便利なまちのあり方だと思うので、調整区域内
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だけを締めつけるというか、開発ができなくするだけではなく、もとも

とあった集落のあり方っていうのを、一方では考えていかなければと考

えました。今回 12 月議会には間に合わないので、次の議会で提案させ

ていただこうと思っています。 

（記者）：パブリックコメントにどんな意見がありましたか。 

（担当）：今、整理中なので、近々発表します。 

（市長）：農地は守れるけど農家は守れないのではないかという意見や、調整区

域内の集落の振興策、そうしたものが欠落しているのではないか、いろ

んな意見がございました。もっともな意見で、われわれとしても、バラ

ンスの取れた調整区域のあり方を考えていかなければというふうに思

っています。 

（記者）：いろんな意見を聴いて見直していると思います。農地を宅地にして売

ることができなくするという方向性だと思うのですが、その方向性とい

うのは維持されるのでしょうか。 

（市長）：これ以上の乱開発は防止していかなくてはいけないと思っています。

調整区域内で乱開発が広がるような開発を止めていくことが大前提に

なっています。ただそんななかで既存の集落で人口が減っていく、郊外

ほど減っていくので、その減ってくる集落をどうやって維持できるのか

というと、やっぱり核を持つべきだと思っています。それぞれの地域の

核を、小学校であるとか駅であるとか、そういったところが核になるべ

きだと思っていて、その辺の計画をしっかりたてていきたいと思ってい

ます。 

（記者）：その農地を農地として残すという方向性を維持しつつ、郊外の集落を

集落としての機能を維持できるような支援策、そういったことを一緒に

検討していくということでいいでしょうか。 

（市長）：集落がある外へさらに開発が広がっていくことを抑制していきたい。

それはまったく変わっていないのです。特に拠点をもたして、日常生活

が便利なような集落を作っていく必要があると思います。そうしたこと

を並行して考えて、最終的に全体にバランスの取れた調整区域内の集落

計画を立てていきたいと思っております。 

（記者）：12月議会に提案されないで、2月議会には出されるのですか。 

（市長）：それはまとまり次第、議会に提案させていただきたいと思っています。 

（記者）：13日からマイナンバーの通知の配布が始まっていると思います。今は

国のほうの問題で配送が遅れている部分があると思いますが、市内の最

新の状況はどうなっているでしょうか。 

（担当）：13日の金曜日から配布は始まっています。現在、山東地区や小倉地区
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には着いているようです。まだ、若干旧市内については、発送にいたっ

ていない状況です。 

（記者）：今現在、発送いただいているのが、どちらに。 

（担当）：山東地区内と小倉地区内です。 

（記者）：進捗状況は全体のどれぐらいですか。相当少ない状態ですか。 

（担当）：一応 17万 2千世帯あるのですが、今現在、集計は、まだできていませ

ん。不着で若干、返ってきています。 

（記者）：細かい数字はあとで確認できるということですかね。 

（担当）：はい。 

（記者）：では、いつごろを目途に全体の半分ぐらいは行き渡りますか。 

（担当）：国から、今月末までには発送したいということを聞いています。若干

ずれてくる状況になってきていると思いますが、来月までには各世帯に

届くと考えております。 

（記者）：県外ではトラブルが相次いでいると聞いてますが、今のところトラブ

ルは、出ていないでしょうか。 

（担当）：ございません。 


