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1 月市長定例記者会見  

（平成 28 年 1 月 21 日（木）14 時～） 

市長発表事項  

 

【国の経済対策補正予算要望の成果について】 

 平成 27 年度の経済対策補正予算が国会を通り、成立しました。このうち和歌山市

に関連深い経済対策補正について若干説明させていただきます。成立した国の一般

会計補正予算 3 兆 3213 億円のうち「一億総活躍社会の実現」に 1 兆 1646 億円が計

上されています。これに関連して、1 点目は、地方創生の推進ということで、昨年

10 月に和歌山市の総合戦略を作りました。その中でも、しごと創生、人の流れ、働

き方改革、まちづくりの 4 つの分野を重点的に地方創生加速化交付金でやっていき

たいと思っています。それと少子化対策として、地域少子化対策重点推進交付金を

活用し、結婚、妊娠・出産、乳児期を中心に、切れ目のない対策を促進していくと

いうことで、こうした分野で和歌山市としても力を入れていきたいと思っています。 

 2 点目は、昨年要望していたのが、平成 27 年度で中学 2 年生の教室へのクーラー

設置にかかる交付金の確保です。国の予算が 27 年度当初につかなかったということ

で、秋から強く要望していました。全体的には 388 億円が計上され、和歌山市が要

望していたクーラー整備についても、全体が認められたということで明るさが見え

てきたと思っています。 

 3 点目は、これも当初予算で障害者のグループホーム等の整備費用 3 件分を要望

していましたが、1 件分しか認められていませんでした。今回、残りの部分の予算

が認められたと思っています。 

 4 点目は、循環型社会形成推進交付金の確保です。生活基盤施設である青岸の「汚

泥再生処理センター」を整備するための費用も前倒しで認められました。 

 結果的には、和歌山市で不足していたもの、また地方創生の加速、そうしたこと

について前向きな予算であったと思っています。 

 

【平成 27 年度 市政世論調査の概要について】 

 今、平成 28 年度の予算編成作業を行っています。私にとっては今回が 2 回目

の本格的な予算となります。予算を決めるためにも、できるだけ市民の方に情報

提供させていただいて、それに基づき意見をお聞きしたく、今までとは違う世論

調査を行いました。その調査の概要を取りまとめました。こうしたことを参考に

しながら、新年度の予算を決定していきたいと考えています。まず公共施設の関
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係では、南海の市駅ビルに市民図書館を移転することの是非を聞かせていただき

ました。これを見ると、大体 7 割近くの方が良いと思うと、賛同いただけている

のではないかと思っています。ただ、分からないという方が 200 人ほど、移転は

必要ないという方も 100 人おられるので、今後十分市民の方に説明して内容を決

めていく必要があるのではないかと考えています。次の、伏虎中学校の跡地に市

民会館を移転することについては、これも大体同じぐらいの比率ですね。7 割近

くの方から良いという賛同をいただいて、現状のままでよいという方が 130 人、

わからないという方も 199人おられます。県立医科大学薬学部の誘致については、

これも同じ様な傾向ですが、7 割近くが良い。次の問いは、中央卸売市場の建て

替えです。これは案外予想よりも多くて、7 割強になっています。 

 こういう世論調査や、いろんな意見をお聞きしていますので、総合的に考えて、

新年度予算のなかでどれを組み込むかということを今、検討しています。 

次のページは、重要度と満足度のギャップ分析です。市民が満足している項目、

それと市民が重要だと思っている項目。それをグラフにしています。これは 4 つ

の象限に分けています。市民の方の満足度が低くて重要度が高いものは、政策的

にも強力に推し進めていく必要があります。1番左上の象限になります。27年度、

下のグラフで見ていただいて。重要度が満足度を 10.0 ポイント上回るもの。主に

左上の象限の項目では地震や風水害などの災害に対する安全性、暴力や犯罪に対

する防犯体制、こどもや子育て、介護保険や年金・国民健康保険、地域産業や雇

用対策、中心市街地、観光地としての魅力が、重要度が満足度を 10.0 ポイント以

上上回っています。男女が共生できる社会環境、また中心市街地の活気や、観光

地としての魅力も、前年度に比べて重要度が増しているというふうに感じていま

す。 

また、観光地としての魅力、道路の関係、資源ごみのリサイクルの項目が前年

度に対して満足度が増加しています。 

前年度に対して重要度が減ったところは、地震や風水害などの災害に対する安

全性、医療・保健サービスです。 

医療・保健サービス、こども・子育てに対する支援サービスが前年度に比べて

満足度が減った状況になっていて、こうしたことを参考にして、28 年度予算を編

成していこうと思っております。 

この世論調査は 2,000 人を対象にさせていただきまして、有効回収率が 51.9％

です。 

 

【市内外国人宿泊者数 10 万人突破！】 

 昨年末、1 年間の市内の外国人宿泊者数が目標の 10 万人を突破しました。非常

によかったと思っています。一昨年が 6 万人だったので、倍率でいうと前年比の
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1.7 倍で、非常に大きな伸びを示していると思っています。参考として、その下

に日本人観光客を含めた宿泊者数の推移を掲載していますが、和歌山市では 26

年、27 年というのは全体でも宿泊者数は増えています。やはり一番の大きな要因

は外国人宿泊者が増加していることです。それ以外に、日本人の宿泊者数が若干

増えています。国体等の影響もあったのかなと考えています。 

 次のページは、国別の宿泊者数を載せています。やはり一番大きな伸びを示し

ているのは中国の方です。この表内の青色と茶色が和歌山市内、ちょっと黒っぽ

い色が全国の数を表しています。和歌山では中国人宿泊者数は約 2 倍の伸びとな

っています。また、香港・韓国・タイ人の宿泊者数は、1.7 倍程度伸びています

が、台湾からの宿泊者は逆に下がったという状況になっています。台湾の方は、

和歌山市内の消費に貢献していただいているので、今後のアプローチの仕方を検

討していく必要があると考えています。そろそろ客室の数が足りなくなってきて

いるのではないかと思っていまして、今後ホテルとか旅館の増設に対しての奨励

金というか補助的なものも検討していく必要があると考えています。次の表は、

和歌山城天守閣への入場者数を載せています。最近順調に伸びており、和歌山市

の歴史・文化が評価されて、入場者数が増えていると考えています。 

 

【「吉宗将軍就任 300 年」の首都圏ＰＲを進めます！】 

 首都圏へのＰＲを 1 月 21 日から開始します。当日は、特に和歌山や吉宗と関

連深い人たちに集まっていただいて交流を深めるとともに、魅力発信に関する意

見交換をしていきたいと思っています。ゲストは赤坂氷川神社、ここはもともと

和歌山市とつながりの深いところです。それと横浜三渓園保勝会、東京都港区、

加太観光協会です。次は、吉宗将軍就任 300 周年ということで、ロゴマークを作

成しました。吉宗桜が東京でも非常に有名です。吉宗が桜を一般の方にも広げて

いったということで、その桜ともかけて、300 年のロゴマークを決定させていた

だきました。ご使用いただけたらと思います。 

 

【和歌山市内での映画ロケ（真田十勇士・ちょき）について】 

 今回の映画は 2 本とも、平成 27 年度に創設した和歌山市ロケ誘致支援補助金

の対象作品となっています。今回の「真田十勇士」は、製作が日本テレビ。配

給は松竹・日活で、9 月から全国ロードショーということです。このロケが和歌

山市であります。物語の中では直接和歌山が舞台ではないですが、和歌山のい

いところも見ていただけるし、豪華キャストになっていますので、ぜひこの機

会にＰＲしていきたいと思います。私も 1 月 26 日に撮影風景を拝見させていた

だく予定にしています。 

 次のページが「ちょき」になります。12 月 28 日にクランクアップしました。
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これはオール和歌山市ロケとなっていますので、今後、海外の国際映画祭に出

展していくということで和歌山市のいいところ、素晴らしいところ、魅力のあ

るところがどんどん出て行きますので、世界にＰＲできればと思っています。 

 

【『市道市駅和佐線（栗栖工区）』の事業認可について】 

 和歌山市の中心部と和歌山インターを結ぶ宮街道が、慢性的な渋滞状況です。

高速に乗るのに非常に時間がかかり、当然ですが朝・夕の渋滞も激しいという

ことで、そのバイパス路線として市道市駅和佐線を、今ＪＲ和歌山駅の方から

和歌山インターに向かって 6 車線で整備しています。昨年の国体までに一部供

用しましたが、和歌山インターまでは用地買収も難しくて、進んでいなかった

ので、今回事業認可を取りました。土地収用法も含めて、スピードアップして

強力に進めようと思っております。平成33年度を完成目標に進めてまいります。 

 

【マイナンバー通知カードについて】 

 発送世帯数が 172,040 通、返戻数が 15,962 通ありました。そのうち交付でき

たのが 7,446通で、未交付が 8,516通あります。和歌山市では返戻発送通知 9,064

通を発送させていただいている途中です。いろんな申請時に必要となってきま

すので、まず市民の方に受け取っていただいて、マイナンバーを知っていただ

く。それとあわせて個人番号カードは 1 月 25 日から交付手続きを始めることに

なっています。ぜひ、マイナンバーの交付にご協力いただきたいと思います。 

 

記者の質問事項 

 

【平成 27 年度 市政世論調査の概要について】 

（記者）：先ほどの世論調査の結果で、ある程度結果をご報告いただいたのですが、

市長のなかで特に重要度が高くて満足度が低い項目など、いろいろと列挙さ

れているなかで、意外であったり、市長が重要と思われた結果を 28 年度予

算にどう反映されるのか。 

（市長）：大きくは意外なことはないかなと思います。特にポイント数の高いものは

やっぱり安全性に係るものが 30 ポイント。グラフにある凡例（１）が一番

重要度が高いということになっていて、満足度はそれに対してまだ十分では

ないということで。安全、特に地震津波、安全安心な社会が、ハード面での

整備というのが必要じゃないかと思っているのと、ポイント数の高いもので

いくと中心市街地の活性化、まだまだ重要度が高いけど満足度との差が大き

いということで、この辺はやはり非常に大事な点ではないかなと思います。
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特に和歌山市全体の衰退を止めるためにも中心市街地の活性化は大事で、力

を入れていきたいと思っています。また、こども子育てに対する支援サービ

スも。これは世論調査でも 14 ポイント。これも非常に重要度が高いという

ことになっていますが、実際署名等も 14 万通、医療費の無料化等に対して

いただいているので、それも力を入れてやっていきたいと思っています。 

（記者）：市駅の図書館について、今後の取り組みの具体例として 6 つ位が書かれて

いますが。映画館機能とかいろいろな話があったと思うのですが、この 6

つに集約されているのですか。 

（市長）：この資料の下に記載されている部分ですか。集約されているというか、こ

れは当初、行政でこういうことを考えていますよということで、最低限この

6 つの機能は入れていきたいと思います。ワークショップ等いろんな方が世

論調査もそうですが、そのなかで採用できるところをさらに広げていきたい

なと思っています。 

 

【市内外国人宿泊者数 10 万人突破！】 

（記者）：宿泊者数の件ですが、外国人は増加したかもしれませんが、逆に日本人は

国体・インターハイが開催されてこの数字ということは実質マイナスに近

い数字というイメージなんですが、今後その辺をどうしていくのかという

こととですね、先ほど減少した台湾へのアプローチという話でしたけども、

市内のどこをどんなふうにアピールしていくのか。今のお考えをお話でき

る範囲でお願いします。 

（市長）：まず国内客の対策ですが、どうも国体・大会でもそんなに増えていないん

ですよ。9 月・10 月でいうと。和歌山市の場合、海へ行く人が多いので、

8 月は対前年度比で増えていますが、9 月・10 月はそんなにも大きく増え

ていない、そういう意味では国体・大会の影響というのはあまりなかった

のかなと。ちょっと不思議なんですけども。そういう意味では今後やっぱ

り和歌山市の観光は、国内に向けて、特に京阪神に力を入れてやっていき

たいと思っています。今年は吉宗将軍就任 300 年になりますので、東京方

面も特に力を入れていきたいと思います。それと、どうも 9 月以降の外国

人の宿泊客がそんなに伸びていない。1 年間での伸びは大きいですが、そ

の辺が心配だったので、全国の状況と比較すると、全体的な伸び率は全国

を上回っているのですけど、台湾だけが別ですが、これからやはり中国一

辺倒ではだめなんだろうと思います。いろんな国に対してアプローチして

いくことが必要で、和歌山市の歴史・文化・個性というのをＰＲしていき

たいと思っています。 

（記者）：平成 27 年の目標で 10 万人突破したということですが、今年 28 年度の外
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国人宿泊客数の目標はありますか。 

（市長）：5 カ年の地方総合戦略では 22 万人。平成 31 年度で 22 万人。年度別はま

だ出ていませんので、来年度については、新年度予算のなかで決めていきた

いと思っています。 

（記者）：ホテル・旅館の数が足りないという話がありましたが、適正な数や不足数

はどれぐらいですか。 

（市長）：今部屋の充足率というのが、部屋の占める割合が 8 割を超えて 9 割近いの

かな。多様なニーズに対応できるような客室が要るのではないかと思ってい

ます。数についてはどれが適正かというのはなかなか言いにくい面があるし、

それは民間でマーケティング調査をやって、決めていっていただくことにな

るのですが。ただやはり直前の様子を見ても、和歌山市では、いっぱいで結

局泉南のほうに行ってしまう。国内観光客には特にそうした状況が見うけら

れたので、やはり絶対数が足りていない。旅館とかも増設するとか、新規立

地、こうしたことを奨励していけたらと考えています。 

（記者）：外国人の宿泊の件ですが、市長のなかでは、後どれぐらいのニーズ、何室

分ぐらい必要と考えているか聞かせていただけますか。 

（市長）：まだまだ足りないなと思っています。市内の中心部も足りないし、和歌浦

方面なども昔に比べてちょっと少ないかなと思っています。そうした面で、

中心市街地であるとか和歌浦を含めた観光地、そうした場所で増やしていっ

てもらえればなと思います。 

（記者）：具体数っていうのはまだ頭のなかでも出ていない状況ですか。 

（市長）：出てないです。 

（記者）：ホテルを誘致するに際し、いい口説き文句になると思うのですが、そのへ

んはどうですか。その業者を呼ぶにあたって、これだけいっぱい観光客が来

ているんですよっていう意味で、口説き文句になると思うのですが。 

（市長）：それですね、そう思っています。例えば国体のときなんかは 1000 人近く

が和歌山市外に宿泊していますので。そうした面では、ＰＲしています。そ

れで非常に充足率が高い。そのへんはＰＲしてます。 

（記者）：市長の夢かもわかりませんが、どういうレベルのホテルを持ってきたいか。

本当にラグジュアリーな高級の富裕層が来るようなか、あるいはビジネスホ

テルでかまわないのかといったのはありますか。 

（市長）：先も申し上げましたが、多様なものが要るのだろうと思っています。ある

程度高級なもの、数はいらないのですが。高級感のあるものからビジネス。

今割と外国人の方はビジネスクラスから非常に高い所に泊まられる方もい

らっしゃるし。やはり多様なニーズにこたえられるような旅館が要るのでは

ないかなと思っています。 
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（記者）：多様なっていう面ではゲストハウスとか民泊とか先ほどの支援っていうの

はどこまで広がるのですか。 

（市長）：ゲストハウス･民泊については、いろんな面で課題もあるので、民泊につい

ては、慎重に考えていきたいと思います。 

（記者）：吉宗と観光客誘致に関して、例えば和歌山城内で多言語表示の看板はトイ

レにしかなく、吉宗に期待して来ても、吉宗のことが分かる表示がない。ど

ちらを優先すべきか、新年度予算で新たに考えていると思いますが。 

（市長）：看板については、今年度事業で多言語表示看板は、設置しており、城内は、

まだできていませんが、多言語表示する予定だし、もちろんＷｉ－Ｆｉを使

いやすくするということで増やしていきます。いろんなツールを使って多言

語化を図っていきます。予算との問題もあるので完全にはわからないですけ

ど、できるだけ多言語化は行っていきます。 

（記者）：先ほどの多様な宿泊施設の確保でお伺いしたいのですが、ゲストハウスの

話が出たかと思いますが、高級な施設がある一方で、手軽に利用できるゲス

トハウスが和歌山市のほうでも最近できたばかりのものがあると思います。

市内の空き家とか空き部屋を活用する遊休不動産を活用する事業があると

思いますが、そういったものとからめて宿泊施設の確保ということをそのあ

たりは、どのようにお考えでしょうか。 

（市長）：空き家は、活用していこうと思います。今、空き家調査を中心部を主にし

て行っており、来年度は、全てでやるつもりです。危険な空き家に対しては

特定空き家ということで、危険を除去していく。もうひとつは、利活用の面

で利用できる空き家については、できるだけ活用を図っていきたいというこ

とで空き家に入居してもらえるような一種の定住も含めて残してもらえる

ような方法とか、空き家の公共利用も考えられると思う。利活用と危険の除

去という 2 つの方法で 28 年度は対応していきたい。ただ、言われている施

設は今のところ考えていません。民泊みたいなことはあまり考えていないで

す。 

（記者）：今年に入ってから、リノベーションスクールの対象物件だった空き部屋、

空きフロアが、正式にゲストハウスとして活用されます。ユースホステルみ

たいな形で共同で部屋を使っていくと、最大で三十何人が宿泊できるように

なるということですが、このような比較的手軽に利用できる意味で空きビル

とかの活用を考えていますか。 

（市長）：ビルの空きテナント活用というのは実は、27 年度の企業立地奨励金でも対

象にさせていただいております。それは幅広く奨励金も使えるのでいろんな

ものには活用してもらえると思います。その宿泊とか、それだけに限定する

とまでは考えていないです。 
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【「吉宗将軍就任 300 年」の首都圏ＰＲを進めます！】 

（記者）：吉宗 300年のロゴマークの件について、このマークは誰が作ったのですか。

市が作ったのか外注して作ったのか。もし分かれば。 

（市長）：市の職員が作りました。 

（記者）：このマークは今後、市がどういったところに使っていく予定ですか。たと

えば市長の名刺とかに使うとか。 

（市長）：封筒・名刺などあらゆるところで使っていきたいなと思っています。いろ

んなところでＰＲできればなと思います。 

（記者）：ちなみにもうそういったものは作っているのですか。これから作るのです

か。  

（市長）： のぼりは作っています。もう和歌山城にロゴを入れたものを設置しました。

いいロゴなのでぜひ多くで採用していただければと。特に東京の方面でもこ

のロゴは使っていきたいと思っています。いろんなイベントを通じてＰＲし

ていければと考えています。 

（記者）：吉宗将軍就任 300 年ということで、首都圏でのＰＲが始まったということ

ですが。今現在、市長としての 300 年ＰＲをこうした形で進めたいという

具体的なことがあればお願いできますか。 

（市長）：この吉宗就任 300 年、28 年度予算がメインです。とりあえず 27 年度の 3

月末までにやれることはやっていこうと思っています。例えば 2 月 22 日な

どは忍者の日、ニンニンなので。3 月末には桜の季節ということで、これは

関東方面も含めて吉宗 300年というのを売っていければなと思っています。

4 月以降については新年度予算のなかで、2 月中旬から発表させていただき

たいと思っています。 

 

【マイナンバー通知カードについて】 

（記者）：これまでのところ和歌山市ではマイナンバーカードについて問題は起きて

いませんか。図書館の利用カードにしたりということが可能な部分もある

ということも聞いているのですが、市長としては何かをお考えでしょうか。 

（市長）：特にトラブルは聞いてないですね。全国平均では６％ぐらい戻ってきてい

るようですが、今のところ約 5％です。それとコンビニ交付もできるとい

うことで、そのカードを使って便利にしていこうと思っています。ただセ

キュリティーの問題もありまして、その辺は慎重にしながら、できるだけ

利用のしやすいカードを作っていきます。 

 

【発表項目以外について】 
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（記者）：先日の成人式の新成人同士の暴行事件について 

（市長）：これは中（建物）に入られた方はご存知だと思いますが、会場（建物 以

下同じ）内はすごく整然と行われていました。同一敷地内ですが、会場

外でそのようなことになってしまったことは非常に残念です。再発防止

に向けて、会場外の対応を検討するため、昨日緊急に、はたちのつどい

実行委員会を開催しました。会場外での飲酒について、外で飲めないよ

うな規制を検討する必要があると思います。県が敷地を所有しており、

県の条例があります。敷地を所有している県や警察とも連携して、会場

外での規制というか取締りをしっかりやっていきたいと思っています。

もう一つは、約 2,000 人の方が受付に来られたのですが、会場内に入っ

ておられた方は半分ぐらいでした。来年度に向けて、会場内にもっと入

ってもらうように魅力のある内容を作っていかなければいけないと思

っています。何よりも負傷された方が早期に回復されることをお祈りす

るとともに、加害者の方が反省していただいて、早期に更生をしていた

だくことを期待しております。 

（記者）：会場外でもとありましたけども、それは成人式の日に限ってのことで

しょうか。 

（市長）：はたちのつどいのあり方ということに関して、会場に来られることが

目的の方もおられますし、外で騒ぎたいという方もおられると思います。

会場外のあり方、中のあり方を考えていかなければならないと思ってい

ます。 

（記者）：先月、営繕課の班長が旅費の不正受給で処分を受けましたが、その時、

和歌山市は、領収書をつけずに出張できると、旅費を受け取れるとあっ

たんですけれど。その後、改善策として領収書をつけるようになったの

ですか。  

（担当）：人事課から通知が出ておりまして、宿泊する場合については、宿泊の

事実を確認できる領収書を復命書に添付することと1月5日に通知が出

ています。その運用に変わっています。 

（記者）：政府の経済対策の補正予算の中で一番話題を集めている 3 万円の給付

金の下支え効果もある反面、野党からばらまきだとか消費に回らないの

ではないかという批判もあるが、これについて市長の見解をお聞きした

い。 

（市長）：3 万円の支給について、国の政策でもあるしコメントは差し控えたい

と思います。 

（記者）：元日に起きた緊急誤報メールについて。 

（市長）：メールの信頼性について、すぐに確認を取ったのですが、市では分か
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らなくて、市から県のほうへ走ってもらった。県と調整を取ってもらっ

ていたが、これもなかなかいかなくて、誤報確認に時間がかかった。そ

の間一部マスコミも誤報ではないかと発表されたし、和歌山市も市民に

早く安心感を届けるべきだと県と調整して、約 1 時間後に防災行政無線

で発信しました。県が、はっきり誤報だと発表したのはもう少し後でし

た。いずれにしても、誤報の確認をもう少し早くやるべきだったと思い

ます。 

     知事も言っているが、これに懲りずに誤報か否か確認されるまで早く

避難体制をとっていただきたい。今回のことを誤報だと思わず、常に真

実だと思って行動していただきたい。 


