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9月市長定例記者会見  

（平成 27年 9月 17日（木）13時 30分～） 

市長発表事項  

 

【和歌山市総合防災訓練の開催について】 

 この防災訓練は、今までの防災訓練とは違って全市民を対象にするものです。 

昨年、県から南海トラフ地震が起こった際の被害想定が発表されましたが、そ

の中では和歌山市において津波で亡くなられる方が 15,800人と予想されており、

和歌山市としては非常に危機感を持っています。 

本当に市民一人一人が地震・津波が起こって大津波警報が出ると同時に避難を

するような体制をつくっておかなければいけないと思っています。 

今回の防災訓練では、11月 1日（日）午前 9時に防災行政無線で「緊急地震速

報」、9時 3分には「大津波警報」に伴う避難の呼びかけを全市民に行います。こ

の訓練には、市の全職員も参加しますが、通常の日曜日であれば市の業務も休み

なので、避難所となる施設も開いていません。できるだけ実際に近い形で避難訓

練を実施したいと思っています。かなりの混乱も予想されますが、これを契機と

して、自治会単位・地区単位で、地区別の避難計画をそれに基づいて作っていき

たいと思っています。通常の避難場所と違う場合は、1次避難場所ということで、

少しでも高いところへ逃げることになります。大津波警報が出た時にどこへ逃げ

るかという訓練をしていただき、避難計画に結び付けたいと思っています。一緒

に訓練されない人もぜひこの際、避難意識をもっていただき、そうした動機付け

にもなってもらえればと思います。 

 

【～つれもてサポート事業～「介護支援ボランティア」さんを募集します！】 

「つれもて」というのは和歌山弁で「連れ立って・一緒になって」という意味で、

一緒になってサポート事業しましょうということで、65歳以上の高齢者にボラン

ティアをしていただきたいという内容です。高齢者自身が社会参加活動を通して、

自分自身も健康になっていただく、そうした狙いもあって、介護支援ボランティ

アさんを募集します。市内の老人福祉施設協議会の加盟施設 29カ所でボランテ

ィア活動をしていただき、その活動に対しポイントを付与。1時間の活動が 1ポ

イントで、年間 5,000円を上限として換金。1つのボランティア活動へのお礼と

いうか、動機付けにもなっていただければと考えています。 
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【認知症初期集中支援チーム始動！】 

 認知症の初期集中支援チームがいよいよ 10月から始まります。保健師と介護

福祉士、医師の 3人で 1チームを編成して、認知症が疑われる人とか認知症の家

族を訪問させていただき、初期の支援を行っていきたいと思っています。 

 

【子育てママ再就職支援事業“ママカレッジ”開講】 

 子育てと仕事の両立に不安を抱えるお母さんを支援するためのセミナー。全部

で 4回開催の予定です。1回目が 11月 22日、和歌山市の中央コミュニティセン

ターで、これから子どもを育てられるご家族とか、母親が再就職を検討中の方、

そうした方を対象にセミナーを行います。2回目は 12月 18日、これは仕事と育

児・家事の両立について、働くことに迷われている方を対象に講習を実施したい

と思っています。3回目と 4回目は 1月・2月を予定しています。 

 

【外国人旅行客誘致促進事業の第 1号ツアーの催行について】 

 外国人旅行客の誘致促進事業の 1号ツアーがいよいよ実施されます。ぶらくり

丁になかなかインバウンドが浸透していないので、ぶらくり丁と市内他所の計２

カ所の観光消費が期待できる施設を訪れることを条件に外国人旅行客のツアーを

募集していたところ、9月 24日にツアーを実施していただくことになりました。 

対象はタイ王国で、エージェントも外国のエージェントになっています。ツア

ー人数は約 70 人で、ぶらくり丁全体がインバウンドに対してとても前向きに準

備していただき、お茶、提燈の絵付け体験、こうしたイベントもやって、タイの

人をできるだけ消費にも結び付けていけるような対応が予定されています。今後

も和歌山城を訪れる外国人の方を和歌山城からぶらくり丁やＪＲ和歌山駅、また

市駅の方に誘導するため、外国語表記をしっかり整備して、できるだけ消費に結

びつくような形で、外国人の観光客を呼ぶ体制をとっていきたいと考えています。 

 

記者の質問事項 

 

【和歌山市総合防災訓練の開催について】  

（記者）：防災訓練の件について、詳しい中身をお伺いします。エリアメール等で知

った個人の住民も参加できますか。その場合の避難場所は。 

（市長）：本当に実際何時起こっても不思議ではないので、市民の方、個人単位でも

参加していただければと思います。避難場所についてはそれぞれ和歌山市の

ホームページや配布させていただいている防災マップなどに掲載していま

す。特に、津波の場合は一般の避難場所と違う場合があります。浸水するよ
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うな場所は、避難場所として選ばれていないので、浸水しないような、でき

るだけ高台にある避難場所を目指していただくことになります。この避難場

所というのは、安全度に応じてレベル 1 から 3 までありますが、それぞれ

の時間とか場所に合わせて、できればレベル 3 を目指していただきたいと

思います。ただ第 1波までは 40分なので、準備したりしていると実際逃げ

る時間というのは 30分もないぐらいになります。それと最大波が到達する

のが約 50分ぐらいなので、それまでにはできるだけ高いところに逃げてい

ただきたいということです。参加されるのは全市民、できるだけ津波に関係

する地域の方は特に参加していただきたいと思います。 

（記者）：全市民へのエリアメールの配信をやるのは初めてですか。 

（市長）：訓練では初めてです。 

（記者）：防災訓練の想定参加人数は。 

（市長）：今、連合自治会として参加していただけるのが 42の連合自治会のうち 11。

今まで連合自治会単位での防災訓練はあまりなかったのですが、今回 11の

連合自治会が参加していただけるということになっています。 

（記者）：参加人数は。 

（担当）：現時点で 11 連合自治会と 63 の単位自治会。合わせて 13,000 人が参加予

定となっています。 

（記者）：この訓練を今後に生かすために、防災訓練での成果を、どう検証するので

すか。 

（市長）：今回は、職員が事前に準備をしない予定です。避難所も通常であれば前も

って開けたり、避難路の角で避難誘導を消防団がしますが、今回は実際と同

様に行うので、混乱も生じるし、その辺の状況も把握したいと思っています。

あと地区別の避難計画をこれから特に沿岸部を中心に作っていくので、その

際にはどんなルートでどの避難場所。例えば、その避難場所に本当に上れた

のか、普段大丈夫だったのか、そういったところも検証できるのではないか

と思っています。 

（担当）：検証については、さきほど市長からもあったように、これまでは地域の防

災訓練は、市が協力して場所をセッティングしてお待ちしているという形で

実施していました。実際の災害時には、役所の職員も被災するし、同じよう

に 1 次緊急避難もするので、避難所は開かない、被災者の到着よりも遅れ

るというようなこともあるので、実際地区がどういうふうになるのかという

ことを検証して、市にもっと求めていくものや、自治会内でやることを、津

波避難計画のところに当てはめていきたいと考えています。そういった検証

をさせていただきます。 

（記者）：規模が大きい分、個々の現場での検証とかをどのようにされるのか。 
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（市長）：今後、地区別に避難経路をもたなければいけないと思っていて、そうした

訓練を基にしてワークショップを開いたりして、それぞれの地区でその時の

避難計画・避難経路というのを検証してもらいながら、地区計画を作ってい

くことになります。その地区別の避難計画に基づいて、それぞれの地区で避

難訓練をして、さらに検証していただければと思います。来年以降になると

思いますが、さらに実態に合ったような訓練というのをやっていきたいと思

っています。 

（記者）：その総合防災訓練ですが、関係機関と和歌山市の職員が参加者になってい

ますが、それらは何人ぐらいですか。 

（担当）：和歌山市は全職員が対象です。関係機関の職員数についてはまだ数は出て

いません。 

（記者）：何機関ですか。 

（担当）：直接ご協力いただいているのが 9 機関。機関名は、消防団。「5 日で 5000

枚の約束プロジェクト」という、畳でご協力いただくような機関。ＬＰガス

協会。ＪＡ和歌山。自衛隊。ＮＴＴ。大阪ガス。南海電鉄。和歌山県防災航

空隊。以上です。 

 

【～つれもてサポート事業～「介護ボランティア」さんを募集します！】 

（記者）：つれもてサポート事業についてこのようなシステムは、他の市町村ではす

でに行われているのか。 

（市長）：中核市 45市中 12市ぐらいはやっていますが、県下では初めてです。 

（記者）：他の市の状況を見て、導入を決めたということですか。 

（担当）：介護支援ボランティアポイント制度については全国でも２００以上の市町

村で実施されており、介護予防の効果が期待されていると評価されている事

業なので、和歌山市もそういった例によって事業を実施しています。 

 

【認知症初期集中支援チーム始動！】 

（記者）：認知症の新チームの件について、県下初ということですが、何かこれの導

入の背景というのがあれば伺いたいのですが。要望が多かったということな

のでしょうか。 

（市長）：これは前の予算のときにも若干説明しましたが、若年性の認知症が多くな

っているということで、今回 40歳以上にしました。そうした背景でこれを

作らせていただきました。それと初期に、できるだけ早い段階で治療した方

が効果的だということで、認知症初期集中チームを作らせていただきました。 

 

【発表項目以外について】 
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（記者）：国体の会期前競技が始まり、和歌山市でも水泳・体操・セーリング等

がありますが、実施してできた点できなかった点、評価等。 

（市長）：運営面については、まず会期前ということで本市の職員もかなり参加

しているし、ボランティアの方もかなり多く出ていただいていて、今の

ところうまくいっているのではないかと思っています。競技でも、かな

り熱戦で、人気のある競技というか、それは大勢の方も出ていただき、

一般の見物される方も多く、非常に良かったと思っていますし、成績も

今のところいいほうにきているのではないかと思っています。 

（記者）：運営面以外でそういうおもてなしとか、迎え入れる体制、まちの雰囲

気も含めてどうですか。 

（市長）：一挙にというところまではきていないが、だんだんとしり上がりに、

まちも市民の方もいよいよ国体始まったのかという雰囲気になってき

ています。若い選手の方々も練習に出られたり、歩いて出かけられる方

も多いし、雰囲気が非常に良くなってきていると思います。この間、市

駅周辺で行われた民間のイベントも含めて、今多くのイベントが国体の

歓迎の関連ということで実施されており、これから多くのイベントが、

特に 26 日の総合開会式までにもっともっと盛り上がっていくと思って

います。 

（記者）：体操と水泳では入場券や入場整理券が配られました。その配布方法が、

1人 1枚に限定して配っていたようです。例えば、ひざの上に乗せるよ

うな幼児にも 1枚要るような。そのため、早朝から赤ちゃんを抱いて並

んでいる母親がいました。そのような人には、1人 2枚配るとか、柔軟

な対応ができなかったのかと思ったのだが、その辺はどうですか。 

（市長）：特に水泳なんかは徹夜組も含めて、450 人に券を朝、配らせていただ

いたというのは聞いていますが、その辺はしっかり検証していきたいと

思います。 

（記者）：鬼怒川の氾濫に関して、本市も紀の川など大きな川がありますが、何か教

訓のようなものがあれば。あと避難指示が出なかったという報道もされてい

ますが、それに関して何か思いがあれば。 

（市長）：災害で多くの方が亡くなられています。それを防ぐために、和歌山市では

避難準備情報、避難勧告、避難指示の発令基準を定めており、基準に達した

場合は、すぐに避難情報を流す体制を取っています。夜間に水害からの避難

は危険なので、和歌山県気象予測システムの 51時間前の雨量予測を参考に、

夜中に危険な雨量が見込まれる場合は発令基準と照らし合わせ、明るいうち

に避難してもらうための情報を流し避難していただく体制を取っています。 

（記者）：国会で安保法案の採決がまもなくということですが、市長の安保法案その
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ものへの評価と与野党の攻防を見て、何か感想があれば。 

（市長）：安保関連法案については、慎重に国民に理解を求めるべきであろうと思い

ます。評価そのものは国政の話になるので、コメントを避けさせていただき

たいと思っています。昨日からも与野党でいろんな場面がテレビでも映し出

されているし、報道されていますが、これに対して国政の行方というのをし

っかり見つめていきたいと思っています。 

（記者）：先日、山口地区の廃棄物処分場の関係で修験道の各宗派の方たちが要望書

を出されました。改めて市長個人として処分場建設に関するお考えを。 

（市長）：地元の方と修験道に関係のある方が来られました。大勢の反対の声がある、

また環境問題に対して心配されているということは、市長として非常に重く

受け止めています。産廃許可自体は、国からの法定受託事務ということで、

実際に許可申請が出た後、判断するということになっています。そうしたな

かで地元の方の意見を聞いて、それと市のほうは紛争予防条例というのがあ

って、事業についての説明を十分地元の人に説明するような条例になってい

ます。そうした紛争予防条例を受けて最終的に許可申請が出た際に判断して

いきたいと思います。 

（記者）：先ほどの処分場のことですが、知事が改めて林地開発の許可を出さないと

いうことを受けて、和歌山市として改めて対応が変わるとか、事実上不可能

な情勢だと思うが、改めてそれを受けての市長のご意見を。 

（市長）：法律の体系自体が違う。林地開発許可自体は自治事務になっていて、それ

ぞれの自治体である程度判断できるということになっています。判断という

か設定をできると。知事の場合は地元同意がない限り許可しないよというこ

とは明言されているので、林地開発についてはその通りだと思います。知事

が明言されている以上は。ただ廃掃法は法定受託事務でそういった地元同意

という項目は特に設定されていないなかで、申請が出てからわれわれが持っ

ている紛争予防条例を踏まえて判断していきたいと思っています。法体系は

別なので、林地開発が許可されないから廃掃法がどうなるというところには

直接的にはリンクしないのではないかと思います。 

（記者）：災害の話に戻るが、例えば避難準備のタイミング、真夜中になるとかえっ

て危険になるので、今後さらに改善の検討する余地があると思うが、和歌山

市で改めて検討していくことは。 

（市長）：特に洪水に関して、紀の川、和田川、亀の川の３つの川のハザードマップ

を作成しています。まず紀の川のハザードマップは全戸配布させていただい

ていますし、和田川と亀の川のハザードマップは、それぞれの区域の方に配

布させていただいています。まずはハザードマップの周知をもっと図ってい

きたいと思います。和田川については 3年前に床上浸水が 20戸以上にもな
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る非常に大きな水害がありました。洪水に対する安全度を高めていきたいと

いうことで、現在河川の改修を進めていますが、さらに早く改修が完了する

ように県と一緒になってやっていきたいと思います。避難体制については、

さらに今回の避難指示が遅れたのではないかという話を受けて、再度市のほ

うも検証していきたいと思います。雨の予測はなかなか正確に出てくるもの

ではないので、そうした不確定さも含めて、避難体制の検討をもう 1 回チ

ェックしてみたいと思います。 

（記者）：和歌山市の総合防災訓練について、大規模な訓練を初めて行われるという

ことで、開催自体非常に意味のあることだと思いますが、一方で参加者側か

らすると要は参加することでどういうメリットがあるのか。自分たちに対す

ることもそうですが、市の防災計画がこの訓練でどう変わるのかが理解でき

ないとなかなか参加してもらえないと思います。市長が考えるこの訓練の狙

いというか、メリットの部分とは何ですか。 

（市長）：特に地震・津波の避難は、時間がまず争われると思います。一人一人がど

う逃げるかというのが一番大事です。その時に避難誘導する時間がないので、

自分の家族を守るためにも、お一人お一人が避難をしなくてはいけない。避

難場所も通常の場所ではない可能性もあるということを知っていただいて、

夜中でも休みの日でも、いつでも自分がどうやって逃げるかということを確

認していただければ、そうしたきっかけになるというのが、避難訓練の意義

ではないかと思っています。それを契機にして、参加されなかった方も大事

だと思っていただいて地区別の避難計画に結びついていければと思ってい

ます。 

（記者）：この訓練で、市の防災対策というか災害に備えるという点で変わる部分と

いうのはどのようなことか。 

（市長）：災害は勤務時間内に起こるとは限りません。勤務時間外に発生した場合、

職員自身がどういう行動を取るかが、求められます。大津波警報が出て避難

勧告・避難指示が出た時、自分の命を守る、家族を守る、それぞれの職場に

駆けつける、それぞれの職員がどういった態勢を取るのかが大事じゃないか

と思っています。それと初動時は、職員がなかなか集まらないという前提で

いろんな物事を組み立てていかなければいけないので、初動時の体制の確保、

そういう訓練にもなるのではないかと思います。 


