
  ４月市長定例記者会見（平成 27 年 4 月 8 日（水）14 時から） 

市長発表事項  

 では平成 27 年度に入って第一回目の記者会見ということで、発表項目は 4 項目ござ

います。その他項目で報告が１つございます。 

 
＜発表項目＞ 
【動物園１００周年事業について】 
  まず 1 点目ですけども動物園１００周年事業を行います。動物園１００周

年事業というのは、和歌山城の中に動物園があるわけなんですけど、和歌山

城は和歌山公園というのが正式名称でして、公園前、公園前と言いますが、

和歌山公園という非常に歴史のある公園でして、大正 4 年 4 月 7 日に動物園

の整備計画が発表されて、ちょうど今年で１００周年を迎えるということで、

動物園の１００周年にあわせた行事を予定しております。計画が発表された

大正 4 年頃というのはまだ日本に動物園というのは 3 つしかありませんでし

た。そこに書いてあるように、上野動物園・京都市動物園・天王寺動物園、

この 3 つだけだったんですけども、和歌山公園の中の動物園というのは非常

に珍しい、先進的なものでした。 

  それで、まずイベントの内容ですけども、一つ目は 4 月末日からの記念パ

ネル展です。これは動物園の中に１００周年の歴史を刻んだパネルを設置し

ます。二つ目は動物園イベント第一弾ということで、ひとつ大きなイベント

ですけれども、５月５日に動物園の「ロゴデザイン」を決めていくイベント

が開催されます。また動物園１００周年に市民の皆様からお祝いメッセージ

をいただきます。そして動物園ガイドです。またツキノワグマのベニーちゃ

んの園舎、普段見られないのを見ていただこうというイベント。それとミニ

ホースブラッシング体験。こういうイベントを第一弾として行います。それ

と動物園園長選挙を 7 月中旬に行います。動物園の園長を投票で決めるとい

うことになります。それと「水禽園の大清掃」ということで、水を抜いた状

態で水禽園に入っていただくということで、掃除を手伝ってもらったり見て

いただいたりと普段見られないような中を見ていただくということになりま

す。それと 11 月 15 日、これも大きなイベント第二弾ですけれども、１００

周年を祝うメインイベントを市民の団体と今現在どういう内容にしようかと

練っている最中であります。日程だけが市民の皆様と一緒に決めていったと

いうことであります。それと 12月中旬は未来の動物園を考えるシンポジウム

の開催ということで、こうしたイベントを今年度１００周年ということで行

っていきたいというふうに思っています。 

 

【紀州から尾張へ嫁いで 400 年 第 21 回春姫道中への和歌山観光 PR につい

 



て】 
 次は紀州から尾張に嫁いで 400 年ということで、第 21 回春姫道中、これは名

古屋城で開かれる予定になっています。名古屋市の市民ボランティア団体「名

古屋城文化フォーラム」が主催していただいているんですけども、これは毎年

やっていただいております。今年は特に和歌山からの我々が出席して、できる

だけ和歌山城と名古屋城の結びつきというのをこれから深めていきたいと思っ

ています。PR ブースを設置したり、和歌山市の観光パンフレットを配布してい

ただいたり、浅野家から春姫が嫁いでいったんですけども、浅野家の紹介パネ

ルを設置する、そういったことをやっていきます。日程は 27 年 4 月 19 日名古

屋城敷地内ということで、一応予定ですけれど、私も出席します。 
 
【元気わかやまプレミアム商品券について】 
 次は 3 つ目ですけれど、元気わかやまプレミアム商品券。概要というか詳細

がだんだん決まってきました。まず予約申込ということで、販売のほうの予約

申し込み、一般の方から受付の期間ですけれども、5 月 1 日から 31 日まで、ハ

ガキ又はホームページから申し込んでいただくということで予定しています。

それと利用は 7 月 1 日から 11 月 30 日まで、この期間限定で利用していただく

ということになっています。また参加店の募集ですけども、今、いろんな店舗

さんから問合せが多くて、たぶんほとんどの店舗さんが参加していただけると

いうふうになっています。これは 4 月 10 日から 5 月 10 日まで募集をして、参

加していただくお店を募集させていただくということになっています。7 月 1
日に実施できるよう準備していきます。 
 
【企業支援のワンストップ窓口を設置しました 東京事務所が 4 月から企業誘

致活動を開始します】 
 4 点目なんですけども、PR に近いのですが、企業支援の関係でワンストッ

プ窓口というものを産業政策課内に設置しました。今までは、それぞれの課

で相談したりしていたことを、ワンストップの窓口でということで非常にス

ムーズに、できるだけ時間をかけずにスムーズに問題の解決に当たるとか、

また支援をするとか、そういったことをやっていくことになります。もう一

つは、東京事務所が 4 月から企業誘致活動を実施していきます。今現在です

ね、写真に載せてるんですけども東京事務所ということで、県の東京事務所

の中に間借りして、和歌山市東京事務所という看板を設置して３人体制でや

っています。県の東京事務所にも１人いますので、実質は 4 人体制です。ま

ずは企業誘致の関係ですけれども、市内の企業さんと取引のある首都圏の企

業約 400 社に対して、立地等の意向調査をさせていただいております。これ

はもう開始しております。あと首都圏企業の本社機能の移転動向調査という

ことで 1500 社。また海外に生産拠点を出していて引き上げの可能性のあると

ころ、そういったところに対して、800 社ですけども、今後調査していくこ

とになっています。アンケート調査をしてそれから積極的に誘致活動をして



いくというふうに進めていきたいと思います。 
 
 
＜その他項目＞ 
【「和歌山市民会館について」市長への要望】 
 そして報告事項ですけれども、和歌山市民会館ですけども、伏虎中学校の跡

地を考えています。もう一方では県の仁坂知事に薬学部の誘致をお願いしてい

ます。 
まず市民会館について、利用されている団体からの要望です。もともとは考

える会という団体が 2012 年 5 月に 14 団体で発足しているんですけれども、今

は約50団体あるんですけれども、その団体が今度意見交換したいということで、

4 月 14 日に来られることになりました。これはむしろありがたいなと思ってい

まして、そういう利用されている方と意見交換させていただいて、できるだけ

使いやすい、市民に親しまれるような市民会館ということで、これからも利用

されていく団体だとか市民のみなさんのご意見もお聞きして、よりよい文化活

動の拠点となるように、親しまれるような市民会館にしていきたいと思います。 
発表項目は以上であります。 

 

記者の質問事項 

【「和歌山市民会館について」市長への要望】 
（記者）： 最後の項目の市民会館について考える会の意見交換の内容なんですけれど

も、今のところどういったような意見になりそうですか。 
（市長）： 利用されている方から見て、こうしたほうが良いよっていう情報をいただ

けると聞いていますが、内容はまだ具体的には決まっていないみたいなんです

けども、いろんな団体が来られるので、利用の観点からいろいろな要望が出て

くるのではないかと思っています。 
（記者）： 前回別の団体から署名が出されていると思うのですけれども、また違った

観点のものになりますか。 
（市長）： 以前は音楽関係の団体から特に音楽、音響効果の高いようなホールにして

くださいと署名を集められて、3 万人だったかな、署名を集められて、それで音

響効果の高いような市民会館にしてくださいという要望だったんですけれど、

今回はいろんな団体の音楽以外のいろんな団体からの要望です。 
 

【動物園１００周年事業について】 
（記者）： 動物園の１００周年について質問なんですが、将来的に移転とかそういっ

たあたりの、将来像について考えていることがあればお願いします。 
（市長）：和歌山城の、和歌山公園の中にあるということですけども、今の和歌山城も

なかなか使いづらいところもあるし、もっと色んな元々の和歌山城が持ってい

たような魅力というのがあって、和歌山城整備計画の変更の作業に着手しよう

と思っています。和歌山城をどう使うか、中をどう使っていくか。これは扇の

芝も一部含まれるんですけど、全体をどんな風にもっていくか。今まで整備計



画ができているんですけども、動物園をどうしていくかとかそういった、さら

に魅力をあげていくような整備計画というのを作っていきたいと思っています。  
（記者）： スピード感というのは、整備計画の見直しというのは、どのぐらいのスピ

ード感をもって行うのか。その中にはもしかしたら動物園を閉めてどこかに移

転するということなんかも視野に入れているということはどうでしょうか 
（市長）： 私はぜんぜん動物園の移転というのは考えてないです。さらに充実できれ

ばと、もっと親しまれるようにと、見やすいような動物園にできないかなとい

うふうに思ってます。それとスピード感ですけれども、これもできるだけ早く

今年度内には整備計画というのを検討できればなと思ってるのですけれど、で

きるだけ早くやっていければ良いと思っております。 
 
【企業支援のワンストップ窓口を設置しました 東京事務所が 4 月から企業誘致活動

を開始します】 
（記者）：企業支援のワンストップ窓口についてなんですけれども、このワンストップ

窓口ができる前は企業はどれくらいの課を回らなければいけなかったのですか。 
（市長）：下に書いてあるのですけれども、非常に多いんです。いろんなところに、例

えば農地の転用であったら農林のところに行かなければならないし、都市計画

の関係も出てきますし、たぶん個々に色んなところにあたっていたと思うんで、

いくつぐらいっていうのはちょっと、ざっとわからないんですけれども、たぶ

ん 10 や 20 できかないんじゃないかなと思います。それをいったんワンストッ

プで受けると。そうすることによって非常に、企業さんもじゃあどうしたらい

いかっていうのがわかるので、今までだったら市の中だけでも色んなところに

いかなければならないし、市じゃない部分はこれは県ですが、となってたんで

すけれども、それを和歌山市の中で一元化してワンストップで受けたいという

ふうに思っています。 
（記者）： 県とかかわる部分についても市のほうで受け賜ってくれるのですか。 
（市長）： いったんワンストップということなんで、どういうところが所管している

かとか、つなぎをさせていただくのをワンストップでやらせていただこうかと。 
 
（記者）： 続けてなんですが、東京事務所の誘致活動なんですけれど、アンケート調

査をまずしてから誘致活動に入っていくということなんですが、アンケート調

査の時期とか誘致活動に入るスケジュールがありましたらお願いします。 
（市長）： まず今の和歌山市内の主要企業と、取引をやってる企業 400 社、これはも

うすでにわかっているので、すでに動きだしています。それで首都圏の中で本

社機能移転するかどうかとか、それはこれからアンケートをやっていくし、7 月

ぐらいにはアンケート結果が出ていて、そこから本格的に誘致活動にというこ

とになります。 
（記者）： 東京事務所ができてから新たにする誘致活動としては、首都圏に本社のあ

る企業に対してということになるのですか。 
（市長）： そうですね、はい。これはもちろん県とも連携して、県のほうが色んなデ



ータは元々持っているので、ただ今回は、和歌山市へということで、たとえば

海外に工場がいってて、もしかしたら引き上げたがっている、それを場合によ

っては和歌山へと、そういったことを誘致活動をやっていきたいと思います。 
（記者）： まだ気が早いと思うんですが、特にこういったという産業などとかはあり

ますか。 
（市長）： これは全産業と考えていて、この前、企業立地奨励金でもありましたが、

オフィスに来ていただいて、まちなかの空きビルなんかを利用していただいて、

オフィスとして使えるように、そうした部分も対象にしていきたいし、変わっ

たとこではこの間植物工場ということで紹介させていただいたんですけれど、

しっかりやっていきたいと思います。 
 
【元気わかやまプレミアム商品券について】 
（記者）： プレミアム商品券についてお伺いしたいんですけれども、優先割当を行う

のが、子育て中学生以下の子ども一人につき 1 口、また元気な高齢者とあるん

ですけども、子育て世代と 90 歳以上の元気な高齢者、それぞれを優先すると決

めたお考えをお聞かせいただきたいというのと、優先割当というのをどういっ

た形で行われるのか手段について教えてください。 
（市長）： まず「子育て世代」というのは今回少子化対策も合わせてやりたい。これ

はもともと地方創生から来ているもので、人口減少に対応していけたら、その

ためには少子化対策をしっかり、あるいは子育て支援をということで、今回プ

レミアム商品券の経済効果と合わせて子育て支援というのをやりたいと思って

やりました。それともう一つ「元気な高齢者 90 歳」というのは、これはこの前

の議会、市議会で議員さんから意見が出て、やはり介護にかからない元気な方

をという意見もあって、「90 歳以上」を入れました。「子育て世代」・「90 歳以上」

は同じように優先させていただく、それで多ければ抽選っていう形になると思

っています。 
（記者）： 抽選の際に「子育て世代」と「90 歳以上の高齢者」だけ抽出して抽選する

形になるんですか。 
（市長）： それはそうしないよ。全体でやる。 
（担当課）： 抽選じゃないです。「子育て世代」と「90 歳以上」は申し込まれたら一人

一冊分は、引換券と当選ハガキを送らせていただきます。一般申込の分につい

ては抽選という形になります。 
（記者）： その「子育て世代」と「90 歳以上の高齢者」によって予算で確保していた

分がいっぱいになるということは。 
（担当課）： ないです。 
（記者）： ないんですか。 
（市長）： 数は把握できているということです。 
（記者）： わかりました。ありがとうございます。 
 
【「和歌山市民会館について」市長への要望】 



（記者）：和歌山市民会館の要望の件なんですけども、前回音楽ホールということで要

望が音楽団体から出てきたと思うんですけども、そのときも 800 席などいろい

ろと具体的かなという印象を受けて、そのときも尾花市長は前向きな反応だっ

たと思うんですけれど、それに対する齟齬が生まれてしまう可能性・危険性と

いうのがあると思うのですが、それに対してはどういうふうに対処していこう

とお考えでしょうか。 
（市長）：はい。たぶん客席数というのはいろんなご意見がこれからも出てくると思う

んですが、800 じゃもっと少ないよ 1000 席いるよとか、やっぱり大ホールが良

いとか。いろんな意見が出てくると思うんですけども、そういった中でやはり

集約していきたいなと。私は少なくとも県民文化会館と機能分担した方がいい

んじゃないか、そういう意味で 800 席ぐらいの中規模のホールが良いんじゃな

いかなと思ってるんですけれど。そこはしっかり意見を聞いてから、特に利用

されている方というのは、私たちにとったらユーザーさんですよね、その声を

聞いていきたい。 
（記者）：そういう意味では前回のやつは、私も正直決定なんかなという印象を抱いて

しまっていて、そう受け止めている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、

そのあたりは追って説明していくという形になるわけですかね。 
（市長）：そうですし、今まで団体さんの要望をお聞きしている中で方向性が似てるん

じゃないかなと思ってます。 
 
【元気わかやまプレミアム商品券について】 
（記者）：プレミアム商品券ですが、改めてどういった効果を期待されているのですか。 
（市長）： まずは消費拡大効果、経済効果です。去年デフレから脱却するということ

でアベノミクスで次第に経済効果が高まってきているんですけども、やはり消

費税増税の影響など、去年の急激な円安などもあって、ちょっと経済が落ち込

んでいる状態が続いています。若干またよくはなってきているんですけども、

さらにここで消費拡大を、地域の経済を活性化していきたいというのが一つで

す。もう一つは先ほども申し上げたように、「子育て世代」への支援を少しでも

できればということで、優先割当を設けさせていただいたし、「元気な 90 歳以

上」ということでこれもいい目的じゃないかなと考えています。これら 3 つの

効果というのを期待しております。 
 
 

＜発表項目以外の質問＞ 
   
（記者）：統一地方選挙に関してなんですけれども、期日前投票について、議会でも何

度かスーパーなどに設置すれば良いんじゃないかと意見が出たと思うんですけ

ど、今回それがなかったんで、検討されたと思うんですけど、見送られた理由

というのが何かあればお願いします。 
（市長）：期日前投票場をもっと増やしたらということで、議会でも質問いただいて、



今年の 5 月以降だったか、マイナンバー制度が導入されてからだったか、議会

の答弁を確認して。5 月以降で増やしていきます。というのは議会でも答弁して

います。それは本人確認がしっかりできないと、二重投票だとかミスが起こる

可能性が出てくるということで、そういった本人確認のシステムをちゃんとし

たうえで、そういうことが整理できるのが今年の 5 月になります。ただそのと

きでもコミュニティセンターをまず拡大していきたいと思っています。一般の

とこについては。JR の駅は入れるんだったかな、一般のスーパーなどはまだ無

理なんですけど、できるだけ人が集まりやすいというか、来やすいところにつ

いては今年の 5 月の実施に向けて進めていきたいと思ってます。この 5 月以降

で、統一選が終わってしまうんですけども、終わってからの設置になります。 
 
（記者）：前回の会見の後に新しい観光を中心とした地域再生計画が認められたという

ことで、それについて市長の感想を聞かせください。 
（市長）：新しい地域再生計画、これは県下でも、そういう意味では初めてだと思うん

ですけども、今回和歌山市としましては地域再生計画の中に和歌山市の特色を

盛り込みました。というのは和歌山市は今外国人の観光客が非常に多くなって

ます。他都市と比べても非常に高い数字になっていて、対前年比の 2.7 倍になっ

ています。県下でも、高野町を抜いて 2 番目に、白浜町の次に外国人の宿泊客

が多くなっています。これはまさに関西国際空港に和歌山市が近いという特徴、

特性が現れたんじゃないかと思っていて、そうした地域再生には和歌山市の特

長を生かして再生計画を立てたということになっています。テーマは外国人観

光客の集客、消費拡大というのにテーマをあてて、そのなかで国の承認をいた

だいた。これから国の交付金を使って、スピードを上げて盛り込まれた計画と

いうのを実施していきたいと考えております。さらに外国人の観光客を増やす

とともに、消費の拡大、地域の活性化、またリピーターをできるだけ増やすよ

うな、そうした計画というのを実施していきたいと思っております。 
（記者）：計画の中にありましたけども、人口減少で縮小している市内経済というのを

外国人観光客で穴埋めしたいというお気持ちという理解で良いんでしょうか。 
（市長）：はい。外国人観光客の消費量というのはアジア系の平均で 23 万円、一人当

たり 23 万円と言われているので、10 人寄れば 230 万円になる。230 万円とい

うのは日本人 1 人が 1 年間で消費する分にあたるということで、10 人の外国人

がきていただければ 1 人の生活を消費したのと一緒になるというぐらいに、非

常に大きな効果があると思っています。 
 
（記者）：統一地方選についてなんですけども、先日県議選が告知されて、市議選はこ

れからですが、今のところ選挙戦の盛り上がりというのはどういうふうに感じ

ていらっしゃいますでしょうか。 
（市長）：県議選は新人の方も多いし、盛り上がってるんじゃないかなと思っています。

市議選はまだですけど、市議選のほうも非常に新人も多いということで、これ

もまた盛り上がってくるんじゃないかなというふうに思っています。いずれに



しても、統一地方選ということでこれからの県議会また市議会を左右していく

大事な選挙ということで、ぜひ市民の皆様方の投票というのを、棄権すること

なく投票に結びつけていただけたらと思っています。そうした棄権防止だとか

期日前投票の呼びかけだとか、市のほうでも積極的にやっております。 
（記者）：市議選ですが、どういったテーマで論戦があるのが望ましいと思われますか。 
（市長）：やっぱり地方創生がすごいテーマじゃないかなと思います。地方創生という

か、人口減少への対応というか。そこがやっぱり一番大きなテーマじゃないか

なと思っています。 
 
（記者）：前回の記者会見で発表したふるさと納税、出だしはどうでしたか。 
（市長）：出だしが非常によくて、すでに 1 日、2 日目で去年の一年間分をオーバーし

たというふうに聞いてるんですけど。今でもうすでにオーバーしている。 
（担当課）：1 週間ぐらいで、去年をオーバーしました。 
（市長）：1 週間ぐらいで。出だしは非常に良いです。ただあまりにもベースが低かっ

たので、がんばらなきゃいけない、ＰＲしていかなくてはならないので、ぜひ

皆さんも、よろしくお願いします。 
（記者）：数字はまた後でお願いできますか。 
（市長）：そうですね、はい。 
 
（記者）：重複するかもしれないですが、地域再生計画ということで、改めて、和歌山

市としてどうして観光にポイントを置かれたのか、背景等お聞かせください。 
（市長）：和歌山市というか今回地域再生計画というのは、それぞれ地方の特色をとら

えて、地方がアイデアを出してきて国が支援しますという趣旨なんです。それ

で和歌山は今観光だけじゃないんですけど、非常に和歌山の特徴というのは、

外国人観光客が増えているということで、そこの特徴をさらに伸ばしたいと思

って今回地域再生計画のテーマを外国人観光客の誘客ということにさせていた

だきました。 
（記者）：改めまして、どのようなまちづくりを目指されるかお願いします。 
（市長）：まちづくりというか、和歌山市を元気にしたいということで。そのためには、

産業を元気にして、若い人が県外に出て行くのを抑制する。さらに和歌山に来

ていただけるような、そういった雇用をしっかり確保していきたい。それと経

済がしっかり循環していくような、経済が拡大・成長するような和歌山にして

きたいと思っています。もう一つは、やっぱり住んでよかったなという町を作

っていきたいと思っています。特に中心市街地を活性化していって、町の中の

賑わいを取り戻していきたいと思っています。それと人を元気にということで、

これは常に申し上げているんですけど、子育てしやすい環境、少子化対策をし

っかりやれるように、和歌山に来たら子育てしやすいなと、そうした和歌山市

にしたいし、また高齢化社会とか、これから 10 年後は超高齢化社会なんで、そ

ういった高齢化社会を見据えたような対応をやっていきたいと思います。住ん

でよかった、また住みたくなるような和歌山市というのを作っていきたいと思



ってます。きらり輝く元気和歌山市を実現していきたいと思います。 
 
（記者）：地方創生の総合戦略なんですけども、策定の時期を10月30日までにすると、

交付金が上乗せになるという、そういう指針みたいなのが出たみたいなんです

けども、昨日県のほうが 5 月下旬をめどに策定しますと言ってるんですが、市

としては策定の時期はどういうふうに考えていらっしゃいますでしょうか。 
（市長）：地方版総合戦略ですよね。地方版総合戦略はまず、人口をどうするかという

問題があると思ってます。長期ヴィジョンで見ていかなければならないんで、

今の人口減少をどうとらえて、さらに人口をどうするかということで、われわ

れとしてはやはり、例えば 2060 年の人口を決めるにしても簡単に決まらないん

じゃないかなと思っていて、そこはどうしたら人口減少を抑えられるか、和歌

山市の活力を取り戻せるか、そういったことを地方戦略の中にしっかり入れて

いきたいので、急いではいるんですけどもそれなりの時間がかかるんじゃない

かなというふうに思っています。10 月のそのいわれるような、それまでには作

ろうと思っています。早ければいいというわけでもないんじゃないかなと思っ

ています。 
 


