
  ４月市長定例記者会見[２回目]（平成 27 年 4 月 23 日(木)14：00～） 

 

市長発表事項  

 
【第１回和歌山市総合教育会議について】 
  まず１つ目ですけれども、第１回の総合教育会議を 4 月 28 日に開催させて

いただきます。会議の構成員は、私と教育委員。会議の今後の内容ですけれ

ども、１つは教育に関する大綱を策定していくということになっています。

教育等の重要な事項についての施策、講じるべき施策が２つ目。３つ目はい

じめ等緊急の場合に講ずるべき措置についての、この３点について主に議論

していきたいというふうに考えています。 

 

【第１回和歌山市産業戦略会議及び基調講演会の開催について】 
 ２つ目の発表事項ですけれども。２つ目は第１回和歌山市産業戦略会議を開

催します。産業戦略会議の開催に先立って基調講演、これは冨山 和彦さんです

けれども。皆さんご存知のとおりと思うんですけれども、L と G のローカル、

グローバルの産業に非常に詳しいということで、企業再生の専門家の冨山さん

が、今までグローバルな企業も再生してきたし、ローカル企業も再生してきた

ということで、両方の経験を持っている、非常に貴重な方ということで、テレ

わかさんのワールド・ビジネス・サテライトにコメンテーターで出演されてい

たと思うんですけれども。その冨山さん。和歌山市にも若干縁のある人です。

もともと血縁というか和歌山に地縁のある方です。それで戦略会議のメンバー

ですけれど、8 人を予定しております。1 人は、これも和歌山に縁のある方とい

うことで、谷口博昭さん、元国土交通省の事務次官をされていた方で、今現在

は国土技術研究センターの理事長をされています。幅広い見地からいろいろ和

歌山市の産業についてアドバイスをいただきたいというふうに考えています。2
人目はデービット・アトキンソンさん、この方も非常に有名な、皆さんご存知

の方で、元ゴールドマンサックスの有名なアナリストで日本でも非常に有名な

方なんですけれども、アトキンソンさんが 2 人目。和坂貞雄さん、この方は県

の工業技術センターの所長さん。吉村典久さん、和大の経済学部の教授。金子

英一郎さん、日本政策金融公庫の和歌山支店長さん。で、島正博さん。島精機

の社長さん。ということで横編み機のメ－カーでもあります。細江美則さん。

この方は太洋工業株式会社ということで、電子基盤の製作をされている和歌山

市でも非常に優良な企業です。8 人目が岡田亜紀さん。菱岡工業さん、もともと

三菱電機の協力会社であったと思うんですけども、菱岡工業の社長でもあるし、

NPO 法人を設立されていて、福祉の関係、障害者福祉の関係もやっておられま

す。この 8 人のメンバーで 5 月 26 日 13 時半から開催していきます。まず基調

講演をやって、その後 15 時からは会議に入らせていただきます。和歌山市の今



ある既存の企業をさらに高度化していく、さらに和歌山らしい次世代産業の創

出、また地域産業を生かしたようなブランド化戦略、観光戦略、こういったこ

とを吟味していって、和歌山市の今後、長期ビジョンを作るための、産業戦略

ビジョンを作るための戦略作りというのをやっていきたいと思っています。 
 
【株式会社紀陽銀行と和歌山市は「産業振興に係る連携協力に関する協定」を

締結します】 
 3 点目ですけれど、株式会社紀陽銀行と和歌山市は産業振興にかかる連携協力

にかかる協定を締結させていただきます。日時は 4 月 24 日午後 2 時からという

ことで。今まで紀陽銀行というと、どちらかと言えば金融政策だったんですけ

れども、これからはやはりなかなか高度経済成長は望めないということで、低

経済成長のなかで、やはり地域の企業を育成していくという、銀行としても今

までのノウハウを生かして、地域の企業を育成していくというような事業を市

と一緒になってやっていこうかなということで協定をさせていただきます。そ

こにも具体的な取り組み内容を 4 点ばかり書いてあるんですけれども、市内企

業の競争力強化に関すること。産業人材の育成に関すること。観光のまちづく

りに寄与すること。そうしたことを議論していきたいと思っています。 
 
【和歌浦活性化（漁業版）の取組が始まります】 
 4 点目ですけども、和歌浦活性化政策というのは、新年度予算で打ち出し

たんですけど、和歌浦活性化だとか加太活性化ということで打ち出したんで

すけども。和歌浦活性化は非常にまちづくりから観光、幅広く取り組む予定

なんですけど、それの漁業版ということで、片男波の干潟の回復だとか、国

産アサリの回復、こうしたことを目標にして和歌浦活性化の漁業版の取り組

みをはじめることになります。まず第一弾として今日の３時半からですけど

も、和歌浦活性化活動組織ということで、これは漁業とか観光協会、また PTA
そして片男波を実際に管理している運営委員会等、そうしたいろんな幅広い

団体で和歌浦活性化活動組織というのを組織されたんですけども、これから

水産庁の補助をいただいて、国費全額補助なんですけども、159 万円いただ

いて、市と活動組織が協定していって、干潟の回復に努めていきたいという

ふうに考えております。また和歌山市としても国産アサリの回復に向けて、

今年から駆除、ツメタガイというこれはアサリにとって天敵なんですけど、

ツメタガイの駆除ですとか、エイ等の生息調査、そうしたことをやっていく

ということで、早急に回復をはかっていきたいとふうに考えております。 
 
【市役所 14 階食堂のリニューアルオープンについて】 
 次が 5 点目ですけども、市役所の 14 階の食堂、今ちょっと閉鎖中です。前入

っていただいていた方がもうひとつ収益が上がらないということで、3 月末で撤

退されました。今度は昨年からそういう撤退と言う話はあったんで、できるだ

け観光にも資するような、14 階は非常に眺望のいいところです。ここにもある

ように和歌山城の天守閣とちょうど高さがほぼ一緒ということで、目の前に天



守閣が広がるような、そういったすばらしいロケーションになります。その眺

望とか生かして、今後できるだけ観光にも生かした、そういった食堂というの

を、市民にも開かれているし、観光客にも開かれているような食堂を目指して

いきたいと思っています。当面ですけども、5 月 7 日にプレオープン、8 日にも

プレオープン、7 日は報道関係の方で、これは試食もあるテスト営業ということ

でさせていただくことになっております。5 月 11 日がグランドオープンさせて

いただきます。特徴はできるだけ地元の産品、野菜等を使った、自然派バッフ

ェ、バイキングレストランにする予定です。当面は平日営業になるんですけど

も、できるだけ早期に夜間だとか土日の営業、こうしたことを取り組んでいた

だきたいとうことで昨年からずっと話合いしていて、なるべく近いうちに夜間、

土日営業をしていただこうと思っています。料金はバイキングの場合 980 円と

いうことで、ちょっと今までの 14 階食堂に比べたらちょっと高いんですけども

980 円。65 歳以上が 780 円、小学生以下が 580 円ということで、非常にお年寄

りにも安く設定するような料金になっています。 
 
【リッチモンド市の訪問団が和歌山市を訪問】 
 次が 6 点目。リッチモンド市の訪問団が和歌山市を訪問していただくことに

なっています。リッチモンド市とは姉妹都市提携をしているんですけども、特

に今回来ていただくのはリッチモンド市の市議会議員と姉妹都市委員会の方が

来ていただけます。今回の特徴としては、できるだけ姉妹都市提携している都

市同士で観光を PR していきたいなというふうに考えておりまして。例えばリッ

チモンド市で和歌山市の観光パンフレットとかポスターを貼っていただく、逆

に和歌山市でもリッチモンドの観光 PR をすると、そういったことを今回ちょっ

と取り組みたいなと思いまして、今回の訪問団にそうした要請をさせていただ

こうと思っています。それと今回の訪問団は水琴窟を買いたいということで、

ぜひ日本の水琴窟ということで、日本風の文化を向こうで広めていただける機

会にもなるし、その際、ぜひ和歌山市ということを広めていただきたいという

ふうに思っています。 
発表項目は以上 6 点になります。 
 

記者の質問事項 

【和歌浦活性化（漁業版）の取組が始まります】 
（記者）： 和歌浦活性化、アサリのことでなんですけども、何個かあるんで順番に伺

いたいんですが、和歌浦活性化、一連の事業の取り組みの第一弾というお話な

んですけれども、最終的な大きな目標はどういう目標をされているんでしょう

か。 
（市長）： 和歌浦の今は観光資源もありますし、海岸線、自然、癒すような力も持っ

てるし、昔からの非常に大きな観光地でもあります。その和歌浦の特色を生か

して和歌浦の活性化をはかっていきたいと思います。以前は関西の奥座敷と言

われるぐらい和歌浦は栄えていたんですけども、今は非常にちょっと寂れた状

態になっているんですけども、これは当初予算でも打ち出しさせていただいて

おります。地域再生計画ということで、昨年改正された国の地域再生法の改正

をうけて、和歌浦の中でも観光事業に資するような事業をいくつかあげている



んですけども、例えば雑賀崎灯台の土地を買うだとか、行ったらお金を取られ

る、車を止めたらお金を取られるということで、できるだけ公共の所なんで、

市で買収したいなと思っておりまして、そうした和歌浦の観光に資することを

やっていきたいと思います。もう一つは、海岸線を例えばサイクリングロード

をずっと通そうと。これは和歌浦、雑賀崎だけじゃないんですけども。そうし

た沿岸をいかしていきたいと思っておりまして、市としても予算の中で積極的

に和歌浦の活性化というのをいれております。もともと地元のいろんな 20 を超

える団体が和歌浦活性化のイベント、例えば和歌祭をしようよというような団

体から和歌浦はどうしたら活性化できるかということに非常に熱心に取り組ん

でいただいている団体がおられますので、こうした団体も合わせていって、今

後のビジョン、活性化計画みたいなのを作っていきたいというふうに考えてお

ります。 
（記者）： 続けてなんですけども、第二弾第三弾というのは、その雑賀崎の灯台だっ

たりとか、サイクリングロードが今回第一弾で、第二弾第三弾が続いているん

ですか。 
（市長）： いや、第一弾第二弾って順番じゃないんですよね。今回ちょっと漁業の方

が先行した形になったんですけども、当然ですけどそれ以外のことも並行して

やっています。今回たまたま今日は昼から３時半から協定を結ぶということで

和歌山市の漁業版のスタートをさせていただこうと思っています。 
（記者）： すみません、続けてなんですが、今回のアサリの復活を目指した取り組み

の狙いというのはどういう部分にあるのでしょうか。 
（市長）： 片男波の潮干狩りというのは、すごく賑わっていたんです。これは和歌山

市民だけでなく、広く関西の方からも来ていただいていて、非常に 5 月の潮干

狩りの時期っていうのは賑わっていたんですけども、それがアサリがほとんど

全滅してしまって、特に海外からの輸入のアサリが多かったということで、な

かなか合わなかったのかなと思うんですけども。それで今回今まで親しまれて

いたような潮干狩りをできるだけ早期に復旧したいという思いで、国産アサリ

だったらどうも生き残っているようなんです。国産アサリをもっと増やしてい

って、昔の賑わいを取り戻していきたいと思っています。 
 
（記者）： アサリの続きなんですが、そもそもその潮干狩りで有名だったということ

で、もともとの在来のアサリがここにいたのかどうなのかということと、今お

っしゃっていた、生き残っているアサリとの違いというのはどこから持ってく

るのか、もともと在来のも誰かが種を持っていたのか、そのあたり教えてもら

ってもいいですか。 
（市長）： もともと片男波にアサリあります。国産アサリが結構深いところにはいっ

ていたり、実際私もほってみたら深いところにあるし、生き残っているので、

それをこれから天敵を減らしていって、増やしていけば、すぐには無理だと思

うんですけど、2,3 年かけて増やしていければと思っています。 
（記者）： つまりよその個体を持ってくるということではない。 



（市長）： ない、ないです。 
（記者）： 在来のものを増やすほうでやっていくのですか。 
（市長）： はい。 
 
【市役所 14 階食堂のリニューアルオープンについて】 
（記者）： あと食堂の件で伺いたいんですが、食堂の経営主体はどこが行うのかとい

うことと、980 円という価格設定というのは、これはかなり強気な気もするんで

すけど、そのあたりについてはどうでしょうか。 
（市長）： まず経営主体ですけども、株式会社吉田さん。 
（記者）： その会社はほかに何店舗か経営主体を持ってたりするんですか。 
（担当課）：酒屋さんと居酒屋さんとお持ちです。 
（市長）： 2 店舗、この市役所の近くにも持ってます。 
（記者）： 980 円という価格設定が強気だなと。 
（市長）： 強気かどうかは内容次第だと思うんですけども、非常に自然派というか野

菜をふんだんに使っていただけるようなバイキングということで、体にも良い

し、たぶんバイキングなんでいろんな選べますしね。そういう意味じゃリーズ

ナブルじゃないんかなと思うんですけども、特に 65 歳以上の方が 780 円という

ことで、ぜひ行って試していただければと思っています。眺望も非常に良いし、

ぜひどうぞよろしくお願いします。 
 
（記者）： 関連して、市役所の食堂の件なんですけども、例えば農家レストランです

よね。というのが市役所の庁舎なかにあるというのは全国的なのか、和歌山県

内で初めてなのか、それだけお願いします。 
（市長）： 市役所の中に一般の、民間の業者さんが入って食堂をやるというのはほか

も、もちろん県庁でもやってますし、ほぼやってると思います。ただ土日とか

夜間運営していくというのはまだやっていなくて、これは非常に議論したんで

すけど、例えば専用のエレベーターがなければ休みの日だったら途中下車され

ても困るということで専用エレベーターを設けるのはどうしたらいいかとか、

いろいろ対策を考えて土日でも夜間でも可能なように、一応中で設定させてい

ただきました。できるだけ早期に和歌山城に来た観光客とか、外国人の方でも、

14 階の農園へ入っていただけるようにやっていきたいと思います。 
（記者）： その早くというのは大体どれぐらいめどにとかは、そういうのはまだ決ま

っていないんでしょうか。 
（市長）： それはあくまでも民間さん経営なので、市としては一応そういう用意はし

ましたよということで、後はできるだけ早期にやっていただければなと思って

います。 
（記者）： わかりました、ありがとうございます。 
 
（記者）： 今の食堂の追加で聞きたいんですけれども、発想というか着想はどういう

感じだったのかということと、観光客が増えたというのと関係しているのでし



ょうか。 
（市長）：直接の原因はやっぱり前の食堂が閉鎖されるっていうのが、3 月末で閉鎖さ

れるという話を聞いたときに、じゃあ次の新たなところを探したい、そのとき

にやはり和歌山城に来られた方がなかなか周辺で食べるとこがないという声が

非常に多かったんです。今度南館の歴史資料館 2 階に作る、1 階が観光協会が入

ったり土産を売ったりとか、軽い飲食か、食事とまではいかないんだけれど、

軽い飲食ができるような設備を作るんですけれども、やはり本格的に食べられ

るところが欲しいなということで、特に土日がこの周辺に無いんで、土日をな

んとかしたいなという思いでいろいろ公募をしたんです。公募した中で最終的

には 1 社が残ったという形になっています。 
 
【第１回和歌山市総合教育会議について】 
（記者）：総合教育会議についてなんですけれども、確か外部の人を入れて議論できる

とかそういう制度だったような気がしたんですけれども、そういう人を今後い

れていく予定があるかという点と、大綱の策定の時期の目処はいつなのかとい

う点と、あと、大綱にどういったことを盛り込んでいって、どういった特色を

出していきたいとか、そういったことがありましたらお願いします。 
（市長）：当面教育委員会の委員と私とでやっていきたいと思っています。今のところ

外部の有識者を入れる予定というのはないです。大綱のスケジュールですけど

も、これは予算にも関係してくるということもあって、大体この秋ぐらい、予

算の編成期までに大綱を出せたらというふうに考えています。大綱のスパンと

いうのは市長が大綱を決定するということになるので、民意を受けたという形

で、任期ぐらいは、残り 3 年ちょっとになるんですけども、任期ぐらい動ける

ようにして大綱を作っていきたいというふうに考えています。 
（記者）：3 か年計画ということですか。 
（市長）：3 か年計画か、4 年計画になります。 
（記者）：あとどんな内容を、特色を出したいなどありましたらお願いします。 
（市長）：これはこれから議論していくことになるんですけどね、この総合教育会議の

場っていうのは、首長と教育委員会委員とが積極的に話し合いできると、それ

と調整の場でもあるので、ぜひ今後首長として意見を出していきたいと思いま

す。特に今子どもさんがいじめにあったりとか、という問題もあるので、そう

いう問題を行政として、教育委員会まかせじゃなくてね、行政としても積極的

に取組みをしていきたいと思っていますし、特に人材育成だとか、ふるさと教

育をしっかりやるとか、グローバルな子どもを作っていくとか、そうした人材

育成もやっていきたいと思っています。またやっぱりたくましくということで、

スポーツ環境、体力面も付けなくてはならないです、学力も非常に低いと言わ

れているので、学力面もいろんな意見を出していきたいとうふうに考えてます。 
 

【市役所 14 階食堂のリニューアルオープンについて】 
（記者）： 戻ってしまうんですけども、食堂の件でお伺いしたいんですけども、2 点あ



りまして、1 つは 65 歳以上の方の 780 円と安くなっていて、先日の商品券の件

もあって、お年寄りにすごく優しい気がするんですけども、その特色を入れた

理由をもう少し詳しく教えてもらいたいというのと、営業時間が 10 時から 15
時までで、ランチタイムが 11 時半から 13 時半とあるんですけども、それ以外

の時間はどういうふうに活用できるんでしょうか。 
（市長）： まず 65 歳以上というのは民間の方の考え方も入ってるんですけども、私の

考えはこれから高齢者というのは、いろんな社会に出て行かれる機会というの

が多くなると思っていて、ぜひ消費のほうをやっていただけたらという思いを

込めてます。 
（記者）：たくさん来て頻度をあげてということですか。 
（市長）：高齢者に優しいという意味ではこのあいだの地域商品券、これはやさしいと

いうか 90 歳以上で健康な方、保険を使われていない方を対象にさせていただい

ているんで、これはぜひ健康でいてくださいよというメッセージを込めてるん

ですけども、今回はちょっと趣旨が違うかなと、できるだけ活用していただけ

たらという思いです。それとランチタイム以外はバイキングがなくなるんで、

普通の軽食ぐらい出るんだろうって言ったら、それは考えときますと。多少は

出るみたい。 
（担当課）：軽食、サンドイッチとか、パンケーキとかそういうものになります。 
（市長）：本当に軽食になってしまうんですけども。 
（記者）：15 時以降であったり、もっと朝早い時間だったり時間の延長っていうのは特

に検討はされていないんですか。 
（市長）：これから平日の夜間をやって、これは夜間だとまた違ったメニューになって

くるんですけども。夜間だとか土日を広めていきたいと思ってるんですけど。

あくまでも民間の方の経営面からの話が出てくると思うんで、それにちょっと

お任せする形になります。 
 
【第１回和歌山市総合教育会議について】 
（記者）： 第一回総合教育会議のことにまた戻って申し訳ないんですけど、ちょっと

根本的に私の勉強不足で申しわけないんですけど、大綱っていうのはもともと

は地方公共団体の長がそこに意見を加えることができていなかったんですか。

教育長だとか教育委員長がこれまでは制定していたという解釈で良いんでしょ

うか。 
（市長）： もともと大綱を制定するっていうことはなかったんです。今回の法改正で

大綱を制定する、ということが出てきたんで、それは首長がやります、という

ことですね。 
（記者）： 大綱そのものがなかったということですか。 
（市長）： 大綱そのものがなかった。ただじゃあ大綱に変わるものがまったくなかっ

たのかというと、やっぱり市の長期計画なんかが大綱に変わるものかなという

感じはするんですけども。 
（記者）： 今回それをやるというわけですね。わかりました。ありがとうございます。 



 
【和歌浦活性化（漁業版）の取組が始まります】 
（記者）： アサリの話に戻ってしまうんですけども、すみません。アサリが減ってき

ているというのは和歌山に限った話ではないと思うんですけれども、もし参考

にしたどこかの取組みとかそういうのがあれば教えていただければと思います。 
（担当課）：農林水産課です。参考にしました取組みというのは、今回の場合、アサリ

につきましては 2 本柱を考えております。市長が発表しましたアサリの増殖、

これも１つですが、この水産多面的としてもう１つ大きな柱として、ソフト面

その分もございます。それで片男波干潟につきましては、関西といいますか西

日本でも有数の干潟でございます。この干潟をいかに若い子どもたちに活用し

ていただくかという環境教育、この部分につきましては徳島の取組みを参考に

させていただいている分がございます。具体的に言いますと徳島で行っており

ますあさり姫、という事業がございます。 
（市長）：環境教育のことじゃなくて、アサリの増殖については。  
（担当課）：アサリの増殖につきましては瀬戸内海の国立研究開発法人水産総合研究セ

ンター農学博士の浜口昌巳先生、この先生にご指導いただいておりまして、こ

の先生はアサリの専門家でございまして、愛知県等々いろんなところでアサリ

の研究をしておりまして、その方のご指導をいただいて、先進地の事例を使わ

せていただいております。 
（記者）：具体的にどこどこのというよりは、その先生からいろいろアドバイスを受け

ながらということですか。 
（担当課）：そうです。  
（記者）：わかりました。 
（担当課）： 1 つはネットの下でアサリの増殖をはかるというようなこともご指導いた

だいております。 
（記者）：ありがとうございます。 
 
【市役所 14 階食堂のリニューアルオープンについて】 
（記者）： 参考までに、食堂に戻りますが、何席？収容のキャパシティーとですね、

前回、撤退してしまった食堂というのは大体どのぐらいの長さ営業していたの

でしょうか。 
（担当課）：90 席です。前回は 7 年間営業していただいております。  
（記者）：7 年間営業して、結局最終的に理由として赤字で撤退したということなんで

すか。 
（市長）： そういうことです。 
（記者）：はい、ありがとうございます。 
  
 

 
【発表項目以外について】 



 
（記者）： 市議選についてなんですけども、県議選が終わりましたけども、ある意味

予定どおり投票率が非常に低いんですけれど、今回市議選も上がる要素があれ

ばいいんでしょうけれども、この低投票率が続くことは昨年の市長選からそう

だと思うんですけども、改めてコメントお願いします。 
（市長）：県議選、非常に低かったということで、非常に残念です。今回市議選は期日

前見るかぎりでは、昨日の時点では前回 4 年前よりはかなりいい率できており

ます。2 倍近いんか。2 倍まではいってないけど、今の時点で出だしからいくと

2 倍近い期日前の投票率になっています。今回は非常に市議選についてはですね、

候補者も多いということで、盛り上がることを期待しています。そういう意味

では投票率にそれがつながるんじゃないかなというふうに考えております。抜

本的な低投票率の対策というのは、行政としてできることは、やはり候補者の

面というのはあると思うんですけども、行政としてはやはり投票しやすい環境

づくりをやろうと思っています。前回ご質問いただいた期日前の投票場を増や

していく、これはできるだけ近くで投票しやすいようにしていきたいと思って

いますし、それ以外にも広報をしっかりしていきたいと思っています。防災行

政無線かな、それを通じても棄権防止、それと期日前の呼びかけこんなのをや

っていきたいと思っているし。今やってんのかな？やってないんかな？今回は

やってるんかな？防災行政無線で。 
（担当課）：はい、活用はしています。 
（市長）：違う違う。今回はやってるかな？やってないんかな今回は？ 
（担当課）：期日前は、ちょっと確認できてないです。 
（市長）：昨年やり始めたんですけども。防災行政無線を使って、市全域、防災行政無

線が聞こえないところもあるんですけども、期日前の呼びかけと投票日当日の

棄権防止の呼びかけ、これを積極的にやっていくことと、広報車を出してそう

いった呼びかけをしていく。あとはやはり特に若い世代の投票率が非常に低い

んです。20 代が非常に低くて 10%代だったか、低いんです。若い層への浸透、

政治への興味なり今後どうした市にしていきたいか、そういったことをできる

だけ、これは行政としても呼びかけていきたいなと思っています。いろんな政

策面に興味を持っていただけるような行政としての取組みをやっていきたいな

と考えています。 
（記者）：前回と同じですけども、期日前投票のしやすさの改革というのは来年の参院

選には実現するという、そういったスピード感と考えてよろしいでしょうか。 
（市長）：この前もちょっとややこしかったんですけれど、7 月だったかな。住基ネッ

トができるのが 6 月末か７月なんでそれに合わせて設営できる場所を増やして

いこうと思っています。さらにもっともっと民間施設を活用できるように、人

の集まりやすいところに期日前投票場を設置していきたいと思っています。 
 
（記者）：今の質問と少し被るんですが、選挙の興味というのは地方議会の興味にも関

係すると思うんですが、そもそも仕組みを知らないとか、何やっているところ



かわからないとか、関心がないわけではなくて知らないという声が結構多いん

ですけども、行政の立場として議会とか議員の仕事とか地方制度というんです

かね、そういうのに興味をそもそも持ってもらわないと投票率は上がっていか

ないんじゃないかと思うんですが、何かいい方法ってあるんでしょうか。 
（市長）：今やっている事が、できるだけ行政がやっていることをね幅広く知っていた

だきたいと思って、市政報告会とか、どんな場所にでも行きますよということ

でミニ集会的に政策を知っていただいてそれに対して意見をいただきたいと思

っています。例えば若い人の場でもいつでも行きますよということを言ってい

ます。若い人の場でも政治というか政策に非常に興味を持たれている方もおら

れますしね、そうしたとこを中心に広まっていけばいいんじゃないかなと思っ

ていますし、今 18 歳の投票の、議論されているんで、さらに高校ぐらいのとき

から政治とか選挙にできるだけ興味を持つような形をとっていきたいなと思っ

ています。 
 
（担当課）：防災行政無線での選挙広報の件なんですけども、今は当日だけやっており

ます。それから期日前投票の昨日時点の累計なんですけれども、前回の約 1.5
倍ぐらいの伸びということでございます。今現在で 10,670。それから前回は

6,759 でして、大体 1.5 倍ぐらいになります。 
 
 
 
 


