
５月市長定例記者会見（平成 27 年 5 月 13 日（水）13 時～） 

 

市長発表事項  

それでは定例記者会見を始めさせていただきます。今日は 8 項目あります。 
 

【和歌山市の未来につながる夢のある政策研究プロジェクトについて】 
 まず 1 番目ですけども、和歌山市の未来につながる夢のある政策研究プロジェク

トについてということで、長期計画を今度策定しようとしています。これは 2,3 年

かけて、長期計画、10 年後ぐらいの長期計画を策定していくつもりなんですけど

も。それと合わせて地方創生のほうで、地方版の総合戦略計画というのを立てるこ

とになっています。これは目標年次をもっと先のほう、2020 年、2040 年、2060
年、そういったところしているわけですけども。これから非常に長期のビジョンを

立てていくことになります。これからいろんな議論をするんですけども、決まって

から市民の方とか議会と議論するんじゃなくて、できるだけ早い段階で、構想に着

手するような早い段階でできるだけ公表していって、そういう議論過程も含めて市

民の皆さまに見ていただくと。それとあわせて市民の皆さまからの提案をいただけ

ればなということで、この夢のある政策研究プロジェクトというのをやっていくこ

とにしました。 
それで、まず、市の、行政側で行うような政策研究プロジェクトなんですけど、

これはあくまで研究です。これからメリットやデメリットを研究していって、それ

で政策として、プロジェクトとして成り立つかどうか、そういったことをやってい

こうということで。１番目がまず空き家活用。この行政側で 7 つのうちの 5 つまで

が私のほうからお願いした分で、あとの 6 番 7 番っていうのが職員からの自主提案

があった分です。 
まず最初の空き家活用のほうですけれども。ご存知のように空き家等の対策の推

進に関する特別措置法っていうのが 2 月に一部施行されて、5 月から全面施行され

ることになっています。これは報道でもだいぶされていたんですけれど、危険な空

き家に対して今まで空き家があれば固定資産税が 6 分の 1 の減免を受けていたと。

これが今後特定空き家等に指定されると、減免がなくなるということで、所有者と

してもこれからそういった空き家、特定空き家に指定された空き家っていうのを、

固定資産税を、従来通りというか、家のない形で支払っていかなければならない。

６倍になっていきます。そうしたことでこれから非常に、防災面ですとか環境面で

すとかで空き家対策というのは非常に重要になってきます。それとあわせて、これ

は特定空き家のほうですけども、除却していったとか、少なくとも危険な空き家を



何らかの形で除却するだとか、安全な形にしていただかなくてはいけないし。そう

したことを今後、除却をした後の空地の活用だとか、再生利用だとか、また町の中

へ空き家が非常に多いということもあって、町の中へ人口を増やしていく 1 つの手

法にできればなと思っています。もう一つはそういう危険な空き家までいかなくて

も、普通の空き家、これも非常に多いわけなんですけども、こうした空き家を町の

再生のためにどう使っていくかっていうのが非常に大事になってきていて、今度不

動産関係の方だとか、地域の住民の方も含めてですね、町並みをどうするか、さら

に面的にどう利用していくか、そうしたことを今後広く研究していこうかなという

ふうに考えております。 
次が IR、統合型リゾートです。統合型リゾートについては今国会のほうに法案

が提出されたということもあって、今後国会で成立するかどうかはちょっと予断を

許さない状況にあるんですけども。やはりそろそろ和歌山市としても誘致するかし

ないかも含めて、IR についてメリット、デメリットについてしっかり検証してい

かなくてはならないなと思っています。これは IR っていうとカジノっていうイメ

ージがあるんですけども、IR のなかでカジノ自体は５％ぐらいしか占めないとい

うのもあって、メインはやっぱりリゾートかなって思っているんですけども。ただ

カジノ依存症だとかいろんなデメリットがあるということで、こうしたことを和歌

山市にあてはめて、これから研究をしていきたいと思っています。 
次。これは、昔和歌山市、市電が走っていたということで、やはり市民の間でも

市電の復活というのを望む声が多いんですけども。これは市電最後のときですね。

昭和 46 年か。市電の最後のときですけど。今、新交通としては、富山なんかでや

っている LRT、ライトレールがありますし、また、これはどこの都市やったかな。

青森か。岐阜か。BRT といってバスラピット。バスの連結車。こうした新交通と

いうのをやられているとこもあります。こういったこともこれから導入の可能性も

含めて、1 度研究していきたいなと思っています。 
次が、4 番目が桜で彩る和歌山市ということで。和歌山市は桜の名所が非常に多

いんですけども。今年特に国体が開催されます。44 年ぶりに。国体を契機として

桜をもっともっと植え付けできないかなというような研究をしていきたいと思っ

ています。実際桜を導入するとなると、費用面だとか維持管理等いろんな課題もあ

るし、どういった地域に桜を植えていくかと、そういったこともあってこれから研

究を始めていきたいなと思っています。 
次。これはまちなみ景観ということで、これは和歌山市にはあまり自慢できるよ

うな景観というのがないと。特に町中部分で、今非常に広告看板等が多いというこ

とで。実際屋外広告物条例だとか景観条例なんかで規制はしているんですけども、

既存の広告だったりだとか、適法なんだけども、見苦しいような看板があったりし

て、なかなかうまく調和が取れていない部分があります。今後和歌山市の景観のあ



り方と、望ましい景観の形成の手法等についてこれからそういった研究をしていき

たいと思っています。これは三年坂、こっちは嘉家作。今あるとこですけども。和

歌山市には歴史的にもいい景観が残っているし、それからもっともっとまちなみ景

観というのを高めていきたいなというふうに考えています。 
資料のほうにあるサイクリングロード魅力アップ事業提案と、PPP を用いた公

共空間活用事業提案の 2 つは職員のほうから、自主的に研究したいよということで

上がってきています。サイクリングロードのほうはやっぱり自転車を愛好するよう

な職員のほうから上がってきているんですけども、利活用をどうするかということ

で研究していきたと考えているそうです。それと PPP は PFI が導入されてもう、

日本に導入されて 16 年になるんですけども、やはり地方でなかなか PFI とか PPP
が進まない、利用者がなかなか多くないと。それと採算面等でなかなか民間がノウ

ハウとか、資金を提供するような PPP までいかないということで、こうした面を

研究していきたいというふうに考えています。 
これは市民の皆様からご提案いただきたいと思っています。ぜひ長期計画 10 年、

さらに地方創生、地方版総合戦略を 2020 年、40 年 60 年とこうしたスパンになっ

てくるんで、夢のあるプロジェクトというか、こうしたらいいよとか、こういう町

にしたいとか、そうした提案をいただければなということで。いただいた提案で、

市としても同じようにプロジェクトチームを結成して導入の検証なんかをしてい

きたいというふうに考えています。 
 
【和歌山市立認定こども園整備計画（和歌山市立幼稚園・保育所の今後のあり 
方）の策定について】 
 じゃあ次、大きな 2 番目の項目にいかせていただきます。2 つ目が和歌山市の

認定こども園の整備計画が策定されたのに伴って、特に公立の部分ですね。公

立の幼稚園だとか保育所のあり方っていうのを方針を立てました。公立につい

てはですね、今まで公立の比率というか、民間と公立があるんですけども、認

定こども園化に向けては、今ある、大体 18％なんですけども、その公立的な比

率で市内を大きく 6 ブロック、これは絵ないんかな（ないです）、大きく 6 ブロ

ックに分けてそのなかで大体各ブロック、比率、先ほどの 18.3％、正確にいう

と 18.3％なんですけども、その公立の比率に合うような形で、全体的に各ブロ

ック１、２カ所ずつ公立の認定こども園を整備していきたいというふうに考え

ています。27 年度、今年度から概ね 10 年かけて全体で 11 箇所程度整備してい

く予定になっています。 
 

【幼保連携型認定こども園の設置・運営業者の募集について】 



 3 つ目ですけども、これは幼保連携型認定こども園の公募する分です。土地は市

の土地なんですけど、今までは公立でやっていた保育所、河西保育所ってあるんで

すけども、河西保育所は民営化していきたいということで、募集を民間からを募り

ます。公募期間が 5 月 14 日から 6 月 30 日までということで、7 月下旬には選考

委員会で決定させていただく予定になっています。 
 

【地域で見守る子どもの安全・安心について】 
次も子どもの話題で 4 つ目です。地域で見守る子どもの安全・安心について

ということで、非常に子どもが犯罪に巻き込まれたり、いろんな事件に遭うと

いうことが多くなってきています。紀の川市もそうだったんですけども。地域

全体で見守っていきたいということで、特に最初の防災行政無線による呼びか

け。これは実は松江の連合自治会のほうから、こういったことをやったらどう

かということで話があったんですけども。松江とか木本、松江が最初に子ども

見守り隊というのを編成して、登下校時の見守りというのをすごくやっていた

だいていて。市の防災行政無線でもこういったことを呼びかけたらどうかと。5
時の試験放送の際に呼びかけたらどうやとご提案いただきましたので。そのな

かでもっともだなということでこれを開始。開始するに当たっては、警報時な

んか防災行政無線なんで、例えば警報が出ているときに同じように定刻になっ

たら「もうそろそろ 5 時です。帰りましょう。」というような放送も変だなとい

うこともあって、最初ちょっと抵抗感というか、職員間には抵抗感もあったん

ですけども。やはり全体的に子どもを守るためなんで、それは抵抗感程度で別

にいいやないかということでスタートさせることにしました。 
 

【決裁システムの改善について】 
  次の 5 つ目です。これはちょっと変な話というか非常に驚くような話なんです 
けども、ちょっと背景そこに書いています。決裁システムの改善ということで、 
非常にさかのぼりの決裁が多いなということが判明しました。12 月末にも思った 
んですけども、この 4 月で、4 月 1 日付けに随意契約するような決裁が 4 月上旬 
になって上がってくる。10 日とか、それぐらいに上がってきてて、意思決定がす 
ごく不明確だというふうに感じました。それともう 1 つは 2 つ目の分割決裁とい 
うものがあって、これは驚くような話なんですけど。市の土地の売り払いに当た 
って、売買契約が市長決裁に上がってきたのが 4 月 8 日とか 9 日。ところが 4 月 
1 日に登記移転がされていたということで、そんなシステムになっていたという 
か、なんかこう意思決定がすごく不明確になっているのと、さかのぼりが常態化 
してたのがあって、決裁、売買決裁がされていないのに登記が 1 日にされていた 
というようなことがありました。これでは意思決定が形骸化してしまうというこ 



ともあって、今までのシステムを全面的に見直そうということにしました。3 つ 
目に改善策と書いているんですけども、業務改革推進会議というものを設置・創 
設しようと思っています。これは内部で今までそういうすべての決裁だとか、決 
裁以外の意思決定も含めて洗い出していくと。それで外部の人としては顧問弁護 
士さんにも相談しながら進めていくということで、ちょっと抜本的になかの形骸 
化した部分を見直そうと思っています。それとこれは当然何ですけどもさかのぼ 
り決裁、日付けのさかのぼり決裁をさせないという方向で、当然ですけども進め 
たいと思っています。 
 

【助成金の交付が決まりました】 
 次が 6点目です。これは逆にいい話です。職員の人が非常に頑張ってくれていて、

2 つ toto と宝くじと 2 ついただくことになりました。職員自ら申請してくれて。 
（１）スポーツ振興くじ（toto）助成金の交付内定について 
 1 つはスポーツ振興くじ toto の助成金の交付内定をいただきました。2400 万い

ただいて、和歌山市の中央終末処理場、下水の施設ですけども、この屋上のスポー

ツ広場が、人工芝が非常に傷んでいると。これですね。今これ出てますけども。人

工芝が非常に傷んでいて、これをなんとか改修したいというなかで、この toto のく

じに職員が目をつけてくれて、申請してうまく当選したというふうになっています。 
（２）コミュニティ（宝くじ）助成金の交付決定について 
 次、もう 1 つが、２つめが、コミュニティ（宝くじ）助成金の交付決定というこ

となんですが、これも職員のほうから申請してくれて、和歌山市、今年全体的なイ

ルミネーションの計画とか、実際導入しているところもあるんですけども。JR 駅

前では当初考えてたのは、わかちか広場にイルミネーションで明るくしたいなと。

駅前というか駅の真ん前を明るくしたいということでイルミネーション化を考え

ていたんですけども、さらに宝くじが今回けやき通り付近にも延長していくという

ことで、当選して 1000 万円いただくことになりました。 
 この 2つは職員のほうから頑張っていただいて当選できたというふうに思ってい

ます。 
 
【和歌山公園動物園 ロゴマーク・キャッチフレーズの決定について】 
 次、7 番目の内容ですけども。これは和歌山公園動物園が 100 周年ということで、

5 月 5 日、こどもの日にイベントを開催させていただきました。そのなかでロゴマ

ークやキャッチフレーズというのを、子どもさんの方からどれがいいのかというの

を決めていただいたんですけども、それが本日決定しました。ロゴマークはこのマ

ークですね。このマークが 1 番多かった。これあんのかな？（これだけです）キャ

ッチフレーズは「お城と ZOO っと。」ということで。いくつかあるなかでこのロゴ



マークと、キャッチフレーズもいくつかあるなかで、「お城と ZOO っと。」という

ことで。ちなみに私もこれを選びました。投票しましたけれども、やはりどっちも

1 位だったということになっています。 
 
【紀州徳川家 戦国江戸の時代絵巻！和歌祭の開催について】 
 最後ですけども、和歌祭の開催ということで。これは毎年和歌祭が開催されてい

ます。今年は 5 月 17 日日曜日、午前 11 時から和歌祭を開催させていただきたいと

思っています。これは毎年毎年非常に見物される方も多くなって、また外国人の方

も非常に多くなってまして、できるだけ日本の文化とか和歌山の歴史というのを広

く外国人にも知っていただければというふうに思っております。下にも書いてある

んですけども、2 月に韓国へ訪問させていただきました。ソウルで韓国観光公社の

社長に、和歌祭の人らと一緒になって今回和歌祭に来てくださいよという要請をさ

せていただいたんですけども。ここに書けてなかったんですけども、韓国の大阪総

領事ハ・テユンさんとか観光公社の大阪の支社長のリ・ジョンフン氏が和歌山市を

訪問されて、和歌祭を見ていただく前に「沙也可」の顕彰碑が東照宮にあるんです

けども、それも訪れていただけるということになっていて、これから韓国とも観光

面で交流をさらに深めていきたいなと考えております。 
 発表項目は以上 8 項目です。よろしくお願いします。 

 
 

記者の質問事項 

 
【和歌山市の未来につながる夢のある政策研究プロジェクトについて】 
（記者）：新しい交通機関の検討に関して伺いたいんですけども、検討される時にはど

ういう関係者の方々を集めて検討されるのかということと、とくに年次で何時

何時までに結論を出すというプロセスされていらっしゃるのでしょうか。 
（市長）：はい。プロジェクト全体なんですけどもいったん秋までにある程度の結論を

出せたらなと思っています。というのは急げば来年度の予算に間に合うとか、

先ほどの桜なんかでいえば国体後ぐらいまでに。うまくいけば考えてもいきた

いし。秋までには全体的な結論を出していきたいと思っています。それと次世

代交通のメンバーですけれども、検討メンバーということで、これは特に主に

なるのは公共交通の窓口である交通政策課が窓口になるんですけども。それ以

外だったら福祉の関係だとかまちづくりの関係者、あとは何だろうハード整備

するようなところ、建設局だとか、そういったところが関係者になってくるの

かなと思っています。 



（記者）：業者とか、民間の企業とかは入る。 
（市長）：そこはですね様子を見ながら段階をおこうかなと考えています。始めから入

ってもらうのもどうかなという感じもしてて。まだ実現可能性というか、そこ

を検討していく段階まではちょっと時間かかると思うんで、最初の段階は行政

だけでスタートさせて、途中からそういう民間事業者、バス会社さんだとか鉄

道会社さんそういったところに意見を聞いたりとか、見解を聞いたりだとかと

いうことをやっていこうかなと思っておりますけど。 
（記者）：今の交通の件で重ねてお聞きしたいんですけども、市電はなくなったと思う

んですけども、今かなりバスがそういったルートを走っていると思うんですが、

この次世代交通とバスとの違い、検討する意味といいますか、どのあたりに利

点があると市長はお考えかお聞かせください。 
（市長）： 鉄道とか LRT とか BRT っていうのはどちらかというと中量輸送。バスは

どちらかといえば少量輸送なんですけど、中量輸送になってきます。そうなる

と幹線ルートが大体メインになってくると思うんですけども、バスっていうの

はさらに幹線も超えて郊外まで広がっているということで、そこは幹線のなか

に一部重複してくるところは出てくるんですけども、当然うまく共存・共栄で

きるかどうかってところも検討材料なんですけども。 
（記者）：今電車が走っているところはかなり少ないと思うんですけども、より大量に

輸送することによって、交通であったり住民にとってプラスになる部分がある

んじゃないかと思うんですがどうですか。 
（市長）：そういうピーク時の中量輸送、大量輸送できるというのと、もう 1 つは富山

とかいろんなとこもそうなんですが、長崎なんかも観光に非常に役に立ってい

ると。観光客が市電に乗りたいから、LRT に乗りたいからということで訪れる

方も多くなったようで、1 つの町のシンボルになって、そうした観光面もあわせ

て検討していきたいなと思っているんですけど。 
（記者）：ありがとうございます。 
（記者）：これまで加太線と例えば JR 南海と接続の話もあったりしてですね、そうい

った交通というのを意識しているというのはよくわかるんですけども、そっち

のほうも話は進んでいるのか進んでいないのかよくわからないんですけども、

そこらへんとの兼ね合いであったりですね、もしかしたらそれがなくなって、

今回こういう市のほうでいこうかという話になったのか話せる範囲であったら

お願いします。 
（市長）：はい。例えば市駅・JR 和歌山駅間の相互乗り入れだとか、貴志川線が相互

乗り入れ加太線が相互乗り入れで、これは県のほうと今研究してるわけなんで

すけども。そっちのほうが話がより進んでいる。進んでいるっていえばあれや

けど、まだ実現可能性は高いなと思っていて。この次世代交通の話っていうに



は、さらにもういっこその後にくるものかなっていうふうに考えております。

10 年後ぐらい先を見たようなプロジェクトとかなって思っていて、当然最初の。

相互乗り入れだとかのほうが実現可能性がまだ高いというふうに思っています。

ただ最終的にですね、富山もそうなんですけど、そういった鉄道と路面電車と

いうか、法律が違うんですけども、軌道法と鉄道法ということで、そういう路

面電車と鉄道というのを、うまく有機的につなげるということで検討されてい

るんで、将来的にはさらに利便性を増すような検討できないかなと思っている

んですけど。 
（記者）：わかりました、ありがとうございます。 
（記者）：プロジェクトチームのなんですけども、7 つプロジェクトチームがそれぞれ

あるという理解。（そうです。）その担当課が中心となって、担当課だけなんで

すかね。担当課以外も入るということなんですかね。 
（市長）： プロジェクトチームとしたのは各課にまたがるから各課を一緒に 1 つのチ

ームとしてやっていただこうとことで、プロジェクトチームにしているんで、

担当課でこの検討っていうのはないと思っております。複数の課でやっていこ

うと思っています。 
（記者）：立ち上げの時期なんですけども、随時、常に立ち上がっていたりするんです

か。 
（市長）：5 月中に立ち上げたいなと思っていますけど。 
（記者）：それぞれで、それぞれのスケジュールで、内部で会議など開催してやってい

く。 
（市長）：そうです、はい。ただ本当にまだ海のものとも山のものともわからないとこ

ろをこれからやっていこうというものなんで、当然途中で挫折する場合もある

かわからないんですけども、できるだけ追求していく。それといろんな検討結

果っていうのをできるだけ公表していきたいなと思っています。市民の方とか

議会のみなさんといろんな議論ができるように、できるだけ公表していきたい

と思っています。 
（記者）：その最初の公表のタイミングっていうのは秋になるんですか。 
（市長）：たぶん秋ぐらいかなって思うんですけどね。 
（記者）：すみません、続けてなんですけど。その市民からもアイデアを募集するとい

うことなんですけど、これを募集してこういったプロジェクトチームでの議論

に還元するという理解で。 
（市長）：そうです。市民の皆さんから提案いただいて、これは検討できるかなってい

うのがあれば、新たなプロジェクトチームっていうのを設定してやっていきた

いと思っています。 
 



【決裁システムの改善について】 
（記者）：すみません。別の決裁の話なんですが、業務改革推進会議を創設されるとい

うことなんですが、これはいつ創設されますか。 
（市長）：もうすでにやったんか。あれまだか、荒竹副市長のキャップのやつやね。正

式発足はまだしていない。正式発足は近々。近々荒竹副市長がキャップで。 
（記者）：今月中 
（担当）：今月中に立ち上げたいと思っております。  
（記者）：職員に研修をされるということなんですけど、これは何時ごろからなんです

か。 
（市長）：これはもうすぐ、やりだしてるんやろう。 
（担当）：はい。今月 26 日に研修を行います。 
（記者）：この決裁システムの改善について伺いたいんですけど、これはそもそも外形

的に問題であると認識している部分っていうのは、日付がずれているっていう

だけなのか、それとも市長のまったく預かり知らないところでわけのわからな

い文章が外に出てるっていう部分が問題なのか、何を問題と思ってこれを改善

されるのか。不明遼だったんで、もう１回ご説明していただきたいのと、あと

同じような手続きっていうのは、例えばよその市町村では当たり前のようにや

っていて、和歌山市がこれをやることが非常に先進的なのか、それか和歌山市

が極めて遅れていてですね、よその市町村ではありえないことがまかり通って

いたのか、そういうとこ教えてください。 
（市長）：意思決定は本来最終決定権者だと思っています。それは当たり前やと思うん

ですけど。市長決裁だと市長が最終決定権者で、そのときに判断を要するもの

だ思っているんですけども。そこが、どうも形骸化してたんですね。当然市長

は押してもらえるだろう。何時からそんなになったんかわからないんですけど

も。それでたとえば 4 月 1 日で随意契約した案件があるんです。契約行為なの

に決裁が後になっていると。これは当然市長が本来押すだろうって、たぶんほ

とんど問題はないんですけども。今回登記に関してはですね、4 月 1 日に登記移

転されているんだけども、上がってきたのが 4 月 8 日か 9 日かぐらいに決裁が

上がってきて、そのときに随意契約がまず正しいのか、それと価格が正しいの

かどうかっていう疑問点をもったのですけど。そんななかで、木村副市長が、

名前言ったらあれか。実は登記されていたんだと発見してくれて、それはおか

しいなと。意思決定、問題があるかもわからんから。今回はたまたま事後で確

認したら、随意契約した理由も、それから単価も正しいということがわかった

んですけども。そうじゃなかったら大変なことになってくるんで。こういうこ

とはあるべき話じゃないと思っています。ただ慣例的にそうしたことがさかの

ぼりが当然だと。それと見込み、当然市長が押すだろうっていう判断で、たぶ



ん今まで慣例的にやってきたで。それは今後なくすということでやっていきた

いと思っているし。他の市町村がやっているかどうかっていうのはよくわから

ないですね。さかのぼり行為っていうのは結構行政はやってきているんですね。

単純なものだったらさかのぼり行為はあるんですけども、ただ行為自体はさか

のぼれるけども、実体的な話、例えば移転登記がされたとか、そういった実体

行為が伴っているようなさかのぼりっていうのはないんじゃないかなって思う

んですけどね。 
（記者）：契約が無効になったりですね、そもそも法的に問題になったりしないんです

かね。 
（市長）：あると思います。だから今回は追認できたからよかったものの、追認できな

かったら争わなければならないことになっていたと思うんですけど。そういう

リスクは常に存在するんで、それは改めるべきだなと思います。 
（記者）：これは担当課に対する処分っていうのは考えているんですか。 
（市長）：担当課に対する処分っていうのは、これからまた中で人事連絡会っていう懲

罰を検討する会っていうのがあるんで、そこで検討されることになっています。 
（記者）：今の決裁システムの関係なんですけども、市長がこういった問題だと認識さ

れているケースはこの 2 件だけなんでしょうか。 
（市長）：今回 2 件というかこの 1 件です。特に問題だと思ったのは、登記移転という

実体行為がなされていて、場合によっては争わなければいけないと思った。そ

ういうのが１番あれです。さかのぼり行為自体は随意契約という形で毎年 4 月 1
日に契約しないとだめだっていう行為があって。例えば清掃とか 1 日も休めな

いというような、ノルマ的な仕事でさかのぼりがあったんですけども。それも

やっぱり契約行為なんで、それはやっぱり 1 日なら 1 日にしっかり決裁すべき

だろうなと思っています。というのが複数件ありました。 
（記者）：それは新しい年度に入ってから、年末にもそういったものが市長のもとに何

件か。 
（市長）：年末はさかのぼりはなかったんかな。もっと単純なさかのぼりはあったんか

もわからないんですけど。そんなに感じなかったんです。4 月は年度がわりって

いうのは新たな契約が発生するんで、そこでわかってきたと。 
 

【和歌山市の未来につながる夢のある政策研究プロジェクトについて】 
（記者）：あとすみません。最初の夢のある政策研究プロジェクトなんですけども、プ

ロジェクトチームには担当の職員が入っているが、市長は入らないということ

でよろしいでしょうか。 
（市長）：最初からは入らないと思っています。ポイントとポイントにはね、いろいろ

状況は聞きたいと思っているし。私のほうからお願いしたプロジェクトなんで、



途中で意見を言いたいなとか出てくると思うんで、そういう場面では出て行き

たいなと思っております。 
（記者）：その秋の発表までには市長の意向っていうのはなんらかの形で反映されると

いうことで。 
（市長）：はい。それも含めて。 
（記者）：今年度は特にこれに関して予算措置っていうのは考えていらっしゃらないん

でしょうか。 
（市長）：今年度はまだ全然予算措置されていなくて、もし後半でやるとなると議会で

補正予算をお願いしていくことになると思います。 
（記者）：秋の発表っていうのはどういう形式になるのか、考えていらっしゃることが

あればお願いします。 
（市長）：こんな場面かな、定例記者会見かなんらかな形かなと思いますけど。 
 
【決裁システムの改善について】 
（記者）：決裁システムのことなんですけども、確認なんですけど、これ条例とかで齟

齬が出てくるなんかはなかったんですかね。 
（市長）：決裁ですか。 
（記者）：そうです。例えば随意契約とかでも条例化、随意契約ではしないのかもしれ

ないんですけど、いろいろと契約したときなんか条例で出したりするじゃない

ですか、議会に。そういうときに齟齬が生まれるとか、そういったことはなか

ったんですか。 
（市長）：それはね、大丈夫だったんです。条例提案は全部うちで決裁だったんで。 
（記者）：わかりました。ありがとうございます。 
 
【発表項目以外について】 
（記者）：プレミアム商品券についてなんですが、登録店舗の募集の締め切りが終わっ

て 700 店ほど登録されたと思うんですけども、市長が肌で感じられる現在まで

の手ごたえと、期待することをお願いします。 
（市長）：小売の商業組合の方とか、いろんな方からすごい期待の声を寄せていただい

ております。全体的に 20 億円を 7 月 1 日から 11 月 30 日までということで、５

箇月間で 20 億円という消費につながるということで、そういった小売店とかか

らは非常に厚い期待を寄せていただいております。がんばれよと、いろんなと

こからですね、自らの組合の中でもやっぱり呼びかけていって、今回は手数料

が無料になっているんで非常に参加してもらいやすい、小売店さんにも、すべ

ての業界で店舗さんで参加しようよという声をすごく聞きますね。期待されて

いると思います。 



 
（記者）：あちこちでドローンがおっこってますけど、和歌山城もインターネットを見

たら和歌山城も動画サイトですね、ドローンで撮ったと思しきものがあったり

したんですけども、和歌山城公園でドローンの規制などをするというふうに関

してはなんかご意見ございますか。 
（市長）：和歌山城で飛んでるの？知らなかったんですけど。 
（記者）：ただユーチューブに出ていますよ。 
（市長）：すみません。ドローンの規制はまだ、そこまで頭いってなかったですけど。

今年考えてみたら国体とかあるし、やっぱりなんか考えなければいけないかも

わからんね。これは市でやれる話じゃないかもしれないんで、県とも県警とも

相談してやっていきたいと思います。 
（記者）：一昨日までで市議会の会派すべてが決まりましたけど、特に 19 人の至政ク

ラブですか。非常に大きな前回の市民と絆を足したような形になって、過半数

を 1 つの会派が占めている状況なんですが、これについて市長が感じることが

ありましたらお願いします。 
（市長）：市議会選挙が終わって新しい方も増えられて、今回会派が大幅に再編された

ということで、これは大きな会派があるのはいいのか悪いのかっていうのは別

なんですけど、別というか、そこはこれからどうなるかっていうのは期待して

いるとこなんですけど。やはり行政と議会というのは、しっかり議論をしてい

って悪いところがあったら悪言ってもらったらいいし、いいところがあればお

互い同意するとこがあればどんどんスピードを上げて政策を実行していきたい

と思っていますので、会派構成にかかわらず、行政と議会、車の両輪でやって

いきたいと思います。 
（記者）：そういう意味ではうまくいかなければ、１つの議案を出しても否決されやす

くというふうになると思うんですけど、そのあたり根回しではないですけど、

何か対策というのは考えていますか。 
（市長）：特に考えてない。そういう意味の根回しっていうのは考えてなくて、とにか

く今回のプロジェクトチームの話もそうなんですけど、これから議論を呼びそ

うなものというのは、できるだけオープンに議論をしていって、早くやっぱり

スピードが大事だから、議論するのももっと密にやって政策を実行していきた

いと思っているんで。とくに会派がどうとかっていうのは意識していないです

ね。そういうことは 
（記者）：ありがとうございます。 
（記者）：発表項目で聞き逃しちゃったんですけど、認定こども園の事業所の募集なん

ですが、これは公設のものを民営化するということなんですが、それはどうい

った理由でされるのかなと。 



（市長）：民営化議論っていうのは平成 20 年かな。市の中でもあって、やはりこれか

らできるだけ民営化に持っていこうというなかで河西保育所、民営化しようと

いうことになったうちの１つでもあります。いくつかなっているんですけど、

ちょっと全体は担当課長の方が詳しいんですけど。民営化議論のなかで起こっ

てきた話です。 
（記者）：私も発表項目で聞きそびれて申し訳ないんですけど、統合型リゾートの件で

カジノなんですけども、やはり影響といいますか注目度は高いと思うんですが、

市長の方はカジノについてどのようにお考えでしょうか。 
（市長）：カジノ自体は、個人的にはやっぱり日本人ではなくて外国人でやるほうがい

いのかなと、外国人の観光客を中心にやるほうがいいのかなというふうに考え

ていて、今の IR、Integrated Resort 統合型リゾートというのは、カジノが中心

にあるんですけども、やっぱり統合型のリゾートなんです。それはぜひね、そ

ういう面ではリゾートというのもう 1 回いろんな面から検討しなおした方がい

いんじゃないかなと。ただ、核にカジノがあるから、カジノの依存症だとかあ

るから、そういったデメリット面が非常にあることから、しっかり、今はいい

悪いかじゃなくて、ゼロベースで検討していきたいと思っていますが。県のほ

うも IR については研究会ということで以前から研究をされているんで、具体的

に地元市としてもやっぱり和歌山市に導入の可能があるのかないのかというこ

とも含めて、プラス面マイナス面も含めて検討していきたいと思っています。 
 


