
５月市長定例記者会見［２回目］  

（平成 27年 5月 25日（月）14時 30分～） 

 

市長発表事項  

こんにちは。5 月 25 日の定例記者会見を始めさせていただきます。今日発表項

目６点。ＰＲ項目って書いてるけど、一応発表項目と同じですね。6 点発表させて

いただきます。 
【第 5 次和歌山市長期総合計画及び和歌山市版総合戦略策定本部の設置】 
 まず１点目ですけども、いよいよ第 5 次和歌山市長期総合計画の策定に着手しま

す。地方創生の、地方版の総合戦略策定と合わせて、長期総合計画に着手したいと

思っています。まずそのための策定本部というのを 5 月 29 日に設置します。本部

長は私がなります。副本部長は副市長、公営企業管理者、教育長と。そして本部員

には各局長という形で進めていきます。スケジュールのとこに書いてますけど、5
月に基礎調査をやって、策定本部、これは行政の中だけで議論することになるんで

すけども。8 月からは市民の皆さんとまた各種団体の皆さん、これは市報で公募す

ることになっていますが、公募していく。それと地方創生でよく言われている産・

官・学・金融、言論、労働組合。産・官・学・金・言・労ですか。これはマスコミ

の皆さんも含めて、審議会に入っていただいて、和歌山市の長期計画を、そして地

方版の総合戦略というのを策定していただくことになります。まず総合戦略が急が

れるということで 10 月末を目標に、策定を目標にやっていきたいと思っています。

9 月にはパブリックコメントを実施する。これは主に総合戦略のほうをパブリック

コメントをかけたいと思っています。それでこのなかで重要な人口ビジョンをどう

するかということで、7 月ぐらいには人口ビジョンを、和歌山市の人口ビジョンと

いうのを設定していきたいと思っています。これが１点目の発表でございます。 
 
 

【クルーズ振興のための連携強化と本市の取組みについて】 
 ２点目ですけども、２点目はクルーズ振興の取り組みを強化したいというこ

とで、内容が２点あります。 
１点目は、これは先週の 5 月 22 日に広島県の福山市で開催されたんですけど

も、瀬戸内海沿岸市町村で作った「瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会」。

これは平成 3 年に設立されているんですけども、今までどっちかというと港湾



と防災というテーマでやってきました。今回から私が会長に就任させていただ

いて、クルーズ振興のための連携促進ということで、これから今増えてきてい

ますクルーズ振興に力を入れていきたいと思っています。特に瀬戸内というの

はもう、みんなで意見が一致しているんですけど、やっぱり世界ブランドだな

と思っていまして、瀬戸内を世界に向けて売っていくと。それが 107 の市町村

が一つになって瀬戸内を売っていこうということで、連携を強化しようという

ことになっています。 
 ２点目はクルーズ振興に、特に今クルーズというのが非常に増えています。

昨年比で、インバウンドで大体 2.4 倍というぐらい増えているんですけども。和

歌山市は残念ながら 25 年度以降、外航クルーズが入ってきていない状況なんで

すけども。今年も「にっぽん丸」では 3 月、そして 9 月 20 日には飛鳥Ⅱが入っ

てくる予定になっています。内航クルーズですけども、内航クルーズを振興す

ることによって、また外航クルーズを振興していきたいと思っていまして、今

後積極的な外航クルーズのためのポートセールス等を行なっていきたいという

ふうに考えています。 
 
 

【～認知症の人を介護されているご家族への支援～「認知症見守り支援員派遣事 
業」の利用対象者を拡大します！】 
３点目は、若年性の認知症の見守り支援員派遣事業です。 
若年性の認知症が非常に最近増えています。特に 65 歳未満でもさらに若い年代、

45 歳以上とか、そうしたところでの比率が非常に高くなっているということで、

若年性の認知症の方を見守ってほしいという声が非常に多くなってきています。こ

うした声を受けて、和歌山市独自の取り組みではありますけども、今年度から今ま

で対象外であった 40 歳から 64 歳の方を対象として、認知症の見守り支援員派遣

事業を開始したいと思っています。手続きは各地域包括支援センターでやることに

なっていますので、その一覧表も後ろにつけています。 
 
 

【幼保連携型認定こども園の設置・運営法人の募集について】 
 次４点目、幼保連携型認定こども園です。幼保連携型認定こども園は、この

あいだ木本で新たに市立の保育所を廃止して認定こども園を民設民営でやるよ

ということを発表させていただいたんですけども、今回ちょっとタイプが違っ

ていまして、公営住宅、県営住宅と合わせて認定こども園というのを設置して



いきたいと思っております。これは周りにも市立の今まで保育所が２カ所あっ

たんですけども、それの統廃合も含めて認定こども園をやっていきたいと思っ

ています。特徴はやはり公営住宅、大規模な公営住宅ですと、入居世代が一斉

に偏ってしまう。特に高齢者になる世代というのが同じような時期になってし

まうということで、これからやっぱり大規模な公営住宅の、特に子育て支援施

設なんかも併設していって、そうすることによって年齢層のバランス化を図り

たいそういった政策意図も込めて、今回県と連携させていただいて、今福の県

営住宅の敷地の中に認定こども園というのを設置させていただこうとしていま

す。土地は県から無償貸与されるということで、市のほうで、民間で、民設民

営で認定こども園をやってくれる方を募集しようということで、5 月 26 日から

7 月 10 日まで募集していくことになっています。100 人以上の規模ということ

で、今後この民設民営の公募をすることになります。 
 
 

【簡易宿所に係る立入検査結果について】 
  ５点目です。これは神奈川県川崎市の簡易宿所で悲惨な火災で亡くなるという 
事件があったんですけども。和歌山市で簡易宿所の立入検査を実施しました。 
消防法、旅館業法、建築基準法の 3 つの法律が関係するんですけども、いずれも、 
和歌山市に、市内にある簡易宿所 15 施設あります。１カ所は友ケ島にあってこ 
れは 6 月から営業ということなんで、今ちょっと休業状態ということで検査でき 
てないんですけども。15 施設について一応対象として検査に入りました。消防法、 
旅館業法でも若干注意事項、指導事項がありました。建築基準法のほうでこれち 
ょっと 2 ページにまたがってるんかな。次のページで、違反が認められるもの 1 
施設、疑いがあるもの 3 施設ということで、これは今後是正命令をしていくこと 
になると思います。今の時点ではちょっとまだ命令までは出せていないんで、施 
設名までは出せないんですけども、違反が認められるということがはっきりしま 
したので、今後是正指導していくことになります。 
 
 

【ＰＲ項目 和歌山市一済州市姉妹都市親善コンサート！！】 
  6 点目、最後ですけども。ＰＲって書いてあるんですけど発表です。2 月に私 
済州市を訪問しました。これは姉妹都市ということで訪問させていただいて、そ 
の際キム ビョンニプ市長さんとお話のなかで、今回和歌山市からの訪問に対し 
て 6 月にはお礼のコンサートを、親善コンサートに行きたいよということをいっ 
ていただいて、このたび 6 月 19 日に済州特別自治道立済州交響楽団の皆さんが 
コンサートに来てくれます。その際一応予定ですけども、市長さん、それとカン・ 



ジェオプさん、この方は非常に国際親善で活躍されている方で、済州の観光局が 
かなり重視されている方なんですけども、カンさんも一緒に来ていただけるとい 
うことになってまして。今後そうした地方レベルでの韓国との友好交流っていう 
のを、これからもっと深めていきたいなというふうに考えております。 

 発表項目は以上です。よろしくお願いします。 
 
 
 

記者の質問事項 

 
【簡易宿所に係る立入検査結果について】 
（記者）：簡易宿所の件なんですけれども、違反が認められるものが 1 施設、疑いがあ

るものが 3 施設ということなんですが、違反の内容について教えてもらいた

いんですけども。  
（市長）： 建築指導課長。 
（担当課）：違反の内容ですけれども、確定しているものが 1 件。その内容は非常照明

が設備されていない、それと防火区画ができていない、以上の 2 点が違反

項目です。 
（記者）：疑いは。 
（担当課）：疑いのほうですけども、これも非常照明、それから防火区画が違反の疑い

があるものです。 
（記者）：3 施設ともですか。 
（担当課）：今のところそうです。 
（記者）：わかりました。 
（記者）：その関連で、これは営業しているとこですか営業していないところですか。  
（市長）： 旅館業法の方。建築指導課の方。 
（担当課）：あの、営業しているところです。 
（記者）：この 4 つともですね。 
（担当課）：４つともです。 
（記者）：まずいつからいつまでこの立ち入り検査をやったかということと、あとその

疑いと認められるものとの違い、差って何かあるのか詳しく教えてくださ

い。 
（担当課）：立入検査は 5 月 20 日から 5 月 24 日まで。20 日から 24 日までの間で実施

しました。違反が認められるものは違反の項目について、例えば建築物に

ついて詳細に調査した結果で違反が認められたものです。違反の疑いがあ 



るものというのは、緊急の立ち入り調査ですので、これから平面図、それから 
面積そういうものを、詳細についてもう一度調査を行なって、違反項目をこれ 
から確定していく予定のものです。 

（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）：先日発表されていました、和歌山市駅の建替えについてですね、何点かお願 

いできますか。まずは今回、私も市駅周辺を歩くとかなり悲惨なことになって 
いると。果たして本当に今回の計画で活性化すると思われているのか、その勝 
算についてまずお願いします。  

（市長）：今回発表させていただいたのは市駅の駅舎それと駅前広場ということで。こ 
れは市駅自体からいうと中心的な施設になるところだと思っています。まずそ 
の拠点的なところを整備していく、その第 1 弾という感じでとらえていただけ 
ればと思うんですけども。ただ周辺にはいつも言ってるんですけど、町歩きす 
るいろんな場所がある。雑賀衆のゆかりもあるし、南方熊楠もあるし、小野町 
デパートは民間になってるからあれですけど、市堀川もありますし、そういう 
意味ですばらしい町歩きできる場所だと思っております。周辺のですね再開 
発。市民会館を移転することになっているんで、その跡地だとか、旧の図書館 
になるところをどんな活用をするかとか、生涯学習的な施設と思ってるんです 
けども。これからもうちょっと面的なとこに入って、第 2 弾としたら面的な部 
分に入っていきたいと思っています。当然民間のほうの再開発、都市再開発も 
含めて、面的な整備っていうのをやっていきたいなって思っています。 

（記者）：今もおっしゃっていましたけど、図書館を移転するというのは、そのかかる 
費用とかいうのは無駄ではないと考えておられるのか。あともう一つ。市民の 
意見って言うのは果たしてどのぐらい聞いて、どのぐらい反映されているのか 
っていうのを教えてもらっていいですか。 

（市長）：図書館の費用ですけどね、前にも言ったように今の図書館を耐震化して使う 
っていうのは無理があって、あとはじゃあ図書館をやめるかどうかという選択 
になると思います。やめるっていうのはちょっとひどいかわからんけど。そう 
いう意味では図書館っていうのは非常に町の活性化のキーワードになりつつ 
あります。これは全国の事例を見ても、武生の図書館も年間 90 万人も集めて 
いるということで。図書館っていうのは今後、やっぱり人と本とが触れ合うだ 
けではなくて、人と人とも触れ合えるし、人と町とも接点が持てるということ 
で、単に本を読む機能から変わっていくんじゃないかなというふうに思ってい 



て。その図書館をこれから町の中心にすえて、特に場所としてはすごくいいと 
ころだと思っています。公共交通機関でも来れる。今まで通り車でも来れる。 
そういう交通結節点にもあるし、まさに拠点としてはいい場所にもあるんで、 
これからはやっぱり図書館を中心とした町作りをやっていきたいと思ってい 
ますし。それは決して無駄ではないなと思っています。国のほうの補助をいた 
だくことになっていますし。これはそういう意味では無駄じゃないんじゃない 
かなと思っています。 

（記者）：市民の声はどうでしょうか。 
（市長）：市民の声はですね、すごい今回反響がよかったかなという感じですね。今ま 

でいろんな伏虎中学とか中央市場とか扇の芝とか、いろんな発表も当初予算の 
ときにさせていただいたんですけども。今回図書館というか市駅の都市再開発 
についてはすごい反響がよかったんじゃないかなと思っています。 

（記者）：ということは、かなり手ごたえを感じているというか、今後、一番のメリッ 
トって言うのは南海さんと市が手をむすんで町並を新しく作るという、一番の 
メリットは何だと思っていますか。やっぱり町の活性化ということなんですか。 

（市長）：町の活性化が一番に挙げられると思います。あとは当然ですけど、公共交通 
も活性化していけると思っていますし、いろんな波及効果があるんじゃないか 
なというふうに考えています。 

（記者）：はい、ありがとうございました。 
（記者）：すみません。先ほどの話なんですけども、私も取材したんですけども、例え 

ば駅前の商店街の人とかだったら結構、工事が始まってから完成するまで 5 
年間どうなるんやろうという不安を抱えている方だとか、いろいろとそういう 
声を聞いたりしたんですけど、そういった周りの商店街に対するケアーとかで 
すね、どうしていくのかだとかですね、先ほど市長がおっしゃっていましたけ 
ど、整備する、地権者と交渉するもろもろあると思うんですけど、そのあたり 
のスケジュールっていうのをどう考えているのか教えてください。 

（市長）：まず周辺の人々へのってことですけど、これは一つはできるだけ工事期間を 
短縮していきたいなと思っています。やっぱり影響出るのは仕方ないんじゃな 
いかなと思っていて、建替え期間中は不便をかける。また商店街としての魅力 
が若干落ちてくる、こういった影響をできるだけ緩和するために、やはり工事 
期間を早くやっていくのと。今南海さんも考えているんですけども、1 期 2 期 
という形で、一挙に全部つぶすんじゃなくて、影響を最小限にしてそういう 2 
期計画、1 期 2 期という形にしているんで、そういう意味ではそこにうまく図 
書館を、図書館はどちらかといえば２期のほうに入るんですけども、うまく組 
み合わせられたんじゃないかなというふうに思っています。 

    それとそのスケジュール感。 



（記者）：スケジュールというか、周辺の土地を整備するための交渉のスケジュールを 
どうするかということですね。 

（市長）：まず、その、公共でやる部分っていうのが出てくると思います。例えば市民 
会館を移した跡をどうするかだとか、旧の図書館の跡をどうするかだとか。そ 
ういったとこは今並行して検討しているとこです。それと民間の再開発、駅前 
のさらに道路はさんで南側の駅前の再開発。これは今までも過去何回かチャレ 
ンジされているんですけど、なかなかうまくいってないっていうのがあるんで 
すけど。今回はちょっと行政を主導にして再開発チームっていうのを作ろうと 
思っています。都市再生課って言う新しい課を設置して、そこに都市再開発チ 
ームを作って、その今までなかなか民間任せだった部分を行政もしっかり、最 
初の地ならし的なところはやっていきたいなというふうに考えています。行政 
と民間の人が一緒になって再開発をすすめられればなと考えています。 

（記者）：そのあたりはいつ具体化するかっていうのはまだわからないんですかね。 
（市長）：はい。民間の部分は確かになかなか、まとまらないとだめなんで何年ってい 

うとこにはまだ入っていないんですけども、できるだけ早期にやっていきたい 
なと思います。 

（記者）：ありがとうございます。 
（記者）：関連してなんですけど、チームを作るのは、いつ発足するかっていうのは決 

めてないんですか。  
（市長）： もうできた。まだか。 
（担当課）：都市再生課の中に作る。 
（市長）：うん。中に作るっていうのは。都市再生課にできてないんか。 
（担当課）：まだ課内で編成は終わっておりません。 
（記者）：目標としてはいつごろ。 
（市長）：すぐできるやろ。 チーム作るぐらいすぐできるんで、5 月中にはできるやろ。 
（担当課）：はい。5 月中に作るようにします。 
（記者）：5 月中に作られて、6 月ぐらいから市民と一緒の会話する場を設けるという 

ことですか。 
（市長）：市民と一緒というかですね、そのやっぱり行政側でどんな形で市民の方に接 

触していくかっていうのがあると思うんです。土地を持っておられる方、上に 
テナントで入られている方、また周辺の自治会の方だとか、いろんな形がある 
んで、まずチームを作ってその入り方を研究していきたいと思っています。 

（記者）： 引き続きよろしいでしょうか。捕鯨といいますか、イルカの問題なんです 
けども、先日ＪＡＺＡの結論として、太地町で捕ったイルカを今後水族館など 
で飼育しないという結論が出ましたけども、それについての市長のお考えをお 
聞かせください。 



（市長）：今回ＷＡＺＡからＪＡＺＡへ通告というのは、ちょっと不当だなという感じ 
がしますね。動物園としてね、その、いろんな適法の状態のなかで、イルカを 
捕獲してやってるわけなんで、それに対してＷＡＺＡのほうから、太地のを禁 
止しない、そこを出さない限り動物園は停止だと言われたというのは、ちょっ 
と不合理だなという感じはします。 

（記者）：ちょっと不合理だなというのは、その漁法などについて正確に理解してもら 
えていないんじゃないかということですか。 

（市長）： 日本、ＪＡＺＡのほうから、われわれも動物園抱えてるんで和歌山城の、 
脱退しますかどうかってきました。私は脱退すると。ＷＡＺＡからＪＡＺＡは 
脱退したほうがいいというほうに 1 票入れたんですけども。それは今回ＪＡＺ 
Ａとしては残るという決定なんで。その後どうしよっかなって思ったんですけ 
どね。じゃあＪＡＺＡを脱退しようかって思ったんですけど、やっぱり今の動 
物園、和歌山城の動物園のことを考えると、やはりＪＡＺＡのなかでいろんな 
情報交換をしたりとか、場合によってはＷＡＺＡとの動物の融通というのもあ 
るんで、残らざるを得ないのかなというふうに考えたんですけども。 

（記者）： 最初におっしゃっていたちょっと不当だなっていうところのニュアンスを 
もう少し詳しく教えてほしいのですけども。 

（市長）：今回、その動物園という形で、もともとイルカの捕獲反対だとか、捕鯨反対 
から来ている話が、動物園の、太地を追い出さない限り、ＷＡＺＡには停止な 
んだよということがすごい不合理じゃないかなという感じがしますけどね。動 
物園でちゃんとやっている保護というか、一般の方に動物を見ていただいたり、 
やっていることと、その手法、適法な形で捕らえていることが一緒になってい 
るということでね、そこらへんがすごい不合理だな決定じゃないかと感じがし 
ましたけど。 

（記者）：今の質問に引き続きなんですが、今のご回答としては、ＷＡＺＡ勧告に対し 
てのご感想が中心だったと思うんですけども、ＪＡＺＡが今回多数決をとった 
と、多数決をとった結果ＷＡＺＡに残留するという決定をしたということにつ 
いてはどうお考えですか。 

（市長）：たぶんいろんな動物園の思惑というか、総合的な判断だと思うんです。まず 
投票結果に従ったっていうのがＪＡＺＡの決定じゃないかなと。大多数が残り 
たい、ＷＡＺＡに残りたいということで決定されてんだから、それはそれで仕 
方ないんじゃないかなと思いますけどね。 

（記者）：確認ですけど、一応和歌山城の動物園はありますけど、一応ＪＡＺＡに残る 
ということは決まったんですよね。やむなく。 

（市長）：はい。決めました。 
（記者）：わかりました。あとついでにこの前も聞いたんですけど、ドローンはどうす 



るんですか。ドローンは。なんか前回はドローンの質問したんですけど、その 
後も 15 歳の少年が逮捕されるだとか、ちょっと日本中多少議論は高まってま 
すけど、和歌山市さんとしての見解を教えていただきたいんですけども。 

（市長）：ドローンは法規制で、国がまず法規制をかけられるいうことで、やられるん 
だと思います。そういったなかで和歌山市は何ができるんやろうか、条例で禁 
止できるんかということについては、この前言ったように国体とかあるから、 
やっぱりそれは県とも一緒になってやっていかなくてはいけないんだろうな 
と思うし。思うんですけど、独自で何かやることがあるのかなという感じで。 


