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６市長定例記者会見  

（平成 27年６月 12日（金）14時～） 

 

市長発表事項  

それではみなさん、定例記者会見を始めさせていただきます。今日の発表項目 7 

項目ございます。 

【議会提出案件】 

 最初の１項目。今司会の人が言いましたように、6月議会の補正にかかるもので

ございます。ちょっとパワーポイントで説明させていただきます。6月議会の補正

にかけるなかで主なものですけども、一つは空き家実態調査を実施します。これは

ご存知のように 5月 26日に空き家の特別措置法が全面施行されました。それにと

もなって、調査費を国のほうにも要望させていただいて事業費で１千万円、２分の

１補助ということで、１千万円の調査費で、本年度全域とはいかないんですけど、

まずは中心部のほうから空き家の実態調査をやっていこうと思っています。具体的

には水道料金のメーターなんかで、例えば料金を全然水道を使っていないと。そう

いう方が空き家の可能性が高いということで、そうした方を中心に調べていって、

ヒアリングさせていただいたり、またＧＩＳのデータ化していくということで、最

終的にはデータベース化して、特定空き家というのを決めていきたいと思います。

特定空き家以外の空き家については、今後空き家をどう活用するかと、そういった

検討もしていきたいというふうに考えています。 

 ２点目ですね。6月補正の２点目。これは、この間も宝くじ当たったよという

ことで、発表させていただいたんですけども。今回 6月補正でそれと合わせて、

宝くじと合わせて補正を組ませていただいて、ＪＲ和歌山駅前商店街イルミネ

ーション事業をスタートさせたいと思っています。内容は、わかちかからけや

き通りにかけてイルミネーションをやるということで、9月から来年の 2月まで

を点灯期間としていきたいと思っています。点灯式とかやるつもりです。点灯

式とかナイトマーケット、夜のマーケットをやるということで準備していきた

いと思っています。まだ日は未定ですけども、9月の国体前にはこの点灯式をや

っていって、来年の 2月まで点灯するということで進めていきます。 

次。これもこの間南海電鉄の亘社長と共同記者発表させていただいた南海和歌 

山市駅ですけども。それに基づいて和歌山市のほうでは、この図書館の基本設計 

費を 6月議会へかけさせていただいて、基本計画に入りたいと思っております。 
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今年度内に基本計画をたてていこうと思っています。これはもちろん図書館とい 

うことで、いろんな利用者のアンケートだとか、どうあるべきかとか、というあ 

たりを市民の方々とも意見を交換しながらやっていきたいと思っております。 

 社会保障税番号システムの整備ということで、住基のほう、住民基本台帳の

ほうへマイナンバーを、番号を振りつけるということで、今回その補正を組ま

せていただきたいと思っています。 

次お願いします。これは南港山東線といって秋葉山の北側で今道路拡幅してる 

んですけど、塩屋のとこから国道 42号までの間で。山の部分で切り取っていた 

ら土壌汚染対策法の基準値を超える物質が出てきた。正確に言うと鉛ですけども。 

鉛が出てきたということで、今回廃棄物処理しなければいけないということで、 

大規模な補正になっております。それを今回提案させていただきます。 

市内の会社から子どものために役立つものをということで、寄付の申し出を受 

け、ネットランチャーを全小学校に配置していくということで、今回補正を組ま 

せていただこうと思います。これが見本ですけども、撃てばネットが出ます。ガ 

スが入ってるんでいつでも出せるんですけど。 

これは花王株式会社からチャリティーコンサートをやった寄付をいただきま 

した。それで音楽の教育の備品を今回充実させようということで、これも補正を 

組ませていただくことになっています。 

オーストラリアチームが、世界陸上の関係、北京で開催される世界陸上のキャ 

ンプ地として和歌山市でやるということで。県のほうも発表されてますけども。 

県とあわせて和歌山市からも補正予算 150 万だったかな、組ませていただいて、 

今後のキャンプ、オーストラリアのキャンプを市民の方に見ていただく、子ども 

さんにも見ていただくし、ふれあいもさせていただくということで。さらに将来 

のオリンピックのキャンプ地誘致に向けても実績を積んでいくということもあ 

って、今回補正を組ませていただいております。 

これは前回やらせていただいたやつやね。totoのくじを財源にして、下水処理 

場の、中央終末処理場の上の人工芝を張り替えるという工事でございます。6月 

議会への提案の主なところは以上です。 

 

【和歌山市戦没者戦災死者合同追悼式の開催について】 

 ２点目。大きな発表項目の２点目にいかせていただきます。昭和 20年 7月 9

日っていうのは、和歌山大空襲があった時で、この時に和歌山市内で 1400余名

の方が亡くなられたというふうに記録されております。この７月 9 日に合同慰

霊祭を開催しようと思っています。戦災死者が 1400余名、和歌山市出身の戦没

者が 8000 余名いらっしゃいます。戦没者と戦災者の合同慰霊祭ということで、

7月 9日和歌山大空襲があった日の時に、7月 9日に和歌山市のあいあいセンタ
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ー３階で、合同慰霊祭を開催させていただきます。これは当然ですけど今回戦

後 70年という節目に当たるということで、特に戦争の悲惨さと平和の尊さとい

うのを後世に継承できることを目的にして合同慰霊祭を開催させていただきま

す。 

 

【国体会場等でのドローン禁止の掲示について】 

 大きな項目の３点目。国体とか先にインターハイがあるんですけども、イン

ターハイ国体が近いということで、ドローンの事故なり落下事件というのが起

きている。そうしたなかで国体会場等でのドローンの禁止を、掲示していこう

と思っております。もともと今回国体をやる場所っていうのは都市公園区域内

だとか、それぞれの管理のなかで禁止がされている行為なんですけども。それ

をしっかり明示していこうということで。特に国体の開催場所、それと和歌山

城の公園、そういったとこについて改めてしっかり周知をしていこうというこ

とで、張り紙の掲示をする予定です。張り紙違うんか。掲示板をする予定です。

その下に書いていますように、無人飛行機の使用禁止ということで、ドローン

等の施設内での使用を禁止しますということで、周知徹底を図っていこうと思

っています。 

 

【古屋丘陵地 緑地保全 避難所にも活用】 

 ４点目ですけども。古屋の丘陵地。和歌山市の古屋地区っていうのは、沿岸

から非常に近いということで、ここにもともと丘陵地がありました。農林水産

省所管の保安林にかかっていたんですけど、周辺が市街化したということで、

保安林としての用途がなくなったということで、保安林解除されています。そ

れを受けて国のほうが民間分譲を始めようとされていて、地元の人はせっかく

丘陵地があるから、津波避難等においてほしいということでずっと強い要望を

受けていました。そんななかで、国・県・市で協議してきました。最終的に今

回協議が整って、市が公園緑地として土地を確保するということで話し合いが

まとまりました。今後ですね、この公園というか緑地として確保することによ

って民間への分譲を避けて、いざというときの避難場所にしていきたいという

ふうに考えています。 

 

【―Ｂ・ＤＡＳＨプロジェクト―「下水道バイオマスからの電力創造システムに関 

する技術実証研究」の成果報告について】 

 次は５点目です。５点目は下水道のバイオマスから電気をおこすという実証

実験を共同でやっていました。和歌山市と日本下水道事業団、京都大学、西原

環境という民間とも合わせて共同開発やっていたんですけども。この実証実験
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の結果、うまくいくということがわかりました。下水のバイオマスから発電で

きるということで、汚泥処理施設で大体７割削減。エネルギーが７割削減でき

ると。それと汚泥処理設備の消費電力は自立可能になるということで、非常に

いい結果が得られたということで、今後中央処理場の更新等に向けて採用して

いきたいというふうに考えています。 

 

【（市道）中平井線[国道 26号～第二阪和国道 和歌山岬道路] トンネル名称決定 

及び貫通式について】 

 次の６点目でございます。６点目ですけども、第二阪和国道の大谷と平井間、

これは国土交通省がこの先月発表していただいて、国体までには供用できます

ということで発表いただきました。これに接続するふじと台団地、和歌山大学

またイオンというところに接続する中平井線という市道ですけども、このなか

で一番難航していたトンネルがいよいよ貫通することになりました。まず、名

称が「ふじとトンネル」で、地元からの希望もあって「ふじとトンネル」とい

う名称に決定しました。それとあわせてこの貫通式を 6月 18日に行います。 

これは貫通式後、国体まで全線の供用に向けて整備を進めてまいります。 

 

【和歌山市―済州市姉妹都市親善コンサートの中止】 

 ７点目ですけども。これも 5月の定例記者会見で発表させていただいて済州

市と姉妹都市交流をやっていたんですけど、2月に済州市に行って、6月には市

の交響楽団、コンサートしますよという約束で、6月 19日に親善コンサートを

やっていただくことになっていたんですけども。ＭＥＲＳが、韓国内のＭＥＲ

Ｓということで、韓国政府からも自粛要請があったということで済州市のほう

から、市長さんの方から中止の話がありました。それで今回コンサート、状況

を考えると中止せざるを得ないかなということで中止させていただくことにな

りました。 

 発表項目は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

 

記者の質問事項 

 

【和歌山市戦没者戦災死者合同追悼式の開催について】 

（記者）：この和歌山市戦没者戦災者合同追悼式というのは 10年ぶりに行われと 

書いてあるんですが、改めて戦後 70年に開催する市長の思いっていうの 

はどういうものでしょうか。 
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（市長）：先ほどもちょっと申し上げたんですけども、和歌山大空襲っていうのが 

ちょうど 7月 9日の夜中 11時頃ですか、大空襲が始まったということで、

非常に多くの方が亡くなられました。特にこの近くの汀公園では 750 名

ほどの方が、安全だと思って逃げてきたところに爆風とか火炎流で 750

名ほどの方が亡くなられたということで、本当に悲惨な戦争で戦災死者

が出られた。また戦没者も和歌山市出身だけで 8000余名おられるという

ことで、こうした本当に尊い犠牲の上で今の和歌山というか日本の平和

が成り立っているんだなということはつくづく思います。今回 10年ぶり。

前回は 60年、戦後 60年に合同慰霊祭を開催したんですけども。今回 70

年という節目を迎えて、改めて戦争の悲惨さ、また平和の尊さというの

を後世へ継承していきたい、そういう思いがあって今回 70年目の節目に

開催させていただくことにしました。 

（記者）：これって 10年前は 60年ということは 10年ごとに開催されていたんで 

すか。それとも 10年前は毎年開催していたんですか。 

（担当）：はい。16年度まで毎年 10月に戦没者追悼式を開催しておりました。で、 

17年度は戦後 60周年ということで和歌山市合同追悼式を行って、7月 9 

日に開催しております。 

（市長）：だから戦災死者と戦没者を合同でやったのは 10年前が初めてということ 

になりますね。 

 

【議会提出案件】 

（記者）：予算の空き家対策のことなんですが、計画の見通しを教えてください。 

（市長）：まず調査は 2年間かかると思っております。空き家調査をしていくと。 

それとそのあと特定空き家の指定にはいっていくわけなんですけど、これ 

はやっぱりしっかりルール化していかなきゃいけないということで、29 

年度以降で立てたいと思っています。それで特定空き家を決定すれば、当 

然ですけど固定資産税も上がっていくということで、今後所有者とも話し 

合いをする。それと特定空き家以外については、広く協議会を設けていっ 

て空き家の再活用等やっていければなというふうに考えています。たとえ 

ばリノベーションをするだとか、空き家の流動化をもっと図っていこうと 

いうことで、まちの中の空き家をできるだけ少なくしていくような政策っ 

ていうのを立てていくのが、並行してですね 28年、29年あたりでやって 

いこうと思っています。この間発表させていただいたプロジェクトチーム、 

空き家対策のプロジェクトチーム、これを幅広く特定空き家だけに限らず、 

幅広く用途なり面的な利用とかそういうのも含めてやっていこうとする 

もので、それは今年度結論を、一定の結論を出すことになっています。以 
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上です。  

                                

（記者）：今の空き家の件なんですけども、中心地から始められるということは、 

  中心地の人口が少なくなっているところを、なるべく早く手を打ちたい 

という市長の考えからということでよろしいでしょうか。 

（市長）：空き家の率が高いのは中心地が多いし、予算的に限られたっていうの 

があります。国の補助が１千万しか、国の補助自体は 500万なんです 

けど、事業費として１千万しかとれなかった、そういうのもあって中心 

地の多いところから始めようかなと思って。  

（記者）：あと別件なんですけど、図書館の基本計画なんですけども、これは設 

計までこの計画内でされるということなんでしょうか。 

（市長）：基本計画までです。さっきちょっと言い間違えて、最初言い間違えた 

んですけども。基本計画までです。 

（記者）：基本計画というのはもう少し詳しく教えていただくとどういう内容に 

なるんでしょうか。 

（市長）：具体的に部屋をどう使うか、図書館をどう使うかとか、どういった規 

模にするかとか、大枠の内容と規模を決めていくのが基本計画になりま 

す。そのあと基本設計で、ほとんどどういう材料でしようかとか、そこ 

まで。材料までは決めないんかな。詳しいことは。 

（担当）：はい。基本計画につきましてはですね、設計の一歩手前の段階になり 

ますので、どういった部屋を作るか、配置計画も含めた部分までになり 

ます。 

（市長）：後の段階をちょっと説明して。基本設計、実施設計。 

（担当）：はい。基本設計は来年度からスタート。 

（市長）：内容。内容。 

（担当）：はい。実際に建物をですね、具体的に寸法も含めてですね、どういっ 

た設計をしていくかっていうのが基本設計になります。 

（記者）：先日、近隣住民の方から市民参画の要望もありましたけども、この計 

画を立てる段階で市民と対話する場を設けるということでしょうか。 

（市長）：この間、市民の方からですね、周辺も含めていろいろ利用計画なり、 

まちづくりを一緒に検討したいということでご提案いただいて、それは 

すごいありがたいなと思っているんです。駅舎だけじゃなくて周辺も考 

えていただけるということで。ただ駅舎については図書館とか南海の部 

分があるんでその部分についても意見交換しながら、周辺をどう使うか 

っていうのは核になる拠点の駅っていうのが大事になってくるんで、意 

見を聞きながら進めていきたいと思います。 
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【国体会場等でのドローン禁止の掲示について】 

（記者）：あと１点、ドローンの件なんですけども、この条例はいずれも罰則が 

ないということでよろしいでしょうか。 

（市長）：罰則というか過料は、都市公園か、都市公園条例には過料があるんで 

す。それは都市公園の部分ですけども、それ以外の例えば、つつじが丘 

のテニスコートとかそういったとこは施設の管理条例があって、それは 

罰則規定がないんです。だから罰則、過料があるのは都市公園の部分だ 

けになります。 

（記者）：わかりました、ありがとうございます。 

（記者）：今のドローンの件につけ加えてお聞きしたいんですけども。これはつ 

まり違反した場合には過料が科される可能性もあると理解してよろし 

いでしょうか。 

（市長）：はい、都市公園条例のなかには過料が設定されているんで、場合によ 

っては過料ということもありうると思います。 

（記者）：県では自粛要請にとどめるケースもあるんですけど、自粛要請よりも 

厳しい禁止にした理由と、飛行禁止となっていますが、持込自体禁止は 

されないんでしょうか。 

（市長）：禁止はやっぱりこれから国体等考えると危ないということで、これは 

禁止行為に当たると思います。もともとの条例にも禁止行為、危険なも 

のをということで書かれているということで、都市公園の管理条例では 

利用に支障のある行為をすること、公園利用者に危害を与える行為をす 

ることの中に持ち込みまたは公園利用者に危害を与える行為をするこ 

とということで、持ち込みも両方禁止されています。 

（記者）：今回そうすると、改めて飛行禁止と持ち込みの禁止を明示するという 

理解でよろしいでしょうか。 

（市長）：明示は使用だけなんかな。持ち込みはそれぞれのとこで違うからか。 

（担当）：今回明示することは使用禁止ですので、ほかの利用者の方に迷惑をか 

けるような飛行とか飛ばすことを禁止しますよっていうのが前提です。 

（記者）：そうすると持ち込みは一部の会場では持ち込みもだめという事で、全 

体としては飛行のみ禁止という理解でよろしいですか。 

（担当）：ケースバイケースだと思うんですが、基本的には持っているだけでし 

たら、それ自体は危険物という判断にならないことが多いと思うんで、 

持ち込まれてなにもしなければ、かばんに入っている程度であれば特に 

出てくださいとかっていうところまではいかないかなと考えておりま 

す。その都度その都度の判断によると考えております。 
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（記者）：もう１点続けて恐縮なんですけども、国体会場は当然和歌山市だけじ 

ゃないと思うんですけども、ちょっと記憶違いだったら恐縮なんですけ 

ども、県もほかの市町村はドローンに関して明示はされていないと思う 

んですけども、今回和歌山市が１番に明示をされて、今後県との連携、 

もしくはほかの市町村との連携して、国体全体で使用を禁止するとかそ 

ういった考えはありますでしょうか。 

（市長）：県とは連携させていただいているし、警察とも連携させていただいて 

いるんで。県のほうは例えば秋葉山の水泳場なんかはもう張り紙が張っ 

てあったんかな。ドローン等というか、全体的な中にドローンっていう 

のが書かれていて、それで禁止行為になっています。県営競技場は、こ 

れはまだやれてないんか。 

（担当）：やっています。紀三井寺で。 

（市長）：紀三井寺での、県のほうの競技場のほうも対応はとっているというこ 

とで。これは県と連携させていただくし、当然県と連携させていただい 

ているんで、他の市町村へも波及すると思っております。 

 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：明確なお答えは難しいかもしれませんが、今朝の新聞にも吾妻屋の旧 

本館の解体作業に絡む記事がありまして、私の記憶で紀陽銀行が前所有 

していて、結構いい洋館がまち中にあって、それがほかの民間企業に転 

売された後、数ヶ月ですぐ取り壊されたと思うんですけども。私有財産 

なんで難しい面は多々あると思うんですけども、門長屋のように行政が 

動くことでなんとか保存されることがあると思います。市内にあるそう 

いう将来の観光資源になるような財産をどのように把握して生かして、 

行政としてどのように対応していくかっていう市長のお考えをお聞か 

せください。 

（市長）：吾妻屋さんの件ですかね。あの加太の。吾妻屋さんやったかな。今回 

吾妻屋さんの場合は解体中に他の被害を及ぼしたということなんです 

けど、全体的な今回の門長屋なんかは、これは仁坂知事のほうが重要な 

文化財に匹敵する建物だということで、保存というのを考えられたとい 

うことで今回、市のほうの岡公園に設置していただくことになってます。 

市としては重要な文化財にあたるということで今後指定に向けての今、 

作業をやっているというとこなんですけども。それで、それ以外の伝統 

的な建物、市のほうでは中筋住宅か。中筋住宅なんかは保存利用に向け 

て整備させていただきましたし、今後重要なものがあればどんどん整備 
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していきたいと思っています。保存整備っていうのをやっていきたいな 

と考えております。 

（記者）：２点ありまして、まず１つが南海和歌山市駅前のことなんですけども、 

まず今回要望を受けたっていうことは、改めてなんですけども駅前を整 

備するということについて住民とコンセンサスが取れたという認識で 

よろしいんでしょうか。  

（市長）：地権者さんまで合わせて入ってられるかというとそうでもないんで、 

同意が取れたかっていうのはちょっと不明確だと思うんです。しかも周 

辺に住まれている方、自治体の方、商店街の方が活性化をやりたいとい 

うことで意見を聞いてくれと。たとえば道路整備するんだったらこんな 

道路にしてくださいとか、まちづくりはこんなとか。それは非常にあり 

がたいし、和歌山市としても今後周辺、駅の特に南側、完全に民間のと 

こになるんで、都市開発進めていくうえではですね、そうした意見を聞 

きながら、そこに土地を持っておられる方、住んでいる方とも調整しな 

がら進めていきたいと思います。 

（記者）：となると、先日要望を受けたけどもすぐに動けるっていう状態ではな 

いって事ですよね。 

（市長）：動けるとこと動けないとこがあるんかなと思っていて、あの時も意見 

でていたんが、通りを秋には一車線かな、半分止めてイベントをやると 

いうことで、それはその通りをどうしようかっていうことの社会実験で 

もあると思っています。そういったことは社会実験をやっていって、う 

まくいけばやはり整備の方向を決めていきたいなと思っているんで。当 

然権利関係者とは整理しながらやっていくんですけども。具体的なもの 

と今すぐいける方向と調整が必要なものがあるんじゃないかなと思い 

ます。 

（記者）：いつめどっていうものはまだ見えていない状況ですか。 

（市長）：段階的かなと思いますね。いっぺんにまちが全部きれいになるとか、 

再開発されるっていうんじゃなくて、段階的に合意が整ったとこからま 

ちづくりをやっていくかなって思います。 

（記者）：もう１つなんですけど、この前の月曜日に県が地方創生のやつを出し 

ましたけども、それについて一言ありましたらお願いします。 

（市長）：１つはちょっと人口がショックだったかな。県のほうで市町村集めて 

最初地方創生の戦略会議かな、その説明会があったんです。その時に私 

も質問させていただいて、県は５月末っていってるけど県全体の人口を 

決めるんですかって聞いたら、知事が決めるっていって、確かに今回人 

口規模が出てきたんです。じゃあ市町村はそれに拘束されるんですかと、 
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いや別に拘束されなくていいよということなんで。和歌山市がどういっ 

た人口規模を目標にするかというのはですね、これからしっかり中で議 

論していきたいと思っております。人口はそんなに増えないっていうの 

はその通りなんですけども、国は 2060年１億人程度全国で１億人程度 

といっておられる。そうしたなかでこれからですね、まずは出生率を上 

げる方策っていうのをとっていきたい。国も 2040年で 2.07にすると 

いうことで、そこから人口をできるだけブレーキかけていくということ 

なんで、2040年は出生率を何とか 2.0以上に持っていきたいと思って 

いますし。あとは社会増っていうか、東京からの移入、またこれは和歌 

山市としても使命があると思うんですけど、やっぱり県下の受け皿にな 

るという、県の他の都市から県外に出て行くのを阻止する受け皿として、 

和歌山市はやっぱり人口を維持していく必要があると思います。県全体 

の活性化のためにも必要だと思っていて、その辺はしっかり人口をどう 

するかっていうことはやっていきたいと思います。ただ無駄な投資とい 

うか、今の都市の規模からいくと市街化区域内でも十分 40万人住めて 

いたし、それがどんどん広がってしまったっていうのもあるんで、これ 

以上の市街地の広がりっていうのは望ましくないんじゃないかなと思 

っていて、コンパクトななかでじゃあ和歌山市としてどういった人口規 

模を選ぶか、頑張るか、住みよいまちにするか、そうしたことで人口規 

模を決めてい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）：今の件に関連して、人口規模をかなりしっかり議論していきたいとお 

っしゃっていたんですけども、具体的に例えばそういう会議を立ち上げ 

て、どのぐらいの数字を目指すのかっていう動きっていうのはどうです 

か。 

（市長）：たぶん人口推測っていうのは、人口問題研究所っていうところが今の 

出生率だとか、各階層別の人口を見て将来人口っていうのをある程度の 

推測はされているんです。死亡者数だとか出生者数だとかそうしたなか 

で自然増の部分、自然減の部分っていうのはすでに出てるとこだと思う 

んで、そこはあんまり議論しても仕方ないかなと。ただ出生率をどうす 

るかっていうのはこれから大きな政策の面が出てくるんで、出生率をで 

きるだけ、今和歌山市が 25年度末か 1.43だったんかな、これは全国平 

均なんです。で、今年の分が残念ながら出てないんです。全国は出たん 

ですけど、県は出たんですけど、市の分が出てないということで。これ 

から出生率をどう上げていくかっていうのは、政策の問題になってくる 

と思います。それともう一つは移入というか社会増減なんですけど、社 



11 

 

会増減についてはこれからやはりどうやって和歌山市に若い人が戻っ 

てきてもらうか、呼び込んでくるかということがやっぱり焦点になって 

きて、その産業政策とか雇用政策だとかまちづくり政策、そうしたこと 

が大きな議論になってくるんじゃないかなと思います。 

（記者）：今週ですね、こども医療費の助成に関して市民の方から書面の提出が 

あったと思うんですけども。中学校卒業までの通院費も助成して欲しい 

という内容で４万筆を超えるのがでたと、その受け止めとですね、今市 

長がおっしゃっていた社会増減だとか、子育て支援にもつながるような 

ことだと思うんですけども、市長のそういった通院費に対するお考え、 

方向性っていうのはどのように思っていらっしゃいますか。 

（市長）：当然ですけど少子化対策は非常に重要で、そのなかで経済的負担を軽 

減するというのは重要な部分だと思っています。そんななかで今年度か 

ら中学卒業までの入院費の部分は無料にするという政策を打ち出させ 

ていただきました。昨年から議会でも入院費だけじゃなくて通院費もっ 

ていうことは議会からも非常に強く言われています。今回市民の方から 

も要望を受けたんですけど、今後いろんな声をしっかり聞いてですね、 

やっていきたい、検討していきたいと思います。 

（記者）：日本創成会議で、東京の高齢者を地方に移住させて、それで地方のほ 

うで介護を受けてもらうという提言があったんですけど、その中に和歌 

山市を含む地域も入っていたんですが、それについてのご感想をお願い 

します。 

（市長）：日本創成会議の全国 340ほどかな、医療圏のなかで、和歌山市を中心 

とする和歌山・海南・紀美野ですか、その地域が全国 300いくつの中 

の 41の地域に選ばれた。その指標は急性医療のベッド数だとか、高齢 

者の施設のベッド数、そうしたとこで評価されたと思っています。そう 

した評価っていうのはありがたいなって思っています。和歌山市は高齢 

者にとって住みやすいというのが一つの指標として表れたんじゃない 

かなと思っています。そのうえでなんですけど、東京の高齢者を移住す 

るかどうかっていうのはですね、今でも 2025年超高齢化社会、10年後 

は後期高齢者が、団塊の世代が後期高齢者に入ってくるということで、 

10年後に向けてまだまだ高齢者の人口が増えていく、後期高齢者の人 

口が増えていくなかで和歌山市でもまだ待機者が出ています。そうした 

なかではですね安易に東京から受け入れましょうかとか、そうはならな 

いんじゃないかなと思っていて。やはり今住んでおられる方には負担を 

与えられない制度、与えないようなしっかりした制度、国とか東京都に 

よる制度ができない限り受け入れっていうのは非常に難しいんじゃな 
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いかなというふうに思います。一つは今後 2025年をピークにして和歌 

山市の後期高齢者は逆に減少に向かうわけなんで、東京はさらにそれか 

らでも増えるような感じです。だからそういう意味では和歌山市の高齢 

者の人口が減りだす時期から受け入れるっていうのは、ある程度条件が 

整えば可能じゃないかなというふうに考えますけど。 

（記者）：2025年をピークに和歌山市の後期高齢者の方が減るということで、そ 

の分財源などの制度がしっかりすれば受け入れができるかもしれない 

と。 

（市長）：うん。財源だけじゃないんですけどね。例えば今看護師さん介護福祉 

士さんっていうのがすごく不足していて、そういう人材確保っていうの 

が必要になります。人材確保だけではやはり難しいし、教育機関だって 

やっぱり和歌山市にないとそういった人材を確保できないんで、いろん 

なそれに向けての準備というか条件というのはクリアしていかないと 

だめだと考えます。 

（記者）：中学卒業までの医療費のことにまた話が戻るんですけど、今のところ 

和歌山市が中学卒業までに 11億円かかるという見込みをしているとい 

うふうに聞いているんですけど、それについて改めて算定するという予 

定はあるでしょうか。 

（市長）：さっき申し上げたとおり、全体的な少子化対策のなかでどういった政 

策が有効かっていうなかで、財源の問題も当然絡んでくるんで無制限に 

やるわけじゃないから、全体でやるなかで検討していきたいなと思いま 

すけどね。 

（記者）：わかりました。 

（記者）：話が少し変わるんですけども、和歌山市の南別館の愛称を募集すると 

いう発表があったんですけども、市民に親しまれるようにという意図で 

出されたと思うんですが、ロゴデザインも一緒に募集というのがハード 

ルが高くなっているような気がするんですけども、広くまとめるならば 

なかなかロゴとか絵をかける人は少ないと思うので、一緒じゃないほう 

がよかったんじゃないかなという意見もあると思うんですが、市長はど 

のようにお考えでしょうか。 

（市長）：ロゴデザイン、あれ別々に募集してたんじゃないんか。セットで募集 

してたんか。 

（記者）：私が担当課に確認したらセットでと言われたんですけど。 

（市長）：すみません。ロゴデザインあんまり意識してなかったですね。愛称を 

募集したらどうかっていう話はさせていただいて、ロゴデザインっていう 

のはあんまり打ち合わせの中でもなかって、セットになっているっていう 
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のは知らなかったな。また後ほどセットかどうか。セットじゃないほうが 

いいように思いますね、確かに。その辺修正できたら修正するようにしま 

す。 

（記者）：ありがとうございます。私も広くということで出そうかなと思いまして。 


