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7 月市長定例記者会見  

（平成 27 年 7 月 15 日（水）14 時～） 

市長発表事項  

今日は 5 項目発表させていただきます。 
【和歌山市の未来につながる“夢のあるアイデア募集”の結果について】 

 まず、和歌山市の未来につながる“夢のあるアイデア募集”ということで、一般

の市民の方から 5 月 14 日から 6 月 30 日まで、1 カ月半アイデアを募集しました。

その結果、延べ 57 名の方から 147 件という多くのアイデアを寄せていただきまし

た。主な提案の内容は、そこにも書いてありますが、まちづくりに関することが

55 件、観光振興に関することが 51 件、子育て支援に関することが 12 件、安全・

安心等に関することが 8 件となっています。今後、この 147 件に関して、提案さ

れた方と 8 月ぐらいに意見交換をさせていただこうと思っています。テーマごとに

意見交換をさせていただきたいと考えています。最終的にその意見交換を踏まえ、

内部でも審査させていただいて、来年度、28 年度から早速採用させていただくも

の、また和歌山市版の総合戦略、地方創生の総合戦略ということで、5 カ年の計画

のなかに盛り込んでいくもの、そしてもうちょっと長い、長期計画に盛り込むもの、

こうしたことに分類していきたいと思っています。 
 

【地方の声を届けるために！！（近畿国道協議会総決起大会開催のご案内につい

て）】 
 次に 2 点目ですが、地方創生にとって道路の整備っていうのが欠かせないの

ですが、高速道路や幹線道路が地方創生にとって重要だということがなかなか

伝わっていないところがあって、近畿 2 府 5 県、212 団体が加盟している近畿

国道協議会があり、この会長に昨年から私、和歌山市長がなっています。それ

で、この団体が今まで地域ごとに持ち回りでやっていた開催地を今回、東京で

やろうよということで呼びかけさせていただきました。まさに地方が今必死に

なって地方創生、そうした道路整備のストック効果っていうのが、なかなか国

のほうに伝わっていないという面もあって、ぜひ国に道路整備のストック効果

を出していきたいと思っています。もちろん経済的な波及効果があるフロー効

果も大事なんですが、やはりストック効果というのを最大限訴えていきたいと

考えています。日時は 7 月 24 日、午前 10 時から衆議院第一議員会館大会議室

で行われる予定です。各県選出の国会議員の先生方にも来賓として来ていただ

く予定となっています。ちなみにこの発表は 2 府 5 県で同時発表させていただ
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いております。 
 

【訪日外国人観光客について】 
 次に 3 点目です。訪日外国人観光客が、いわゆるインバウンドについては、

昨年も非常に増えてきたということを発表させていただいて、25 年と 26 年の

比が 2.7 倍、インバウンドが増えています。大きな都市としては和歌山市は全国

でもトップクラスの伸びなんじゃないかなと思っています。今年になってもこ

の勢いが衰えていなくて、昨年の同月比、1 月から 5 月までの今年と昨年を比べ

ても、さらにまだ 2 倍増えているということで、一昨年から考えてもかなりの

伸びになっています。そうしたこともあって、外国人に対して、調査をさせて

いただきました。1 回目の調査結果がまとまったので報告させていただきます。

期間は 6 月 8 日から 11 日の間。場所は JR 和歌山駅だとか、貴志川線の貴志駅、

和歌山城、南海和歌山市駅、マリーナシティ黒潮市場の 5 カ所でそれぞれ調査

をさせていただきました。その結果、ここにも書いてあるのですが、まず国別

で多かった方が、台湾人が 1 番多くて 200 人と。ついで香港、中国と続いてい

ます。それで次の 4 番目がタイ、シンガポールと続のですが、韓国はその次と

いうことでちょっとこの辺りは意外な結果っていうのと。もう 1 つは宿泊者数

で見ると中国人が一番和歌山市で多いんですけども。この点、外に出られてい

る方というか、和歌山市内で、観光地に寄っておられる方で多いのは台湾人と

いうことで、この辺をもうちょっと分析しなきゃいけないと思っています。そ

れと和歌山市を訪れた回数が 6 回以上が 59 人、2～5 回が 240 人ということで、

これは複数回訪れていただいているということで、ありがたい結果になってい

ます。旅行形態はパッケージツアーが 203 人で、個人手配が 237 人ということ

で、やはり個人手配の方が多くなっているなというのを感じています。それと

交通手段。これもちょっと意外なんですが、観光バスが 154 人、JR 在来線が

140 人、南海電車が 80 人ということで、電車で来られた方が 220 人おられると

いうことで、ちょっとこの辺りも意外だなという感じが出ています。それとレ

ンタカーが 26 人ということで意外に多いなという結果になっています。 
 次が消費動向です。和歌山市で宿泊される方が非常に多い。6 割に達していま

す。それと消費ですが、お土産代で平均して 20,000 円程度、飲食で 15,000 円

程度ということで、これは全国的な平均からとると、和歌山での消費がちょっ

と少ないのかなと思っております。それと次の③の旅行動向ですが、和歌山市

で 1 番行ってみたい所ということで、聞いた場所が聞いた場所、5 カ所なんで偏

りがあるかもしれないのですが。1 番目がたま駅長、2 番目が和歌山城、3 番目

がこれは場所というか和歌山ラーメン等ということになっています。出国前に

和歌山の情報はウェブサイトでとられているという方が多いなと。あとは旅行
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ガイドブック、フェイスブック、ツイッター等となっています。旅行前がたま

駅長とか和歌山城だったのですが、旅行後に特に和歌山市の良さを勧めたいと

いうことでは、人のホスピタリティ、まち全体の雰囲気、飲食店等、こういっ

たのを勧めたいよということになっていて、ちょっと変化があったかなと思っ

ております。それで今後ですが、こうした調査を受けて、まだ年 4 回のうちの 1
回目ですが、さらに分析していく必要があります。先ほども申し上げた、タイ

が結構多いなということで、タイだけじゃないのですが、ファムトリップをも

うちょっと強化していきたいというふうに考えております。 
 それと次のページに書いていますが、消費を拡大へもっていきたいというこ

とで、バスツアーの助成。これは関西国際空港から和歌山市までの観光バス。

ショッピングできるような観光地を 2 カ所以上設定していただけたら、1 台あた

りバスに対して 5万円をエージェントに対して助成させていただくというのを、

これは10月から実施することにしています。それと免税店の拡大ということで、

これもだいぶ免税店が拡大されてきました。今登録されているのが 56 店舗とい

うことで、内訳はその表のようになっています。またできるだけわかりやすく

ということで、AR 映像のコンテンツパンフレット等を作成していきたいと思っ

ております。また誘導看板が非常に少ないので、特に和歌山城への案内を強化

したいと思っています。JR 和歌山駅だとか市駅だとか。和歌山城から逆にぶら

くり丁だとか。そういった誘導案内板、これは国体までに 11 カ所設置する予定

になっています。多言語、4 カ国語で設置していくということになっています。 
 

【元気わかやまプレミアム商品券の２次抽選を実施します。】 
 次の項目です。元気わかやまプレミアム商品券ですが、これは 7 月 1 日から

12 日までの引換期間が終了しました。結果として引換率が非常に良かった。98％
ということでほとんどが引き換えていただけたということで、2％残ったわけで

す。2％については 2 次抽選を行います。これは新たに募集するのではなくて 1
次抽選で落選された方を対象にして、2 次抽選を行います。残っている冊数から

いくと、だいたい当選率が 6％、5.96％と非常に確率が低くなるんですけども、

改めて抽選させていただいて、8 月下旬ごろに当選通知を出させていただく予定

になっています。 
 

【紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会おもてなしリーフレットについて】 
 最後 5 点目です。紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会がいよいよ近づ

いてきて、おもてなしをどんどん高めていきたいと思っています。1 つ目として

リーフレットを出させていただこうと思っています。選手とか大会関係者等へ、

和歌山へ来ていただいて、まずは和歌山市としてのおもてなしをし、それとも
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う 1 つは観光地に足を運んでいただきたいなということで、特に和歌山城を中

心とした観光スポットに足を運んでいただきたいと思っています。和歌山城の

天守閣と歴史資料館についてはこの大会関係者や選手等は無料なので、ぜひ足

を運んでいただけるように設定させていただきます。あとの公共施設について

も 2 割の優待割引ということで、こうしたリーフレット、下にイメージを載せ

ていますが、リーフレットをそれぞれの関係者の方に出していきたいと思って

います。できるだけ和歌山市を知っていただきたい、また来ていただきたいと

いうふうに考えています。 
 発表項目は以上 5 点でございます。よろしくお願いします。 
 
 

記者の質問事項 

 
【訪日外国人観光客について】  
（記者）：訪日外国人観光客についてですが、先ほど市長がおっしゃったファム 

トリップの実施で、タイの方が多いので、今までもタイの人たちを対 
象にしたファムトリップを実施しているけど、それを増やすという意 
味でおっしゃったのですか。新たに導入するということですか。 

（市長）：新たにというか今まで実施しているのですが、それを強化していきた 
いと思っています。タイに限らず、できるだけファムトリップを増や 
していきたいと思っています。特に今回意外なことに韓国よりもタイ 
の方が多いというのが判明したので、その辺りをまたきちんと分析し 
ていかないとわからないのですが、できるだけ有効な観光誘客戦略と 
いうか、そういうのを立てていきたいと思っています 。 

（記者）：タイも含めて現在多い国、地域の方、関係者を対象にということです 
か。  

（市長）：この傾向っていうのは若干去年からつかんでいるのですが、タイ、シ 
ンガポール、マレーシアかな、そうしたところが非常に伸び率が高い 
なと。全数自体はまだまだなんですが、伸び率が高いので、特に伸び 
率が高いというところは和歌山にまだ 1 回も行ったことがないところ 
が多い、そうしたところについてはできるだけファムトリップ等とい 
うことでそれぞれの国の方に知らせていただきたいと思っていて。だ 
いたい、このタイとかマレーシアとかシンガポールとか、そうしたと 
ころが中心になってくると思います。 

（記者）：同じく訪日外国人観光客について何点か伺いたいのですが。まず動態 
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の調査、年 4 回実施とあるんですけど。後の 3 回は、いつやるのです 
か。この調査結果で何を生かしていきたいのですか 

（市長）：年 4 回です。次、決まっていますか。2 回目は秋ですか。 
（担当）：秋です。日程はきちっとは決まっていません。9 月ぐらいに予定して 

います。春、夏、秋、冬っていう設定で。冬というと 2 月ごろの中国 
の春節のころと考えています。 

（市長）：それでその狙いですが、実態調査でまず客数を増やしたいと思って 
います。誘客が、伸びていますが、さらに伸ばす。和歌山市に訪れた 
い理由というのがいろいろ調べているのですが、それをさらに伸ばし 
ていきたいと思っていますし、宿泊客も非常に多いのですが、理由が 
たぶんいろいろあって、大阪があふれたからという理由もあると思う 
ので、その辺もしっかり分析をして、まず誘客につなげていきたいと 
いうのが 1 点。もう 1 つはやっぱり消費に結びつけたいと思っていま 
す。今回の調査でも消費が案外少ないと。全国でいわれている 20 万 
以上っていう平均額からいくとちょっと少ない感じがするので、さら 
にこういったところを分析していって、どうしたら消費に結びつくの 
かというあたりをしっかりやっていきたいと思っています。 

（記者）：もう 1 点は、この調査のなかで、要は観光客の方から出た苦情という 
か、ここはやっぱり和歌山市は良くないのではないかっていうのが具 
体的にあったら。どんな声がありましたか。 

（担当）：「不安」のほうなんですが、ネットワークの接続、ワイファイのことと 
日本語がわからない、病気、風邪を引いた時の対応とか、なかなか日 
本語が通じない、そういったことが主なものです。 

（記者）：今の話ですが、どこの場面かというのが重要だと思うんですけども、 
例えばホテルとか駅で言語が通じないとか。 

（市長）：その部分は、ちょっとまだ分析できていないのかな。 
（担当）：はい。 
（記者）：その項目にあがっていないということは分析しようがないということ 

ですか。 
（市長）：「その他」という項目がありませんでしたか。困ったことのところで。 
（担当）：分析は旅行社でやっていますが、これをやっているのが大手旅行会社 

ですから、いろいろな情報を見て最後に分析していこうと思っていま 
す。今回のアンケート以外にも、業者の情報も取り入れて分析してい 
くつもりです。 

（記者）：田辺のほうであれば、民宿でなかなか言語が通じなかったので、民宿 
の方を対象に英語が流ちょうに話せなくても、どういうふうに案内で 
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きるかという実践をしたり、研修したりとつなげているので、そうい 
った具体性がないと結局調査しても無意味になってしまう。 

（担当）：申し訳ありません。今ちょっとここまでしかお答えできないのですけ 
ども、ひとつの速報値を見たばっかりですので、分析方法を確認して 
やっていきたいと思います。 

（記者）：後すみません。そもそも調査のいわゆるフォーマットというか、何を 
聞いたのかっていう調査用紙とかありますよね、それを見せてもらえ 
ると。ちょっとよくわかんないんで。後でもらえますか。 

（担当）：はい、それは後で。 
（記者）：この訪日外国人の調査なんですけど、これは今年度初めて実施したも 

のなのかということと、旅行会社に委託したっていうことなのですが、 
それはどこに委託されたのかというのをお願いします。 

（市長）：今年度初めてです。どこに委託したかっていうのは JTB でした。 
（記者）：今年度外国人観光客についてより詳しく調べていこうということで始 

めたとの理解でよろしいですか。 
（市長）：そうです。今本当に伸びています。特に和歌山市が伸びていて。伸び 

ているのですが、なんとなく消費につながっていないというのが 1 番 
の動機です。人数自体は伸びているが、いつまで続くかという不安が 
あって、今のうちに最大限伸ばしておきたい。それと観光地というの 
を固定化したいというか、できるだけ PR して何回でも訪れてもらえる 
ようにしておきたというのが思いです。 

（記者）：同じく訪日外国人についてなんですが、2 番目のファムトリップ、3 番 
目のバスツアーの助成とかですね、パンフレット作成、誘導看板の設 
置、これは予算措置はされているのですか。９月の議会とかに出す予 
定なのか、予算規模などがあれば教えてください。 

（市長）：予算措置されています。すでに全部。それで、もうすでに実施中のも 
のもあるし、これから実施するものもあります。それで予算規模、こ 
こに挙げた分だけですか。ほかにもあるのですが。ここに挙げた分だ 
けでいいですか。 

（記者）：観光誘致強化という意味での今年度の予算です。 
（担当）：細かい数字は今、手元にないのですが国の補正を使った事業費として 

は、1 億円程度の新規の事業予算を組んでいます。観光振興関連の事 
業費ですけども、9300 万円程度の新規事業。 

（市長）：ちょっと主な内訳言えますか。 
（担当）：地域創生の関係で外国人観光客誘客対策事業ということで、バスに関 

しては 2317 万 8000 円。また外国人誘客事業ということでいろいろ外 
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国の出張費とかファムトリップとか、AR の関連そういうのを入れまし 
て、1672 万 3000 円。それから外国人の観光客の実態調査、今 JTB の 
話をしましたがこれで 703 万 1000 円です。それから観光客誘致対策で 
看板の設置、下に書いています看板ですけども、300 万を予定してま 
す。以上です。 

（記者）：これは当初ですか。  
   （担当）：26 年の国の補正になります。 
   （記者）：和歌山市に予算が入ったのが今年度の。 
   （市長）：補正で入っています。 
   （担当）：3 月の。 
   （記者）：先ほど市長が、全国の平均より消費額が少ないとおっしゃっていて、

20 万円というふうにおっしゃっていたんですけど、どういうことで 20
万円になるんですか。市の今データがでているのはお土産と飲食で 3
万 5 千円ということなんですけど、それが 20 万円なのか、それとも、

ほかもろもろ込みで 20 万円なのか、ちょっと比較したいなと思うんで

すが。 
   （市長）：すみません。きちんといえばよかったですね。今インバウンドの平均 

が 13 万円ですか。それで中国人が 23 万円でしたか。正確な数字はま 
た後で出しますが、外国人全体の平均でいくと 13 万円程度だったと思 
います。それで中国人が非常に爆買い等で高いということで、それに 
比べて和歌山は、お土産や飲食、宿泊費を足しても、10 万円に届いて 
いないかなという感じがしますので低いかなと思っています。 

   （記者）：あとでそろえた数字を出していただければと思うんですけど、よろし

いですか。 
    
   【“夢のあるアイデア募集”について】 
   （記者）：話は変わって夢のあるアイデア募集の件ですけども、おっしゃってい

たように 8 月ごろに意見交換会をされて、以前の会見の時には 10 月ご

ろまでに全体的なめどを出すということだったんですが、この今回市

民の提案してくれた分についても、そういったスケジュールでよろし

いでしょうか。 
   （市長）：はい。10 月というのは 28 年度予算だとか地方創生の市版の総合戦 

略、これも 10 月末までと決めてあるので、長計だけはもう少し後にな 
るかわからないのですが、いずれにしてもだいたい 10 月までには方向 
出していきたいと思っています。 

   （記者）：長期計画に入れるか入れないかというあたりも、出るということで 
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よろしいでしょうか。 
   （市長）：長期計画はまだ、でないと思いますね。28 年度予算も 10 月から、た 

ぶん編成作業入ってくるので、10 月とか 11 月から、そこからはっき 
りしてきて 2 月までには決まる。ただ地方版の総合戦略は 10 月末で 
提出するのです。地方版総合戦略だけは 10 月末にどういったものが入 
ったかというのが出てきます。 

   （記者）：市長のなかで印象的だったといいますか、こういう考えがあるんだな 
と思われた意見がもし今教えてもらえるようでしたら教えてください。 

   （市長）：いろんな意見があって、これはいいなというのはいくつかあるので 
すが、また具体的にいろいろ内容を聞いてから言いたいなと思います。 
全体を聞かないと、見ただけではわからない面もありますので、それ 
で意見交換させていただこうと思っております。 

   （記者）：わかりました。 
 

【発表項目以外について】 
（記者）：職員の朝型勤務についてですが、国の方で、７月、８月に実施してい

て、和歌山県でも希望者を対象に始まっているんですが、全国的に市の

レベルでもやっているところも一部あるんですけれども、和歌山市とし

てはたぶんやらないという判断をされたのかなというふうに思ったの

ですが、市長の朝型勤務についての考え方と見送った理由がありました

らお聞かせください。 
（市長）：朝型勤務については、職員のワークライフバランスという面からメリ

ットがあると思っています。ただ、議会でも答弁させていただきました

が、市のほうは国や県と違って窓口業務が多いというのと、もうひとつ

は市民と直接触れ合うような、窓口以外にも現場に行ったり、保険やご

み収集であったり、いろんな業務があって、全体的に窓口サービスも含

めて７時３０分からと決めたら、どうしても市民サービスが手薄になっ

てしまう。通常どおり窓口業務を８時３０分から１７時１５分までです

というと、７時３０分からの職員が夕方には勤務を終えてしまうので、

行政サービスがどうしても手薄になる可能性もある。また、現場業務等

に行けなかったりとか、という形で出てくる。あるいは、じゃあ勤務時

間を全部長くしましょうということになると、逆にワークライフバラン

スじゃなくなってしまう。超過勤務を夕方にしないといけないことにな

ってくるので、今のところもうちょっと和歌山市としては様子を見たい

と思っています。地方自治体でそういう同じような窓口業務だとか、現

場業務だとか抱えているところでうまくいくのかなと。職員だけでなく、
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市民サービスの面でうまくいくのかというのをちょっと様子を見てや

っていきたいと思っています。 


