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8月市長定例記者会見  

（平成 27年 8月 6日（木）14時～） 

市長発表事項  

【コンパクトで便利なまちづくりに向けて！！～市街化調整区域の開発基準を見 

直します～】 

 地方創生に向けて準備を進めています。総合戦略の計画を 10月末には立てる予定

です。いよいよ和歌山市としてもコンパクトシティに向けて明確にかじを切ること

にさせていただきました。今回、市街化調整区域内での開発基準を見直すというこ

とで、はっきりした方向性を出していきたいと思っています。内容はパワーポイン

トを見ていただいたら良くわかります。これは市街化調整区域内での開発許可の件

数です。平成 9 年からの件数で、どんどん市街化が調整区域内まで進展してきてい

ます。いくつかの要因はあるのですが、大きな要因は平成 13年、市街化調整区域内

での開発を一部緩和していこうと条例化がされています。これは市街化区域に近接

した調整区域内について基準を緩和していこうということで、平成 13年に緩和しま

した。これから徐々に増えだして、さらに平成 17年に 50戸が連たんしている既存

集落であれば近接して開発が可能だという条例改正。鉄道駅周辺については 500ｍ

まで開発を認めるということが主なとこなんですが。17年から急激に市街化調整区

域内で開発がどんどん進んでいます。今後地方創生のなかで、2040 年までは和歌山

市の人口が減っていくことが予想されています。県全体では 2060年までに 70万人

まで減るという予測が立っています。これは出生率と死亡率を考えただけでもどん

どん減っていくわけです。そうしたなかで、一度は都市は縮小に向かってしまう。

これはどうにもならないと思っております。ただ、和歌山市は 2060 年までには、

できるだけ元の人口に回復させたいということで、いったんは減ります。しかし、

途中から増やしたいという思いで地方創生を進めています。人口が減少するなかで、

どんどん都市が広がっていくということはいろんな面で非効率が生じてきます。イ

ンフラを新たに整備しなければならない、維持管理しなければいけない、そうした

面での非効率。それと人口密度が希薄になることによる社会サービスの非効率性。

また今後、高齢化が進むなかで中心地と地域の拠点間の移動がなかなかしにくくな

ること。それと中心市街地が空洞化する。いろんな弊害が生じるわけです。こうし

た弊害を克服するためにも、コンパクトシティに向けてかじを切っていきたいと思

っております。具体的には、宅地の拡散防止、優良農地の保全ということで、特に

一番の市街地拡散の原因となっている 50 戸連たんの既存集落基準の廃止や近接し

た指定集落基準の廃止をやっていきたいと思っています。もうひとつは地域拠点の
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維持とゆるやかな誘導ということで、駅周辺の開発は、従来 500ｍの基準になって

いましたが、一昨年かな、300ｍに変更されて、今回は原則 100ｍにしたいと思って

います。原則 100ｍっていうのは、できるだけ駅の近くから開発を誘導していきた

いと思っています。これは今後、公共交通機関の維持もあり、できるだけ駅に便利

なところから公共施設なり開発を進めて、逆に誘導していくと。そして原則 100ｍ

なので 300ｍぐらいまでは状況を考えて、今後誘導していきたいというふうに考え

ています。また指定道路の沿道の部分は、土地の生産性を逆に向上させていき、耕

作放棄地など放置されているところを、優良農地もしくは生産性の高い産業系、工

業系の土地に換えていくことなどを誘導していきたいと思っています。これを、一

般の方へ意見聴取を経て、12月議会に上程し来年の 4月から条例を施行していきた

いと思っています。 

 

【和歌山市観戦ガイドを持って競技会場へ応援に行こう！紀の国わかやま国体会期

前開催競技までちょうど 1 カ月！】 

 2点目です。国体に向けて観戦ガイドを作ります。8月 11日から配布予定です。

これは各試合の場所がわかるということと、スタンプラリー形式になっているの

で、各試合場で観戦していただいてスタンプを 3種類集めると先着で素敵な景品

がもらえるということになっています。ぜひこのガイドブックを使っていただけ

ればと思います。 

 

【日本初「回遊型 3Dプロジェクションマッピング」～紀の国わかやま国体・大 

会開催直前イベント～】 

 3点目は、日本初「回遊型の 3Ｄプロジェクションマッピング」です。期間が 8

月 29日（土）・30日（日）でやる予定になっています。これは日本初となってい

ますが、プロジェクションマッピング自体はいろんなところでやっていますが、

回遊型のプロジェクションマッピングが初めてだということで、和歌山城の石垣

にマッピングをしていくという予定になっています。日本初ということでよろし

くお願いします。イメージとしては砂の丸広場から出発していただいて、途中動

物園があります。動物園は、この両日に合わせて夜間開放する予定にしています。

それと和歌山城の石垣っていうのは大きく分けて 3種類ほどありますが、そうし

た石垣の特性を生かした形で、それぞれの場所でそういうプロジェクションマッ

ピングを行って、歩いて楽しめるということでやっていきたいと思っています。

これはまだイメージなので、まだ変わりますが、うまく石垣の形だとか高さ、形

状そうしたものを生かしてうまくマッピングしていきたいというふうに考えてい

ます。 
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【紀の国わかやま国体・大会における強化サーベイランスの実施について】 

 次 4 つ目です。これも国体の関係の強化サーベイランスの実施についてです。

これは 2年前にボストンマラソンでのテロ以来、強化しているものです。感染症

だとかテロ、そうした対策のために強化サーベイランスをやりたいと思っていま

す。地方の国体では初めてということです。 

和歌山市における感染症などについて、患者発生数や薬局での処方状況、学校

での児童生徒の欠席者数、救急車による搬送者数などの複数の情報から感染症の

流行のきざしを早期に探知することを目的にして実施します。そういった情報を

総合的にとらえ、サーベイランスを強化していきたいと思っています。そして感

染症の急激な増加だとかテロ事件、そうしたことに備えていきたいというふうに

考えています。 

 

【都市計画道路の供用について】 

 次は、道路の関係です。国体までに市内の幹線道路を整備しています。まとめ

て説明します。最初は、南北と東西を連結する幹線道路が少ないということで、

南北道路として、松島本渡線というのが宮街道からずっと南へ伸びて、竈山神社

の北側にある東西に通る大きな道路（これは県が整備している南港山東線ですが）

までの間で、神前の交差点から南側は県が整備して、先日供用を開始しましたが、

その北側の部分を市が整備して、供用を開始します。それと合わせて東西道路の

南港山東線は、今整備している秋葉山の部分を暫定 2 車線（完成時４車線）で、

国体に合わせて供用開始します。これによって国体会場の秋葉山プールのほうに

も国体のバスが入っていけることになります。環状道路的に 4車線、（松島本渡

線は 4車線、そして南港山東線はずっと 4車線で、市の区間が暫定 2車線）で供

用されるということで、環状道路としても非常に効果が出てくると思っています。

市内の渋滞に非常に役に立つのではないかなと思っています。また、市駅和佐線

は和歌山駅の東側から和歌山インターを結ぶ間の一部ですが、大門川を挟んで供

用していく予定になっています。いずれも日時はそこに書いてあるとおりでござ

います。国体までに供用していく予定になっています。 

 

【『市道小倉 178号線』の全線開通について】 

 市道小倉１７８号線は紀伊小倉駅の近くの道路です。小倉地域の生活道路は、

南北を貫く幹線道路がなく、初めて地区内を南北に通る道路になります。これが

8月 10日に開通予定ということになっています。 

 

【UIJ ターン就職フェア（京都・東京）の開催について】 

 次が 7番目です。ＵＩＪターン就職フェアの開催についてです。京都と東京で
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開催します。景気が良くなってきて、なかなか地方へ戻って就職してくれません。

そうしたこともあって、今回ＵＩＪターン就職フェアを和歌山市でも独自に開催

させていただいて、できるだけ住む都市の魅力をＰＲしたいなと思っています。

企業のＰＲはもちろんですが、和歌山市に住むと楽しいですよとかこんなメリッ

トがありますよと、そうしたことを宣伝していきたいと思っています。やっぱり

これからは住む都市が選ばれる時代になってきているということで、和歌山市で

暮らす魅力というのを紹介していきたいと思っています。具体的な資料はまだち

ゃんと完成していませんが、和歌山だったら釣りができるよとか海洋レジャーが

できるよとそういったことを宣伝したり、医療介護体制これはこの間日本創生会

議が発表した、全国で 41の移住候補地の中に和歌山市が入っているということ

で、医療とか介護施設が整っていますよ、そういうことによって老後も安心して

暮らせますよというような、和歌山市のメリット、良い点をできるだけＰＲして

いきたいと思っています。 

 

【日本最大のクルーズ客船「飛鳥Ⅱ」の寄港について】 

 8点目は、シルバーウィークの 9月 20日、21日に日本最大のクルーズ船「飛

鳥Ⅱ」が和歌山港に寄港することになりました。今クルーズが非常に増えていま

す。特に海外からのクルーズが去年、日本国内では過去最高の寄港回数っていう

のを記録しました。これから外国人（インバウンド）もやはりクルーズ船を利用

するのも多くなるし、もちろん国内クルーズも大型船が１隻来てくれるといろん

な面で、賑わいだとかまちの魅力のＰＲだとかそういったことに非常に効果があ

ると考えています。それで今回の飛鳥Ⅱの寄港に関して、できるだけＰＲを積極

的にしていきたいと思っています。まずは、入出港時のおもてなしを、例えば星

林高等学校の吹奏楽部による演奏とか、観光物産のＰＲ、そうしたことをやって

いきたいと思っています。次のページに船内における観光ＰＲということで、初

めてですが、和歌山市職員を乗船させてもらって、観光ＰＲ等をやっていきたい

と思っております。それともうひとつ船内のメインホールで黒潮躍虎太鼓保存会

による和太鼓演奏をさせてもらうということで、和歌山市のＰＲをやっていきた

いと思っています。また、船内見学会が 9月 20日の 13時 30分から開始されま

す。一般の方は 75名ということで、はがきで申し込んでいただきたいと思いま

す。マスコミの方も乗船のほうご希望があれば 9月 1日までに、希望を言ってい

ただければ乗船可能ということで調整させていただきたいと思っています。 

 

【ふるさと納税（元気わかやま市応援寄付金）の返礼品の充実について】 

 最後の 9点目です。これは先月から募集し始めたものですが、ふるさと納税の

返礼品に新たな枠を設けました。和歌山市の観光ＰＲ、和歌山市をイメージして
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もらう、こういうふるさと産品を和歌山市に行けば食べられるんだ。そうしたこ

とをイメージしてもらうために和歌山市ＰＲ版にプラスして今回、障害者の就労

施設等からということで、6点を社会福祉枠として返礼品の中に加えさせていた

だきたいと思います。全部で今 29品だったのがＰＲ版も増えたということで、

44品目が返礼品となりました。 

 

 

記者の質問事項 

 

【コンパクトで便利なまちづくりに向けて！！～市街化調整区域の開発基準を見直 

します～】 

（記者）：最初のコンパクトシティのところで、市街化区域でないと人は住めない 

ということですか。 

（市長）：都市計画に、線引きという制度があって、和歌山市の場合は市街化区 

域と市街化調整区域、この 2つになっています。それで通常開発して 

住居を建てる場合は市街化区域内で建てられることになるのですが、 

市街化調整区域内というのは原則的には住宅の開発は禁止されていま 

す。ただ、いろんな事情があって、和歌山市の人口が減りだしたとか 

そういった事情があって緩和基準っていうのを、調整区域内に過去設 

けてきました。平成 13年 8月に緩和条例を設けて、そのときは第一段 

階というか、市街化区域に近接した調整区域を緩和していこうという 

ことになったのです。その次が 17年。貴志川線の存続問題の時が平成 

17年だったと思うのですが、その貴志川線を存続するために、できる 

だけ駅の周りを広く開発していこうということで、500ｍの範囲まで開 

発ＯＫということにしました。それとあわせて既存集落ということで 

調整区域内でも 50戸ぐらい家があると、その区域内及びそこに接続し 

て 50ｍ以内の距離までは開発をできると、そういったような制度を設 

けました。それがどんどん調整区域内の開発につながっていって拡散 

を招いたという状況になっています。この水色見てもらったら、一番 

効いているというか、平成 17年の 4月に改正した既存集落 50戸連た 

ん、それと鉄道駅 500ｍというのが一番効いていて、この鉄道駅のほ 

うは 2年前に 500ｍを 300ｍにいったん縮小したのですが、今回は原則 

100ｍということで、これは特に駅に近いところからむしろ誘導してい 

きたいという意味も込めて原則 100ｍということにさせていただきま 

した。 
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（記者）：そのうえで、基準を厳しくするということですが、これを踏まえて市

街化区域に住民を戻すことが必要だと思うのですけど、その点はどう

いうふうに考えていらっしゃるのですか。 

（市長）：調整区域内は厳しく基本的にはなるのですけど、それとあわせて調整 

区域内でもやっぱりそれぞれの拠点はしっかり整備したいと思って 

います。やっぱり郊外でも日常生活は暮らしやすいような、そうした 

規制と誘導とをやっていきたいと思っています。それと今言われた質 

問の意味は中心市街地の件だと思いますが。中心市街地に関しては、 

これはもともとまちなか居住ということでうたっているのです。どん 

どんまちの中に居住空間を整備しなければならないと思います。それ 

は都市型の、商業地だったらなかなか平屋一戸建てというわけにはい 

かないので。商業地については都市型マンションを民間活力を利用し 

て誘導していきたいと思っております。空き家について、今年も調査 

に入っているのですが、中心部の住宅地については空き家の流動化を 

図っていきたいと思っていまして、例えば危険な空き家であれば除去 

して、新たに住んでいただくだとか、もしくはリフォームしていただ 

いて、できるだけ空き家を活用していただくと、そういった都市再開 

発と空き家とで、中心市街地に居住スペースを確保したいと考えてい 

ます。ただ、それだけではなかなか中心市街地に住むことにはならな 

いと思うんで、いつも言っている魅力と便利さを高めたいと思ってい 

ます。便利さの面では高齢者の施設だとか子育て支援施設、また病院 

とか大学とかそうものをまちの中に誘致していく。それともうひとつ、 

和歌山城もそうですけど、まちの中の魅力を高めていきたいと思って 

います。居住スペースとまちなかの魅力と便利さでまちなかへの、中 

心市街地への誘導を並行してやっていきたいと思います。 

（記者）：今の質問に関連するのですが、お話を伺っていると、市長の頭の中で 

は和歌山市の地図で人が住む場所であったり、活性化する場所であっ 

たりというのは出来上がっているように思うのですが、今の段階で構 

想の地図のようなものを公表してもらえるんでしょうか。 

（市長）：そのようなものが出来上がっているわけではないんです。市街化区域 

と市街化調整区域の一般的なこと、まずはこれから条例の改正に向け 

て進めていきたいと思っています。だから調整区域内っていうのはで 

きるだけ住宅とか商業の開発を抑制していく。そしてできるだけコン 

パクトにそれぞれの拠点を作っていきたいと思っています。その方向 

性を示させてもらっていて、まちなかについては、結構市駅の再開発 

なり伏虎中学跡地の市民会館移転とか、薬学部の誘致だとか。そうし 



7 

 

た具体的なとこはまちなかについては出させていただいているので 

すが、ただ調整区域内をじゃあ地域別にどうするかというところはこ 

れからです。 

（記者）：それはいつごろまでにはっきりさせるお考えなんですか。 

（市長）：ひとつは 10月末までには、地方版の総合戦略というのを立てます。 

それは 5年後の計画を立てるわけです。それともうひとつは、今年度、 

来年度で一応作っていこうとしているのが和歌山市の長期総合計画 

です。そのなかでそうしたことを具体的に出していければな、という 

ふうに思っています。 

（記者）：長期計画は最終的に発表されるのは来年度になると。そのころにはっ 

きりとさせていくと。 

（市長）：地域がどうなるかっていうのは長期総合計画のなかで示せればな、と 

いうふうに思っています。 

（記者）：100ｍにした根拠というのは、例えば 200ｍじゃなくて 100ｍにした 

根拠。それと 500ｍから 300ｍにした時も、300ｍにしてもやっぱり 

開発が進まなかったから、今回さらに一気に 100ｍに、100ｍという 

のはかなり狭い感じという気がするんですけど、100ｍにした根拠と 

いうのを教えてください。 

（市長）：鉄道駅でいうと紀勢本線、貴志川線、和歌山線、阪和線、加太線とあ 

るのですが、100ｍ、200ｍ、300ｍと駅の開発状況を調べてみたので 

す。100ｍでもまだ駅周辺に農地もあったり、拠点として整備されて 

ないなという感じがしていて、やっぱり原則は駅に近いところから、 

公共施設も含めてですね、駅らしい整備をしていくのかなということ 

で、原則 100ｍとさせていただきました。ただ 100ｍぴったりで終わ 

るかっていうと、やっぱり開発によっては 100ｍからはみ出るところ 

もあるんで、そのときでもできるだけ中心からやってくださいよとい 

うような基準で考えております。 

 

【日本初「回遊型 3Dプロジェクションマッピング」～紀の国わかやま国体・大 

会開催直前イベント～】 

   （記者）：「光の回廊」について。これは、砂の丸のところから回遊ルートを市

民が歩いていくというイメージなんですかね。やり方としては。 

   （市長）：そうです。歩いて回ると。砂の丸にはイベントもやるのです。ステー

ジをやったりするのですが、その砂の丸の石垣にまず映すと。そして

ずーと動物園のほうを通っていただいて、表坂のほうでまた石垣に向

けて映すと。それぞれ石垣も形も違うし、石の状況も違うので、非常
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に個性的なマッピングができるのかなと思っています。で、最終的に

一の橋のほうへ抜けていくという感じです。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：第二阪和国道の件ですが、県内の供用開始のめどいうのはたっている

のでしょうか。また、前倒しできるのかどうか教えてください。 

（市長）：めどはほぼたちました。たちましたっていうのは国体までに、県内の

部分、大谷ランプというのがあるのですけど、大谷ランプから平井ラン

プまでの間、そして和大、藤戸台、イオンという市の中平井線。発表す

るとこまではいっていないのですが、この両方の供用のめどはほぼたっ

てきたかなと思います。 

   （記者）：国体までにということですけども、その際になるのかそれとももっと

前になるのかっていうのはいかがでしょうか。 

   （市長）：国体の開会式までにはやりたいなと思っています。 


