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１月市長定例記者会見  

（平成 29 年 1 月 26 日（木）14 時 00 分～） 

市長発表事項  

 

【台場でつながる全国の自治体との連携事業へ参加－和歌山市の台場跡・砲台

跡を国内外へ発信－】 

 まず 1 点目でございます。台場と言えば東京が有名ですが、和歌山にもカゴ

バ台場とか番所庭園だとか友ヶ島、こういった所にも台場があります。また和

歌山市には明治時代に建設された友ヶ島の砲台跡であるとか深山の砲台跡とい

うのがありますので、この台場・砲台跡を、東京の港区さんのご好意で全国の

自治体と連携して、広めていこうということになりました。1 月 29 日この日曜

日でございますが、東京都の港区でシンポジウムをさせていただきます。和歌

山市からは教育長が出席して、雑賀崎の台場であるとか、明治時代に建設され

た砲台跡という事で友ヶ島等、紀州藩の歴史も踏まえて、シンポジウムで意見

交換をさせていただいて、全国にＰＲしていければと考えています。 

 

【＜和歌山市クラウドファンディング活用支援事業＞新たな事業展開のため小

口投資の募集を開始した株式会社吉田を第 1 号となる補助対象事業者に決定】 

 次の 2 点目でございます。和歌山市クラウドファンディングの活用支援事業

を今年度からスタートさせましたが、その第 1 号の補助が決まりました。第 1

号がこの株式会社吉田さんに対して補助金を決定するということです。クラフ

トビール、いわゆる地ビールですけども、新しい地ビールの製作にかかるとい

うことで、それを一般からクラウドファンディングによって資金調達していこ

うということです。まさに和歌山市で支援事業を創設した目的である新商品の

開発であるとか販路開拓、そういったことが目的に沿うということで、第 1 号

とさせていただきました。 

 

【和歌山市オリジナル出生届を作成しました！】 

 最後の 3 点目でございます。和歌山市のオリジナル出生届を作成しました。

昨年、めでたい婚姻届を作成しましたが、今度は子育て広場などでよく使われ

ている 2 つのキャラクター「こぴちゃん」と「ふむふむちゃん」を載せて、子

育て広場に行けばこの「こぴちゃん」に会えますのでその意味も込めて出生届

にそうしたキャラクターなどを入れました。命名用にも入れさせていただいて、

2 月 2 日、おんぶの日から和歌山市のホームページでダウンロードできるという

ことになっています。次に、これも非常にありがたい話なんですけども、全国
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の統計、国勢調査の結果がようやく分析も終わりまして、市町村単位の合計特

殊出生率が確定しました。和歌山市は 1.55 ということで、これは実は昭和 45

年に和歌山市は全国を上回っていたし、県平均も上回っていたわけなんですけ

れども、今回も 40 年以上ぶりに和歌山県の平均を上回ることができました。 

非常に出生率が上がってきた。出産適齢期の女性の数は減っているんですけど

も、その率が上がってきたということで非常にありがたいなと。第 3 子が増え

てきてるんじゃないかなというふうに思っています。 

発表項目は以上でございます。 

 

記者の質問事項 

 

【和歌山市オリジナル出生届を作成しました！】 

（記者）：オリジナル出生届のことで伺いたいんですけど、和歌山市としたら 3

大学誘致構想も成功して、これから少子高齢化とはいえ活性化するよ

うな新しい動きが出てきていると思います。なぜ今特殊出生率が増え

ているのかという辺り、市長の見立てと、これからのまちづくりを見

据えて、この出生届をどのように利用してもらいたいかについて、伺

えたらと思います。 

（市長）：はい。27年に国勢調査を実施し、一昨年の 9月がその統計の締めた日

でした。それ以降も子育て支援策っていうのはいろいろやっているん

ですけども、担当課によると第 3 子が増えてきたんじゃないかという

ことなんです。細かくは分析できていないですが、対象の数は減って

いるのは事実なんです。女性の数が減っているのは事実なんで、やっ

ぱり 2 子 3 子というところが増えてきたのかなという感じがします。

それは子育ての支援制度の充実が徐々に浸透してきたんじゃないかな

と思っているんですけども。以上です。 

（記者）：これから学校が出来たりとか市もより住みやすくなっていくような措

置が整っているような状況だと思うんですけども、そういう学校とか

が出来ていくような将来像を見据えて、こういう状況をどう思ってい

らっしゃるか伺えたらな、と思うんですが。 

（市長）：元々和歌山市の子育て環境というのは小児科医さんも全国に比べても

非常に多いと、また待機児童数は、年度当初でいうとほとんどないと

いうか 1 桁に近いので、これを 0 に持っていくのは年度当初の分は可

能だと思っています。そういう意味では元々子育て環境が整っていた

ところに、子どもの医療費無料化であるとか子育て政策っていうのを、

非常に今手厚くさせていただいております。それと合わせて教育環境

についても義務教育学校がこの 4月からスタートさせるということで、
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そういった新しい小中一貫校の取組もやっています。またその大学誘

致ということで、わざわざ県外に出なくても市内でも大学へ行けるよ

うに、新たに 3 つ大学誘致をさせていただきました。それとまちなか

には今まで空洞化していたのですが、子育て世代も高齢者の方も居住

し易いような環境づくりというのを今やっています。再開発で居住場

所、都市型マンションでスペースを作ったり、また和歌山市の魅力を

上げる子育て支援施設・高齢者の施設、そういったものもまちなかに

誘致しようということで、いろんな施策を展開しています。その総合

的な展開は今後、和歌山市は子育て環境日本一を目指していますが、

そうしたことを充実させていくことによって子育て世代というのが和

歌山市へ入ってきていただけるんじゃないかと。子育てだけじゃなく

ても生涯にわたって高齢になっても安心できるようなまちにすること

によって、若い人が安心して和歌山へ住んでもらえるというふうに考

えています。 

（記者）：先ほどと関連して出生届の項目で伺いたいんですけど、合計特殊出生

率について、和歌山市は全国で何番目ぐらいとかそういうのは出てい

るのでしょうか。 

（市長）：順位は出ていないみたいだね。全国平均より上回ったし、県平均が全

国平均より 0.1 ポイント大体今まで上回っていたんです。それでさら

に 0.01ポイント市が県より上回ったので、そういう意味では良くなっ

てきたなと感じてます。 

（記者）：このデザインなんですけど、これは職員さんが考えられたとか、そう

いうようなデザインなんでしょうか。 

（担当）：職員が作りました。 

（市長）：子育て広場で今使ってもらっているのを、ここにデザイン化したのも

職員さんでやっていただきました。 

（記者）：子育て支援課の職員さんですか。 

（担当）：はい、そうです。 

（記者）：ありがとうございます。 

 

 

【発表項目外について】 

（記者）：昨日ＩＲについて、モニターの方のアンケート調査結果が公表されま

した。それをご覧になって比較すると前回の 6 月の結果もあると思う

んですけども、市長がその結果をご覧になってどのようにお考えかと

いうことと、もう 1 点早く決めなければというふうに表現されている

対応について、今の段階でのお考えをお聞かせいただきたいのですが。 

（市長）：インターネットモニターの調査は 2回目なんですけども、これを見た
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ら、反対される方が非常に多いなと、賛成の方よりも多くなっている

というのがうかがえました。それとやっぱり心配されるのが治安の悪

さ、それとギャンブル依存症ということでそれらを理由に挙げられる

方が非常に多いというふうに感じました。それを受けて、これからも

慎重に考えていかなければいけないなというふうに思っております。

早く決めなければというのは、これは 1 年以内に法律、実施法が施行

されるということなので、各都市も競って（手を）挙げてくるので、

和歌山市が誘致を決めるのであれば早く決めないと、遅くになって決

めたところでこれは本当に意味がないので、早くやっぱり態度を決め

ていきたいというのは変わっていません。なんとか早く決めていこう

というふうに思っています。 

（記者）：早く決めないと、ということなんですけども、一方で前向きに態度を

表明するのであれば既に遅いのではないかという指摘もあると思うん

ですけども、今のアンケートの結果を受けて慎重にというふうに表現

をされましたけれども、市長ご自身はやはりそういったデメリットの

面はやはりかなり自治体として対応をクリアにしていかないと、この

誘致というのは進められないというふうにお考えになっていらっしゃ

いますでしょうか。 

（市長）：そう思います。デメリットをほとんど無くせば、効果は非常に大きい

と思っていますので、出来るだけデメリットを無くせればそうした誘

致に向けて進めたいなと思っています。今まだそこのところが確信出

来ていないし、ちょっと実施法の中身も分からないのと、我々どの場

所かっていうのは今まで 2 つ候補を検討していましたが、どちらも市

の土地じゃないのでその辺がネックといえばネックです。だからそう

いうのも含めて早く態度を決めてやっていかないとな、と思っていま

す。 

（記者）：民間の方で市への働きかけ、誘致について積極的な働きかけやお話な

ど、そういう動きはあるんでしょうか。 

（市長）：和歌山商工会議所のほうからは要望を頂いています。今はっきり要望

を頂いているのはその団体だけかな。個々にというか口頭では早くや

ってよという方もおられるんです。ただいろんなところを回って行っ

たら、反対される方、心配される方ももちろんおられますので、その

辺はいろんな声があります。それは事実です。 

（記者）：ありがとうございました。もう 1点いいですか。今予算について市長

の査定が始まっていますけども、まだ形になっていないと思いますが、

新しい新年度予算案は、こういったものになるというか何かイメージ

として掴みつつあるようなことはございますか。 

（市長）：今はまだ具体的に言うことは、2月の中旬に発表させていただくので、
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具体的なことは申し上げにくいですけど、昨年からいろんなことをス

タートさせました。1つはスタートさせたことを着実に実行していきた

いなというふうに思っています。もう 1 つはさまざまな情勢、世界情

勢・国際情勢も含めてなんですけど、変化が激しいので、そうした変

化に耐えるよう、いろんな政策というのは、やはり都度都度というか

新しいのを作っていかなければいけないし、昨年決めたことがすべて

正しいとは限らないので、その辺は時代の潮流にあったような形の予

算にしていければというふうに思っています。 

（記者）：ＩＲの件なんですけども、昨年 12 月の時点から考えは変わっておら

れないという認識でいいのでしょうか。 

（市長）：インターネットモニターの結果ですね、対象者の全体数は何人だった

かな。 

（担当）：571人です。 

（市長）：今回の回答は何人かな。 

（担当）：435人です。 

（市長）：前回のモニターの回答者と同じかどうかはちょっと分からないところ

はあるのですが、反対という形ではやはり、率は増えているなという

感じはしますね。そういうのも受けて慎重にというところは同じです。 

（記者）：態度を保留されている一方で県との協議とか先ほどの説明があったよ

うに団体からのアプローチみたいなのがあるみたいですけども、仮に

誘致を取りやめた場合、県との関係であったりとか団体との間の関係

とかに影響とかというのは無いんでしょうか。 

（市長）：元々これは平成 19年だったか、県が共同研究をスタートさせてます。

そこに和歌山市も参加させていただいていて、ずっと県とは連携を取

りながらやってきています。県の方もまだ、どこというのは何カ所か

町も含めて考えておられるので、和歌山市は和歌山市なりの意見を出

して、それで県に働きかけていくという形でいきたいと思っています

ので、今まで通りの連携でいけると思っています。 

（記者）：自民党の二階幹事長が誘致に関して県と市一体でというふうに言って

おられますが、自民党から推薦をされているお立場からいかがですか。 

（市長）：ＩＲに関しては最終的には県と市が当然一致すべきだと思ってますの

で、それは連携を密にすべきで、二階幹事長の言われるとおりだと思

います。 

（記者）：大阪では誘致に向けてＩＲ推進局を立ちあげたりとか報道されていま

すが、1年以内に決めると市長はおっしゃってますが、早めに方針が示

めされないままでは他の都市との競争に影響が出るのでは。 

（市長）：まだ実施法だとか、中毒（ギャンブル依存症）対策だとか、いろんな

分野を含めて国の方で法律を作られるということなので、その辺があ
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る程度見えてきた時点で、地方自治体にとっても手を挙げやすいと思

ってるので、情報をできるだけ把握しながら熟度の高い時期がいいか

なと、早く手を挙げられてるところもありますが、またちょっと手を

挙げたけど反応を見ようかなってところもあるので、それぞれの自治

体も慎重になってるんじゃないかな。大阪は確かに熱心ですね。その

辺のスタンスは変わらないですけど。いろんなところを聞いてみると

慎重になっている面もあるんじゃないかなと感じます。 

（記者）：アンケートの件も含めて慎重にということですか。 

（市長）：そうですね。海外のオペレーターが進出するというところは、いろん

なことを考えて進出されると思うので、早いから有利とか、あんまり

関係ない気がします。1年以内に決まるのは確かなので、それまでには

態度を決めなければと思っています。 

（記者）：たびたびＩＲのことなんですけども、市長ご自身は夏にやったモニタ

ー調査、その時は賛否拮抗という表現でいいかと思うんですけども、

今回は反対が上回る結果でしたけども、その結果に若干差が出たこと

は、どこに原因があるとお考えですか。 

（市長）：私は世論調査の方を指示していて、世論調査の時はプラス面、マイナ

ス面を出して、前回の会見では違うよと言われたけど、実際はちゃん

とやってます。その時は賛成が 50％を超えてて、反対が二十何％とと

いうことであって、前回と今回のモニターで比較すると確かに増えて

るなという感じはしますが、ただよく分析しないとということがあっ

て、ギャンブル（依存症）対策という項目もあって、その中では未成

年の方にやったらというのが、かなりの人数がおられます。賛成の方

以上におられたりするので、その辺、モニター独自の調査もあるし、

いろんな個人意見を出していただいているので、そういったところは

しっかり分析していかなければならないので、去年との比較というよ

りも、やっぱり最新の調査を踏まえて、検討していくべきかなと思っ

ています。 

（記者）：秋にやられた市政世論調査の結果よりも、今回の反対が上回った結果

の方が、市長ご自身がいろんなところで声を聞いた肌感覚としては数

字として表していると感じられますか。 

（市長）：どっちが正しいかは一概には言えないかな。母数は確かに世論調査の

方が多いです。インターネットモニターの方はずっと定期的にやって

いただいている方なので、より市政に興味のある方が参加いただいて

いるかと思います。それを比較してどっちこっちという感じではない

と思いますが、最新はインターネットモニターの調査が前回に比べて

出てます。世論調査は世論調査で対象者が違うから、そこを配慮すべ

きと思います。 
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（記者）：市政世論調査とインターネットモニターの結果をトータル的な判断で

近々誘致するかどうか決めていくということでしょうか。 

（市長）：早いうちに結論を出していきたいと思います。 

（記者）：重ねての質問なんですけど、ＩＲに関して判断されるうえで一番重視

されること、何をもって判断材料にするのか、一番重視されることは

何でしょうか。 

（市長）：プラス効果というのは規模によると思っています。どれだけの規模を

投資していただけるか、それによって観光客だとか税収だとかいろん

な面のプラス効果があります。その辺は配慮しなければいけないと思

っています。 

    それと逆にマイナス面は環境の悪化だとか中毒（ギャンブル依存症）

対策であるとか、交通の問題であるとか、そういった面がマイナスの

要素として出てくるので、その面も当然考慮しなければいけなくて、

何を一番にと言われたら、まずはマイナス、デメリットを無くすこと

が大事だと思っています。 

（記者）：私もＩＲの件でお伺いしたいのですが、市長は先ほどからデメリット

を無くすというお言葉を使っておられますが、市長の指すデメリット

というのは、治安悪化であったりギャンブル依存症と理解してよろし

いでしょうか。 

（市長）：その辺が一番最大の、市民の方も心配されているところがそこにある

ので、その辺を最小限にできるかどうかだと思います。 

（記者）：デメリットを無くすことがネックであるというお話もありますけども、

デメリットを無くすというのは、どのような対策がとられた、若しく

はどのような状態のことをデメリットが無くなったと市長はお考えで

しょうか。 

（市長）：これは県市連携の中で、知事もおっしゃってますが、県民に中毒（ギ

ャンブル依存症）とか影響を及ぼさないことと言われてますので、そ

の方向の感じがします。 

（記者）：例えば県民の入場制限などの対策がとられれば、デメリットが無くな

ったと考えられるということでよろしいですか。 

（市長）：方向性としてはそういう方向だろうけど、市としてはまだその辺を見

極められていないところです。 

（記者）：そうすると、デメリットが無くなったらという条件を付けておられま

すが、デメリットが無くなるというものがどういうものを指している

のか不透明でして、市長は前向きとは言えないというお言葉を使って

おられますが、聞く限り誘致に消極的であると、とられても仕方がな

い発言かと思いますがその辺どう認識されてますか。 

（市長）：そうですかね。消極的とも積極的とも言ってないし、言わせてもらっ
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てるのはデメリットを最小限にすることだと思っているので、それを

もって消極的とは解釈できないと思いますが。 

（記者）：デメリットを無くすということが、市長がおっしゃっている実施法が

できるまでの 1 年間としてますけど、その間に払拭されるものでしょ

うか。 

（市長）： 可能じゃないかなと思いますけどね。 

（記者）：先ほど県民の方の入場制限以外にもというお話で、それだけではない

というお話、そういう方向ではあるけれどそれだけではないというお話

もあって、これをクリアできればデメリットが無くなったと言える状態

を具体的に教えていただけますでしょうか。 

（市長）：先ほども申しあげましたが、場所をまず特定しないと、そこから生

じるいろんな影響というのがあると思うんです。プラス面もマイナス面

もあるので、場所の選定と合わせてそこも考えていかないと、最終的に

いいのかどうかの判断ができないと思っています。 

（記者）：場所については、今挙がっている所以外に考える余地があるとお考

えでしょうか。 

（市長）：我々もいろんな場所の中でですね、今回 2か所の検討をずっとしてき

ました。それはマリーナシティとコスモパーク加太ということで、Ｉ

Ｒの今回の法律は大規模な統合（型）リゾートということで、面積が

かなりいると思っています。そうした中で、今考えられるのはその 2

か所以外にあるのかな。もしいい所があればそこでも検討を深めてい

いと思いますが、2か所以外にはなかなか考えにくい感じがします。 

（記者）：そのデメリットを無くすということで市長がおっしゃっている県民の

入場制限、こちらは県で検討されていますし、場所の特定という点で

も今伺った２か所以外なかなか考えづらいというお話もありますが、

そうするとデメリットを無くすという状態まで道がクリアになってい

ると思うんですけど、そうするといつ頃判断できるのか、タイムスケ

ジュール的なものも見えてくると思いますが、その点についてはいか

がですか。 

（市長）：いつ頃までというか、実施法がある程度見えてきた時点で、そういう

対策も含めて、各地方自治体が手を挙げてくると思います。正式に手

を挙げてくると思うんで、そういう意味で本当の正式というのは申請

時期だと思っています。1年以内に態度を決めなきゃというのは事実で、

それもある程度分かった段階で態度を決める方が、いつまでも市民の

方に不安を持ち続けられるのも迷惑な話だし、できるだけ早く態度は

決めたいと思っています。 

（記者）：最後に意地悪な質問なんですが、既に民間の方と話を進められている

自治体、予算を計上すると明言している自治体がありまして、そう国
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内にいくつもできるとは思えない、市長が時間切れを狙っているので

はないかと考えられている方もいるようなんですが、その点はいかが

でしょうか。 

（市長）：それは先ほどから言ってるとおり全くないです。時間切れにならない

ように早く態度を決めなきゃということで、確かに結果、誘致しない

ということもあるし、その辺は早く決めなきゃいけないんで、時間切

れを待つとか、そんなつもりは全然ないです。 

（記者）：私もＩＲで恐縮ですけど、先ほど市長が明確にお答えにならなかった

ので、確認したいのですが、業者は来ているようだけどという質問を

そのまま流してお答えになっていましたが、業者は来ていますか。 

（市長）：オペレーターということですかね。そこは否定しません。オペレータ

ーとの情報交換はやっていかなければいけないし、来ていないとは言

えないです。 

（記者）：視察に来られているということですね。先ほど明確にお答えいただい

てなかったと思うのですが、前回のネット調査、市政世論調査、今回

の調査、反対がいずれにしても拡大していると、時期的な要因とか、

手法的な要因とかもあると思うんですが、市長はなぜ、直近の調査で

反対が拡大したと思われますか。 

（市長）：インターネットモニターでの比較でいくと多くなっているのは確かな

んで、その辺の原因というのはよく分からないですけど、法律が制定

される中で議論があってギャンブル依存症という言葉がいろんな形で

出た、そういう点が増えた原因じゃないかなと思います。 

（記者）：前回の会見で市民の意向を確認するため、再調査をしたいと言った結

果、反対が強いとなったら、「やっぱりやめます」という方向に流れて

いくのか、普通に考えたらそうなのかな、と思うのですが、これがネ

ット調査だけで市政に関心ある人だけだったりとか、属性の特殊性と

いう部分があるかとは思うんですけど、もう一回くらい市政世論調査

とか違う形での意向を問わない限りは、市長もこれはネット調査だか

らちょっと違うんだよ、というふうなことをおっしゃるのであれば、

なかなか決断を出しにくい状況になってきたのかな、誘致をここで推

進するとは言いにくいというふうにはなってきたのかな、と思うんで

すけれど、なにか判断にあたって調査をするとか、市民の声を聴くと

か、そういうお考えはございますでしょうか。 

（市長）それは、今のところないですね。もう、あのずいぶんいろいろな声は

お聴きしたと思いますので、あとはどういった対策があるかとか、そ

ういった総合的な判断をするのだろうな、と思っています。 

（記者）となるとですね、再調査した結果反対が増えて誘致しますと言ったら

市民の声を軽視しているんじゃないかというような意見も出かねない



 

10 

 

ような気がするんですけれど、そこについてはどういうふうに説明さ

れるんでしょうか。今回再調査して反対が増えているというのにもか

かわらず、というのは。 

（市長）だから、結論は出していないので。「やる」となったときの話ですか。

それは、しっかり分析もして、対策も講じて、という上での話になり

ますね。その場合は。 

（記者）以前からですね、候補地については 2 か所であると、マリーナシティ

とコスモパーク加太で検討されていると、前回はそう検討されてきて

どちらがどうという話も進んできてなくて、一つは市の土地ではない

という説明をずっとされているんですけれど、態度を決めていくに当

たってはもうそろそろ優劣くらいはついていてもいいのかな、と思う

んですけれど、この 2 つの候補地については、どちらが可能性がある

かと思われているところでしょうか。 

（市長）さっきから言っているように誘致するとすればいろんな条件が全部揃

わないとダメなんだろうと思っています。もちろん土地を持っている

人、そこに住んでいる人がおられたらそこに住んでおられる人、周辺

の状況、それとそういうオペレーターが投資に値するかという判断も

出てくると思います。いろんな条件があった中でなので、和歌山市で

一概に、今の時点で対策は別として、どっちがいいという判断はでき

ないです。 

（記者）和歌山市でどっちがいいと言えなかったら、候補地確定できないよう

な気がするんですが。 

（市長）だから、候補地は、いろんな条件をクリアしたところが候補地になる

と思います。 

（記者）それはやはり実施法の中身が見えてこない限り、そこまでは判断でき

ないということでしょうか。 

（市長）ひとつは、さっきから言っているような話ですね、そのデメリット対

策が十分行えるかどうかというのが一番大きなところかな、と思うん

ですが。それとあとはやはりオペレーターだと思いますね。いろんな

所が手を挙げる可能性があって、その中でオペレーターがないのに申

請するわけにはいかないので、それはやはりオペレーターの意向も十

分反映しないと、という感じはします。 

（記者）今日の会見のやりとりを伺っていますと、今までは実施法ができる 1

年以内というふうなことだったと思うんですが、今日はその実施法が

見えてきたらというその言い回しでちょっと判断の時期を早めにとい

うイメージ的に持ってきてらっしゃるのかな、という印象を受けるの

ですが、今、まだ１年以内か、それとももうちょっと早い段階か、ど

ういうお考えなのか。 
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（市長）1年じゃないんだろうなぁと思いますね。1年の猶予はないんじゃない

かなと思ってて、1年以内ですね。 

（記者）究極の、最終期限は 1 年だけれども前より早めにできたら決断したい

というような、気持ち的にはちょっと早まっているようなところでし

ょうかね。 

（市長）一緒。それは、一緒で。1年以内と、まぁ言ってるとおりですけど。出

来るだけ早い時期に。 

（記者）あらためてなんですけれども積極的とも消極的とも言ってらっしゃら

ないとおっしゃっていますが、今前向きとか後ろ向きとか、市長のそ

の感情というか思いを表現するとしたらどのようなお考えなんでしょ

うか。それをあらためてお伺いします。 

（市長）そこはもう、何度聞かれてもまだ態度を決めるまでは、まったく中立

です。 

（記者）ありがとうございました。 

 

 

 


