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5 月市長定例記者会見  

（平成 28 年 5 月 18 日（水）14 時～） 

市長発表事項  

 

【「結婚・出産・子育ての希望がかなうまち」に係る支援事業について】 

① 和歌山市ハッピーウエディング事業について 

 経済的理由で結婚をちゅうちょされている方に経済的支援をしようということで、

18 万円を上限として支援させていただきます。6 月 1 日から受付開始します。4 月

1 日からの方が対象になってきます。できるだけ住宅取得、引越し費用にあてても

らえればということで、結婚を増やしていきたいと考えています。 

② 和歌山城で結婚記念写真撮影！ 

 和歌山城天守閣で結婚記念写真撮影ということで、準備が整いました。天守閣

の中に記念写真撮影のための着替える場所をつくることができました。明日から

天守閣で結婚記念写真撮影の予約を受け付けます。結婚記念写真撮影は 6 月 1 日

からスタートさせていただきます。これも思い出の場所になると思いますので、

ぜひ天守閣で記念撮影をしていただきたいと思います。許可をもらっていただけ

れば、天守閣の入場料は無料ということで、写真撮影対象の方は無料で利用して

いただけますので、ぜひ大勢の方が参加していただければと思います。 

③ 和歌山市しあわせたく 3（さん）未来ギフト事業について 

 第 3 子の時に何か祝っていただけたらという声が多くありました。そういう声

にお答えして今回、第 3 子以降の出産に対して市長のメッセージカード入りギフ

トを贈呈させていただくことになりました。これも申請は、6 月 1 日からという

ことで、対象者は 4 月 1 日にさかのぼって行います。内容は、資料に記載してい

ますが 5 千円相当のカタログギフトの中で 2 点の商品を選んでいただけます。 

④ 育児支援助成事業について 

小学生以下の子どもを 3 人以上養育している家庭の経済的負担を軽減するた

め、ファミリー・サポート・センター事業、病児・病後児保育事業、子育て短

期支援事業、一時預かり事業を利用される方に費用の負担をさせていただこう

と年間 15,000 円を上限に助成させていただきます。これも 4 月 1 日の利用分か

らを対象に 6 月 1 日から受付をします。 

⑤ 保育所等における業務効率化推進事業について～保育士の業務負担軽  

減に向けて～ 

 保育士さんは、非常に激務であることといろんな面で大変になってまして、
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退職者も多くなっています。そうした保育士さんの負担を少しでも軽減するた

め、業務を効率化するような保育支援システム、これは保育指針に沿ったテン

プレートを作って、それを活用していただきます。また、例えば子どもが集ま

る場所に事故等が起こらないような予防も含めてビデオカメラを設置していた

だきます。そうすることによって、保育士の勤務環境が改善できれば保育の資

質の向上につながるということで、今回支援させていただきます。保育システ

ムについては、最高 100 万円、カメラの設置にかかる費用については、最高 10

万円で 6 月 1 日から申請受付します。 

⑥ 三世代同居・近居を支援します 

 28 年度予算で特に力を入れている三世代同居・近居の支援です。三世代同居・

近居促進事業として、市外から市内に転入される方について、新築･増改築の費

用に対して 10 分の 1 以内の補助で上限は 30 万円です。予算として、20 件程度

予定しています。市内から市内の市街化区域内への転居については、上限 10 万

円で補助しようと考えています。これも、対象者は 4 月 1 日以降に転居された

方です。さらに、空き家を活用していただければ上限で 10 万円を上乗せさせて

いただくことになっています。これも空き家活用につながるということで利用

していただければと思います。おじいさん、おばあさん、お孫さんが近くに住

むことによって、いろんなメリットがあるということで、少子化対策にもつな

がりますし、おじいさん、おばあさんの健康増進にもつながるということで和

歌山市としても、三世代同居・近居を強く進めていきたいと思っています。 

 次は、市営住宅での三世代同居・近居の促進です。１つは、ラブリー松江団

地の特定公共賃貸住宅です。家賃に対して 3 万円の補助をします。また、向団

地から約 2 キロメートル以内に親または子世帯が住んでいれば、同団地に優先

的に入居できる親子近居世帯向け 2 部屋を設けます。 

市で分譲しているスカイタウンつつじが丘で購入者本人が三世代で居住する

場合、既存の割引にプラスして 1 区画あたり 50 万円を割り引く三世代同居割引

を行います。これも活用していただき三世代が近くに住んでいただければと思

っています。 

 

【和歌山市・ＪＡわかやまトップセールスを実施 「新しょうが」・「ジンジャー

エール」】 

 和歌山市の「新しょうが」は、質が非常に良いのと出荷量も全国 2 位となっ

ています。特に今東京での販売量は、非常に増えています。下に東京での量を

記載しています。大阪が 400 トン、2 番目が東京の 370 トンで大きな市場にな

っています。東京自体の市場は大変大きなものです。その中でＪＡわかやまと

共同で「新しょうが」の販売促進を東京で行うことになりました。場所は、大
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田市場の東京青果株式会社、もう 1 つは高級住宅街を商圏に持つ玉川高島屋シ

ョッピングセンターで、6 月 3 日にＪＡわかやまの組合長とともに吉宗くんも参

加して「新しょうが」を販売したいと思っています。和歌山市の「新しょうが」

は、ブランドイメージが高いというので、高級料亭等で使われていますので、

ぜひこの機会に和歌山市の「新しょうが」を東京でも売っていきたいと考えて

います。 

 

【和歌山市の未来につながる「夢のある政策研究」プロジェクトについて】 

 昨年度から始めましたプロジェクトチームということで、今年は 4 つについて

新たに政策研究を進めていきたいと思っています。次のページをご覧ください。 

１つ目は、南方熊楠が来年生誕 150 周年を迎えます。南方熊楠は、田辺・白浜で

有名ですが、和歌山市で生まれたことを案外知らない方が多いので、南方熊楠ゆ

かりの地をこの地図で示していますが、いろんな場所があります。生誕地とか育

った家、卒業された雄小学校、孫文と撮った浅井写真館など記念になるような所

が市内にたくさんあります。来年の 150 周年に向けて、生誕の地である和歌山市

をＰＲしていきたいと考えています。これもプロジェクトチームで検討していき

たいと考えています。 

 次のページです。和歌山市内に海外からの観光客も増えています。海外からの

観光客に聞くと、やはり和歌山城がいいねと、歩かれている方は和歌山城が多い。

それは、やはり和歌山の歴史･文化を知りたいということでリピーターも多くなっ

ています。和歌山市は城下町であったので、城下町等を復元していけないかと考

えています。もちろん城下町だけではなく、いろんな時代背景が本市にはありま

すが。そうした和歌山市の歴史･文化を今後どのように発展させていこうかという

ことをプロジェクトチームで検討していきたいと考えています。 

 次のページです。自転車でつながる和歌山市ということで、これは昨年度から

自主研究グループがサイクリストの視点で自主研究されていました。スポーツや

観光の観点で研究を進めてきたのですが、いよいよいろんな面で実現をしていき

たいということもあって、担当課レベルでプロジェクトチームを中心に起こして

いきたいと思います。もうひとつは、通勤、通学、買い物、病院など市民生活を

送るうえでの移動手段として自転車をもっと便利に使えるように、まち自体を自

転車にやさしいまちにしていきたいと思っています。自転車文化を醸成していこ

うということです。 

 

【和歌山市青岸汚泥再生処理センターの稼動開始について】 

 青岸工場が稼動して汚泥処理をしていますが、今回新しく青岸汚泥再生処理セ

ンターが 6 月 1 日から稼動します。今までの汚泥の処理方法からさらに再生処理



4 

 

をして、放水量が従来の約 1 万 2,800 立方メートルから約 700 立方メートルに減

るため、環境への負荷が小さくなります。 

  

【『海草橋』の開通について】 

 旧海草橋は、昭和 30 年に架けられ非常に老朽化していました。また、歩道が

なくて歩行者、自転車と車が往来して危険な状況でしたので、今回、改良を加

えて新たに歩道を設けます。車道も 2 車線になり、5 月 22 日の午後 3 時から開

通します。 

 

【成人ピロリ菌検査事業の実施について】 

 今年度から、成人ピロリ菌検査を 40 歳，45 歳の市民を対象に実施します。

通常 5,000～6,000 円かかる検査費用を自己負担額が 1,000 円で済むように補助

したいと考えています。胃がんの原因は、ピロリ菌が大きいとわかってきまし

た。できるだけ早い時期からピロリ菌検査をしていき、がんの予防にも結びつ

くようにやっていきたいと考えています。 

 

【平成 29 年（2017 年）「和歌山市はたちのつどい」における新しい取り組みに

ついて】 

 今年の「和歌山市はたちのつどい」で非常に残念な事件が起こりました。来

年の 1 月に実施する「はたちのつどい」については、傷害事件が起こったのは

会場外であったので、できるだけ会場内に入ってもらえるような魅力のある式

典内容にしようということで昨日、委員会を開き検討しました。1 つは、小学校･

中学校の時に、地域で交流をもたれていた方が多いということで、（連合自治会

は 42 ですが、10 ブロックに大きく分かれています。）会場内の席を地域別に分

けて、顔見知りが多く集まるようにすれば、たくさんの人が入ってくれるので

はないかと思います。その後、将来の思い出になるようにブロック単位で記念

写真撮影を行います。もう 1 つは、2 分の 1 成人にあたる 10 歳児から新成人代

表に花束の贈呈をやってもらいます。さらにアトラクションとして、市内の中

学校の吹奏楽部による演奏を行います。今年度から、成人式にはアルコール類

を持ってこないように、事前に禁止させていただくことにしました。こうした

ことを通じて二度と痛ましい事件が起こらないようにやっていきたいと考えて

います。 

 

記者の質問事項 
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【平成 29 年（2017 年）「和歌山市はたちのつどい」における新しい取り組みに

ついて】 

（記者）：成人式のことです、これは会場内でのアルコール類の持ち込みを禁止

する。今回の事件が起こったのは会場外ですよね。会場外でも禁止する

のか。どのようにするのかを教えていただけますか。 

（市長）：まずは成人式にアルコール類を持ってくるなということを基本にしよ

うと思っています。それで敷地内、会場の中。事件があったのは、会場

の外は外ですが、敷地内です。敷地内は禁止できますので。飲んでいた

ら今回は禁止ということで、はっきり明示させていただこうと思ってい

ます。 

（記者）：成人式の方たちに通知する紙の中で禁止を通知する、そういう形なん

でしょうか。 

（市長）：そうです。事前に通知文でわかっていただこうと思っています。 

（記者）：今の質問で関連です。残念ながら酒に酔った状態で会場に来る新成人

も多いと思いますが、そういった方に対しては入場を規制したりとかは、

そういったところまでは考えていらっしゃるでしょうか。 

（市長）：そこは非常に難しいところで、家から酒を持って出るなということは

言えるのですが、途中で飲食されて酒を飲まれてきた方でというところ

は非常に難しいところです。飲酒の具合によるんでしょうけど。あきら

かに泥酔であれば、それは危険ということで敷地内への立ち入りを禁止

できると思いますが。それはちょっと検討したいと思います。 

（記者）：今回の事件は残念ながら、双方酒に酔った状態でそこからトラブルに

発展してしまって。敷地内に酒の瓶があったので飲酒をしていたのだろ

うということだったんですけども。先ほど市長がおっしゃられたように

外で昼間から飲んで酔っ払った状態で入って来て、トラブルになる形も

あると思うんですけど、その辺は当日警備というか、市の職員とか警察

と連携しながら対応していくという認識でよろしいでしょうか。 

（市長）：取り締まりの意見もいろいろ出たのですが、警察にも敷地内に入って

おいてもらうと。それと今まで酒を飲んでいても取り締まれなかったと

いうことは明確にしていなかったので、そこを明示することによって禁

止することができますので、警察も入っておいてもらうことになると思

います。 

（記者）：敷地内に警察が入るのは、今年度実施するのが初めてなんでしょうか。 

（市長）：それは今までも入っていました。パトカーが止まっていましたが、飲

む行為を禁止できていませんでした。 

（記者）：それは市として禁止していなかったからっていうことがあるからです
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か。 

（市長）：そうです。 

（記者）：たとえば一升瓶を抱えてやってくるような新成人がいた場合、それを

没収したりすると思うのですが、そういうお酒の持ち込みが発覚した場

合の対処としては市としてはどのようにお考えでしょうか。 

（市長）：現場には交通指導員さん、係りの者それと警察官がいるわけですが、

それらの人が協力してどういう体制でするかを、綿密に打ち合わせなけ

ればいけないんですけども。一升瓶抱えて入ってきたらさすがに止めな

いと。止まらない場合は警察にもお願いしなきゃいけないと思います。

あんまり物々しくするのもちょっと雰囲気を壊す面もあるので。そこら

はちょっとよく打ち合わせて対処していきたいというふうに考えてい

ます。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：一連の熊本地震で、市からこれまでに、大体何人ぐらい、どのような

分野に出されて、これまでにどんな報告があがってきて、実際市として

市長のほうで今後生かせそうなことがありましたら教えてください。 

（市長）：今まで市から派遣させていただいたのは、県と交代で、保健師を派遣

させていただきました。今も派遣しています。それとあわせて家屋の危

険度判定士と被災宅地危険度判定士。それともう戻っていますが、和歌

山市の管工事の組合と一緒になって、水道局の職員を派遣させていただ

きました。それで報告を受けました。最初に行った保健師からは、避難

所の生活の中で感染症の対策が非常に大変だったというふうに聞きま

した。隔離した部屋を確保し、ダンボールベットを置き、なんとか感染

症を広げないような体制づくりができました。ただ、そのおかげで熱が

出たりとか、そんなに重症の方が出ていなかったので助かったんですけ

ども、その後に他の避難所では、食中毒になったり、いろんなことがあ

ったと思います。保健師は感染症の面が一番大変だったということと。

もう 1 つは避難所の運営をスムーズに行うため、責任者を決めて責任体

制をとるようになりました。物を買ったりするために上の承認が必要な

ものは、時間がかかるのが悩みのようでした。それが報告を受けた主な

ところです。その後、水道のほうから報告を受けました。保健師は益城

町のほう。水道チームは分担で、今回は熊本市のほうへ派遣させていた

だきました。36 チームほど全国から入っています。和歌山市は応急復

旧部ということで入ったわけですけども。和歌山市が入った熊本市の水

道のところについては、それほど大きくは被害っていうのは、あまり無



7 

 

かったみたいです。福岡から通いで復興チームが入ったんですけども。

1 週間ほどで戻ってきて報告受けました。全国から来たチームでほぼう

まくいっているよという感じでしたね。家屋のほうの危険度判定士は、

家屋については非常に損壊が大きい。これは報道されているとおりです

が。それで昭和 56 年 5 月以前の旧耐震でできている建物の崩壊が大き

いということと。新耐震、56 年 5 月とか阪神淡路大震災 12 年の新耐震

基準以降の建物について、明確にはわからないということですが、新し

そうな建物もやはり損壊を受けていたということで。この建物が和歌山

市も課題になってくると思います。 

（記者）：今のおっしゃられた分野以外でこれから出すという計画は今のところ

ないですか。別の分野で。 

（市長）：これから、たとえば土木の技術者であるとか、そういった復旧チーム

が要請とされてくると思うので、そういったことにこれらしっかり対応

していきたいと考えています。 

（記者）：この会見で何度か議題になっていると思うんですが、紀州忍者という

のが割りとスポットが当たっていたり、動きがあるということで。改め

まして、この名取三十郎（なとりさんじゅうろう）とか紀州忍者という

ものを和歌山市としてどうやって生かしていくのかを伺いたいのです

が。 

（市長）：ありがとうございます。そう言っていただけたら大変うれしいです。

名取三十郎正澄（なとりさんじゅうろうまさずみ）が書いた『正忍記』

（しょうにんき）というのが、三大忍術書ということで、これはたぶん

確定されたものだと思っています。三大忍術書というのは後、『万川集

海』（まんせんしゅうかい）というのと『忍秘伝』（にんぴでん）という

のがあります。『万川集海』も『忍秘伝』も作者がいまひとつわかりに

くいということがあります。伊賀とか甲賀とか服部半蔵とか、非常に有

名な忍者軍を扱ってはいるのですが、作者がわからないということがあ

ります。紀州の軍学指南役であった名取三十郎正澄が『正忍記』を書い

たということで、はっきりした作者が決まっています。書いている内容

も忍術・忍法だけではなくて、忍者の心構えみたいな、現在にも通用す

るような人の心の在り方みたいなものまで触れています。今民間の中で

『正忍記』を読む会というのがいろいろ研究もされています。そうした

面で非常に学術書としても価値が高いのではないかと思っています。名

取三十郎正澄のお墓も恵運寺にあるということが、外国人のアントニ

ー・クミンズさんのご功績です。クミンズさんの指摘によってここにあ

るんじゃないですかということで、探したら本当にあったということで、
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名取三十郎正澄のお墓があったということで、恵運寺というのが吹上の

近くにありますので。その近くで徳川吉宗も生まれた。吉宗もたぶん影

響を受けたのではないかなと思っています。そこはまだ学説はちゃんと

してないんですけど。徳川吉宗はお庭番（にわばん）制度というのを幕

府で作っていますが、そういったことも参考になっているのではないか

なと思っています。和歌山市の『正忍記』名取三十郎正澄、名取流って

いうのをこれからもっとＰＲしていければということで、和歌山城の忍

者をやっていますが、正確な名取流も伝えながら、忍者というのをＰＲ

していきたいと思っています。 

（記者）：市の政策として具体的に何か。紀州で忍者っていうとまだかなり一般

的じゃないと思うんですけど、そのあたりを市外や国外に向けて、市と

してどういう風に売り出していきたいというのはないですか。 

（市長）：全国忍者協議会には、昨年の 12 月に入りました。そういうので全国一

緒になって、これは海外に向けても発信していきたいと思っております

ので。全国で力を合わせて海外にも発信していきたいと思っています。

それと先ほどのアントニー・クミンズさんはイギリスの学者でもありま

すのでね。英訳版をイギリスでいろいろ名取流に関係して『正忍記』と

名取流と、本にも書いてくれていますので。そうしたクミンズさんを通

じてヨーロッパにもね。結構ヨーロッパの方はイギリス以外にも日本の

忍者に興味のある方が多いということなんです。今私もフェイスブッ

ク・ツイッターなんかでやっていますが、ぜひ欧米までも広めていきた

いと考えています。 

（記者）：施策としてはまだですね。 

（市長）：観光分野の中でやっていきたいと思っています。 

（記者）：和歌山市駅前の再開発のことなんですけど、ホテルの誘致計画がある

と思うんですが、ホテルの名前とかはもう決まっているんですか。 

（市長）：これは、南海さんが発表すべき話だと思っていますので、市から発表

できないと思っています。時期がきたら、南海さんのほうから発表があ

ると考えています。 

（記者）：わかりました。図書館の移転計画もあると思うんですが、これの概要

とかはまだ決まっていないんでしょうか。 

（市長）：新市民図書館の基本計画が 3 月 31 日に（平成 27 年度）にまとまりま

した。先週、全国組織の図書館総合展主宰による図書館フォーラムを開

催しました。その中で、有吉玉青（ありよしたまお）さん、有吉佐和子

さんの娘さんに来ていただいて、市民図書館の中の有吉文庫のこととか、

お母さんとの思い出を講演していただいて、その後基本計画について発
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表させていただきました。図書館は単なる読書の場だけでなくて、今回

駅に移るということで、これから交流やにぎわい、まちの拠点になるし、

普段、職場・学校・家庭という居場所がありますが、第 3 の居場所とし

ての役割も図書館にあるのではないかということで、いろんな図書館の

役割を、基本計画に沿って説明させていただきました。半数以上が全国

から来られた方です。図書館・司書の方ですけども、非常に興味を持っ

ていただいて、あわせて展示会もやりました。そういった中で図書館の

議論をやっていただいたかなと思っています。 

（記者）： 5 月 9 日に伏虎義務教育学校の校章の発表があったと思うんですけど

も。市長の、この校章を見られて第一印象はどのように思っておられま

すか。 

（市長）：校章については私が決めたわけではないんですが、市高の方以外にも

関係の方、小中学校の関係の方からも、いろんなデザインをしていただ

いて、それらを総合的に考えて選んだ案ということで、いろんな思いが

加わっていて面白いんじゃないかなと思ったんですけどね。 

（記者）：デザイン面で、県内は初の義務教育学校というのにふさわしい校章だ

と思うんですけども、どういった点が特にいいんじゃないかなと思われ

たというような、個人的な感想になるんですけどありますか。 

（市長）：デザイン面もあれでいいんじゃないかと思いますね。伏虎のイメージ

もあるし、それぞれの、小学校のイメージも出していただいているし、

非常にいいデザインじゃないかなと思います。 

 


