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7月市長定例記者会見  

（平成 28年 7月 22日（金）9時 30分～） 

市長発表事項  

 

【国の施策及び予算に関する要望活動について】 

和歌山市地方創生、今年度から本格的に動きだしました。来年度さらに加速

させていくために、国に対して強く来年度の要望を、また経済対策要望をやっ

ていきたいと思っています。国に対しては新たな制度の提案、そして新規採択

の要望、それと予算の確保ということで、大きく 3つの提案・要望活動をやっ

ていきたいと考えています。その中身を説明させていただきます。 

全部で 39項目、国へ要望させていただきます。まず 1ページ見ていただけま

すか。今回国のほうも大きな経済対策を行うということで、成長戦略をさらに

加速させるということで、経済対策を行うということは報道もされていますし、

安倍総理からも指示が出たところでございます。和歌山市としてもこの経済対

策、成長を加速させるうえでも非常に重要な財源であると考えています。この

画面で見ていただいて、今和歌山市は非常に外国人宿泊客が増えてきました。

昨年度も非常な勢いで増えています。昨年までは 4年間で約 18倍と大きな伸び

で増えてきました。こうした土地の価格も上昇しています。 

2ページは、主な経済対策の要望を書いています。1つは地方創生を進めるた

めの成長戦略である道路のネットワークであるとか、市民の住宅確保、そうし

たことに対する社会インフラの整備、それと子どもたちの学校環境等を守るた

めの空調整備であるとか、あと防災対策、そうしたことを経済対策要望させて

いただきたいと考えています。 

3ページは、国に対する新たな提案、制度提案という形になります。今、和歌

山市では小中一貫校、伏虎義務教育学校の設置に伴って校舎が 3つ廃校になり

ます。伏虎中学校、雄湊小学校、また本町小学校の 3校です。廃校舎を活用し

た形で大学誘致をということで、今まで発表されたところでは、雄湊小学校。

これは既存校舎が耐震化されているので、この校舎を和歌山市が、相手方の東

京医療保健大学に渡して改修するというもので、県も日赤の校舎を整備する費

用を出すということで、協議を進めているところでございます。そうした学校

の有効活用について国の支援をお願いしたいと思っておりまして、特に残って

います本町小学校、これも耐震化された建物でございます。これを活用して一

部改修することによって大学誘致の可能性があるのではと考えています。また、
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伏虎中学跡地については現在、市議会の特別委員会でも議論いただいていると

ころですが、ここについては市民会館、そして県立医大の薬学部ということで

今現在誘致を進めているところでございます。こういった廃校舎を活用した大

学誘致にかかる国の制度を要望していきたいと考えています。 

 5ページです。和歌山市では明確にコンパクトシティということで打ち出させ

ていただきました。今後人口減少下のなかでできるだけまちづくりを、コンパ

クトで便利なまちづくりをしようということで、いろんな開発条例ともあわせ

て整備を進めてきたわけですけども。特にまちなかについては人口減少が著し

いということで、今後早期にコンパクトシティの実現をやっていきたいという

ことで、5カ年の事業費を組んでいるわけですけども、そのうちでも特に今年度

補正要望ということで、経済対策で 6億円の補正要望をしていきたいと思って

います。市民会館・図書館等いろんな再開発の事業に当てる費用を 6億円、経

済対策で要望していきます。また 29年度も非常に事業費が大きくいるというこ

とで、そうした事業費を確実に確保するためにも、国に対して強くこのコンパ

クトシティに向けたまちづくりを要望していこうと考えています。 

 次は、14ページです。港湾振興、クルーズ振興の推進ということで、和歌山

港に、外国クルーズ船が入港していました。去年も飛鳥Ⅱ等入港したわけです

が、どんどん世界のクルーズ船というのが大型化しています。そうした中で和

歌山港には入りにくいクルーズ船も多くなってきていまして、大体 8万トンク

ラス、世界最大とまでは行かないんですけども、次のクラスぐらいのクルーズ

船が和歌山港に入港できるようにということで、すでに深い岸壁があるので、

あとは係船柱といってつなぎ止めるものと、クッション、防舷材というのを国

のほうで設置していただければ、こうしたクルーズ船の入港が可能になるとい

うことで、国に対して新規採択をお願いしてまいります。経済対策補正ででき

るだけお願いしたいと思っています。 

 次は 15ページです。去年から和歌山市の日本遺産ということで、紀州徳川家

に関する父母状などを素材にして要望していましたが、残念ながら採択漏れに

なりました。それで新たに組み直しまして、日本遺産による観光振興というこ

とで、登録を目指したいと考えています。和歌山市には、和歌山城はじめ養翠

園、東照宮、紀州徳川家ゆかりの史跡が残っているということで、こうしたこ

とを日本遺産として認定していただきたいということで要望してまいります。 

 次に 16ページお願いします。紀州徳川家の居城、和歌山城の復元への取り組

みということで、和歌山市のシンボルである和歌山城を、できるだけ当時の形

に復元していこうということで、今文化財調査を終わってきたのが、ここに書

いています、二の丸広場の所に大奥という所があります。赤色の部分です。大

奥の文化財調査が終わってきました。この大奥を復元することによって、他の
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城にはない和歌山城の特色が出来上がるのではないかということで、次に大奥

の整備・復元を目指したいと思っています。あわせて、これは昨年から要望し

ております扇の芝の復元ということで、これは南西の角になりますけども、今

はビル等が建っていますが、これを元の形に復元していこうということで、要

望してまいります。 

 17ページお願いします。友ヶ島が天空の城ラピュタということで、砲台跡を

撮影場所として若い方に非常に人気があります。友ヶ島は船で行かなければな

らないということで、欠航になる場合があります。その手前、陸地側に深山の

砲台跡ということで、これも立派な砲台跡があります。ぜひこの陸からいける

深山の砲台跡も今後整備をしていきたいということで、これは管理をしている

のが環境省です。環境省に対して深山砲台跡の整備を、新たに新規採択してい

ただきたいということで要望していこうと考えています。 

 次が 25ページの紀の川の危機管理型ハード対策の推進です。最近特に過去に

ない豪雨であるとか、経験したことがない地震の揺れ方、前例のない災害に見

舞われています。特別警報が出たり、今までになかった災害に対して、防ぐこ

とは無理ですけども、減災措置を講じていこうとするものです。先日国から 1000

年に 1回ぐらいの雨だと紀の川がどんなふうになるかという判断図が示されま

した。和歌山市内のほとんどが浸水してしまうということで、もし堤防の上を

洪水が越えても堤防自体が破堤しないように、堤防の形を保ったまま防いでく

れて、少しでも浸水被害を小さくするということで、そうした粘り強い堤防構

造にしていただこうということで、国のほうに要望していきたいと思っていま

す。これは新規制度提案になります。 

 次の 26ページお願いします。和歌山市の直轄国道、和歌山市には直轄国道し

かありませんが、国道に歩道がないところが何箇所かあります。特に歩道がな

いのが和歌浦の所。これは皆さんご存知だと思いますが、歩道がないし、南行

きがどうしても 1車線になってしまうということで渋滞の原因になっているお

り、和歌浦に歩道を整備してほしいということ。四箇郷地区に一里塚がありま

す。徳川頼宣、初代藩主が大和街道等を整備した時にちょうど一里に当たると

いうことで、一里塚というのを造りました。国指定の史跡にもなっているとこ

ろですが、ここも歩道がないということで、一里塚を生かした形で歩道の整備

をお願いしたいということで、この 2カ所について新規採択をお願いしたいと

いうふうに考えています。 

 36ページお願いします。東京オリンピック・パラリンピックの「ホストタウ

ン」ということで和歌山市が県と共に指定を受けました。オーストラリアチー

ムというのは以前、世界陸上の時に和歌山市でキャンプしていただいて地元の

小学生・中学生とも交流いただいたということで、今後ホストタウンの登録を
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契機にして小学生・中学生、また国との交流をさらに深めたいということで、

ホストタウンを進めるうえで国の支援をお願いしたいということで要望してま

いります。 

 最後 37ページお願いします。ふるさと納税制度ということで、これはいろん

な所で問題になっています。特に今回制度提案させていただこうというのは、

ふるさと納税制度というのは、2,000円だけ払えばほとんど控除があるというこ

とです。所得状況により控除額は人それぞれですが、例えば 5万円寄付すれば

2,000円を除いた 4万 8,000円が控除になるということで、言い換えれば 2,000

円の負担で 5万円のものが手に入るということで、これはいろんな市民の方に

も広まっています。そうした中で返礼品で選ぶというのが傾向になっています。

インターネットでふるさとチョイスという大きいネットのところがありますが、

その中でまず品物でチョイスすることにより、どうしてもふるさと納税の趣旨、

政策への趣旨ではなくて、最初に返礼品のほうでチョイスされるということが

一般的になっています。これは市民に広がれば広がるほど、お得感もあってい

ろんな方がやりだしていくわけですが、その下に例をあげています。今、例え

ば市民の方で他の市町村へ 3,000万円ぐらい寄付されると、これは市の税金か

ら市の税収減になってしまうわけですけども、逆に 3,000万円寄付を受けても

そのうちの返戻品の金額が一般的に 3割から 5割程度あるということで、どう

しても収入減になってしまいます。これは全国の自治体が競えば競うほど地方

の自治体の財源が減っていくということになってきて、そうした意味では変な

方向にふるさと納税が進んでいるのではないかと考えています。そうしたこと

で制度の見直しを提案させていただきたいということです。 

今回、全体で 39項目ですけど、そういった制度提案そして新規採択、予算の

確保ということで要望していきたいというふうに考えています。国の要望は以

上でございます。今月の 27、28日で国のほうへ要望、また県選出国会議員へ要

望させていただくことになっています。 

 

【地区津波避難計画の配布について】 

 次の 2点目。地区津波避難計画の配布についてということで、昨年からかな

り力入れてやってきました。多くの人員また自治会の方にお世話になり、打ち

合わせしながらやっとようやく地区別避難計画を策定できました。お手元へ 2

種類配らせていただいています。まず全体版の和歌山市地区津波避難計画。そ

れと浸水に関係のある地区、一部かかる地区、連合自治会単位でいくと 33地区

の地区別津波避難計画を作成しました。いろいろ自治会長さん等相談させてい

ただきながら、地区別に作りました。これを連合自治会長さん、また単位自治

会長さん、さらに班長さん 1万 2,400人に配るということで、ほとんど全員に



5 

 

わたることになります。1万 2,400人にわたって、また各班長さんがそれぞれの

班をまとめていただいて、例えば見ていただいたら 11ページ以降が城北地区を

4つに分けていますが、11ページから、4カ所入れています。それぞれのエリア

でどこに逃げたら、どの経路でどこに逃げるかということ。それとその経路で

のいろんな危険性であるとか、弱者の方にどう対応するかとか、そうしたこと

を各自治会とも話をさせていただきながら入れています。これを元に、今後避

難訓練をやっていただくということで、また避難訓練をやっていただければ新

たな課題等見えてきますので、これをさらにレベルアップしていきたいと考え

ています。そういったことでこれから特に地震・津波・避難ということに力を

いれていきたいと考えています。 

 

【～8月 11日「山の日」の祝日にちなんだ事業を実施します～】 

 3つ目の項目です。これは皆さんご存知だと思いますが、2年前に「山の日」

という祝日が法律で制定されて、施行が今年からということで、8月 11日が「山

の日」の祝日になります。それで和歌山市としては、和歌山に「山」がもとも

と名前についているということで、ぜひとも山にちなんだイベントをやってい

きたいと考えていました。まず「あなたの好きな山を教えてください」という

ことで、その理由等を教えていただくということで、今日から募集をさせてい

ただくことになります。8月 31日まで募集をさせていただいて、いろんないた

だいた山については、市で写真を撮らせていただいて、それでカレンダーにし

ようかなと考えています。また、山のランキング等もやっていきたいと思って

おります。次のページ見ていただけますか。和歌山城がある虎伏山です。これ

はやっぱり和歌山市でも和歌山城があるということで、特別の山じゃないかな

と思っています。その虎伏山にそびえる和歌山城を 8月 11日には、天守閣また

歴史館の入場料を無料にさせていただこうということで、最初の 8月 11日を祝

っていきたいと考えています。あわせて天守閣のほうは、午後の 8時までナイ

ター営業していきます。 

 

【ＰＲ項目 熱中症にご注意を！】 

 7月 20日までで統計取ったところ、過去から比べても、平成 25年が非常に

多かったのですけども、それに次ぐ熱中症の多さになってきています。今後さ

らに暑さが予測されるということで、熱中症に注意してくださいということを

呼びかけていきたいと思っています。2ページ目の下を見ていただいたら、各公

共施設について熱中症予防ひとやすみ所ということで黄色い張り紙、今まで目

立たなかったのですが目立つ形にしています。近くを通ってしんどいなという

ような方はぜひこの公共施設をご利用ください。3ページ目に 55カ所の表を入
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れています。市民会館であるとかいろんな所でクーラーのきいたところで休ん

でいただいて、熱中症予防をしていただければと考えています。 

 

【ＰＲ項目 オール和歌山市ロケ「ちょき」が和歌山市で先行上映決定！！】 

 オール和歌山市でロケされた「ちょき」の先行上映が決定しました。7月 29

日の午後 6時からジストシネマ和歌山で、特別試写会が行われます。この「ち

ょき」というのは、金井純一監督がオール和歌山市で撮影されたということで、

たくさん和歌山の風景がでてきますし、また和歌山の人情味、そういったもの

も感じられるいい映画だと思いますのでぜひご覧いただいて、ＰＲしていただ

ければと思います。ちょっとダイジェストだけここでやらせていただきます。 

 

〈ダイジェスト映像〉 

 

 気づかれた方もいらっしゃると思うんですけど、島崎町のじゃんじゃん横丁

がでたり、マリーナシティのポルトヨーロッパ、それと磯ノ浦の海岸、また和

歌浦天満宮が出たり、いろんな和歌山市内のきれいな所が出ていますし、ぜひ

ご覧いただけたらと思います。あわせて海外展開についても、洋題が「Eyes on 

Me」ということで、10月開催のプサン国際映画祭、また東京国際映画祭等の国

際映画祭への参加も展開していかれるようです。 

 

記者の質問事項 

 

【地区津波避難計画の配布について】 

（記者）：この冊子は、郵送で配られるのですか。 

（市長）：連合自治会から単位自治会、単位自治会から各班長という形で配布さ

れます。広報紙の配布と同じような形になると思います。 

（記者）：インターネットでの開示はしませんか。 

（市長）：インターネットでも掲載予定です。この計画は、作っただけでは意味

がありません。訓練していただくことが大事だと思っています。私も地

区の班長をしていますので、いかに実施しようか考えています。 

（記者）：この避難計画に力を入れてこられてきた経緯をお聞きします。 

（市長）：和歌山市の被害想定。いろんな災害があるのですが、県から南海トラ

フ巨大地震の災害想定が出た時に 1万 8,100人が亡くなり、その内 1万

5,800 人が津波で亡くなり、大部分の方が津波で亡くなる恐れがあるこ

とが判明しました。津波が和歌山市へ到達する 40分、50分と時間差が
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ありますので、逃げれば死者ゼロにできるのではないかということで、

被害想定が出てから、死者ゼロに向けて動き出そうということで津波避

難計画を立てていきました。ただ、地域別に逃げる場所が違うし、経路

ももちろん違う。避難所によっては、一部浸水するところもあり、どこ

を目標にするのか。一部浸水する所でも目標にせざるを得ないところも

あり、それぞれ自分らでも考えていただこうと、自治会の方と 1年間か

けて話し合いをしてきました。かなり実情にあった形の計画になってき

ています。 

（記者）：具体的な課題があればお答えください。 

（市長）：ブロック塀がこの地域に多いとか、この橋が大丈夫か、高台へあがる

進入路が多数の人が来た時に大丈夫かなど訓練する中で、いろんな課題

が見えてくるのではないかと思います。そういう課題が出てくれば市と

して、課題解決に向けて取り組んでいきたいと思います。 

（記者）：作ったものを、いかに活用してもらうのかの課題はどうでしょうか。 

（市長）：おっしゃるとおり、各地域によっても温度差があります。自治会や住

民の意識も温度差があります。意識の低い所に行政も一緒になって、意

識を高めていく必要があると思います。 

（記者）：住民の意識を高めるための、住民も交えた官民一体の備えについてお

伺いします。 

（市長）：昨年 11月 1日 に市内全域の避難訓練を実施しました。それまで、あ

まり意識のなかった方も全市対象の避難訓練で、いろんな意味で意識が

向上したのではないかと思います。自治会単位だけではなく、個人参加

もできる訓練で。これから市や自治会で避難訓練をすることにより住民

意識が高まるのではないかと思います。先日、木本地区独自で避難訓練

が行われました。住民が約 1万人の木本地区で約 3,000 人、１／３が訓

練に参加されました。すごいことだと思います。 

 

【～8月 11日「山の日」の祝日にちなんだ事業を実施します～】 

（記者）：募集して今後、ＰＲに活用していくとのことですが、県外へのＰＲに

ついて具体的なことを考えていますか。 

（市長）：例えば、和歌山城は虎伏山ということで。標高が約 50ｍの山ですが、

これは、和歌山という名前そのものですから、それを発信することによ

って和歌山を思ってもらえるし、市民から意見をいただいたら、いろい

ろな山が新たに発掘されてくると思います。和泉山脈にはいろんな山が

ありますし、紀三井寺、妹背山、和歌浦にもいい山があります。そうし

た人気の高い山をカレンダーにすることによって、できるだけ全国に発
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信していきたいと思います。 

 

【国の施策及び予算に関する要望活動について】 

（記者）：国への要望についてです。多岐にわたりますので市長が思い入れの強

いもの 3つ位あげてください。 

（市長）：先ほど説明した項目を含み、これら 39項目は、思い入れの強いものば

かりです。その中でもさらにとなると、大学誘致は、就任時から力入れ

てきました。特に耐震化された校舎が 3つ廃校になるということで何と

か活用したいと思って検討してきました。今回そういう意味では、雄湊

小学校は県とともに誘致に成功できたのかなと思っています。ただ、こ

れは市としても費用が伴うことなので、校舎を改修して大学仕様にしな

くてはいけないので、そうした費用については、市としても支援してい

こうということで協定を結びました。できれば国からまちなかの廃校舎

についても改修費等の支援への補助を強く訴えていきたいと思ってい

ます。同じく本町小学校も耐震化されて、グラウンドや体育館もありま

す。大学誘致の可能性もあると思っています。1つは廃校舎等を活用し

た大学誘致への支援。あと大事なのは、コンパクトシティに向けた町づ

くりの推進です。これは非常に多くの事業費、今まで市民会館、市民図

書館は老朽化して耐震改修が必要ですが、市の単独財源では、なかなか

耐震改修や老朽化対策もできません。今回、コンパクトシティという政

策によって国の支援を受けられます。高度経済成長期にできた公共施設

が老朽化して耐震化しないともたない、その時期がいっせいに重なって

きましたが、そうした事業費を国に確実に要望していきたいということ

でコンパクトシティに向けたまちづくりの推進に力を入れていきたい

と思います。 

     和歌山市の中心がない、売りがないと言われますので、和歌山市とい

えばこれだと世界に言えるもの、市の中心になるのは和歌山城だと思い

ますので、和歌山城の魅力を上げて世界に通じるような和歌山城にして

いきたいと思います。紀州徳川家の居城 和歌山城の復元の取り組みで

す。あえて言えばこの 3 つです。ただ、最初にも言いましたように全

39項目全てが大事です。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）： 5 月 31 日に施行されました市教職員倫理規程についてご意見をお伺

いしたいと思います。最初の問題としてスタートしたのは、教科書採択

にかかる頃からだと思います。率直に倫理規程は結構厳しい内容になっ
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ているかと思います。中核市や県内では初めてだということで市長の受

け止め方を教えてください。 

（市長）：おっしゃるように教科書採択の不適正な行動によって起こってきた話

ですが、もともと教職員倫理規程がないというのが不思議な感じがして

いましたが、子どもを教えるということで、一番聖職にある人が、そう

した倫理を守れないということが非常に残念なことだと思っています。

今回、そうした中で、あえて倫理規程まで設けなくてもという思いもあ

りますが、やはり明確にする意味で倫理規程を設けさせていただきまし

た。当然なくても、倫理を守ってもらうのが当たり前ですが、若干厳し

いかもしれませんが、教師としては当たり前の行為、規範じゃないかと

いうことでとらえてます。 

（記者）：それを受けて市教委のほうも今後、全教職員に周知徹底を図られると

いうことですが、改めて市費の教職員にどういう行動を臨むのか市長の

考えを教えてください。 

（市長）：子どもは、少なくとも大人を見て育っているので、その中で教師の立

場は、さらに重要だと考えています。そうした子どもの手本になるよう

な教師になるよう今後市費負担の教員が、当然ですが倫理規程を守って

くれるものと考えています。  

（記者）：伏虎中学跡地のことです。特別委員会で反発の声もありましたが、市

長としてこの局面をどのように乗り越えていこうと考えていますか。 

（市長）：伏虎中学跡地に関しては、市民会館と薬学部の両方を備えるというこ

とで、これは当初、私は大学誘致を伏虎中学跡地に考えていました。市

長就任してから、市民会館を色々検討していく中で、市民会館を移転す

る場所がない。現地で建て替えようとすると閉鎖するのに 2年ほどかか

るし、費用もほとんど同じほどかかるので、移転場所を探していたので

すが場所がなく、どうしても伏虎中学跡地が一番良いのではないかと考

えたわけです。これは、和歌山城が目の前にあるし、ホール機能だけで

はなくいろいろな全国会議、国際会議やよそから来た人も和歌山城の前

で会議ができるし、訪れる人も多くなるのではないかということで今回、

市民会館を新たな市民会館にこういう施設にさせていただきました。仁

坂知事へは、市民会館を移転せざるを得ないので半分にしてくださいと

いうことで、北側に薬学部、南側（城側）に市民会館ということで場所

を分けさせていただきました。そうした中で、薬学部が必要か、狭いの

ではないかなど色々な意見が出ています。それに対しては、一つひとつ

丁寧に説明していく必要があると考えています。先日の特別委員会にお

いては、冒頭だけしか出席していなかったわけですが、その辺について
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は、次の特別委員会において、できるだけ自分の意見を言う場があれば

と考えています。 

（記者）：経済文教委員会も開かれて、同様な問題が審議されると聞いています。

丁寧に説明していくことですが、資料開示であったり、説明の仕方がま

だ足りていないのではないかが市議会側の認識のようですが、当局とし

ては、いかがお考えですか。 

（市長）：経済文教委員会では、国への要望の仕方や公開の仕方等でご意見をい

ただいています。私たちとしても反省すべきところがあるのではないか

と思っています。その辺は、しっかり検討したうえで対応していただき

たいと考えています。  

（記者）：発表項目の関係で。ふるさと納税の見直しの中で、ふるさと納税で成

功している自治体もあります。見直しを要望される中で、和歌山市とし

ての代案というか、ふるさと納税を一部の人が利用するのではなく、利

用してもらうための代案のようなものがあれば。 

（市長）：原点に戻るべきではないかと思っています。ふるさとに対し、こうい

う政策をやってほしいという思いを込めてふるさと納税がスタートし

たと思うのです。今は返礼品競争、電化製品が出たり、還元率というか、

例えば５万円の寄付をしていただいて 5 万円近い額を返礼する市町村

もあります。返礼品競争にならないような、ふるさとのＰＲをする点で

は非常に良いことですが、それが返礼品競争になってしまうと自治体の

財源自体が消耗してしまいます。何億円も稼ぐところは、一人勝ちにな

るかもしれませんが、ほとんどの自治体は、人口の多い東京都民から来

るわけとは限らないので、それぞれの住んでいる方がそれぞれの思う所

へ地方の税金を持っていきます。 

ふるさとをどう思うか、ふるさとの政策をどう思うか、そうした視

点で原点に返ってやってもらえればと思います。 

（記者）：世界で「ポケモン GO」が話題になっていると思いますが、和歌山市

内でも子どもたちが夏休み中に入って日本でも公開されるということ

で、市長としてこの世界的な人気をどう受け止めていますか。また市民

に対して呼びかけ等ありましたら教えていただけますか。 

（市長）：アメリカ等成功している都市では事故も多いということと、本当に多

くの人がとりこになってしまう。というところがあって、悪影響がかな

りあるのではないかと思っています。そのへんは、今後、規制とはいか

ないまでも常識ある行動をとってもらえるような、状況を見ながらには

なりますが、常識的な行動をとってもらえるようなことを考えていかな

ければいけないのではと思っています。具体的にはまだ考えていません
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が。 

（記者）：悪影響とは、歩きスマホとかですか？市長はどのようなものをお考え

ですか？ 

（市長）：歩きスマホ自体が危ないですよね。こけたり、ぶつかったりしますし。

それがさらにひどくなる可能性がありますよね。そういう意味では、今

まで以上に注意しなくちゃいけなくなるんですが、今のところまだ具体

的には考えていません。 

（記者）：７月６日に飲酒運転の処分があったと思いますが、申し出が遅れたこ

とによって市としての把握が遅れて、それを元に報告が遅れた場合とす

ぐに申し出た場合とで処分に不公平感が出るんじゃないかということ

で懲戒処分の要綱の改正を市として検討されているとお聞きしました

が、具体的なスケジュール、これくらいに決めて、これくらいの差をつ

ける、というものが定まっていたりしますか？ 

（市長）：詳しく内容を把握できていないのですが、酒気帯び運転ということで、

市としては把握する方法がなかったのが問題点です。申告しなければわ

からずに済んでしまう、報告しなければ何もペナルティがないというよ

うなことには少なくともしないようにしようということで、一生懸命警

察にお願いしてきました。ところが個人情報などいろいろな面があって、

なかなか行政機関にそういうことを教えてもらえないというのが実情

です。特に行政の場合は、飲酒運転は過去から厳しくやってきています。

処罰も厳しくなってきている中で、それを自己申告任せでいいのか、と

いうのがあって、そうした面も含めて遅れた場合、申告しなかった場合

の厳罰化を検討しているところです。 

（記者）：この場にふさわしいかどうか悩みながらの質問で恐縮ですが、市長の

給料の話でして、給与所得の問題で５月２７日に公開いただいてその結

果が 1カ月弱誤っていたということですが、このこと自体の受け止めを

お聞きしたいのと、1カ月近く市職員が気付いていなかったということ

に関して改めて他市や知事の資産公開とあわせたこのタイミングでし

か気付けなかったというこのことに関して、どのように受け止めておら

れますか。職員の気の緩みなのか、どういったことが原因とお考えです

か。 

（市長）：これは、もう自分も含めて申し訳ないと思っています。資産公開自体

は各地方自治体の条例によって公開時期が違うのでばらばらと出てき

ます。資産公開時点では気がつかなかったということですが、今回横並

びで一覧が出たので、それで初めて比較ができて、「これはおかしいの

ではないか。」ということになりました。資産公開の件については、気
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がつきませんでした。資産公開自体も、プラスでもマイナスでも正確な

数字を公表するのが当たり前の話で、今後このようなことがないように

十分に気を引き締めてやっていきます。これは、もう自分自身も含めて。 

（記者）：報道等は、確か６月頭に解禁だったと思いますが、ご自身でご覧にな

っていましたか。ご自身の資産公開というのも含めて。 

（市長）：自分の資産公開で、もちろん自分所有の株とかそういうのは、自分で

チェックしてやったのですが、給与自体は控除後なのかどうか、という

ところが把握できていなかったのは事実なんです。それは本当に申し訳

ないなと思います。 

（記者）：ちょっとあまり聞かないミスだったので、市内部の気の緩みなのか何

なのかよくわかりませんが、是非職員の方全体に考えていただけたらと

思いましたので。すみません、この場にふさわしいかどうか、ちょっと

聞かせていただきました。 

（市長）：いや、ありがとうございます。 

（担当）：その件に関してですが、秘書課でチェックしていましたが、源泉徴収

票の支払い金額と給与所得控除後の２種類の金額が出ているのを言葉

の把握ができていなかったということが大きなミスでそれを報道機関

の方々にお渡ししました。それをまた市民の皆さまに１カ月間知らせた

ままになってしまったということで、２点お詫びしなければならないこ

とがあります。本当に申し訳ございませんでした。 

 

 

 

 


