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8月市長定例記者会見  

（平成 28年 8月 31日（水）15時 00分～） 

市長発表事項  

 

【議会提出案件について】 

主な議会提出案件について説明させていただきます。 

和歌山市への若い人の雇用確保、それと不足する人材確保のために奨学金の

返還助成制度を設立します。内容は、企業の方、特に人材が不足している企業

と市で半分ずつ出捐させていただいて、基金を設立するというものです。今回、

4,000万円の基金を設立します。助成の対象者は大学生・短大生・大学院生・専

門学校生です。3年間和歌山市内で勤務することを条件に、上限が年間 25万円、

4年間の大学生では、だいたい 100万円、6年では 150万円という助成金額に

なります。平成 30年度卒業生から対象になります。 

もう一つ議案は、現在、伏虎中学校の跡地活用について、いろいろ議論して

いただいていますが、この伏虎中学校校舎の解体撤去の予算を上程させていた

だきます。年度内に契約して 2月議会では工事に対して了解いただいて、来年 4

月からすぐに解体できるようにということで、この 9月議会へ上程させていた

だくことになりました。 

熊本地震でもブロック塀の倒壊が多数ありました。このため、和歌山市はブ

ロック塀の撤去や生け垣とか安全な形の塀にするための費用に対し、県と合わ

せて助成します。上限 10万円です。できるだけ、避難路とか通学路、そうした

ところの安全性確保を図っていきたいというふうに考えています。 

木造住宅耐震診断及び耐震ベッド・シェルターの増額補正でございます。今、

熊本地震とか、和歌山市でも耐震の強化月間を設けたというのもあって、耐震

診断が非常に増えてきました。去年に比べて 2倍程度になっているということ

で、耐震診断の補助の増額、それと耐震ベッド・耐震シェルターの増額を提案

させていただきます。 

厚労省の今年度の制度で、介護ロボット導入への補助、国費の全額補助です。

10分の 10の補助ということで、各事業所から要望していただいて、それが全

体で 44事業所が採択を受けることになりました。たとえば介護従事者に対して

のアシストや見守りシステム、介護従事者の負担を少しでも軽減しようという

ものです。そういった介護ロボットの導入の予算を計上させていただきました。 
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【地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の対象事業の決定について】 

 2点目です。企業版のふるさと納税が新しく、この 4月から地域再生法の改正

に伴って設置されることになりました。本社が和歌山市以外にある企業が対象

となってきます。和歌山市は、いち早く申請を国の方へしていたわけですけど

も、今回認められまして、それで企業版のふるさと納税をスタートさせること

になりました。テーマはここに書いていますように「地域資源を活用した広域

観光プロジェクト」ということで、友ヶ島の整備とか、また、和歌山城周辺、

特に汀公園に桜の植樹、こういったところに活用させていただこうということ

で、今回、国からこれら 2つの事業が認められることになりました。これから

寄付の事業者を募っていくことにしています。既に決まったところは株式会社

ブレイザーズスポーツクラブということで、これは去年バレーボールで定期開

催を和歌山ですることが決まった会社です。 

  

【「太陽光発電設備等の設置に関する景観ガイドライン」の策定】 

 太陽光発電が非常に増えています。この中で「景観ガイドライン」をつくろ

うということで、パブリックコメント等を終えました。9月 1日、明日からこの

ガイドラインについて施行していきます。さっきのふるさと納税の企業版も県

下初ですが、これも県下で初めて、「景観ガイドライン」というのを施行させて

いただきます。 

 

【ぼうはんパトロール犬の推進】 

 4点目でございます。「ぼうはんパトロール犬」の推進、これも当初予算で発

表させていただきましたが、地域安全推進員会等々、調整が済みました。この 9

月から飼い主の方に、バンダナとエチケットバック等を配布させていただきま

す。 

 

【平成29年2月からマイナンバーカードがあればコンビニで住民票などがとれ

る！】 

 来年 2月からいよいよ準備が済んでマイナンバーカードがコンビニで使える

ことになります。住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本等、また、戸籍

の附票の写しということで、これはいずれもコンビニで取れることになります

ので、来年 2月から非常に便利になります。今、まだマイナンバーカードの申

請が 7.5パーセントにとどまっているということで、できるだけ多くの市民の方

に利用を呼びかけていきたいというふうに考えています。 
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【～本市第 1号～田中佑
ゆう

典
すけ

選手に『和歌山市栄誉賞』の贈呈を決定！！】 

 田中佑典選手は、先日のリオオリンピックで活躍されて、体操男子団体で大

きな貢献をされ、金メダルを獲得されました。田中佑典選手に「和歌山市栄誉

賞」を贈呈させていただくことを決定しました。この栄誉賞は昭和 54年にでき

た制度で、第一号となります。今まで出していないということで、最高の賞を

今回、田中佑典さんに渡させていただきたいと思っています。贈呈式等の詳細

については現在調整中でございます。本日、栄誉賞の贈呈を決定させていただ

きました。 

 

【徳川吉宗公将軍就任 300年記念事業】いよいよ「吉宗ウィーク」！ 

 「吉宗ウィーク」が始まりますということで、9月 28日が、徳川吉宗が将軍

に就任した日です。9月 28日から 10月 2日までを特に「吉宗ウィーク」と名

づけまして、いろんなイベントをすることになっています。 

① 赤坂氷川祭への参加について 

 9月 17日に東京の赤坂氷川神社で例大祭があるということで、それに併せて

和歌山市から和歌祭保存会の皆さんが参加していただけるということになって

います。 

 それと、「暴れん坊将軍」でおなじみの松平健さんとの対談もさせていただこ

うということで、9月 17日に予定しています。 

② 皆の者 和歌山城に登城せよ！ おめでとう 300年！ゆるキャラ大集合！ 

 ゆるキャラの大集合ということで、和歌山に、「吉宗くん」に関係するような

戦国武将のゆるキャラを集めようということです。「出世大名家康くん」や「文

化・観光大使ゆっきー」など、戦国に関連したゆるキャラが集まってきます。

それに先立ち「吉宗くん」からいろんなゆるキャラに対して「登城せよ」とい

う書状を送らせていただいて、その反応等動画に撮影する。それをアップしま

すので、それもチェックしていただきたいなというふうに思います。 

③ 変装の術 和歌山城でお殿様やお姫様になろう！ 

 9月 25日から、和歌山城で殿・姫・腰元・侍、また忍者の衣装を試着してい

ただけるということで、これを着て写真を撮ったり歩いていただけます。1時間

ぐらい着るのにかかるそうですが、ぜひ和歌山城の江戸時代の風景を楽しんで

いただければというふうに思っています。 

④京橋周辺で江戸時代のにぎわいを再現！！（○和歌山城下・まちなか河岸
か し

 に

ぎわい横丁 ○まちなかイロドリ ○市堀川イルミネーション） 

 江戸時代の河岸はにぎわっていました。まちなかのにぎわいを再現しようよ
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ということで、まちなか河岸を今年度もやります。去年に比べてさらに和歌山

ラーメン等食べ物が豊富になっています。併せて空き店舗利用のまちなかイロ

ドリ。それと市堀川のイルミネーションを実施します。 

⑤カリスマ添乗員 平田進也氏と歩く 吉宗公ゆかりの地めぐり！の開催につ

いて 

 2万人以上のファンがあるという、非常に有名なカリスマ添乗員 平田進也さ

んです。平田進也さんと吉宗ゆかりの地、和歌山市のいろんなところを巡ろう

ということで、2日間に渡って開催させていただきます。 

⑥和歌山市観光アプリの配信について 

 観光ガイドをアプリで取り込めたり、ＡＲ（人が知覚する現実環境をコンピ

ューターにより拡張する技術）をかざしていただければ、いろんなものが見る

ことができる吉宗の観光アプリを配信させていただきます。 

⑦「第 11回和歌山城まちなかキャンドルイルミネーション・竹燈夜」の開催に

ついて 

 300年にちなんで今年、特に侍フラメンコ、野外イベントというのを竹燈夜に

併せて 10月 1日・2日に実施させていただきます。 

 

記者の質問事項 

 

【議会提出案件について】 

（記者）： 9月議会に提出される議案のことで、伏虎中学校の跡地の活用のこと

ですが、現在の市議会のほうで特別委員会が開催されている中で今回関

連議案を提案するということで、改めてその理由と、2つの議案に対す

る、どのような説明をして理解を得ていくのかということを改めて教え

てください。 

（市長）：特別委員会で 3 回議論いただきました。委員の方からいろんな意見を

いただきました。1つは市民会館が本当に大丈夫か、狭くないかという

議論。それと薬学部が必要なのかとかいろんな議論をいただいたわけで

す。薬学部の必要性に対しても我々は説明させていただいて、これは県

とも合わせて、必要性というのは十分説明できているんじゃないかなと

思っています。また市民会館について、手狭じゃないか、その意見も多

かったんですけども、それに対しても、基本構想の段階で市民の方にい

ろんな意見を聞いています。それらは可能な限り反映できるということ

で基本構想を発表させていただいて、現在それに基づいて基本計画を策

定しようということで。必要な機能は基本構想の中に組み込ませていた
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だいたということで。そうした機能は十分じゃないかなと我々は判断し

ているわけです。薬学部の開校の時期であるとか市民会館のオープンの

時期が、平成 33 年の 4 月ということで、これは東京オリンピックの明

くる年になるのですけれど。このペースでいっても 5年後になってしま

うということで、まちなかの 1日も早い活性化のためには、思い切った

ことが必要じゃないかなと思っていまして。まちなかへの大学の誘致、

また関連施設のオープンを急いでやっていきたい。そうした中で 9月議

会がタイムリミットであるのではないかというふうに考えました。 

（記者）：この議会の中でも常任委員会等の議案の審議を通じて、この問題につ

いて議論があると思うんですけども、市長自らまたこの問題については、

この議会の中でも説明していくおつもりですか。 

（市長）：議会に入りますと、提案させていただいた常任委員会、そして一般質

問等があるわけですが、9月議会の中でも必要な説明はさせていただこ

うと思っています。 

（記者）：もう 1 点、耐震の診断の関連で、申し込みが増えているということで

すが、これはどのような背景があって増えているのかということと、そ

の利用に対しての市側の期待というのはどのようなものがあるのでし

ょうか。 

（市長）：和歌山市でも南海トラフ地震、また中央構造線による地震などで非常

に切迫しているというか、かならず起こる地震だと思っています。家屋

倒壊で多くの方が熊本地震でも亡くなられましたが、それに近いような

揺れになる可能性が高いので、ぜひ家屋に対する安全性を確保していた

だきたいと思っています。特に今回多くなった理由は、やっぱり熊本地

震の影響が大きかったのではないかなと思っています。家屋で非常に多

くの方がお亡くなりになられたっていうことを目の当たりにされたの

が、大きな原因ではないかと思っています。そういう意味で 2倍以上の

耐震診断の申し込みがでてきたのではないかというふうに思っていま

す。これはぜひ命を守るために耐震診断、また耐震改修等を進めていた

だきたいと考えていますので、和歌山市にとっても重要なことだという

ふうに考えています。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：会見の初めにも少しおっしゃられていましたけども、今市内で発生し

ている拳銃発砲事件に関しまして、市内でこういったことが起きている

ことに関して、市長のお受けとめをお願いします。 

（市長）：拳銃発砲により一般の人が、お亡くなりになられたということで、本
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当に驚いています。またその犯人が逃走し、現在立てこもっているとい

うことで、1日も早い身柄確保、解決を望んでいるところでございます。 

（記者）：明日、学校が始業式のところも多いかと思うんですけど、これについ

てお伺いします。 

（市長）：今の状態で犯人が非常に限定された場所に立てこもっているというこ

とで、今のまま立てこもりが続けば、その地域を校区としている高松小

学校、西浜中学校になりますが、そこについては休校とせざるを得ない

かと思っています。このままの状態であれば。明日の午前 6時までには

態度決定をする予定になっていますが、その時点でまだ立てこもり状態

が続いている場合は、その 2校については休校ということにさせていた

だこうと考えています。 

（記者）：関連ですが、子どもたちの登下校時を含めて 1 番課題だと思われてい

る点はどんなことでしょうか。 

（市長）：犯人が逃走した時点で、どこにいるか分からないという状態が続いて

いましたので、今学童保育などは休止しています。これは今後、警察ま

た保護者そして学校関係者また地域の自治会の方と連携をとりながら、

安全確保に努めていきたいというふうに考えています。 

（記者）：その関連ですが、昨日、現場近くでは防災行政無線を通じて、警察の

要請もあって放送を流したと思いますが、市側がなにか市民に対して情

報提供であったり、情報の共有、連携というのは何かされていることは

あるんでしょうか。 

（市長）：市独自にということですか？ 

（記者）：はい。 

（市長）：警察と常に連携しながら必要な情報正確な情報を流していただくとい

うことで、防災メール等を出させていただいているわけですけども。そ

れ以外、小学生中学生の安全を守るという意味では先ほど申し上げたよ

うに、警察や地域と連携しながらやっていっています。 

（記者）：先ほど全員協議会の中で、まちなか 3 大学構想というものを市長がや

ってらっしゃいましたけども、改めてこの時期にこういった資料を使っ

て説明された狙いを教えてください。 

（市長）：狙いというわけじゃないですが、いくつかありました。まず国に対し

て 7月に要望を出させていただいた。それは大学を誘致する際の空き校

舎、廃校舎の改築費等への国の支援ということで、これは 3つの廃校と

なる校舎に対して、国へ要望させていただきました。それとこれは特別

委員会の 2回目だったのですが、薬学部を本町小学校へ持っていったら

どうかということに対して、本町についてはですね、大学誘致を考えて
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いますという発言もさせていただいて、そのときに 3つの大学を誘致し

たいという思いも出させていただきました。そうしたこともあって、今

回構想をはっきりさせたほうがいいのではないかと、このタイミングで。

そういうこともあって今回、9月議会前ですが、出させていただいたと

ころでございます。 

（記者）：このまちなかに 3つの大学を誘致するという構想は初めてということ

でよろしいでしょうか。 

（市長）：そうですね。はっきりこの形で出させていただいたのは初めてで、3

大学構想ということで、これからそれに向けて、もちろん薬学部も含ん

でいるわけですけれども、それとまだ確定していない本町の部分も含ん

ではっきり示させていただいたのは、今回が初めてじゃないかなと思い

ます。 

（記者）：本町小学校の跡地に誘致の想定をしている大学、現在交渉をしている

のかどうか。どの程度まで進んでいるのか。明らかにできる範囲でお願

いできますか。 

（市長）：全員協議会の場でも申し上げたのですが、発表が遅すぎるのではない

かという指摘もありました。本町小学校の跡地の活用については大学の

誘致を考えていましたが、相手あっての話なので、ある程度の具体性が

出た段階で発表させていただきたいということで今になりました。いろ

んな状況が重なって今回の発表になりました。その中では、具体的にま

だ名前は出せないのですが、話としては進んでいまして、可能性は高い

のでないかというふうに考えています。 

（記者）：大学の具体的なイメージとしてはこの資料にあるような 4年制で 300

～400人の予想で。これが来てくれる可能性が高いと市長が感じていら

っしゃるのがこういうイメージだということですか。 

（市長）：来てくれるところもそんなイメージだし、今の小学校の校舎をそのま

ま活用するということになりますので、大体そんな人数の規模かなとい

うふうに思います。 

（記者）：分野としても、保育・医療・介護などの人材を育成する機関というこ

とですか。 

（市長）：そうですね。 

 


