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10 月市長定例記者会見  

（平成 28 年 10 月 19 日（水）14 時 00 分～） 

市長発表事項  

     

【～和歌山市観光協会「和歌山市版ＤＭＯ」に向け始動～】 

 和歌山市観光協会は、昨日の総会におきまして、一般社団法人化が決議され

ました。11 月 1 日から一般社団法人として活動を開始します。体制強化してい

きます。それと併せて、地域ＤＭＯとして観光庁へのＤＭＯ登録の申請をして

いくことになります。登録され次第、ＤＭＯとしての活動を年度内に開始した

いと考えています。資料の真ん中に書いていますが、今の観光協会が一般社団

法人化されます。それによってＤＭＯ候補法人へ登録申請します。その後、Ｄ

ＭＯになってから、地域全体で宿泊や旅行業だけではなく農林業･商工業を含め

た観光を産業とする、稼げるような観光を目指して活動を開始していきたいと

考えています。 

 観光協会の一般社団法人化に関連して、社団法人化を記念した「紀州わかや

ま自慢」を募集していきたいと思っています。市内外の方から自然でも産業で

も文化でも歴史･伝統、いろんな分野から和歌山市の自慢につながるようなもの

を募集しようということです。50 件の採用を予定しています。採用者には、記

念品を贈呈させていただきます。 

 

【在宅医療・介護連携推進センターの設置について】 

 高齢化社会が進展していますが、在宅でも安心して医療が受けられるように

在宅医療と介護を連携していこうということで、このたび在宅医療・介護連携

推進センターを設置することになりました。11 月 1 日から本格的に活動してい

きます。個別の医療機関や介護関連機関の情報収集や情報共有、また地域住民

への普及啓発ということで安心して住み慣れた地域で暮らせるような在宅医

療・介護連携推進を本格的に進めてまいります。 

 

【国の第２次補正予算について】 

 10 月 11 日付で、国の経済対策補正の内示を受けました。7 月から国の経済対

策に向けて、強く要望してきたわけです。このたび、ほぼ 100％認めていただい

たということで、大変うれしく思っています。資料にも表を載せていますが、

１つは、小・中学校へのクーラー等の整備です。今まで中学校、3 年生、2 年生
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の教室に設置してきましたが、今度全中学校の 1 年生教室にクーラーが入りま

す。また、小学校の方も併せて要望させていただいていて、和歌山市内の全小

学校 50 校のうち 6 年・5 年生の教室に対してクーラーを設置します。クーラー

とトイレの洋式化の整備の要望が満額認められました。 

現在進めている市民図書館の移転整備についても非常に大きな事業費を確保

できました。道路ネットワークの整備で今、幹線道路を整備していますが、そ

の幹線道路についての整備促進ということで予算をいただきました。それと歩

道が設置されていない危険な通学路の整備費用等も満額いただきました。橋梁

とか老朽化している施設、耐震化が必要な橋梁、それと併せて道路の空洞化調

査の費用もいただきました。市営住宅･汐見更新住宅の建て替え費用などもいた

だいています。下に参考として和歌山下津港に大型クルーズ船が寄港するため

の係船柱や防舷材、世界最大級 10 万トンを超えるような大きなクルーズ船にも

対応できるような岸壁にしようということで、国の直轄事業で予算がつくこと

になりました。 

 

【姉妹都市への相互訪問について～観光・産業の交流を拡大します～】 

 4 点目は 10 月 26 日から 11 月 1 日までアメリカ・カナダの姉妹都市を相互訪

問させていただきます。これは公式訪問で、姉妹都市とは 5 年ごとに相互訪問

するということでやってきました。アメリカのベイカースフィールドについて

は、提携 55 周年の記念式典があります。それと今後、観光とか産業とか幅広く

交流していこうということで、覚書も締結させていただくことになっています。

また、カナダのリッチモンド市は 45 周年の記念。これは早いんですけども、こ

の際 45 周年記念をやってしまおうということで訪問させていただきます。リッ

チモンド市については、よく向こうから来られ、本市からも訪問させていただ

いて。ここでもベイカースフィールドと同じく観光とか産業とかいろんな面で

幅広く、覚書を結んで交流を拡大していこうということで、訪問させていただ

きたいというふうに考えています。 

 

【今年は米対決だ！～徳川吉宗公将軍就任 300 年記念事業～「食祭ＷＡＫＡＹ

ＡＭＡ2016」の開催について】 

 5 点目でございます。これは毎年やっている食祭です。今年度のテーマは徳川

吉宗が将軍に就任して 300 年、これを記念して米将軍と呼ばれる吉宗ですので、

“米”をテーマにしたグルメ対決ということで、11 月 23 日に食祭を開催させて

いただくことになりました。グルメ対決以外にも、これまでのおいしいグルメ

も出ますので、和歌山の味を味わっていただければと思います。 
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記者の質問事項 

 

【～和歌山市観光協会「和歌山市版ＤＭＯ」に向け始動～】 

（記者）：ＤＭＯの法人なんですけど、県内での申請は和歌山市が初めてですか。 

（市長）：県内は、田辺市熊野ツーリズムビューローというところが地域ＤＭＯ

という形で先に登録されています。 

（担当）：今、組織運営として稼動しているところが田辺熊野にあるビューロー

です。まだ組織体としては成立していませんが、すでに登録申請してい

るのが白浜町で、本格稼動は 29 年度以降ということになっています。 

（記者）：引続きＤＭＯのことなんですけども、「紀州わかやま自慢」について、

「ＤＭＯにおける観光資源の発掘の一環となるよう」と書いていますが、

具体的に採用されたらどういうふうに活用されていくんでしょうか。 

（市長）：今まで観光旅行会社というのは、和歌山からどこか他府県に行ったり

とか海外に行ったり、発地型だったんですけども、今度のＤＭＯは来て

もらおうと。着地型観光を目指そうとしています。そのための着地型観

光の商品というのを作っていこうとしているんですけども、それは例え

ば体験型、こんな体験がありますよということで、商品にして売ってい

くということで。体験型もそうだし、お土産品だってそうなんですけど

も。来てもらって新たにそういう商品や土産とか体験、そうしたことを

作っていこうと。それを商品化していこうという一環で、今回「紀州わ

かやま自慢」で集めようということです。いいものはできるだけ商品化

していって、和歌山に来ていただいたらこんな体験が出来きますよとか、

こんなお土産ありますよとか、そうしたことをやっていきたいと思いま

す。 

（記者）：実際採用されたらそういうふうに商品化されると決まっているんでし

ょうか。 

（市長）：イコール、商品化になるかは内容にもよるとは思いますが、いいもの

があれば商品化していきたいと思います。 

（記者）：今この時期に田辺とか白浜に続いてＤＭＯということで観光振興して

いこうと思ったのか、ということを改めて市長の口から伺いたいのと、

稼げる観光と、データ分析とかマーケティング、土産品の開発とかいろ

いろ難しいこと、戦略的プロモーションというふうに書いていますが、

何が今までと違うのか。例えば、最近アプリを使ったり歴史・吉宗のこ

とを発信されたり、市長もラーメンとか和歌山の地場のものをよりＰＲ

とかを新喜劇等でもされていたと思うのですが、やっぱりＤＭＯをやる
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ことによってどう変えていく。どんな資源を軸にというか、どんなもの

を中核としてＰＲされようと思っていらっしゃるのかを教えてくださ

い。 

（市長）：今まで観光協会というと、観光ＰＲ、和歌山はこんないいところです

よとか、来てくれたら観光案内を丁寧にしたいとか、そんなことが主だ

ったんですけども、これからは全国もそうなんですけどもインバウンド

が非常に増えています。そうした中で観光を産業として成熟させようよ

ということで、各地域が競っています。和歌山市でもインバウンドが非

常に増えている中で、まずはやっぱり和歌山に来てもらって消費へつな

げたいという思いが強くなっていて、和歌山に来てもらうためには、タ

ーゲットを絞ったりとか国を絞っていったりとか、いろんな戦略がまず

要ってくる。そういうところについては今後ＤＭＯということで、民間

のノウハウをもっと入れていきたいというふうに考えています。どちら

かと言うと今までは行政側の主導で観光協会が動いていましたが、今後

は民間の方と一緒になって、それも民間の方がいろんな分野が入ってく

れています。旅館業・ホテル業だけじゃなくて運輸業、宿泊業だとか、

それは今までどおりなんですけども、例えば食品加工であるとか、商工

業の関係、それとＪＡさん、農業の関係とかいろんな団体が、各産業分

野が入っていただいていて、それぞれ観光によってメリットを受ける可

能性もある。商品作りによってはその分野が受けられるし、体験型であ

ったら農業でも漁業でもそういうメリットを受けられるということで。

いろんな民間のノウハウ、団体とも組んでいって商品作りをしたりコー

ス作りをしたり、新たな着地型観光というのかな。やっぱりこっちに来

てもらって、どういう商品がありますよ、観光地がありますよと。その

中でこういうことをしてもらったらどうですかということを組み立て

ていければというふうに考えています。大きく違うのはやっぱり本当に

稼げる観光にもっていって、産業として観光をより強固なものにしてい

こうというのが大きな狙いです。 

（記者）：その中で、1 番冒頭でインバウンドというお話もありましたけども、

それは外国人の宿泊者数をこれぐらいにしたいとか、市内の観光の経済

とか、データ的な目標といいますか、これぐらいにしたいというような

数値的なところはありますでしょうか。 

（市長）：昨年、インバウンドが宿泊客で 10 万人ということで、国も 2020 年は

インバウンドの目標を 2000 万人から 4000 万人にしてるのですが、和

歌山市も今年の宿泊客目標 16 万人から変更後は。 

（担当）：国の政策が、2000 万人が 4000 万人に増えたということもあって、平
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成 31 年、2019 年に宿泊客目標を 27 万人に新たに設定しました。 

（記者）：特に外国人を意識するということで着地型観光とかありますけども。 

（市長）：和歌山市をどういう目的で訪れてくれるかというアンケート調査を昨

年も行いましたが、やっぱり和歌山城っていうのが非常に多いんです。

またマリーナシティ等の海のほうの幸というのか、マグロの解体ショー

を目当てに来られる方も多いし、昨年度だったら猫のたまちゃん、たま

電車というのも非常に興味が高かったというふうに聞いています。和歌

山市としては今後、歴史とか文化、また自然、自然というのは海の幸と

か海を生かしたような資源。そういった歴史・文化・自然を生かしたよ

うな観光資源を発掘していって、さらに磨きをかけていって魅力あるも

のにしていきたいと思っています。 

 

【国の第２次補正予算について】 

（記者）：発表項目の 3 番目の国の第 2 次補正予算について、1 項目の空調です

とかトイレの洋式化ですか。これは国の方で認められなかった場合はど

うされるお考えなんでしょうか。 

（市長）：国の方も非常に財政が厳しくなっていて、当初予算ではなかなか認め

てもらえていません。昨年も問題になりましたが、当初予算ではゼロ回

答だったということで、去年も国の補正に頼ったんですけども。やっぱ

りかなりの費用が要ってきます。空調の整備等では。和歌山市は非常に

学校数も多いということで、できたら平等に全校をやっていきたいので

すが。53 校ありますので、その内 3 校は小中一貫校になるということ

で整備していますので、全 50 校に対して段階的に整備していきたいと

思っています。この辺は国の予算等に合わせて、高学年から徐々にとい

うことになっているんですけども、国の予算がつかなければなかなか整

備は厳しい、市の財源だけでは厳しいと思っています。 

（記者）：先ほど空調設置以外にトイレの洋式化ということでしたが、他にも何

かありますか。 

（市長）：まずメインは空調です。トイレの洋式化は全校 50 とかじゃなくて、ト

イレ洋式化が遅れているような学校等に対して整備していきたいと思

っています。 

（記者）：2 項目の市民図書館と自転車駐輪場の整備についても、認められたこ

とに伴って、市駅前の再開発のスケジューリング等には何か影響を与え

るでしょうか。 

（市長）：スケジュールはもともと 5 年間で年度計画をたてているんですけども、

和歌山市では、まちづくりの再開発とか、都市の施設の整備というのが、
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数が多い、事業費が多くなるということで、前倒しで事業費を確保した

いと思っています。国の予算が、国全体も競争が厳しくなっている中で、

少しでも前倒しして、我々としても実施して予算を確保していきたい。

工程自体にはそれほど影響を与えないのですけれど、今年度の事業費が

とれないとそれは後に対して影響を、全体の工程に影響を与えてくるの

で、できるだけ事業費確保の面から進めていっています。 

 

【姉妹都市への相互訪問について～観光・産業の交流を拡大します～】 

（記者）：姉妹都市の相互訪問についてお伺いします。最近と言いますか、舛添

前知事の海外視察費用が高いんじゃないかという話が、あそこから結構

行政のトップの海外視察について、お金がどのように使われているのか、

市民の関心もすごく高いと思います。今回 10 月 26 日～11 月 1 日とい

うことで、13 人行かれて予算はどれぐらいなのか。おそらくファース

トクラスはないと思いますが、宿泊など 1 泊どれぐらいで泊まられるの

かとか、そういったざっくりとした予算がどれぐらいであるのかを教え

ていただきたいのが 1 つと。あと、大阪市の吉村市長なんかは帰国して

海外視察をＨＰで公表するというような透明化を図っていますが、和歌

山市もそのような考えがあるのかというのをお聞かせ願えればと思い

ます。 

（市長）：海外の公式訪問については、必要なものだと考えています。その中で

できるだけ多くの行事をやっていこうと考えています。例えば、今年和

歌山市は吉宗将軍就任 300 年ということで、和歌山の桜をリッチモンド

とかベイカースフィールドに植えたいということもあって、そうした記

念行事もさせていただくことになっていて、行事は非常に多いのですが、

かなりの費用を抑えました。これは大阪市よりもケチケチ出張だと思っ

ています。もちろんファーストクラスは使わないで、ビジネスクラスに

させてもらっています。職員はエコノミーなので、これは誠に申し訳な

いのですがそうなっています。帰ってきてからの報告というか、どうい

う効果があったということ、情報開示は絶対すべきだと思っています。

どういうことをやってどういう効果があったということは、明確に発表

したいと考えていますので、ＨＰ等ではちゃんと公表させていただきま

す。 

（記者）：その効果の面はＨＰで公表というのは、そこに例えば海外視察にかか

った費用の合計はこれぐらいでしたというお金の額を実際に出される

予定があるのかというのはどうでしょうか。 

（市長）：定例(記者会見)かなんかで、どういうことをやりましたよというのを発
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表させていただいたと思います。定例(記者会見)かＨＰかで公開させて

いただきます。費用とかの問題も非常に話題になっていますので、公表

させていただきます。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：改めてお尋ねしますが、伏虎中学の跡地の利用について、市民会館の

基本計画の計画作りに向けてですね、薬学と合わせて市民会館の整備に

ついて改めて市長の意気込みといいますか、今後の取り組みへの気持ち

をお聞かせていただきたいのと。3 大学構想の進め方についてもお聞か

せ下さい。 

（市長）：まずその市民会館については、新しい市民会館は非常に場所が良い所

だと思っています。和歌山城のすぐ前で。それと今後 4 階か 5 階建てに

なるのですが、そこから見た景色、伏虎中学の所へ行ってもらったら分

りますが、お城も大天守と小天守が重なったような位置になって、非常

に立派なお城に見える一番角度としてもいい場所じゃないかなと思っ

ています。ぜひお城の見える位置や、お城に近いロケーションを生かし

たような市民会館にしていければと思っていて、これは市民の方も来て

いただいたらいい場所だなと思ってもらえるような市民会館にしたい

し、全国から訪れてくれてもこんないい場所にこんないい市民会館があ

るのだと言っていただけるような、そうした全国に誇れるような市民会

館にしていきたいと思っています。それは豪華なというのではなくて、

やっぱりロケーションを生かしてそこにあったような市民会館にして

いきたいなと思っています。また、3 大学構想については、これは和歌

山市のほうで来年 4 月から３つ廃校になるということで、私は危機感を

持っていました。4 月以降は廃校のままの校舎を放置しておけないとい

う思いがあって、今回 3 つの大学ということで 2 つは確定しました。雄

湊は東京医療保健大学の看護学部ということで 1、2 年生が雄湊小学校

に入っていただける。1 年半後には開校していただけるということで、

ありがたいと思っています。また薬学部については知事のほうも 4 年半

後、平成 33 年 4 月には開校するということで、これも市民会館と同時

にオープンできればというふうに思っています。もう 1 つの廃校舎にな

る本町小学校についても、地域からも非常に要望も強かったので、ぜひ

大学をという要望もいただいて、今現在、和歌山信愛女学院と交渉中で

すが、和歌山信愛女学院のほうも非常に前向きに考えてくれています。

できるだけ地域と共存・共栄したいということで、いろんな工夫、そん

なことも考えてくれていて。3 つの大学が来れば千二、三百人の学生が
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町の中に通うことになるということで、当然下宿したり定住というか中

に住まれる方もおられるし、地域の消費にもつながる。そういった大学

があるということによっていろんな関連産業が発達していくし、何より

も学生さんが、私は今後の町づくりを担ってもらえるんじゃないかなと

思っています。今和大の観光学部とか経済学部の方、信愛の方、いろん

な面で祭りを手伝ったりイベントをやったり、いろんな動きが若い人た

ちから出てきていますが、今後まちの中に学生が通っていただけるとい

うことで、新たな担い手になっていただけるのではないかなと思ってい

ます。文化でも芸術でもまちづくりでも。そうした担い手としての役割

というのは大変大事だと思っていて、その面も期待しています。 

（記者）：市民会館についてなんですけど、9 月の議会の閉会時に薬学部と相乗

効果でというお話がありまして、ぜひそのお言葉を使っていただいても

う 1 度跡地の整備についての考えをお聞かせ下さい。 

（市長）：市民会館は薬学部だけではないのです。3 つの大学の学生が入ってく

るということで、その学生たちが市民会館で文化交流したり、芸術、い

ろんな交流をする機会、発表会をする機会。そうしたことが今後市民会

館の利用にもつながっていくと。それは市民会館にとっても非常に有難

いことであるし、学生にとっても交流の舞台ができるということは、学

生にとっても大学側にとってもメリットになることだと思っています。

市民会館とか和歌山城というのも 1 つの舞台になるわけですけども、そ

うした舞台が真ん中にあると。3 つの大学の真ん中にあるので、相乗効

果っていうのは非常に高いのではないかなと思っています。 


