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11月市長定例記者会見  

（平成 28年 11月 18日（金）14時 00分～） 

市長発表事項  

     

【平成 28年度 12月補正予算（案）】 

1点目は、国へ強く要望していました学校の空調でございます。市内の中学校

１年生の全クラスと小学校の主に６年生・５年生のクラスに整備します。棟の

関係で 5年生以下でも入るところもありますが、全 50校が 6年生・5年生を中

心として空調が整備されることになります。 

次が、老朽化したトイレのバリアフリー化、洋式化、男女の区分ということ

で、特に老朽化している 5校から整備をやっていきたいと思います。 

今回、国の経済対策補正でも道路関係等も予算をいただきました。その中で

歩道整備とか道路整備を行いますが、新たに道路の空洞化調査を国の方からつ

けていただきました。それで今回補正予算を計上します。画面のような車で、

通行に支障がないかたちで走らせていただきます。まず、和歌山市内の緊急輸

送道路から着手したいと思っていまして、緊急輸送道路 20kmのうち 3.8km、

市道西脇山口線から入っていきたいと思っています。 

紀三井寺駅の西口でございます。紀三井寺の駅については駐輪場から自転車

等があふれ出したということで、現在約 100台がオーバーしている状態ですけ

ども、新たに 200台を収容できる無料の駐輪場を整備していく予算でございま

す。 

サイクルステーションということで、現在、海のサイクリングロードという

のを進めていますが、そうしたなかで、サイクリストが非常に多くなっていま

す。サイクルラックであるとか空気入れ、パンクを修理する工具を入れたもの、

そういったものを市内 3カ所に整備していきたいと思っています。場所はマリ

ーナシティ、加太海水浴場、和歌浦方面、和歌浦方面については現在設置場所

を選定中です。この 3カ所についてサイクルステーションを整備していきます。 

 

【市産品の消費を促進します！～和歌山市市産品登録制度がスタート～】 

 目的は、和歌山市の産品、非常にいいもの、魅力的なものがございますので、 

そうした魅力を市民の方にもより分かってもらおうと、市産品の登録制度を作

ります。12月 1日から募集させていただいて、来年の 1月から市のホームペー

ジで広報させていただこうと思っています。公共の調達の中でも市産品の優先
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的な活用を図っていきたいと思っています。物品の購入については、同等品で

あればできるだけ市産品を優先調達します。それと役務の関係ですけども、役

務はできるだけ市産品を使ってくださいと推奨を明記させていただくことにな

っています。また、建設工事については市産品の優先使用に努めてくださいと

いうのと、使っていただければ、工事成績等に反映させていただくということ

で、こうしたことで市産品の魅力を内外に発信していきたいと考えています。 

 

【和歌山市オリジナル婚姻届“わかやましめでたいとどけ”について】 

11月 22日はいい夫婦の日ということで、この日からホームページでダウンロ

ードできるようにさせていただこうと思っています。 

「めでたいとどけ」ということで、婚姻にちなんだ「めでたいでんしゃ」を記

載した婚姻届を出させていただきます。 

来年の 1月 4日からは、印刷物を市の婚姻届の受付窓口で配布したいと考えて

います。 

 

【機能別消防団特別ＯＢ団員発足式の開催について】 

全国的に消防団員が高齢化して減ってきています。そうしたなかで大規模災

害も想定されますが、機能別の消防団というのが、今現在 2つございます。1

つは、主に消防団員のＯＢで結成しているＯＢ団員と、もう 1つは音楽隊、防

火広報団員といいますが、この 2つが機能別の消防団としてありますが、新た

に、市の消防職員のＯＢの方に団を結成していただく、機能別消防団特別ＯＢ

団員を発足します。11月 26日 11時から発足式を行います。これによってさら

に消防団の機能強化、それとともに大規模災害等にも備えていきたい。特に専

門的に従事してきたＯＢということで、非常に心強い組織になるのではないか

と思っています。 

 

【平成 28年度 市政世論調査の概要について】 

市政世論調査の速報値が出ました。資料が配布されていると思います。主な

ところを説明させていただきます。 

縦軸は重要度、横軸は満足度ということで、重要度が高いが満足度が低い部分、

これから行政の施策として進めて行かなければいけない部分だと思っています。

特に、ピンクの部分、地震や風水害などの災害、暴力や犯罪に対する防犯、こ

どもや子育てに対するということで、このような部分は重要度は高いが満足度

が低いということになっています。 

重要度が満足度を 10ポイント以上上回る項目というのが、いくつか記載させて

いただいています。特に重要度は高いが満足度が足りない、「地震や風水害など
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の災害に対する安全性」が 33ポイントほど差があります。次が「暴力や犯罪に

対する防犯体制」、次が「こどもや子育てに対する支援サービス」ということで、

大事な事だが、これらがまだまだ行政として満足度をカバーできていないと思

っています。 

次のページをお願いします。昨年度からどう変化したかを記載しています。 

満足度が 2ポイント以上減少した、不満が出てきたというのが、「地震・風水害

への安全性」これが 2.1 ポイント減少しています。今年は地震などが多かったと

いうことが背景にあるのかなと感じています。また、「暴力犯罪に対する防犯体

制」これもマイナス 4.5ポイント。それと「消防・救急の体制」がマイナス 10.3

ということで、こういった点が昨年度から比べて劣ってきた点かなと思います。

逆に満足度が 2ポイント以上上昇した項目を記載しています。 

「こどもや子育てに対する支援サービス」が 3ポイントほど上がってきていま

す。また、「地域産業の発展」これも 3ポイント。「中心市街地の活気」これも 3

ポイントということで、こういった分野は多少成果も見えてきたのかなという

感じはしています。 

個別の案件で世論調査もとっています。現在、国でも議論されています総合型

リゾートカジノを含むＩＲですが、誘致について賛成・反対をお聞かせいただ

きました。賛成、どちらかというと賛成が 50％を超えています。ただ、反対の

方も、反対、どちらかというと反対が 23％おられるということで、こうした世

論の動向に気をつけながら、この政策について検討していきたいと思います。 

2つ目が民泊ですけども、「貸し手になりたいかどうか」という調査結果を記載

しています。あまり貸したくないという方が多い結果になっています。 

冊子の中には推進しますか、どうかという問いも載っていますので、後でご覧

になってください。 

おもてなし忍者についても調査結果が出ています。ＰＲが足りないかなという

結果になっています。 

 

【オール和歌山市ロケ映画「ちょき」ロケ地マップが完成！！】 

ロケ地マップについては、民間の方で用意を進めていたらしいのですが、市

のホームページに載せるということと、併せて映画館には地図も置かせてもら

おうと思っています。良い和歌山市の場面が出ていますし、ストーリーも非常

に温かい内容になっています。いよいよ明日から全国に先駆けて和歌山で先行

上映ということで、市民の方、県民の方にぜひご覧いただければと思います。

また、本日 3時 30分に金井監督、増田璃子（りこ）さん、吉沢悠（ひさし）さ

んが、来庁されます。以前にも市役所を訪問したいというお話があったのです

が、こちらからじゃんじゃん横丁へ会いにいきましたので、今回、先行上映を
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前に市役所を訪問したいということで、お迎えすることになりました。 

私も明日は途中からになりますが上映を見に行きたいと思っています。 

今日は前夜祭があるそうですので、そちらもどうぞ行っていただきたいと思い

ます。 

 

【報告項目 ベイカースフィールド市姉妹都市提携 55周年記念およびリッチ

モンド市公式訪問の報告】 

10月 26日から 11月 1日にかけてアメリカのベイカースフィールド市、また

カナダのリッチモンド市の姉妹都市 2都市を訪問させていただきました。総勢

13人ということで、市議会の副議長をはじめ議会の方々と共に訪問してきまし

た。ベイカースフィールドでは市長を表敬訪問させていただき、提携 55周年記

念式典というのを行わせていただきました。またこれまでの教育文化だけの交

流からさらに幅を広げて経済交流もしていこうということで、ＭＯＵ（覚書）

の調印をさせていただきました。 

個別に説明していきます。ベイカースフィールド市には姉妹都市公園がありま

す。姉妹都市のいろいろな記念のものがある公園ですが、和歌山市のコーナー

はちょうど入口のところにありました。ここに、吉宗桜ということで植樹させ

ていただきました。立派な記念碑を作っていただいていまして、和歌山市から

の吉宗 300年にちなんだ桜ですということを記載していただいています。ベイ

カースフィールド市の新聞にも載せていただいています。 

また、ベイカースフィールド市ではちょうどビジネスＥＸＰＯを開催していま

した。地元の商工会議所が主催ということで、かなりの店舗数でしたが、和歌

山市もそこに出店させていただいて、いろんな産品をＰＲさせていただきまし

た。日本の食について興味のある方もおられて、さっそく問合せもありました。 

そのあと、姉妹都市 55周年のＭＯＵの締結をさせていただきました。 

次はリッチモンド市です。リッチモンド市は、日本から移民された方が多いと

いうことで、スティーブンストーン公園は、鳥居のような入口のある、日本に

ちなんだ公園になっています。非常に多くの方が集まっていただいて植樹式を

見守っていただきました。 

和風の庭園ということで、昨年、和歌山市に姉妹都市委員会の方が来られて和

歌山の水琴窟（すいきんくつ）を購入されたのですが、そのお披露目ですとか、

日本人移民歴史博物館というのがこの公園の中にあります。 

スティーブンストーンは、和歌山県のアメリカ村のある美浜町の方が多かった

ということで、当初提携した頃は 75％が和歌山県人だったと言われています。

和歌山県との関係が深いということになっています。 

これはＭＯＵの調印式でございます。リッチモンド市でもオリンピックオーバ



5 

 

ルというところで、ブースを設置させていただいて、和歌山産品のＰＲをさせ

ていただきました。 

次はバンクーバーの日本総領事を表敬訪問させていただき、いろいろな打ち合

わせをさせていただきました。その中で、12月 12日に在バンクーバー日本総

領事館主催のレセプションがあることを聞き、非常に大きな会場のため、ぜひ

和歌山からも来てくださいということで、急きょ職員が行って、食や忍者など

の観光ＰＲをしてきたいと考えています。 

最後に旅費ですが、全員 13人と通訳の方を含めて 717万 3千円ということです。

当初より少し多くなった感じです。できるだけ安く行こうということで、乗換

等にも時間を要した次第です。 

 

記者の質問事項 

 

【平成 28年度 市政世論調査の概要について】 

（記者）：市政世論調査のことでお伺いしたいのですが、ＩＲについて検討して

いくとのことですが、前向きな方向で準備をしていくという理解でよ

ろしいのでしょうか？  

（市長）：今、国会で審議されているということで、法律ができたときに一挙に

決まっていく可能性があると思っています。大阪市、横浜市、沖縄市

などの各都市で手を挙げられています。和歌山県ということでは手が

挙がっていますが、個別の都市としては、和歌山県ではどこも挙がっ

ていない状態なので、十分吟味していかなければいけないのと、もう

ひとつはやっぱり早く手を挙げないと、特に大きなＩＲであれば何箇

所もできるようなものではないので、急いで方針は決定していきたい

と思っています。前向きかどうかはご勘弁いただきたい。 

（記者）：ＩＲを誘致するにあたって和歌山市のメリットというか強みは何だと

考えますか。 

（市長）：和歌山市の最大のメリットと言えば、関空に近いと。これはもうどこ

にも勝つんじゃないかというくらい県庁所在都市としては恵まれた立

地条件にあると思っています。そうした面で非常に可能性もあるんじ

ゃないかと思っていまして、早く結論を出していければと思っていま

す。 

 

【オール和歌山市ロケ映画「ちょき」ロケ地マップが完成！！】 

（記者）：「ちょき」のロケ地マップができたということで、今回オール和歌山
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市ロケをしたということで、逆に言えば和歌山市で素材がある程度そ

ろっているということが言えると思いますが、今後ロケツーリズムに

向けた市の展望をお聞かせください。 

（市長）：フィルムコミッションの効果というか、映画やメディアでのいろんな

観光地の人気が出ているということで、今アニメなどでも出ています

ね。そうしたなか、やはりこれからもフィルムコミッションに力を入

れてやっていきたいと思っています。和歌山市の場合は十分自然でも、

歴史でも、人ということを考えてもいろんな面で良い面がございます

ので、そうした面をできるだけフィルムコミッションに生かしていき

たいと考えています。 

（記者）：「ちょき」のことで伺いたいのですが、今日また金井監督と増田さん、

吉沢さんが来られるということで、この方々もすごく和歌山市が良い

土地だということ、風景もきれいだとか、とても好きになったとか、

和歌山でないと撮れなかった映画だとか絶賛されていて、観光大使で

あるとか観光発信人であるとか、今後稼げる観光を目指すうえで、こ

うした映画の関係者に市の観光ＰＲに協力を求めるとか、吉本新喜劇

の辻本さんのように。そういうお考えはありますでしょうか。 

（市長）：それは、素晴らしいことだと思っています。ぜひ観光発信人とかにな

っていただけたらと思っていますので、それは検討していきたいと思

っています。もちろん個々の方のイメージもあることなので、その辺

は十分調整させていただいて、もしそうやっていただけるのならあり

がたいので、検討していきたいと思っています。 

（記者）：「ちょき」のロケ地マップができたということで、マップを見られて

市長ご自身のご感想はいかがでしょうか。    

（市長）：これ、いいマップできていますよね。映画の内容もわかりますし、そ

れぞれの場所のイメージがあるので。あと気になっているのは、この

場所が現地に行ったときにわかるか、というのが気になっているので

現地に分かりやすいサイン「ここが撮ったところですよ」とそういう

ことが必要じゃないかと思っています。これは、民間の方とも一緒に

なって、できるだけ分かりやすいような表示をしていきたいと思って

います。 

 

【報告項目 ベイカースフィールド市姉妹都市提携 55周年記念およびリッチ

モンド市公式訪問の報告】 

（記者）：旅費等の経費公表のことですが、関心が高いところなので旅費を公表

されたいといったお話があったと思いますが、市長ご自身もできるだ
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け安くケチケチで行こうとおっしゃっていたなかで、コストパフォー

マンスといいますか、費用についての印象と成果についてご自身でど

のように思ってらっしゃいますか。 

（市長）：コストパフォーマンスというか、成果はとても手ごたえがあったと考

えています。今までの単なる姉妹都市交流ということではなくて、や

はりこれから経済交流へ特定の項目に向けて、観光であるとか、商工

業であるとか、そういった交流に向けてやっていきましょうよ、とい

うことでＭＯＵを結ばせていただけたというのも大きな成果ですし、

さらに今回はベイカースフィールド市が 55周年、リッチモンド市は 45

周年ということで、5年ごとにしか行き来していませんが、それ以外に

も民間の方がいろんな面で交流をしています。そういう方たちと現地

で会わせていただいて、やはり今までの積み重ねが大きいと再確認で

きましたし、さらにこういった交流はこれからも必要じゃないかと思

っているので、十分コストパフォーマンスがあったと考えています。 

（記者）：ケチケチ具合については、いかがでしょうか。 

（市長）：ちょっと不満もありましたが。安くしようとして乗換えが多かったの

で、その時間がもったいなかったかなという感じはしますが。 

（担当）：今回 2カ所に行かせていただいたということで、それぞれ 2泊 3日と

いうタイトなスケジュールで行っていただきました。当初予算的には 6

泊 8日でとっていましたが、5泊 7日にしたのと、今市長が言いました

ように、いわゆるコードシェアで取らないといけないということで、

コードシェア便に絞って、そうしないと非常に高くなるので、そのあ

たりも削減させていただいたということと、本当は旅行会社を通じて

ホテルをとる場合が多いのですが、リッチモンドとベイカースフィー

ルドの現地については現地で押さえていただくということで削減させ

ていただいたという形で今回させていただきました。 

（記者）：お金の面ではどうでしたか。当初よりちょっと多くなったかな、とい

うことですが。 

（担当）：上がった理由は 2 つあります。1 つは、飛行機を取る時期によって市

長と副議長は当初から予定されていたので予定の金額で取れましたが、

ほかの議員に関しては議会終了後に初めて人員がわかったので、その

時には既に当初の予定より高くなってしまっていたということと、同

行する職員が 1 週間前に急に病気になり、人が代わったことによるキ

ャンセル料とか取り直し料とかが少し増えた要因でもあります。 

（記者）：市長ご自身は額については、どうですか。 

（市長）：もうちょっと安くしたいという感じはします。人数も職員も減らせれ
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ばとは思いますが、今回はいろんな物品の紹介だとか、植樹だとか、

いろんな行事が多かったので、ある程度仕方ないと思いますが、もう

ちょっと減らしていってもいいかと思います。 

 

【市産品の消費を促進します！～和歌山市市産品登録制度がスタート～】 

（記者）：市産品の登録制度について、この制度に登録する側と制度を利用する

側にとってどういうメリットがあるのかというのを改めて伺いたいの

と、どういう点を市として PRできると考えているのか、その 2点につ

いて教えてください。 

（市長）：まず、市の産品でありながら、案外知らない方が多いんです。大企業

の商品で和歌山に工場がありながら、これを和歌山で作っていると知

らない方が多いので、これは和歌山市で作っているのだということを

多くの人に知ってもらいたいというのが大きな目的の 1 つだと思って

います。もうひとつのメリットは、そういうことを知ってもらうこと

によって、地元の産品なら使ってみようかという一般の方も出てくる

ことだと思います。それと、公共調達、行政側としても調達するのに

同等品であれば、もちろん地元産品の物を使いたいね、ということで、

そういう面のメリットというか、生産者に対するメリットというのが

あるのかなと考えています。 

 

【発表項目外について】 

（記者）：先日の市民会館に関するシンポジウムで、外観で 3案が出ていました

が、市長の評価をお願いします。 

（市長）：個人的な評価はご勘弁いただきたい。大きくは洋風にするか、和風に

するかだと思っています。コンセプトは、木を使おうと。できるだけ

木をふんだんに使おうということで、それは、共通のコンセプトとし

てあるのではないかと思っています。大きくは、和風か、洋風か。そ

のあたりなんだろうなと思っています。特に 1 階もそうですが、屋上

の利用に意味があると思っています。屋上庭園とか良い案があればと

思っています。これから、この間のシンポジウムのご意見等を踏まえ

て案を絞っていくことになると思います。議会からのご意見もお伺い

することになると思いますので、多方面からの意見を聞いて案を固め

ていきたいと思っています。 

（記者）：同じ内容なのですが、議会では、和歌山城と一体感があるようなデザ

インにすべきだという声もありましたが、和風にするということはで

きないでしょうか。 
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（市長）：どこまで和風にするかだと思います。完全な木造建築というのは、今

回の場合だと 4 階建てになるので、非常に難しいと思いますので、内

装で木をふんだんに使うのかなと思います。外観の和風というかたち

では、今回は屋根の形とかで和風のイメージを出させていただいてお

りますが、さらにもっと和歌山城に近いイメージの形であるのかどう

かということは検討を進めていかないといけないと思います。県立美

術館は、洋風だけど和歌山城の屋根にマッチしたような、長い屋根を

出したような形になっています。いろんな工夫で和歌山城とマッチす

る外観デザインは得られるのではないかと思っています。 

（記者）：市民会館のシンポジウムのことで、私もシンポジウムに参加させてい

ただいたなかで、住民の方の関心が強いのは、例えば中高生だと通え

るように駐輪場を作ってほしいとか、市民の方は手狭になるというか、

２つの施設を置くことによって十分な駐車場を確保できるのか、とい

う部分もかなり気にされていて、立体型にするとか、平面で確保する

とかいろいろ議論が出ていましたが、こうした市民の駐輪場・駐車場

の確保ということについては、どのように考えてらっしゃいますか。 

（市長）：それは、絶対必要だと思います。駐車場は今の状態でも結構混んでい

ることもあるので、計算上は、車は大丈夫だと言われていますが、計

算ではない部分も出てくるかもしれませんので、駐車場はしっかり確

保すべきだと思います。また、駐輪場もそうだと思います。自転車で

来られる方も非常に多いと思いますので、駐輪場の確保も必須だと思

います。 

 

 


