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12月市長定例記者会見  

（平成 28年 12月 22日（木）14時 00分～） 

市長発表事項  

 

【（仮称）和歌山信愛大学教育学部の設置に係る基本協定の締結について】 

 1点目でございます。学校法人の和歌山信愛女学院との間で大学誘致が確定し

ました。来週の 12月 26日に基本協定の締結を行いたいと思っています。大学

の名前は（仮称）和歌山信愛大学教育学部ということで、まだ仮称ではござい

ますが、4年制の教育学部を設置していただくものでございます。26日の 1時

30分から協定を締結、2時からは共同記者会見をさせていただきます。その時

にまた詳細を報告させていただきます。 

和歌山市につきましてはこのまちなかに、今回の協定で 3つの大学を誘致す

ることになりました。平成 30年 4月にはまず東京医療保健大学（仮称）和歌山

看護学部が開校・開設します。また翌年の平成 31年４月に今回の（仮称）和歌

山信愛大学教育学部が開設。またその 2年後の平成 33年 4月には和歌山県立医

科大学薬学部が相次いで開校するということで、生徒数、学生数では約 1300人

ということになります。そうした学生だけでも 1,300人ということで、活動に

よるまちのにぎわい。またいろんな消費とか、下宿をしていただくとか、そう

したことで地域の活性化につながって、非常に貢献することになると考えてい

ます。空き校舎を活用したまちなかへの大学誘致、3大学の誘致ということでは

全国的にも非常に注目されています。国からも先駆的で特徴的な地方創生の取

り組みということで、選定されております。そうした中で、和歌山のこれから

の地方創生に向けて全力で頑張ってまいりたいと思います。 

 

【“和歌山県下初”「待望の 24時間 365日運用の救急ワークステーション(ドク

ターカー)運用スタート！！】 

 2点目でございます。今までドクターカーということで、日本赤十字社和歌山

医療センターさんの協力をいただいて、平日の 9時から 17時 30分まで運用し

ていましたが、来年 1月 13日から 24時間 365日に運用を拡大して救急ワーク

ステーション、ドクターカーがスタートすることになります。全国の赤十字病

院の中でも初の 24時間運用だということで、1月 11日に日本赤十字社和歌山

医療センターの平岡院長との間で救急ワークステーションの設置合意調印式を

行わせていただきます。1月 13日からワークステーションを開所させていただ
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いて、この日から運用させていただきます。今まで夜間であるとか土・日につ

いては、ドクターカーは対応できなかったのですが、日本赤十字社和歌山医療

センターのほうでもご配慮いただいて、常に医師が乗っていただけるというこ

とで、24時間 365 日運用というのがスタートすることになりました。 

 

【「平成 29年消防出初式」について～和歌山市で初の“現代版はしご乗り演技”

を披露します～】 

 3点目でございます。これは毎年の事ですが、消防の出初式が 1月 8日 9時

30分から開催させていただきます。今回は今まで無かった 3連はしごを使った

“現代版はしご乗り”というのを披露させていただきます。はしご乗りについ

ては、徳川吉宗の時代に町火消しということでスタートしたといわれています

が、それを再現していこうということで、来年初めてさせていただこうという

ことでございます。それ以外は今まで通り、放水演技であったり、パレードで

あったり、そうしたことも開催させていただきます。 

 

【平成 29年(2017 年)は、「南方熊楠 生誕 150周年」記念の年です！】 

 4つ目でございます。来年 2017年というのは南方熊楠の生誕 150周年にあた

ります。南方熊楠の生誕地というと和歌山市ですが、南の方での活躍があった

ので、和歌山市で生まれたということをあまりご存知ない方もあるということ

で、来年は和歌山市が生誕地なんだよ、ということを広くＰＲしていきたいと

考えています。ロゴマークのほうも作らせていただきました。それと首都圏に

もＰＲしていきたいということで、首都圏のメディアさん対象に交流会を開催

させていただこうと考えています。また和歌山市内では、南方熊楠と孫文の交

流が非常に深かったということで、孫文も和歌山市を訪れたり、写真を一緒に

撮ったりということでやっているわけなんですけども。熊楠と孫文の演劇公演

というのを、俳優の岡本高英さん、この方は和歌山市の観光発信人でもあるの

ですが、岡本高英さんで、和歌山市で演劇をしていただくということになって

います。合わせて次の 2枚目です。南方熊楠ゆかりの地ということで、生誕の

場所・生家や南方熊楠が通った雄小学校であるとか、孫文と写真を撮った浅井

写真館であるとか、そうした和歌山市で南方熊楠にいわれのある場所、ゆかり

の地を巡るフィールドワークということで、案内看板等を新たに設置させてい

ただいて、そうしたフィールドワークというものをやっていきたいというふう

に考えています。ぜひ来年 150周年ということで、和歌山市生まれの南方熊楠

ということを全国にＰＲしていければと思っています。 

 

【オリジナルフレーム切手「南方熊楠 生誕 150周年 和歌山が生んだ『知の
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巨人』」の贈呈式の開催及び販売開始のお知らせ】 

 5点目ですが、それにちなんで、日本郵便株式会社近畿支社でオリジナルフレ

ーム切手「南方熊楠生誕 150周年 和歌山が生んだ『知の巨人』」ということで、

切手フレーム。次のページに載っていますけども。生誕の地が和歌山、そして

永住の地が田辺市ということで、記念切手が発売されるということで、それに

ちなんで 1月 10日に贈呈式を行っていただけるということになりました。切手

フレームについては、今年は徳川吉宗また雑賀衆ということで、和歌山市の関

連としては 3弾目という形になります。こういう形でぜひ南方熊楠というのを、

生誕地は和歌山市ということをＰＲしていければと思っております。 

 

【地域の魅力向上や活性化につながる景観まちづくり】 

 最後の 6点目でございます。今、海外からのインバウンドが非常に増えてい

ます。和歌山市もすごい勢いで、平成 27年は約 11万人だったんですが、今年

の宿泊客は 8月で 10万人を超えて、たぶん年内には 16万人近くいくだろうと

いうことで、前年比 50パーセント増ぐらいになるかと思われます。そういった

国際化の中で、やっぱり和歌山市の個性を特に海外に向けて発信していきたい

ということで、それぞれの地域の特性を生かしたような景観づくりというのを、

住民の方と共にやっていきたいと思って。今でも和歌浦が景観法に基づく景観

重点地区にもなっています。和歌浦を中心とした景観づくりということで、雑

賀崎・和歌浦・紀三井寺周辺については住民の方と共にワークショップを開催

していきたいと考えています。それぞれの地域が、例えば雑賀崎であればイタ

リアのアマルフィに似ているよということで、非常に地形的にも歴史・文化的

にも似ているんで、そうした景観だけじゃなくて人々の営みも踏まえて、みん

なで一緒に景観づくりをやっていこうということで、ワークショップを開催す

る予定になっています。また紀三井寺のほうは門前町ということで、非常にに

ぎわっていた場所でもあるし、今も非常にきれいな場所でにぎわっていますが、

ぜひまた門前町という形の中で景観というのを一緒に、地域の住民の方と考え

ていきたいということでやっていきたいと思っています。それと合わせて山東

盆地、山東の方なんですけど、田園風景、伊太祁曽神社とか四季の郷とかあっ

て、田園風景が残る非常にいい場所です。その地域でもその地域の方が非常に

熱心に山東を売っていこうと、田園風景が非常にきれいなんだということで、

景観づくりに努力されています。そうした中で地域の人と一緒になって風景を

考えるワークショップというのをやっていきたいと思っています。 

 

記者の質問事項 
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【（仮称）和歌山信愛大学教育学部の設置に係る基本協定の締結について】 

（記者）：大学誘致に関連して、まず改めて 3大学を誘致するうちの 3大学目が

今回決まったということですが、このことについて率直に市長はどう

思われますか。  

（市長）：和歌山市のまちなかは、全国的に見てもかなり衰退してしまったわけ

なんですけれど、人口なんかピークの半分以下になっています。特に、

小学生、中学生の数が減ってしまったということで、今回来年の 4 月

から伏虎義務教育学校ということで、新たに小中一貫校がスタートす

るわけですけれど、一つは小学生、中学生の人口が減ったということ

が原因でもあります。その中で 3 つの小学校と 1 つの中学校が廃校に

なるということが決まっていたわけで、廃校舎を活用して、今回 3 つ

の大学が誘致できたということは、大変うれしく思います。そこへま

た新しく大学生という形で多くの学生が入っていただけるということ

で地域の活性化につながっていくし、これからやっぱり大学生の若い

人がこれからのまちづくりや文化、伝統を支えていただける、そうい

ったことが非常にありがたい。担い手になっていただけるのではない

かと思っていまして。和歌山市の未来に向けて明るい話題じゃないか

なと思っています。 

（記者）：ちょっと重複するのですが、今、中心市街地の居住人口がどんどん減

って郊外に移動して、ドーナツ化現象という言葉が言われている中で、

この 3 大学誘致で中心市街地をどのようなまちにしていきたいとお考

えでしょうか。 

（市長）：和歌山市のイメージというのは和歌山城が真ん中にあって、周辺がに

ぎわっているというのが理想の姿ではないかと思っています。今回大

学がまちの中へ入ってきて、中心地なので、下宿とかアパートへ入っ

てくれる方が多分多いと思います。そうした中で、空き家活用にもつ

ながっていくし、若い力を原動力にして、まちの中から市全体へ元気

を発信できればというふうに思っています。 

（記者）：関連して 3大学構想のことです。これで一応予定していた 3つの大学

がそろったという形になりますが、市長のお考えとしては、この 3 つ

の大学でとりあえず打ち止めとするのか、それとも引き続きほかのと

ころも誘致を働きかけていくのか。現段階で決まっていたり、方針が

あれば教えてください。 

（市長）：なかなか難しい質問です。大学はあったほうが良いと思っていまして、

できるだけ和歌山市に。和歌山県は全国でも人口あたりの大学収容率
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が最下位ですので、できたらもっともっと大学を増やしていきたいと

思っています。ただ場所の問題等もあって。これからも引き続き、そ

ういう場所と新たな大学誘致に向けてやっていきたいと思います。 

 

【発表項目外について】 

（記者）：今国会でＩＲ推進法が成立したわけですけども、改めまして、成立を

受けて市長のお考えをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。 

（市長）： 今回ＩＲ推進法の成立によって、日本の観光立国に向けての新たな

可能性が開けたのではないかと考えています。そうした中で、和歌山

市も今まで検討を進めてきています。法律が制定されたら多分各都市

で誘致の立候補に、手を挙げてくるのではないかということもあって、

今回基本法ができて１年以内に実施法ができるということなので、和

歌山市としても負の面が非常にあるということと、市民の間でも不安

が高いんで、そこら辺を今後慎重に見極めていって、誘致するかどう

か、そこの検討を早く結論を出していければと考えています。今後は、

県とも連携しながら、そうした検討を進めていきたいと考えています。 

（記者）： 県と連携しながら、というお話でしたが、仁坂知事は県議会でも誘

致をしていくと。市町村と一緒に、長期総合計画の中でもＩＲを誘致

すると明記されているわけなのですけども、市長の思いとしては、こ

の件に関しては県と連携して進めていくとそういうお考えということ

で間違いないですか。 

（市長）：詳しいところは聞いていませんが、例えばカジノ中毒(ギャンブル依

存症)の対応として、和歌山県民は入らないように制限するとか、でき

たら外国人のみにするとかいろいろ言われていて、そこは報道等でし

か分かっていないのですが、中毒(依存症)対策というのはいろいろあ

ると思っています。そうした中で和歌山市としても、和歌山市民のこ

となので、そこはしっかりと、どうした対策があるのかということを

見極めたうえで、態度を決めていければと思います。 

（記者）：１１月の会見で、市長は早い目にということで、今も早い目にという

ことですが、先日のぶら下がりの時は実施法ができるまでと、ちょっ

と幅があるのかなと思うんですけれども、市長の思いとしてどの時期

なのか分かりにくいところがありまして、それはどのようにお考えで

しょうか。 

（市長）：実施法を１年以内に作る法律になっていますので、１年以内には態度

を決めないと、実施法ができた時には既に事業者も決まり、場所も決

まりというところが多くなっていると思うので、１年以内に態度を決
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めていたいと思っています。 

（記者）：県と協議しながら実施法の動向を見極めて結論を導きだすということ

ですか。 

（市長）：そうですね。はい。 

（記者）：今お話のあったＩＲに関連してお伺いしたいのですが、市長は今国民

の中にも不安の声が多いとおっしゃられましたけども、市が先日公表

した世論調査ですと、ＩＲ誘致に関して 52.7パーセントが賛成してい

ると公表されたと思います。ただ共同通信が 17 から 18 日にカジノ解

禁について世論調査したところ、全国で 69.6パーセントが反対と答え

ているのですね、産経さん、朝日さん、毎日さんの世論調査でもだい

たい 6 割が反対していて、ちょっと私としては和歌山市の世論調査の

結果に違和感を覚えているんですけども、市長が市民とお話する中で、

この 52.7パーセントが誘致に賛成しているという数字は市民の声を反

映していると思われますか。 

（市長）：和歌山市は割りと早い時期に世論調査をやりました。その結果、53パ

ーセントが賛成で、23パーセントが反対だったのかな。23パーセント

その時点、たぶん 8月・9月の時点だったと思うのですけど、その時点

で 23パーセントあったということは非常に重いと思ってます。それで

今回法案が国の中でいろいろもめる中で、世論が一気に形成されてき

たのかなという感じはしているのですが、今とれば、違った数字がも

しかすると出るかもしれないです。ただ、例えそれが二十何パーセン

トでもですね、かなり反対としては大きいのではないかなと思ってい

て、最近いろんなところで、ご意見もお聞きするのですが、やっぱり

結構反対の方も多いということで、その辺は慎重に見極めていく必要

があるんじゃないかなと思います。 

（記者）：世論調査について市長は時期的な問題だとおっしゃられましたが、実

際に質問された内容を見ると、質問の仕方が不適切だったのではない

かなと思いまして、例えばＩＲについてこうやって質問されてるんで

すね。和歌山市に統合型リゾート（ＩＲ）を誘致することになればど

のように思われますか。カジノという言葉が入ってないんですね。Ｉ

Ｒ推進法では当然カジノ解禁が最大の争点で、報道の世論調査でもカ

ジノを含むとか、カジノ解禁法とかっていう言葉で表現されています。

市議会でも議論になった際に地元の井上市議がカジノ（ＩＲ）構想に

ついてお伺いしますと、その場合もカジノという言葉を使って質問し

ているんですけど、カジノという言葉を入れなかったのはなぜでしょ

うか。 
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（市長）：カジノ中毒(ギャンブル依存症)の問題はその時点でもちゃんと出して、

できるだけ正確な状況をプラスの面、マイナスの面、そういうのを公

表させていただいたうえで世論調査したつもりなんですけど、それ広

報の世論調査の内容ですか。 

（記者）：そうです。市のホームページから出していて、カジノに関しては５問

質問されて、はじめのＩＲを誘致することになればどう思うか、とい

う点と、できた場合行ってみたいと思いますかという点に関しては、

問いに対しても答えに対してもカジノという言葉が含まれてないんで

すね。３問目からは、ＩＲに行った場合どの施設があれば利用したい

ですかというところで初めてカジノという言葉が答えに出てくるとい

う状態で、質問にカジノという言葉が入ってないから賛成が多く出た

のではないかと思うのですが、その点、市長としてどうお考えですか。 

     1問目、2問目ではカジノという言葉は入っていないと思うんですけ

れども、一般的に世論調査ではこういうことをフレーミング効果と言

いまして、今みたいな言葉を除くことで、賛成の高い数値を出そうと

したんじゃないかととられても仕方のない世論調査のやり方ではない

かと思うんですが、市長は先ほど反対が多いというようなことを実感

のうえでおっしゃっていて、それを時期的な問題だからとおっしゃっ

ていたんですが、やり方がまずかったんじゃないかと、共同通信が２

０１４年の１０月ですかねＩＲ法案が初めて国会に出された時に、世

論調査しているんですが、その際も反対が６割なんですね。その際カ

ジノという言葉を設問には入れてまして、３月の市議会の中でもカジ

ノ（ＩＲ）構想と質問される市議がいる中で、なぜこの９月１０月に

行われた世論調査でカジノという言葉を入れなかったというのがちょ

っと疑問に思うんですけど。 

（市長）：全くあえて抜いたとか、そんなつもりは全くないのですが、正確に聞

こうよということで、ＩＲ、統合型リゾートということで聞いたのだ

と思っています。その中で問 11ですかね、カジノ施設についてどのよ

うなことを懸念しますかということをちゃんと入れているので、問い

としてはそんなに、問題ないんじゃないかと思いますけどね。ただ、

確かに言われるように初めにもっとカジノを入れれば良かったのかな

というのもあると思います。 

（記者）：市長囲みの際とか、たびたび、今も二十数パーセント反対ということ

をおっしゃってましたが、この結果についてたびたび言及されてます

けども、この数字というのは、今後誘致の検討とは切り離して考える

べきではないかなと思うんですが。市長としても今とり直せばまた違
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うという言葉でしたが、そのへんどう思われますか。 

（市長）：それはそうしているつもりです。五十何パーセントというのはあまり

強調していなくて、実は二十何パーセントを強調させていただいてい

て、２３パーセントは大きな数字だと思っています。それだけ反対が

あるということは、そこを私としてもかなり強調しているつもりなん

です。過半数を超えたとかそんなことは、全く言ってなくて 50パーセ

ントほどあるんだけど、反対は二十何パーセントこの世論調査でもあ

ります、というところを強調してきたつもりなんですが。もし、ぶら

下がりとか等で誤解されているんだったら、それは訂正します。慎重

に考えようということでは、全く考えは変わっていません。 

（記者）：この数字のことでたびたびお伺いして申し訳ないですが、市民の方か

らお話をお伺いして反対が大きいというのは、23 パーセント以上に反

対の声が大きいのではないかという体感を市長がお持ちというような

理解でよろしいのでしょうか。 

（市長）：そこはですね、比率で数えたことはないのですが、法案がもめた時と

いうか、いろいろ国の中でも国会の中でも動いた時というのは、話題

にあがりました。いろんな所へ行っても、全く話題に出ない時もある

けど、話題に出る所もあって、そうした中では結構、賛成、反対、反

対、賛成という声が大きかったので、結構な数で心配されている方が

多いんじゃないかというふうに思います。 

（記者）：たびたびですみません。市長としてはこの世論調査の結果というのは、

9 月・10 月の時点でしたものであって、現状で行えばちょっと違った

結果になるかもしれない、今の和歌山市民の声の実態を正確には表わ

していない可能性があるという認識をお持ちでしょうか。 

（市長）：多分そうだと思います。そうだと思うというか時期によって変わって

くるし、また、できるだけ早い時期にそういうアンケート、世論調査

をとっていきたいと思っています。郵送での世論調査以外でも、イン

ターネットモニター等でもやっていますので、そういったもので聞い

ていきたいと思います。 

（担当）：すみません。ちょっと今の説明に補足をさせていただきます。世論調

査の時に質問の中では３問目にカジノという言葉が入っているのです

が、同封の資料１というのが、説明になります。この中で詳しく、設

問１の統合型リゾートＩＲというものがカジノを加えていることは説

明させていただいていますので、１つだけ補足をさせていただきます。 

（記者）：後でその資料いただけますか。 

（市長）：できるだけ正確に出そうよいうことで、まず概要をいろいろ示させて
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いただいています。市民会館なんかもそうだったのですが、そこはき

ちんと指示したところです。 

（記者）：改めてになるんですけど、ＩＲに関して、以前のぶら下がりと同じ質

問になりまして、私、市長の答えも多分こうじゃないかなと分かって

るんですけど、あえて伺います。今、市長はＩＲに対して前向きなん

でしょうか。 

（市長）： 前の定例の時もいただいているのですけど、前向きかどうかという

と、態度を決めかねています。ただ可能性は非常に大きいと思ってい

て、可能性というか、新たに日本の観光立国としての可能性というの

が高いし、新たな可能性が開けるんじゃないかなと思っていて、和歌

山市なんかＩＲによる効果は非常に大きいというふうには思っていま

す。ただ、何回も言っているように、心配される方、カジノ中毒(ギャ

ンブル依存症)の問題等があって、そこはしっかり検討した上でないと、

前向きかどうか言えないかなと思います。 

（記者）：ただですね、受け取り方によっては、県と一緒にやっていきますと

か、観光立国としての可能性が開けるとか、言葉を聞いていると当然前

向きなんじゃないかなというふうに、額面どおり受け取るとそうなると

思うんですけど、そこはいかがでしょうか。 

（市長）： 実はですね、例えば、我々和歌山市で検討したのは 2カ所あります。

マリーナシティとコスモパーク加太ということで、マリーナシティはも

ちろん民間の方の所有でございますし、コスモパーク加太は県の所有地

になっています。ここはやっぱりそうした方のご意見をもちろん聞いて

いかなきゃいけないという面もあります。また一方で市民の方の意見と

いうのも尊重していかなければいけないということで、前向きととられ

ると、まだちょっとそこの態度は実際のところ、決めてないというのが

率直な気持ちです。 

（記者）：となるとですね、私、市民の方から一部の報道を見られた方から、

だいたいあそこで決まったの？とか、前向きと言っている会社もあるよ

うだけどとか、そういう市民の声を寄せられることもあるんですけど、

それは違うということでいいんでしょうか。 

（市長）：早い段階から議論したいということで、私も就任してすぐぐらいにプ

ロジェクトチームで、いろんな世論をお聞きしなければいけないとい

うところがございました。それでプラス面マイナス面を検討しようと

いうことで、プロジェクトチームを発足してやってきているんですけ

ども、率直なところ、当初は外国人専用になれば一番問題はないかな

と思っていたんですが、やっぱりなかなか外国人専用では難しいかな
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というところが分かってきたというのもあります。そんな検討過程を

踏まえる中で、今ではどうかといわれたら、今も確かに決めていない、

申し訳ないのですが。何回も聞かれていて申し訳ないのですが、今の

時点ではまだ決めていない状態です。 

（記者）：近く立候補されるとかいう一部報道がありましたが、近く立候補され

るお考えはあるんでしょうか。検討、選択肢として。近くの幅もある

と思うんですけど。1年というとなかなか近くとは言いづらいのかなと

思うんですけど。 

（市長）：立候補ってどの時点をもって立候補というのか、というのがあると思

うんですよね。例えば申請、場所が決まり入る事業者も決まって、そ

れで申請に向けて、それも 1 つの正式な立候補だと思うんですけど。

それまでにこういう場所があるから事業者に来てくださいねというよ

うな、そういう立候補の仕方もないことはないと思うんですけど。そ

ういったのは当てにならない立候補じゃないかなと思いますね。やっ

ぱり事業者もある程度決まりかけて、市民の方も理解をしていただい

てというところが立候補という形じゃないのかなと思うので、申請の

時期かと思うんですけどね、立候補というのは。 

（記者）：では改めて突っ込んだ話ですけど、前向きであるとか立候補するとか

というのはちょっと今の段階では違うと。 

（市長）：そうですね。少なくとも前向きかといわれたら同じことですけど、ま

だ決めていない状態です。もしいろんな課題が解決されて、事業者も

入りということであれば、立候補するということは十分考えられます。 

（記者）：なるほど。その中で市長が懸念されている課題と思っている部分をク

リアしないといけないと、前向きだと思われるようなことをいっぱい

言ってらっしゃる一方で、不安要素があるからそう言ってらっしゃる

と思うんですけど、その部分としてはどのようなことがあるのか。ク

リアしなければならない課題というのは何と思っていらっしゃるんで

しょうか。 

（市長）：クリアしなければいけない課題はですね、まずカジノ中毒(ギャンブ

ル依存症)です。どういう制限にするかというところが大きな問題かな

と思っています。それと合わせて候補地を絞っていかなければいけな

いという問題。それと事業者が果たして来てくれるのかという問題。

あとは数え上げればいろんな検討、今まで交通アクセスの問題である

とか、やっているんですが、いろんな課題は全部クリアしていかない

と最終的には申請という形にはならないんじゃないかと思います。 

（記者）：例えば申請の時期というお話は実施法までにというお話がありました
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けども、その時には候補地まで確定した上で名乗りを上げるというよ

うな格好になるのでしょうか。 

（市長）：それはそうだと思います。 

（記者）：今現在 2つあるのかと。コスモパーク加太とマリーナシティと。どち

らのほうが有望というか、どのように考えていらっしゃるでしょうか。 

（市長）：それは分からないですね。 

（記者）：分かりました。すみません、厳しい質問ばかりで。 

（市長）：構わないです。 

（記者）：ちょっと話題が飛びますが、年末の会見ということで今年 1年お疲れ

さまでした。 

（市長）：ありがとうございます。 

（記者）：ちょっと遅くなりましたけど、今年は伏虎中学校のですね、先ほども

質問がありましたけども、3大学誘致無事に決められて、有終の美を飾

られて。伏虎中学校跡地問題が片付き、そして吉宗 300 年、吉宗ウィ

ークもあったわけですけども。今年 1 年振り返られて印象的な出来事

があったとか、どのような 1年だったかお願いします。 

（市長）：ありがとうございます。今年はやっぱりいろんなことが動き出した年

だったというふうに思っています。まず 2 月には市駅ビルが着工しま

した。これは市駅の再開発に向けて第一歩だったと思いますし。4月に

は地方創生に向けて本格的に予算面からもスタートしました。地方創

生のほうがスタートしましたし、新市民会館についても計画が着々と

今年度中に決まったということ。また 3 大学が次々決定していって、

まずは東京医療保健大学そして薬学、そして今回信愛という形で。い

ろんなことがスタートしたなと。特に今年徳川吉宗将軍就任 300 年と

いうことで、これは今年の元旦から宣言していたわけなんですけど、

その関係でいろんなことをやらせていただきました。東京で松平健さ

んと暴れん坊将軍になっていただいて和歌祭が行列したりとか、吉本

新喜劇でＰＲさせていただいたりとかいろんな思い出があって、また

吉宗将軍就任 300 年にちなんで桜の植樹というのを姉妹都市でも、港

区の赤坂でもやらせていただいたりして。いろんなことでスタートさ

せた年だったと思います。そういう意味では、これから来年に向けて

はスタートしたことをさらに成長させていくのかなと。桜は根を張っ

て幹が成長していくように、やっぱり来年は植えたこと、やったこと、

始めたことを成長していくような年にしていければなというふうに思

っています。以上です。 


