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2 月市長定例記者会見 

（平成 29 年 2 月 16 日（木）14 時 00 分～） 

市長発表事項  

 

それでは定例記者会見を始めさせていただきます。今日は予算を含め 3項目

ございます。 

【平成 29 年度当初予算について】 

 まず最初の平成 29年度当初予算の内容について説明させていただきます。前

の画面で説明させていただきます。平成 29年度予算は第 5次和歌山市長期総合

計画の初年度ともなります。時代の潮流を的確に捉えつつ、これまでのいろん

な取り組みを本格化させるための「和歌山市の未来に向けた成長を確かなもの

にする予算」と位置付けました。以下、内容を説明させていただきます。 

今後長期総合計画で掲げています「きらり 輝く 元気和歌山市」4つの大き

な項目をあげています。「安定した雇用を生み出す産業が元気なまち」。2つ目が

「住みたいと選ばれる魅力あふれるまち」。3つ目は「子供たちがいきいきと育

つまち」。4つ目が「誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち」。この 4つ

の基本目標を達成するための大事な予算だというふうに考えています。 

まず 1つ目の「安定した雇用を生み出す産業が元気なまち」につきまして、

今回時間があまりないと思いますので、主に新規の部分を説明させていただき

ます。和歌山市ではこれから海外の活力を取り込むための産業国際化への取り

組みというのに、力を入れていきたいと考えています。主に和歌山市の魅力を

海外に発信するため、外務省主催の魅力発信セミナー等、これは昨年バンクー

バーで参加させていただいたのですが、外務省主催のそういったセミナーに参

加して和歌山市をＰＲする。もう 1つは、姉妹都市はもちろんですが、姉妹都

市以外も含めて物産であるとかＰＲ、経済交流を積極的に行っていきたいと思

います。和歌山コーナーを設けて和歌山市の産品がどういったところで買える

か、そういったことも含めてＰＲしていきたいというふうに考えています。そ

れと台湾との関係でいくと、台北市にある紀州庵が創建 100周年を迎えること

から、記念事業を実施してまいります。次、企業立地奨励金については特にま

ちなかでのオフィス奨励金の新設、設置奨励金・雇用奨励金の拡充をしていき

ます。また市産品登録制度というのを昨年の 12月に設けさせていただいたんで

すけども、市産品について優先的な購入、活用を図っていきたいというふうに

考えています。またこれからわかちか広場をリニューアルしていきますが、わ

かちか広場リニューアルの完成に合わせて、けやき大通り地下駐車場を 30分間

無料にしてＪＲ和歌山駅周辺の賑わいに寄与したいと考えています。次、農林
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水産業の活性化の面では特に遊休農地の解消に向けて積極的に動き出します。

新たに農地利用最適化推進委員というのを設置させていただくことになって、

農地パトロールを強化する。また、新しい地図システムを導入して遊休農地の

発生予防や解消に努めていきたいと考えています。それと中央卸売市場、これ

も検討を進めてきました。29年度は基本設計を実施していきます。特に観光面

で瀬戸内海国立公園における観光の強化ということで、和歌浦なんか特に和歌

の聖地でもあります。和歌の聖地として日本遺産の認定を目指していきたいと

いうふうに考えています。また、今年は明治維新（大政奉還）150年目に当たり

ますが、特に雑賀崎台場というのは民間の人が非常に整備を進めてくれていま

したが、その雑賀崎台場について案内板の設置を検討します。また、加太につ

いても少年自然の家は今解体中なんですけれども、その近くに砲台跡がありま

す。そこの保存修理にも努めてまいりたいというふうに考えています。次、観

光では特に最近爆買いというのが減ってきていて、体験型観光に移ってきてい

るということで、体験型観光を強化したいと考えています。甲冑を着て和歌山

城を巡れるような歴史体験。また茶道とか農業体験、サイクリングなどの体験

型の旅行商品を作っていきたいと考えています。それと四季の郷公園なんです

けども、平成 30年度に（仮称）和歌山南スマートインターチェンジというのが

完成します。四季の郷公園にも非常に近いので四季の郷公園のリニューアルを

やろうと思っています。それと合わせて四季の郷公園には道の駅、これは、中

央卸売市場にも道の駅を検討していますが、2つ目の道の駅を検討していきたい

と考えています。もちろん中央卸売市場のほうも道の駅の整備もこれは再整備

と合わせて進めていく予定になっています。 

次です。2つ目の大きな項目で「住みたいと選ばれる魅力あふれるまち」とい

うことで、特に和歌山市の文化・歴史、こういったものの魅力を磨き上げてい

きたいと考えていまして、作家の有吉佐和子さんはじめ有名な作家がおられま

す。こうした作家の作品であるとか品物、またそういった作家を思わせられる

ような、近づけられるような、文化的な風土の醸成を図っていきたいと思って

います。それと陸奥宗光没後 120年ということで、岡公園に陸奥宗光像があり

ます。できるだけ和歌山市の偉人についても、市民の意識の高揚につなげられ

ればなというふうに思っています。すでに開始していますが、南方熊楠生誕 150

年記念事業についても、すでに実施しております。次、和歌山城につきまして

は、1つは本丸御殿跡というのは天守閣に上がった方、天守閣に上がる手前の所

に分かれ道があって、本丸御殿跡がありますが、その本丸御殿跡の水道施設に

なっている所の一部を、ビュースポットとして整備したいと考えています。特

に天守閣を望むのが非常にきれいだということで、本丸御殿跡のスポット整備、

また、天守閣前の売店のリニューアル、そうした事をやっていきたいと考えて

います。また、県のほうで移築してくれています長屋門についてはこれから新

年度は和歌山市で一般公開、パネル展示等を行って活用していきたいと考えて
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います。また、これはかねてより計画しています二の丸の大奥、西の丸の能舞

台については、これからいろんな資料等を収集して検討を行っていって、構想

を具体化していきたいと考えています。また扇の芝についてはもうすでにいろ

んな地元への働きかけをさせていただいていますが、文化財の史跡指定を目指

してそのための調査を進める。合わせてこの扇の芝を和歌山公園に追加してい

くための都市計画変更をやっていきたいと考えています。和歌浦につきまして

は「歴史的風致維持向上計画」という国の歴史まちづくり法に基づく認定計画

ですけども、この「歴史的風致維持向上計画」の認定に向けて作業を進めてま

いります。また、今市内の各地でいろんなまちづくり運動、住民でまちづくり

をやろうという運動が起こっています。そうした住民主体のまちづくりを応援

する、支援するための地域まちづくりへの支援というのを事業化していきたい

と考えています。次、3大学についてですけども、まず来年 4月には雄湊小学校

跡地に東京医療保健大学の（仮称）和歌山看護学部が、これは今作っておられ

るイメージ図ですけども、整備していきます。そのための校舎改修費に係る国

からも補助を頂いた予算で、改修を新年度内にやっていきます。来年 4月の開

校に間に合わせてまいります。また、本町小学校については、和歌山信愛大学

が 2年後の 4月。平成 33年の 4月には県立医科大学の薬学部ということで、3

つの大学が平成 33年までに完成してくる事になります。またまちなかで和歌山

市駅も改修が進んで、再開発が進んでいます。民間開発も進んでいます。市民

会館につきましては引続き、基本設計が完了して実施設計へ移ってまいります。

次です。まちなかの魅力向上という事で、特に官民連携でまちなかの再生に向

けて取り組んでいきたいと考えていまして、1つはまちなか再生に向けたまちづ

くり手法。今再開発は 3か所で点的な再開発をやっていますが、今後面的な再

開発も含めて、どういったまちづくり手法でやろうという事を検討していきた

いと考えています。また、市営駐車場につきましては、本町地下駐車場は今休

止中ですけども、これの再開に向けて耐震診断の実施等やってまいります。ま

た、京橋駐車場のところ、川沿いですけども、これについては水辺を生かした

まちづくりの観点で、市営駐車場のあり方について検討していきたいと考えて

います。それと昨年新市民会館で非常に議論いただいた駐車場が市民会館のと

ころ足りないんじゃないかというご意見もかなり議論しました。その中で全体

の市営駐車場を検討する中で中央駐車場、それとこの近くの北駐車場について、

新市民会館の需要とも合わせてあり方について検討していきたいと考えていま

す。次です。和歌山市の南部地域にはコミュニティセンターが無かったわけな

んですけど、新年度では（仮称）南コミュニティセンターの設置等やっていき

たいと考えています。場所は地場産業振興センターの建物の跡地、建物を利用

する形で南コミュニティセンターを設置していきたいと考えています。それと

紀の川の河川敷公園、紀の川の緑地についてはこれまでも多くの団体からもっ

と活用したいよとの声がありまして、この紀の川の緑地の将来構想の策定とい
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うのにも取り組んでまいりたいと考えています。 

3つ目の大きなテーマは「子供たちがいきいきと育つまち」ということで、子

育て環境の日本一への挑戦というのを引続きやってまいります。和歌山市では

徐々にですが出生率が上がってきました。40年以上ぶりに県の平均特殊出生率

を上回る事ができたということで、これから更にそうした出生率の向上、また

子育て環境を良くするための取り組みに努めていきたいと思っております。そ

うした中で、家庭・企業・地域で一緒になって取り組む子育て環境づくりとい

うことで、病児保育施設の設置を、補助していきたいと考えています。なかな

か子どもさんが病気になったときに受け入れてくれる場所が少ないということ

で、病児保育施設を充実させていこうというふうに考えています。また、対象

児童を小学校卒業まで病児保育については拡充していこうと。それと経済的負

担の軽減ということで、幼児教育の段階的無償化ということで、市民税非課税

世帯の第 2子の保育料の無償化に取り組みます。また、これは私もちょっと知

らなかったんですけど、企業内の保育所について今まで第 3子以降の無償化と

いうのがされていなかったということで、今は事業所内保育所もかなり増えて

きています。また、新たに出来てくる事業所内保育所というのもあるんですが、

そうした事業所内保育所の第 3子の無償化というのを制度化していきます。和

歌山市の待機児童は少ないと思っていますが、さらに待機児童ゼロに向けての

取り組みということで、来年 4月には年度当初の待機児童をゼロにしようとい

うことで、新年度その待機児童解消に向けて公立保育所の保育室の改修だとか

保育士の確保、そういったことによって受入れ児童数の増加を図る、また民間

の保育所や幼稚園において認定こども園への移行を促進していこうということ

で、こうしたことによって待機児童ゼロを図っていきたいと考えています。 

それとこれは、本町認定こども園・こども総合支援センターということで、

昨年度本町小学校跡地へ和歌山信愛大学を誘致するというなかでこの部分がま

だ決まっていなかったのですが、本町認定こども園・こども総合支援センター

を本町小学校跡地を活用して設置していこうということで検討してまいります。 

また、若竹学級については 11教室を増設していこうということで整備を進め

ていきます。 

空調の整備ですが、中学校は今年度内、この夏にはすべて完成してしまいま

す。また小学校 5年 6年には、去年経済対策補正で頂きました。それでさらに

追加で国から頂いた国費でもって 1年から 4年まで、だから小学校全学年すべ

て空調整備が完成していくことになります。 

通学路の整備では、国交省の方でビッグデータを活用した交通安全対策とい

うことで通学路等についてはビッグデータを活用すれば重点整備が受けられる

ということで、この辺も活用していきたいと思っています。 

特別支援教育の充実ということで、幼児教育・保育における支援、幼稚園の

特別支援教育補助員の配置を促進していきたいというふうに考えています。ま
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た、不登校児童生徒等の支援事業ということで、その相談活動についても実施

していこうと考えています。 

新たな学校の教育の充実、家庭環境における教育の充実ということで、地域

全体で進めるコミュニティ・スクールについてモデル校を指定して導入しよう

ということでスタートさせます。それと昨年条例化した家庭教育支援条例に基

づき条例の趣旨を市民の方に周知・啓発させていただこうということで取り組

んでまいります。 

最後の 4つ目でございます。人口減少下のなかでも「誰もが安心して住み続

けられる持続可能なまち」ということで取り組みを進めます。 

まず一つ目の健康長寿ということで、運動を通じて生活習慣病等を予防しよ

うということで運動教室については充実させます。また、新たな取り組みで街

角歯科健診ということで口腔予防をしていこうということで、街角の歯科健診

等で一般の方の口腔の病気を少なくしていこうと考えています。 

住み慣れた地域で安全・安心にということで、特に 4月 1日から今まで介護

保険で実施していた分を新たに介護予防・生活支援サービス事業ということで

今までの保険の事業と緩和型サービスということで、清掃等であるとかそうい

った単価を安くした面の、そうした緩和型サービスというのを実施してまいり

ます。4月 1日からスタートすることになっています。そしてこれは継続事業で

すが、緊急通報システムというのが非常に効果を発揮しています。ペンダント

型ということで倒れた時なんかは電話しにくいので、ペンダントを押していた

だければ緊急通報ができるということで、平成 27年度実績で救助件数が 170件

ということで、こうした面でも一人で安心して暮らせるシステム作りというの

をやっていきたいと考えています。 

今年度、手話言語条例が制定されました。手話言語条例の制定に伴い、手話

施策を推進していきたいと思っています。例えば「どこでも手話電話サービス

事業」ということで、聴覚障害者の方が電話をしたいのだけれど音声電話がで

ない、その場合に市役所の手話通訳者がインターネットを介して手話で障害者

の方と連絡を取り合って、市役所から相手方に電話をさせていただくというシ

ステムをスタートさせたいと思っています。それ以外も手話観光案内だとか、

手話ポスター、また手話トレーナーということで、今まで手話通訳で二人行く

場合でも一人がベテランの手話通訳者を配置することで手話通訳者を養成して

いこうということでやっています。 

動物愛護センターです。非常に猫・犬については捨てられた猫・犬が多いの

ですが、譲渡機会を増やすことによって殺処分を減少させようということで動

物愛護センターを設置して収容数を増加させようということで整備していく予

定になっています。平成 30年度には開設して、平成 31年度には既存の犬舎を

解体撤去するという予定になっています。 

コンパクトシティでございます。人口減少下で人口密度を高めてコミュニテ
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ィを維持していこうということで今コンパクトシティを進めています。そうし

たなかで歩いて暮らせるまちづくりを進めていこうということで、今後立地適

正化計画の策定であるとか、それぞれの拠点ごとを公共交通機関でつなごうと

いうことで新たな取り組みとしてデマンド型乗合タクシーというのを社会実験、

導入実験をしていこうと考えています。これは一部地域で実証実験を実施して

いこうという予定になっています。 

道路の関係です。都市計画道路で新たに 2路線新規着手します。有本中島線、

また東西の今福神前線、この路線が新規着手していくことになります。 

空き家活用ですが、一昨日も空き家の協議会をやったんですが、平成 29年度

は市内全域の空き家実態調査を完了する。また、利活用を図るための具体策を

決める。それと特定空家等ということで順次認定していく。4つ目はポケットパ

ークなどの公的利用の活用基準を策定していこうということで、この平成 29年

度は 4つについて空き家活用を推進していきたいと考えています。 

災害に強いまちづくりということで、新たに和田川流域で永山川、和田川の

支川になります、永山川について抜本的な河川改修に着手することになります。

また、防災行政無線ですが、完成目標年次を明確にしました。29年度に設計を

して 30年度から 33年度までに完成させていこうということで、これでデジタ

ル化、可聴範囲の拡大を防災行政無線については図っていきたいと考えていま

す。また、災害時の協力井戸制度ということで、プレートを協力していただけ

る井戸、災害時に使っていただいていいですよと協力していただける井戸につ

いては、プレートを貼らせていただこうということで、その登録の促進を図っ

ていきたいと考えています。また、住宅の耐震化については和歌山市はなかな

か全国に比べて耐震化率が劣っているのですが、いよいよ旧耐震基準の住宅に

お住いの全戸世帯を対象にして、訪問するなりして、全戸世帯に呼びかけてい

って住宅の耐震化を図ろうということで、その制度を活用して国費の上乗せを

頂いて 15万円上乗せいただいて住宅の耐震化を強力に推進しようと考えていま

す。 

それでは、予算の数字の概要を財政局長から説明します。 

 

【財政局長による説明】 

 私の方から 29年度予算の概要について説明させていただきます。 

まず一般会計の総額ですけれども総額は、1462億4329万円となっておりまして、

対前年比 0.5％の減となっております。特別会計につきましては 1352億 5476万

6 千円でございまして、対前年比 1.8％増。公営企業会計予算につきましては、

194億 1778万 6千円で対前年比 12.5％増となっておりまして、全会計合わせま

すと総額と致しまして 3009億 1584万 2千円となっておりまして、1.3％の増と

いうことになっております。 

 まず、歳出の目的別の状況でございますが、前年度に比べまして民生費、土
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木費、公債費が増となっております。また、教育費、総務費については対前年

減という状況になっております。歳出についての詳細は、前年度に比べて 7.6

億円の減ということになっています。増加の要因と致しましては、款別と致し

まして民生費、こちらはこども医療費が平成 28年度は 8月からだったのですが、

平成 29年度については 4月から計1年間分ということで増額になっております。

児童福祉関連でありますとか、障害者福祉関連のいわゆる扶助費が増加してお

ります。土木費については、市街地再開発事業につきまして 3か所が本格化と

いうことで増加しております。減要因と致しまして、まず教育費、全体として

25億円減少しております。こちらにつきましては、伏虎義務教育学校の整備が

終了いたしますのでこちらで 36.2億円の減、というところが大きな要因となっ

ております。また衛生費につきまして全体で 9.1億円の減となっておりますが、

こちらにつきましては、西保健センター、いわゆる河西ほほえみセンターにつ

いて整備が完了いたしますので、こちらの減というのが大きな要因でございま

す。 

 次に歳出の性質別の状況でございます。義務的経費につきましては、59.3％

の前年度から増加しております。こちらについては、扶助費が増加しているの

が要因のひとつかというふうに考えられます。また、和歌山市で減少しており

ますのは、人件費や普通建設費については対前年から減少しているという状況

でございます。性質別の一般会計の歳出の状況でございますが、こちらも義務

的経費が 11.6億円の増ということでございまして、先ほどと重複しますが扶助

費の増、というところが大きな要因になっております。投資的経費については、

減ということになっています。 

 歳入の状況につきまして、自主財源の構成比率としては 713.8億円、依存財

源として 748.6億円ということでございまして、前年比からは若干自主財源の

方が増えております。増減と致しましては、自主財源につきまして 8.3億円の

増、というところで、まずは市税の増収が見込まれるというところから自主財

源の割合が増えております。依存財源につきましては、地方交付税につきまし

て臨時財政対策債を踏まえた形でのいわゆる実質的な地方交付税としては 3.4

億円の増加、ただ地方消費税交付金につきましては、消費の影響等がありまし

て 11.8億円の減というところで依存財源について減る見込みというふうに考え

ております。以上で予算の概要についてご説明させていただきました。 

 

 

【県内初！消防法令違反対象物に係る公表制度について】 

 予算は、以上で終わらせていただいて、次に 2点目の記者発表項目に移らせ

ていただきます。消防法令違反対象物に係る公表制度についてということで、

重大な消防法令違反がある場合に所在地・違反内容等を平成 29年 4月 1日から

和歌山市で公表させていただきます。県内初の取り組みでございます。今まで
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政令市のような大きいところから順番にきたわけなんですが、29年度は和歌山

市の方からこういう公表制度を適用させていただくことにしました。 

 

【和歌山公園動物園に仲間がやってくる！】 

 次の 3点目でございます。和歌山公園動物園にシカとマーラを加えることに

なりました。ニホンジカについては、5匹が来園予定と、マーラについても 5匹

が来園予定ということで新たな動物が加わって子どもたちにも人気が出てくれ

ば、というふうに考えています。 

 

 

記者の質問事項 

 

【平成 29 年度当初予算について】 

（記者）：「未来に向けた成長を確かなものにする予算」ということですけれど

も、先日、答申がありました、第 5 次和歌山市長期総合計画の 4 本柱

ですかね、こちらの基礎の打ち込みの予算ということでよろしいでし

ょうか。 

（市長）：長期総合計画は 10 年後の和歌山市の将来像に向けて「きらり輝く元

気和歌山市」を実現させていくことですけど、そのための初年度のス

タートの重要な年となってきます。そういう位置づけでございます。 

（記者）：その上で、先ほど、文化歴史の魅力を磨き上げていきたいというお話

がありましたけども、額は別にして新規事業で和歌山城であるとか、

事業をいろいろ打ち出していると思いますが、市長が考える和歌山市

の魅力として文化歴史を対外的に打ち出していく考えでよろしいでし

ょうか。 

（市長）：和歌山市は文化歴史が非常に残っていると思っています。残念ながら

街並みについては空襲で焼けたりしてしまって残っていないところが

あるのですが、これから和歌山市は、和歌山城を中心とした文化歴史

的なまちづくりを進めていって、元々あったいい文化、いい歴史を取

り戻していければと思っています。平成 33年には県が進めている国民

文化祭も予定されています。33 年というのはいろんな意味で和歌山市

にとっても新市民会館ができあがるし、3つの大学もできてきます。市

駅も再開発が終わります。そういった中で、現代的なまちと歴史文化

的なまちがうまく兼ね備えたような新しいまちを創造できればという

ことで、これからそういったまちづくりを進めていければと考えてい

ます。 

（記者）：市民会館も完成するということですけども、市民会館の外観がＡから
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Ｃまで出たまままだ決まっていませんが、いつ頃決める予定でしょう

か。 

（市長）：基本設計を今年度から取り組んでいましたが、29年度までかかると思

います。いろんな声をお聞きしましたので、その整理をしているとこ

ろです。29 年度には実施設計に入っていきますので、それまでに決め

ていくことになりますが、できるだけ早い時期に基本設計を終わらせ

るという形になると思います。 

（記者）：29年度までずれ込むという認識ですか。 

（担当）：年度内を目標に基本設計を進めていましたが、6 月頃までずれ込む形

でして、その頃までに決めていきたいということです。 

（記者）：市長にとってこの予算はどんな予算でキャッチフレーズでいうとどん

な予算でしょうか。市長も予算編成が 3 回目になると思うのですが、

折り返しということで仕上げに入るのかなと思いますが、今の時期を

踏まえてこの予算について教えていただければと思います。 

（市長）：就任させていただいて、いろんな取り組みをスタートさせていただき

ました。一昨年は地方創生の総合戦略ということで、5か年の計画を立

てて、その総合戦略も今年度予算から本格的にスタートさせましたが、

これまで進めてきた取り組みを着実に進めていきたいというのが一つ

です。それともう一つは時代の潮流というか、世の中が変わりつつあ

ります。国際情勢も激動していますし、また科学の進歩、ＡＩだとか

時代の潮流を捉えたかたちで、これまで進めてきた取り組みを、和歌

山市の未来の成長に向けて確実なものにしていこうというふうに考え

ています。 

（記者）：全てが目玉事業というところもあるかもしれませんが、特に市長の思

い入れが強い事業、特に思いを入れた事業はどういう部分でしょうか。 

（市長）：大きく 4つの目標を掲げてます。雇用の確保、住みたいまち、子供た

ちがいきいきというのは非常に重要なことだし、それと併せて、これ

からの人口減少社会の中で、すべての人が安心して暮らせる、将来夢

を持てるというのが非常に大事で、将来希望を持てるまちに向けて取

り組んでいければと考えています。 

（記者）：ＩＲ誘致を見据えたような費用計上はございますか。 

（市長）：今回新年度予算をオープンしましたが、この中には盛り込んでいない

です。必要があれば補正等でお願いしていくことになるかもしれませ

んが、今のところはないです。 

（記者）：本日の議会運営委員会で、ある議員から事前に説明がなかったことに

ついて発言がありましたが、議会への周知というか事前の案内がなか

ったという発言があったことについてどう思われていますか。 

（市長）：議会ではこれからしっかりした質疑が予定されています。そうした中
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で、昨日急きょ、1日早く発表することになった訳ですが、今までの経

緯を説明していく必要があるんじゃないかなと感じています。 

（記者）：和歌山城の整備なんですけども、より日本的なものを求める外国の旅

行者に対する期待はいかがですか。 

（市長）：おっしゃるとおり、歴史文化を求める方が多くなっています。また、

体験をしたいという方も非常に多くなっていて、去年から忍者の衣装

を貸し出したりしてますが、好評で喜んでいただいています。そうし

た歴史文化を感じていただけるような、外国人の方に提供できるとい

うことが大事じゃないかなと思います。 

（記者）：二の丸に大奥の建物ということは、広場をつぶして将来的に建てると

いうことでしょうか。 

（市長）：今あまり活用されていない所なんですけど、御橋廊下があってその接

続したところが二の丸の大奥の位置なんですけど、これは今空き地に

なってます。二の丸は元々居住地域だったんですけど、立派な居住地

でその一部を大奥を中心として復元できればと考えてますが、できる

だけ正確に復元していければと思います。 

（記者）：将来的に忍者を配置しているように、着物を着た女性を配置したりと

かお考えでしょうか。 

（市長）：大奥の文化財調査は終わってますので、建物については正確に建てら

れると思っています。さらにいろんな資料を集めてできるだけ忠実に

やっていこうと、その後、どう活用していくかは整備委員会の中で検

討していくことになりますが、学識者を交えた中で活用について検討

していければと思います。 

 

【発表項目外について】 

（記者）：昨日のＩＲの誘致に関することですが、今後新たに専門部署を作る計

画はありますか。 

（市長）：29年度内はないと思います。このままの組織でスタートさせていきた

いと思っていて、今政策調整課というところが中心になってやっても

らっています。今後も県市連携であるとか、そういった窓口が政策調

整課の中でやることになります。当面はこの体制でいきたいなと考え

ています。 

（記者）：私もＩＲなんですが、昨日市長は外国人専用ということをカジノにつ

いては打ち出されたと思いますが、市の試算、経済効果を出していた

と思うんですけど、外国人に限ってしまうとどうしても経済効果の規

模が縮小するのかなと思いますが、だいたいどれくらいの誘客を目指

したらいいというような目標、経済効果の目指しているような、来場

者数とかどの程度を思ってますか。 
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（市長）：規模については、オペレーターの問題もあることから、今の時点では

なかなか難しいですが、今和歌山市の観光客は国内外合わせて全体で

600 万人来てくれてます。そのうち宿泊者数は 80 万人、外国人の宿泊

者数が 16 万人になっています。この 600 万人とか宿泊者数 80 万人を

ベースにして、どの程度伸ばせるかは、規模等によってかなり変わっ

てくると思います。最低 500 万人伸ばせたらなと思います。他の例を

見てもそれくらいかなと思います。国内外も入れるのと、外国人専用

にするのとは違いがあると思いますが、他の実績を見ても 500 万人く

らいは目標にしていけるんじゃないかなと思います。それと併せて雇

用面で大きな確保ができる、期待できると思ってまして、雇用である

とか、税収であるとか、そうした分野で地域の活性化に非常に大きな

効果をもたらせる、そういったものにしていきたいと考えています。 

（記者）：確認ですけど、ＩＲができることによって観光客が年間 500万人の上

積みが見込めるのではという理解でよろしいですか。 

（市長）：まだ決めていないのが現実で、相手（オペレーター）によって違いま

すので、最低 500 万人来るような目標にしないと、国のＩＲの法律を

クリアしていけないのではと思います。 

（記者）：ＩＲで恐縮なんですが、オペレーターが来るとなった場合に、特別な

税制度を作るなりして、和歌山市にしっかりと税収が入るようなシス

テムを作るというような考えは現時点でお持ちでしょうか。 

（市長）：それは法律に書かれてるよね。納付金という項目が本法にあって、十

二条に「国及び地方公共団体は、別に法律または条例で定めるところ

により、カジノ施設の設置及び運営をする者から納付金を徴収するこ

とができるものとする。」という項目があります。今後この項目を検討

していかなければと思います。 

（記者）：ＩＲについてなんですが、先ほど新しい部署を作ることを検討してま

すかという質問がありましたが、既存のプロジェクトチームの人員を

増やすとか、そこを大きくすることとかありますか。 

（市長）：それは必要と思ってて、今の課の中で、そのチームというか増やす必

要はあるだろうなとは考えています。 

（記者）：今ＩＲのチームは 9人だと思いますが、何人を何人にというイメージ

でしょうか。 

（市長）：組織の人員については、限られた人員の中で、どう配置するか今いろ

いろやっていて、確かに強化すべきところは強化しなければいけない

と思っています。そのためには縮小するところも必要なので、その辺

も併せて検討していますが、ＩＲについては強化しなければいけない

という思いを持っています。 

（記者）：昨日の会見での発言の確認ですが、市長は外国人専用は外さないとい
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うお言葉がございましたが、オペレーターが交渉の中で外国人だけだ

ったらやりませんが、もう少し緩めてもらったら来ますよというよう

な条件交渉があるような場合でも、（外国人専用）は絶対外さないとい

う理解でよろしいでしょうか。 

（市長）：そこは昨日も申し上げたとおり外さないつもりです。外国人専用とし

て相手方と交渉させていただきたいと考えています。 

（記者）：重ねての確認ですが、仁坂知事は過去の発言の中で、日本人ないし県

民は入れないようにということで、まだ県外の方はカジノに入っても

いいんじゃないかというふうな、やや制限を緩めに考えてらっしゃる

部分があるようですが、そこを県外ではなく外国人専用と踏み込んだ

ことについてあらためてお伺いしたのですが。 

（市長）：県民は入れないとするのは現実的に難しいのではと思います。マイナ

ンバー等で確認するという手段があるかもしれませんが、なかなか難

しいと思っていて、今実施法でいろいろ検討されていると思いますが、

我々としては、はっきりしない中で、外国人専用という形が一番はっ

きりすると思って、その形で誘致に取り組んでいけたらと思っていま

す。 

（記者）：県民だけ排除するというのが技術的に難しいからはっきりするように

ということと、より慎重にという理解でよろしいでしょうか。 

（市長）：その部分を知事と詰めた訳ではありませんが、私は外国人専用という

のがカジノ中毒（ギャンブル依存症）を生じない一番の対抗策だと思

っていて、それに向かって進めていきたいと考えています。 

 

 

 

 


