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4 月市長定例記者会見  

（平成 28 年 4 月 21 日（木）14 時～） 

市長発表事項  

熊本県を中心とする平成 28 年熊本地震につきましては、まだ被害が拡大して

おります。一日も早い復旧に向けて和歌山市としても全力で支援していきたい

と思っています。 

【「平成 28 年熊本地震」に係る和歌山市からの支援について】 

 まだ 9 万人以上の方が避難所の生活を余儀なくされています。和歌山市としても

住宅支援をさせていただこうということで、和歌山市の公営住宅 10 戸を明日から開

放していきたいと思っています。基本は 6 カ月ですが、必要に応じて延長可能とい

うことで、親戚、知人や熊本に縁のある方から住宅第１課へご相談いただければと

思います。 

人的支援につきましては、保健師等の派遣と、日程は未定ですが、家屋の応急危

険度判定士、被災宅地危険度判定士を派遣させていただきます。 

経済的支援として、月曜日から本庁に設置している義援金箱を市民の皆さまの関

心が高いので、来週から和歌山市の全ての支所・連絡所やサービスセンターに設置

を拡大していきたいと思います。 

 

【耐震改修促進強化月間を設けます】 

 資料のグラフを見てください。全国に比べても住宅の耐震化率が約 6％低くな

っています。南海トラフ巨大地震や直下型地震が心配されますので家屋の耐震化

をさらに進めていきたいと思っています。そういう意味で、5 月を耐震改修促進

強化月間にさせていただきました。和歌山市の住宅で、まだ耐震化されていない

のが約 3 万 4 千戸あります。1 日も早く、診断していただき、必要なものは改修

していただきたいと思います。和歌山市では、27 年度から 3 カ年限定で耐震改修

と併せて行うリフォーム補助を実施しています。ＰＲ不足で昨年度は、あまりリ

フォーム補助制度を活用していただけなかったので、5 月からさらに周知をして

いき、耐震化を促進していきたいと思います。耐震化にあわせ、補助制度のある

耐震ベッドや耐震シェルターについても、普及させていきたいと考えています。

家具の固定についても金具は自己負担ですが、取り付け費用は市で負担していま

すので、この機会に家具等を固定していただき身の回りの安全を図っていただき

たいと思います。 
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【和歌山市浄化槽雨水貯留施設転用補助金について】 

 公共下水道の供用開始区域が拡大しても、なかなか下水道に接続していただけ

ないのが和歌山市の特徴です。全国の供用開始区域内で接続しているのが、約

93％です。和歌山市は、82.4％ということで約 10％低くなっています。和歌山市

は、下水道の整備が遅れていたので、供用開始まで待っていられなくて合併浄化

槽で整備したことが影響しているのかなと思います。 

公共下水道に接続して不用になった合併浄化槽については、雨水貯留槽に転用

する場合、工事費の 1／2、最大 10 万円までの補助制度を作りました。雨水の流

出抑制になりますし、散水等にも利用できる効果があります。一般的には、2,900

Ｌの雨水が貯留されることになります。バケツで 145 杯分、だいたい 1 カ月分の

散水分になるのではないかと思っています。雨水の流出抑制、節水効果や下水道

への接続の向上もありますので、和歌山市でも独自の取り組みをしました。 

 

【和歌山市観光客動態について】 

和歌山市の観光客の動態がまとまりました。昨年の和歌山市内の宿泊客数は、

838,654 人で統計開始以来、過去最高になりました。県下の市町村の中でもトッ

プですし、大きく伸びてきたと思います。外国人宿泊者数は、暦年で昨年は 10

万 7 千人で過去最高となっています。和歌山城天守閣へも観光客が増えて、

233,102 人を記録しました。歴史館も 19,162 人で観光客が非常に増えています。

3 月末までの年度分の外国人宿泊客の数字が出ました。暦年では、10 万人を超

えた位ですが、年度では 113,257 人で対前年度比 55％の増加となっています。

暦年の 12 月までの 1 年間よりも、3 月までのほうがさらに外国人観光客が増え

てきたと思っています。 

 昨年 4 回にわたってアンケート調査を行いました。和歌山市における外国人

観光客の消費額は、対前年度比 79％増となっています。全国平均が約 71％と推

計されていますので、伸び率は全国平均よりだいぶ高くなっています。 

 

【失われた紀州徳川家の文化を現代に 紀州徳川家版 能「石 橋
しゃっきょう

」の復曲につ

いて】 

 紀州徳川家に伝わる｢石橋｣という能を、野上記念法政大学能楽研究所と協力

して復曲できることになりました。そのビデオについては、5 月 3 日からわかや

ま歴史館 2階歴史展示室で解説と演能ダイジェストの映像を公開します。また、

公開記念イベントとして、5 月 7 日市立博物館で「石橋」の上映会を行います。

「石橋」を実際に復曲できたということで、今後和歌山市の歴史を深める意味

でも記念すべきものになったのではと思っています。 
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【『正忍記』英訳版著者アントニー・クミンズ氏、「正忍記を読む会」主催特別講

演会の開催】 

 三大忍術書の１つである正忍記、これは紀州藩士であった名取三十郎正澄が

記したということになっています。名取三十郎正澄の墓が和歌山市にあること

を発見したのが、イギリス人のアントニー・クミンズさんです。4 月 28 日に和

歌山市に来られます。翌日、名取流の講演会をされることになっています。 

 この正忍記については、イギリスでも翻訳されて、研究家の間では歴史的な

価値が高いということで研究対象になっています。こうした名取流を通じて和

歌山市の忍者、吉宗の時に江戸へお庭番を設置しましたが、その基礎にもなっ

たのではないのかといわれている名取流について、さらに研究を深め、全国、

世界にも三大忍術である和歌山市の名取流を広げていきたいと考えています。 

 

【「吉宗くん」いざ、横浜へ！～ＧＷに横浜市の三溪園で観光ＰＲを実施～】 

 和歌山市の観光キャラクターである「吉宗くん」が、今度、横浜へ出発する

ことになりました。横浜の三溪園にある臨春閣は、もともと紀州藩の別邸で、

岩出市にありました。徳川吉宗も幼少の頃は、ここで過ごしたといわれていま

す。1915 年に横浜の三溪園に移設されています。 

そうした縁もあって、今回吉宗くんが三渓園に出発することになっています。

ぜひ、東京・関東付近でも頑張ってほしいと思います。 

 

【こども医療の通院費無償化を中学校卒業まで拡充します～申請をお忘れなく

～】 

 8 月から無償化を実施する予定ですが、そのためのシステムの整備等を進めて

います。この制度を受けるためには、申請していただくことになっています。5

月 9 日から申請書を発送し、6 月 24 日に申請を締め切らせていただくことにな

っています。ぜひ申請していただければと思います。一部所得制限があります

ので、これは従来どおり未就学の所得制限と同じ形となっています。その辺も

問い合わせていただいて、申請を早くしていただければと考えています。 

  

【和歌山市の未来につながる“夢のあるアイデア募集”について】 

 和歌山市のいろんな夢のある事業を募集しようということで、夢のあるアイ

デア募集を今年もさせていただきます。募集期間は、4 月 22 日から 6 月 10 日

までです。市民の皆さまと一緒になって、和歌山市の未来について提案いただ

ければと思っています。昨年度は、下に書いていますが延べ 57 人から 147 件の

提案をいただきました。すぐ取り組める 65 件については、早急に取り組みまし
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た。28 年度は、22 件について取り組んでいます。ぜひ市民の皆さんから応募い

ただいて、和歌山市の明るい未来をつくっていきたいと考えています。  

 

記者の質問事項 

 

【耐震改修促進強化月間を設けます】 

（記者）：発表項目の耐震改修促進強化月間について、伺います。熊本地震を受

けて設定したのですか。目的は何ですか。 

（市長）：直接的には熊本地震を受けてということではありません。昨年からリ

フォーム補助を始めていましたが、どうも周知されていないというこ

ともあり、今年度当初から積極的に周知をやろうと思っていたところ

です。そうしたなかで熊本地震がありました。和歌山市としても、津

波の前に早く身を守ってもらうことが必要だとずっと言っていますの

で、ぜひ 5 月を強化月間ということで、ＰＲを徹底的にやろうと考え

ています。 

（記者）：5 月を月間に指定された理由は何でしょうか。 

（市長）：4 月から準備して、5 月から本格的にＰＲとか、地区別の説明会、工

務店へ説明など、そうしたことをやっていければと思っています。 

（記者）：今回の熊本地震も活断層の近くで起きているという話だと思いますが、

和歌山市は中央構造線の活断層の近くにあります。熊本地震があった

ことを受けて、改めて対策を強化していくという認識でよろしいでし

ょうか。 

（市長）：市民の方の意識は、今回熊本地震を受けて、確かに耐震化の必要性の

意識は向上されていると思います。そうした機会にあわせて、さらに

こういう制度がありますよというのを周知できればというふうに考え

ています。 

（記者）：今回、月間を設けたりすることで和歌山市の防災のあり方を今後どう

いうふうに強化していくかを改めてお伺いします。 

（市長）：和歌山市で１番被害が大きいと予測されているのが南海トラフ巨大地

震による被害です。約 1万 8千人が亡くなる恐れがあるということで、

そのうちの約 1 万 6 千人が津波の被害で亡くなられると発表されてい

ます。残りの約 2 千人が家屋倒壊等で亡くなられる可能性があるとな

っていますが、まずは命を守ることを最優先して、やってきています。

南海トラフ巨大地震っていうのは、直下型に近いと言われていて、家

屋がかなり被害を受けるだろうと想定されています。そういう意味で
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はまずは家屋の耐震化を進めていきたいと思います。これは中央構造

線の直下型を含めて、最初の時に命を守れる状態を作っていきたいと

いうことで、積極的にやってきたつもりですが、あまり耐震化が進ん

でいなかったなという感じです。 

（記者）：周知の徹底もそうですが、今後耐震化を進める上で周知以外の部分で

検討されていることはないでしょうか。 

（市長）：災害には地震・津波・洪水・土砂いろんな種類がありますが、すべて

に対して今、いろんな対策をとっています。そのひとつにハザードマ

ップの作成、配布による危険周知があります。土砂災害警戒区域につ

いても、「防災マップ」に記載していますが、県による新たな指定状況

を周知していきたいと考えています。 

ゲリラ豪雨が非常に多くなってきていますので、そうした内水氾濫に

対しても命を守るという意味で、内水ハザードマップを新たに作らせて

いただきました。それでこういうところが危険ですよということを周知

していきたいと思っております。 

津波については、一般的な避難場所と場所が変わる場合がありますの

で、できるだけ細かい単位で、ここの地区だったらこういうルートで高

台に逃げましょうとか、そういう地区別の避難計画を昨年度末までに、

作り上げました。６月から市民の方と一緒に作った地区別避難計画を公

表していきます。訓練をやっていくことによっていろんな課題も出てく

ると思いますので、避難計画を充実させていければと考えております。

また今後、いろんな災害に対してソフト面だけじゃなくてハード面につ

いても、できるだけ被害を少なくする、減災の観点からそういったハー

ド整備を進めていかなければと考えています。 

 

【和歌山市観光客動態について】 

（記者）：このような伸び率で観光客の方が増えた理由は、市の施策の成果もあ

ると思うのですが、どういったことが理由だとお考えでしょうか。 

（市長）：伸びだしたのは平成 23 年がスタートで 24 年、25 年、26 年、27 年と

増えてきました。やはりＬＣＣ、格安航空会社の航空機が関西国際空

港に就航したのが１番の直接的な要因ではないかなと思っています。

それで和歌山市は関西国際空港に非常に近いので、泊まっていただけ

る方が増えてきたと思います。これは全国的な話ですけど、円安や中

国の景気等によって、中国人の宿泊者数が非常に増えてきました。昨

年、暦年の 10 万人という数字のうち、5 万人以上の中国人の方が宿泊

されています。アジアからの伸び、そういうのも大きな要因じゃない



6 

 

かと思っています。もう１つ、和歌山市に来た人にアンケートをとる

と、何度も来ている方が多いんです。和歌山城、マリーナシティや黒

潮市場に来たり、歴史や食などを求めて来られる方も多いということ

で、和歌山市の歴史・文化・食・自然が外国人の方にも十分評価され

だしてきたのかなと思っていて、これをこれからもさらに磨きをかけ

たいと思っています。 

（記者）：今年、吉宗就任 300 年が、ポイントになるかと思いますが、今年 1 年

の観光目標や、どういうテーマ性を持ってやられているのかをお聞き

したいと思います。真田丸とのリンクも含めてどうやって 300 年をう

っていかれるおつもりでしょうか。 

（市長）：これは以前も申し上げましたが、吉宗が赤坂氷川神社を整備したとい

うことで、非常に氷川神社とは関係が深いです。和歌山市で生まれた

徳川吉宗が将軍になったんだよということを、和歌山の歴史を東京で

ＰＲできればと思っています。今、真田丸や雑賀衆といった戦国から

江戸にかけての歴史が非常に脚光を浴びていると思います。これは全

国的にもそうだと思っています。そうしたなかで和歌山市は、今年は

300 年という記念に当たりますので、吉宗を中心として歴史をＰＲして

いきたいと思っています。全体的な方針っていうのは変わっていなく

て、和歌山は歴史や文化があり自然も豊かであるということは、今後

の売りになるのではないかなと思っています。あまりＰＲができてい

なかったというところがあるので、いろんな手法を駆使して、全国や

海外に和歌山市の歴史・文化・自然・食をＰＲしていきたいと考えて

います。その１つが吉宗であると思っていただければと思います。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：先日、県が発表した津波災害警戒区域、イエローゾーンについて。 

今回、現段階で市が当面参加されない理由を改めて伺います。それに付

随して、参加しない場合のデメリットとして考えられるのが、不動産取

引等の際にイエローゾーンであることを告知しなければいけないという

ことになると思います。今回市が参加しないことで、そういった情報が

市内で取引する際も情報伝達がうまくいかないのではないかということ

もあると思いますが、そういったことに対してどう思われますか、どう

カバーされますか。 

（市長）：「津波防災地域づくりに関する法律」が平成 23 年 12 月にできた時に、

レッド、オレンジ、イエローの 3 地域の指定が法律に盛り込まれていま

した。これを今後どう進めるかが全国的に難しい面もあったと思ってい
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ます。1 つは予測が難しい。どういったものを対象にするかということ

で。和歌山県の場合、南海トラフ巨大地震ということで、1,000 年に 1

回程度発生するクラスの地震・津波を対象としていこうということにな

ったわけですが、和歌山市としては、いつどんな規模の地震・津波が発

生しても命を守れるよう、市内 42 地区のうち浸水被害が予測される地

区において、浸水想定区域及びそれに隣接するような自治会と共同して

地区津波避難計画というものを策定しています。今年 3月までに策定し

た各地区の避難計画を 6月から周知していき、同計画を元に確実に高い

所に逃げていただけるよう避難訓練に取り組んで、課題を検証していき

ます。 

また、これらを通じ最終的に区域指定をするかどうかを決めていき 

たいと思っています。 

 

（記者）：市長のご意見としては、そういった指定に関係なく、全員なるべく高

いところに逃げてほしいという思いがあって、あえて現段階では参加し

ないということだと思うのですが、逆にあいまいになってしまったとこ

はですね、区域に指定されるべきところの土地等を購入する方が実は指

定されているということがあいまいになって、認識されないのではない

かなと、それもあると思うのですけども、それに対してはどのようにし

て不利益がないようにカバーするのかということと、今おっしゃってい

た最終的にめどを付けたいということで、時期的なめどとかもお考えに

なっているのか、いつまでに結論をだすというお考えですか。 

（市長）：不利益っていうのは浸水の予想図に対してという意味ですか。 

（記者）：確かこの制度は、何か不動産取引があるときにそういう指定区域だと

いうことを伝えないといけないというようなことが。 

（市長）：指定区域に入ればなんですけども。 

（記者）：その指定を和歌山市として行っていれば、そういった情報が伝わりま

すよね。それが今はまったく色分けがないということ 

（市長）：そうです。 

（記者）：であると、たとえば中程度危険があるところと、かなり危険なところ

っていうのがありますよね。かなり危険なところにおいても、そういう

ところですよという情報が伝わらないのではないかなっていう恐れが

あると思うんです。 

（市長）：これはたぶん中身を詳しく説明させていただかなければ良く分からな

いところもあると思いますが、地震津波っていうのはどういう規模で起

こってくるのかわからないから、ここが確実に安全で、ここが確実に危
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ないんだよっていうのはないのではないかなと思いますが、そういう意

味では、低いところは高いところに逃げるっていうのは大事なことだと

思っています。和歌山市としてはシミュレーションで予想された浸水区

域だけではなくて、隣接するところも含めて高いところに逃げてくださ

いよっていうことをやっていきたいと思っています。ほかの県も同じよ

うな考えでまだ進んでないのではないかなと思っています。詳しくはま

た別の機会にでも説明させていただきます。 

（記者）：最後にめどがございましたら。6 月に避難計画を周知して、その後年

度内に参加するかどうかとか、来年度に判断を下すとか。何かそういう

めどがあればお願いします。 

（市長）：いつということは言明できません。今後、避難訓練をやるなかで精度、

安全確保の確度を高めていって、その中で指定したほうがいいというこ

とであれば、指定していきたいと思っています。 

（記者）：再開発についてです。北汀丁と友田町に関してですが、県内初のディ

ベロッパーが参加するということですけども、その会社と、住居部分は

友田町に関しては高級感があるっていうことですけども、どのような効

果を期待されるのかをお願いします。 

（市長）：民間資金を活用した都市再開発は、2 カ所で話が進んでいます。今お

っしゃられたように、1 つは北汀丁です。これは元の三井アーバンホテ

ル、隣にＩＢＷ美容学校があるところです。これを一体となって再開発

しようということで、そういった学校、商業施設そして高齢者の福祉施

設、それと居住区域。都市型のマンションですけども。それを一体的な

複合ビルにしようということで、再開発を行っています。和歌山城の西

側に面しているということで、非常にいい場所でもあるので、そういっ

た商業施設についても、和歌山城と一体感のあるような商業施設になっ

てもらえると思っていますし、高齢者の福祉施設と住居が一体になるこ

とによって、高齢になっても非常に利便性が高い施設になるのではない

かと思っています。 

もう 1 つは友田町 4 丁目です。商業施設（スーパー）と病院と住居、

都市型マンションが一体となった施設になります。非常にＪＲ和歌山駅

に近いので、場所も便利だし、スーパーは近くにあまりないので、周囲

にとっても便利だし、住んでいる方にとっても日常生活が便利になると

思っています。中心市街地全般に対して、和歌山市がやっている政策は、

まちなか居住を進めています。空洞化したまちなかの人口は、大体中心

市街地がピークのときの半分以下になっています。7 万人あった中心市

街地の人口が現在 3 万人ほどになっています。空洞化したことが和歌山
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市の中心市街地を衰退させている大きな原因ではないかと思っており、

まちなかに住んでもらおうということで、そういった居住スペースを作

る。もう１つは居住スペースだけではなく、日常生活が高齢者にとって

も、子育て中の人にとっても便利であるような高齢者施設、子育て支援

施設が身の回りにあることが大事だと思っています。居住・便利さ・魅

力、この３つで市の中心部の人口を増やしたいと考えていますので、こ

の大きな都市再開発が大きな引き金になるのではないかと思っています。 

（記者）：先の県議会で性的少数者、ＬＧＢＴについて初めて議題にあがること

がありました。渋谷区の条例も施行されて 1 年が経って、世田谷や沖縄

とか、さまざまな自治体にそういった動きが出てきております。和歌山

市のほうでも昨年の会見だと思いますが、必要性についてはそろそろ検

討してもいいのではないかというお話もありましたが、発言から 1 年が

経ちまして、和歌山市のほうで市長のお考えとして、今後どういうふう

な施策をやっていくのか、もしくはどういうことをやっていこうという

お考えがあれば。 

（市長）：ＬＧＢＴについてちょうど 1 年前ですね、そうしたこともそろそろ検

討していく必要があるんじゃないかなということで発言させてもらい

ました。その後、ＬＧＢＴについて検討進めようということで、いろん

な声をお聞きしました。賛成の声もあるんですけど、反対の声も大きか

ったのですけども。渋谷区のほうで証明書を出されているということで、

いろんなやり方があるんだろうなと。法律ができる前でも地方自治体と

して取り組んでいくやり方はあるのではないかなと思っているんです

けども。まだ現時点では答えが出ていないということが事実です。さら

に検討は深めていきたいと思っています。 

（記者）：具体的な動きであるとか、たとえば大阪市みたいに職員研修をやって

いる自治体もあるんですよね。まずは理解するところから始める。で、

職員向けの研修を検討したりするとか、そういった考えとかは今のとこ

ろはないんですか。 

（市長）：いろんな声はお聞きしたのですけども、なかなか次、何を進めようか

っていうところでは答えは出ていないです。民間レベルでいろんな動き

が出てきているのは、おっしゃっていただいているのですけども、行政

として次、何をやるかっていうところは出ていないです。 

（記者）：引き続き検討していくということですか。 

（市長）：引き続き検討していきます。 

 

 


