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4月市長定例記者会見  

（平成 29年 4月 6日（木）14時～） 

 

市長発表事項  

新年度に入って第１回目の定例記者会見を始めさせていただきます。今日の発

表事項は全部で 8項目ございます。まず初めに国の予算関係。内示がありまし

たのでちょっと国の予算関係で３点ほど説明させていただきます。 

 

【国道 42号（和歌浦地区）歩道整備の事業化について】〈道路政策課〉 

 最初は国道 42号の和歌浦地区の歩道整備が事業化されました。国道 42号という

のは和歌山市内の最大の幹線道路ですけども、和歌浦地区だけ歩道がなかったとい

うことで、市からも要望していたんですけど、今回初めて唯一なかった地点に、歩

道整備ということで事業化されました。図のとおりでございます。全体が 400 メー

トルほどの区間で歩道を設置していくということになります。これによって歩道の

通行の安全性の確保、それと皆さんもご存じだと思うんですけど、42号を南へ行っ

たら和歌浦の所で非常に渋滞しているんですけど、その渋滞解消にもつながるとい

うことで、非常に効果が期待されています。 

 

【学校法人青葉学園 東京医療保健大学（仮称）和歌山看護学部設置に対する国

庫補助の確保について】〈政策調整課〉 

 次の 2番目お願いします。2番目はかねてから発表させていただいている、東

京医療保健大学の（仮称）和歌山看護学部の設置に対して国の補助をいただきま

した。これは市のほうからも要望させていただいていて、校舎の改修を空家対策

総合支援事業という国の補助金があるんですけど、空家対策で認められました。

3分の 1の補助が付いたということで、補正と合わせて全体で 1億 3300万ほど

の国費が頂けることになって、これで 5月に、東京医療保健大学へ校舎を譲渡し、

また土地の貸与の契約締結を行い校舎改修に取り組んでいきます。 

 

【平成 29年度 住宅耐震診断・耐震改修の補助拡充について】〈建築指導課〉 

 次の 3つ目でございます。熊本地震では住宅の倒壊というのが非常に見られた

んですけども、なかなか住宅の耐震改修というのが進まない状態です。全国でも

なかなか進まない。平成 27年、昭和 56年以前の未耐震の改修を 90パーセント

に国の方は定めています。ただ和歌山市の方でも全国的にもまだなかなか進んで

ないと。特に和歌山市の方は全国平均に比しても低い改修状況となっています。

そうしたこともあってこの度 29年度から新たな国の制度を活用しました。全戸
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訪問すると。未耐震の家に対して全戸訪問していって、耐震改修しませんかとい

うことを直接呼びかけていきたいなと思っています。今までは希望する方が市の

補助金等を利用していたんですけども、これからは積極的に訪問していくという

形で、耐震改修を呼びかけていきたいと思っています。その制度を使うことによ

って、さらに国から一戸当たり 15万円の上乗せ補助があるということで、それ

を活用していきたいと思っています。それともう 1つは熊本地震でもそうだった

んですけど、昭和 56年以降の建物でも倒壊した事例がありました。平成 12年に

木造の構造基準というのが改定されているんですけども、その平成 12年までの

間に建築基準法による検査済証の交付を受けている建物についても改修の補助対

象となります。また 3点目としてはリフォーム補助というのは市が独自で 3年間

限定でリフォーム補助最大 20万円としていたんですけど、この 3年間限定の最

終年度が平成 29年度となります。この 3つについて住民の方に、特に改修され

ていない方に対してこれから強く呼びかけていきたいなという風に思っています。 

 

【和歌山市河西ほほえみセンターのオープンについて】〈地域保健課〉 

 4点目お願いします。和歌山市河西ほほえみセンターがいよいよ５月１日にオ

ープンすることが決定しました。3つの施設から大きくはなっています。まず西

保健センターということで、これは昨年 10月から始めた子育て世代包括支援セ

ンターも含まれています。助産師さん等をおいて一括して妊娠期からサポート

させていただこうということで、西保健センターが入ってきます。もう 1つは

地域子育て支援拠点施設というのが真ん中の所に入ってきて、交流の場である

とか子育てに関する相談援助、こういったものが受けられるということで、保

健センターに来たついでにこうした交流を図ろうかとかいう方には非常に便利

になります。それと 3つ目は図書館。市民図書館西分館ということで設置、オ

ープンすることになります。この図書館は主に児童図書であるとか育児書、そ

うしたことによって保育中の人にとっても非常に使いやすい図書館になります。

これが 5月 1日（月）にオープンします。 

 

【3 子目以降の子どもの保育料無償化を事業所内保育施設にも拡充します】〈保育

こども園課〉 

 次の 5点目お願いします。3子目以降の子どもの保育料無償化というのを昨年

から充実させたところなんですけども、さらに企業の事業所内また病院内、院

内保育所について今まで対象にはなっていなかったんですけど、3子目以降の保

育料無償化の対象にさせていただきたいと思っています。これによって事業所

内また院内保育所の助けられる方が増えてくると。待機児童対策にもつながっ

ていくということで積極的に保育料無償化について支援していきたいという風
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に考えています。 

 

【新しい「総合事業」がスタートします～利用者負担が軽減されます～】〈地域

包括支援課〉 

 次の 6点目お願いします。介護保険制度の変更に伴って 29年度から新しい介

護予防・日常生活支援総合事業がスタートします。新しい総合事業がスタート

します。これは今までの介護保険とどう違うかというと、要支援 1、2の方が今

まで介護予防サービスを受けていたんですけども、それと要支援 1、2以外の方

にも65歳以上でこの簡単な基本チェックを受ければ支援を受けられるというこ

とが 1つの特徴になります。対象者が非常にやりやすくなったということ。そ

れと内容も今までの訪問介護であるとか通所介護について、訪問介護が新たな

緩和型といいますか、簡単な掃除だとか洗濯だとか調理だとかそういったもの

に対して、より安くサービスを受けられると。1回当たりの単価が安く設定され

ているということで、これまでの訪問型か生活支援型の訪問サービスを選べま

す。それと通所介護についても短時間型の通所サービス。3時間程度のサービス

が比較的安い料金で受けられるということで、新しい事業については利用され

る方にとっても安く利用しやすい制度になるという風に考えています。パンフ

レットもつけさせていただいています。 

 

【地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の寄附の受入について】〈財政課〉 

 7点目でございます。ふるさと納税の企業版が昨年制度化されました。和歌山

市ではいち早くこの企業版のふるさと納税に着手しました。今回 3つの会社か

ら企業版のふるさと納税の寄附の申出をいただきました。それぞれ整備目的を

明確にしています。1つは友ヶ島の整備と。もう 1つは和歌山城の隣の汀公園の

桜の植樹と。これはいずれも 28年度内に整備を終えました。それに対して今回

寄附の申出をいただけたということで、今後企業版ふるさと納税についてもで

きるだけ拡大していければという風に考えています。 

 

【英語版観光ウェブサイト「my secret Wakayama」の開設について～世界に向

けて和歌山市の魅力を発信します～】〈観光課〉 

 最後 8番目でございます。観光の方、和歌山市の方は割と順調に推移してい

ます。特にインバウンドの方は非常に増えているわけなんですけども、その中

で英語版の観光ウェブサイト「my secret Wakayama」を開設しました。それで

今後特に国際的な観光をさらに呼び込んでいきたいと思っています。いくつか

それぞれ項目があるわけなんですけども、有名なブロガーに来ていただいて和

歌山の情報を発信していただき、そのブロガーの投稿サイトにこのホームペー
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ジから入っていけることになっています。1度ご覧いただければと思います。 

 発表項目は以上です。よろしくお願いいたします。 

  

記者の質問事項 

【英語版観光ウェブサイト「my secret Wakayama」の開設について～世界に

向けて和歌山市の魅力を発信します～】〈観光課〉 

（記者）：最後の英語版の観光ウェブサイトについてお伺いしたいんですけども、

改めましてこのウェブサイトを通じてですね、和歌山のどういった情

報を発信していきたいか、それからどんな効果を期待していらっしゃ

るかについてお願いします。 

（市長）：これはいくつかのポイントがあるんですけども、ここにも書かせてい

ただいているんですけども、まず宿泊の面。非常に和歌山というのは

気候も温暖な所だし、景色もいいということで宿泊の面の紹介である

とか食事、さらに温泉もありますよ。特に文化歴史もありますと。そ

うしたところをできるだけ映像で紹介することによって幅広い層の方

に見てもらえるんじゃないかなと思っていますし、特に今回有名ブロ

ガーに来ていただいて発信していただいています。私もこれ中見させ

ていただいたんですけど、ブロガーが熱心に書き込んでいただいてい

るところもありますし、そうじゃないところもあるんだけども、そう

いう有名ブロガーが正直な所を書いていただけるというのは非常にあ

りがたいんじゃないかな。今後の PRにつながるんじゃないかなと思っ

ています。 

 

【平成 29年度 住宅耐震診断・耐震改修の補助拡充について】〈建築指導課〉 

（記者）：順を追って何点かお伺いしたいんですけど、まず住宅耐震診断、耐震

改修の事で、改めて全戸個別訪問に着手したということともうすぐ熊

本地震から 1 年になるということで、住民の方にどのようなことを呼

び掛けたいと思っていらっしゃるのか教えてください。 

（市長）：熊本地震でもそうだったんですけど、非常に地震の揺れによって倒壊

されて怪我されてお亡くなりになる方が多かったということがありま

した。和歌山市でも南海トラフだとか中央構造線の地震の発生が非常

に懸念されています。確率も非常に高くなっていて、津波から逃げる

ということで非常に多くの訓練をやっているわけなんですけども、津

波から逃げるためにもまずやっぱり建物が丈夫でないと逃げ場がない

ということで、その建物倒壊を防ぎたいという思いが非常にあります。
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そうした中で未改修の建物がまだまだ多いと。大体和歌山市では 2 割

ちょっとぐらいが昭和 56年 5月以前の未改修の状態にあります。まず

はそこを何とかして、高齢者の方がお一人で住まれている、老老介護

の方もいらっしゃるんですけど、そうした面で逃げられるようにする

ということが大事じゃないかと思っています。今回全戸訪問やるにあ

たっては非常にこれ迷った部分もあります。非常に職員数がいるなと。

全戸訪問すると大変なんで、1年間では当然できないんですけども、期

間をかけて全戸訪問を実施したいと思っています。今後できるだけ全

戸に対して呼びかけをしていくために、自治会にも協力頂いて回覧板

でまずある程度の把握をできないかとか、いろんな方法で全戸訪問を

できるだけ効率的にやっていって理解をいただきたいなと。いろんな

支援制度がありますので、その支援制度も知っていただいて、着手し

やすいようにやっていきたいという風に思っています。 

（記者）：ここの文章が分かりづらくて内容を確認したいんですけど、今回の未

耐震住宅の 34,000 戸というのは、昭和 56 年 5 月以前のものというこ

とで、今回新たに対象となる平成 12 年 5 月以前ものものというのは、

昭和 56 年から平成 12 年までというのは含まないと考えていいでしょ

うか。 

（市長）：そのとおりです。あくまでも 1番耐震が出来ていないのは昭和 56年 5

月以前の住宅です。その 34,000 戸というのは昭和 56 年 5 月以前の戸

数でございます。 

（記者）：あと 5月と 6月の強化月間として啓発活動をすると。これはどういっ

たことをやっていかれるのか。あと 1 年ではできないとおっしゃって

いましたけども、いつごろ着手していつごろまでに終えられるお考え

なのでしょうか。 

（市長）：まず 5月 6月というのは補助制度が新しく変わるんで、それを去年も

やったんですけど、強化月間という形でやりました。非常に前年に比

べて去年も反応が良かったというか、申し込みが多くなって、今年度

もそういう制度替えがありますので、5月 6月に広報活動、いろんな建

築の団体であるとかそういったところにもご協力いただきながら、そ

れから先ほども申し上げたように自治会等の回覧板等でもご協力いた

だきながら広報に努めていきたいと考えています。それといつまでと

いう話なんですけど、これは全戸、34,000 戸訪問するのは非常に時間

がかかるんですけど、今後効率的なやり方がないかということも含め

て、できるだけ短い年数の間でやりたいと思っています。10 年かかる

と言われているんですけど、そんなにかけられないんで、数年のうち
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に終われないかという風に考えています。 

 

【和歌山市河西ほほえみセンターのオープンについて】〈地域保健課〉 

（記者）：別の項目なんですけど、市民の方の利用が多いと思われる市のほほえ

みセンターについて、改めてこれが出来るよとか、どういう施設にし

ていきたいかについて伺いたいと思います。 

（市長）：今回河西ほほえみセンターということで、これは名称については市民

の方から公募させていただきました。ほほえみセンターということで

いい名前をいただいたんじゃないかなと。まさに子育てだとか、子育

てを介して親同士の触れ合う場としてふさわしい名前じゃないかなと

思っていて、ぜひ保健センターに来ていただいて妊娠された方また出

産された方がいろんな相談を保健所にしていただく。それと合わせて

親同士が触れ合って子育てについての悩みだとか、いろんな相談をし

ていただく場になればいいなと思っています。また図書館も併設とい

うことで、この地域の図書館の拠点にもなり得ます。それと児童書と

か保育書など多く置きますのでそういう子育ての拠点とした機能も十

分備わった新しい施設じゃないかなと期待しています。 

 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：統計局の移転に関連してなんですけども、当初市や県では数百人とい

う規模で議論していたと思うんですけど、実際には 30 年度からも十数

人という人数でしたけども、今後何か戦略、誘致の際に拡大する戦略な

どがありましたらお願いします。 

（市長）：これ統計局とか統計センターが来たら 1,500 人規模だったかな。全部

丸々来たら 1,500とか 2,000人規模だったと思うんですけど、もともと

は仁坂知事のほうもそういったところを狙っていたと思います。ただ国

との交渉の中でも全部移転というのは非常に非効率な面もあるという

ことで、今回その来ていただいた部門というのは非常に波及効果の大き

い分野じゃないかなと思っています。人数としては多くはないんですけ

ど、その機能としては利活用の分野が来ていただけたということで、ま

さに知の拠点になるんじゃないかなと思っていて、その効果というのは

非常に大きいと思います。それと市駅のオフィスビルの中に入っていき

ますので、今後の和歌山市駅の再開発、駅舎だとか図書館とかと合わせ

て非常に多くの人が来られる場所でもあるし、図書館ということで知の

集積場所でもあります。そうしたところに新たな統計上の知能、利活用
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の知の拠点ができるし、情報入手という面では統計を通じても情報を入

手できます。またその図書館ということでも多くの情報入手が出来ます

ので、市駅ビル自体が知の拠点になるんじゃないかなと思っていて、非

常に期待しています。今後についてはそういった利活用含めてさらに充

実する必要があるのであれば県にもお願いしていきたいなと思ってい

ますけど、今でも非常に期待されるんじゃないかなと思っています。 

 

（記者）：統計センターの質問になってしまうんですけども、県の方は新しくセ

ンターを作って同じそのビルの中にという話だと思うんですけど、和歌

山市のほうで何か近くにできるということで新しくオフィスと言いま

すか作ったり、こういうことを将来的にやっていきたいみたいな、想定

みたいなものがありましたら教えていただきたいのですが。 

（市長）：それは特に今は、あのオフィスビルの中にということは考えていない

ですけども、今後統計だとか情報処理というのは非常に大事な分野にな

ってくると思います。和歌山市の方でも今回企画の中にも統計というの

があったんですけど、統計部門に力を入れようと思っています。それと

和歌山大学の方も統計だとか情報処理ということでいろいろされてい

ますので、大学または県、国それと市が 1つになっていろんな統計の活

用について今後やっていければという風に思っています。 

 

（記者）：IRの事で伺いたいんですけど、県の方ではギャラクシーエンターテイ

メントの社長が来訪されてトップの方が来られて視察したということ

が発表されましたけども、今どれぐらいオペレーターが来ているのか、

感触と言いますか今後の進め方について、誘致活動について教えてくだ

さい。 

（市長）：市の方も同じような県と同一歩調を大体とっています。来ていただく

方は市の方も来ていただいていて、大体その辺は同一歩調でございます。

これから大事なのはやっぱり外国人専用という形でどんな提案をして

もらえるかというのが非常に大事だと思っていて、まずはハードルが高

い中でいい提案が頂けるのかというのが非常に大事だと思っています。

そういう面では多くのオペレーターの方に来ていただきたいとは思っ

ています。 

（記者）：仁坂知事の方は数社来ているというようなことをおっしゃっていたと

思うんですけど、市の方はどのようなものでしょうか。 

（市長）：これ正直に言うと私が直接会ったのは 2 社の方だけです。数社ってい

うのは市への訪問含めて大体同じぐらいだと思います。 
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（記者）：あと安倍首相が IRについては入場制限について世界最高水準の規制を

ということで秋にも法案を出す方向で進んでいくと思うんですけど、規

制についての考え方で改めて市長の思いを伺いたいと思います。 

（市長）：今国の方で議論いただいていると思っています。世界最高水準の規制

というのが、ちょっとまだ我々には見えない部分があるんですけど、こ

れは私としてはここがまだはっきりしていない中で、今誘致来ていただ

けるところも外国人専用という形でこれからも進めていって、秋ぐらい

の 1年以内に実施法が決まるということなんで、それまでには候補者と

いうのはある程度決めていって、すぐ申請できるような体制をとってい

ければという風に考えています。 

（記者）：今まで 1 年以内とおっしゃっていましたけど、秋までにはというとこ

ろですか。  

（市長）：いや、1 年以内に法律が提案されるというのはそのとおりだと思って

います。1年以内に法律が提案され、法案が提出されるんで、法案可決

がそこからどれだけかかるのかというのは見えないところはあるんで

すけど、法案提出までには候補者が現れてくれて、それが良ければ市民

の方の意見、議会の方の意見を聞いて市としては国の方へ申請をしてい

くかどうかということを決めていきたいと思っています。 

（記者）：あと昨年度末までが部局横断のプロジェクトチームの設置期間だった

と思うんですけど、今年度の体制、誘致の体制の方教えてください。 

（市長）： プロジェクトチームは昨年度 28 年度で解散しました。それを受けて

市長公室の中の政策調整課というところで、その業務としてやっていく

ことになります。体制については皆で、皆でやるというのもおかしいん

だけど、全員でやるわけにはいかないんで、それぞれ担当者決めて、課

としての取組みをやっていきたいと思っています。その政策調整課とい

うのは全部局の組織横断的な調整を担っているので、その関連するとこ

ろに対してはいろんな調整能力を発揮してより素早く迅速にやってい

けるんじゃないかなと思っています。 

 


