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5月市長定例記者会見  

（平成 29年 5月 18日（木）14時～） 

市長発表事項  

それでは 5月の定例記者会見という事で、こちらから発表項目 3項目でござい

ます。 

【地域活動研修の実施について～新規採用職員が各地域で地域活動を行います～】

〈人事課 職員研修所〉 

 まず 1 つ目ですけども、地域活動研修の実施についてという事で、これ多分調べ

たわけじゃないんですけど、全国初の取組みかなと思っているんですけど。和歌山

市の市民生活であるとか、祭りなどの文化活動、そして見守り、また、防災活動。

これは本当に多くの自治会だとか、また各種団体、そしてボランティアの方など、

市民の方に支えられています。そうした中で、今回新規採用職員が、今年度から各

活動、自治会等の活動を実践してもらおうという事で、5 日間の研修を行う事にし

ました。地域の方が非常に苦労されている、そうした姿を実際に一緒にやってもら

う事によって、やはり今後の行政の助けにもなります。また、これから人口減少が

続く中で、地域のコミュニティというのがなかなか行政だけでも大変だし、地域の

方だけでも大変という事で、地域協働・市民協働という事がますます重要になって

くると思っています。そうした中でこの研修を通じて、今後の和歌山市の将来に向

けて準備をしていきたいと思っています。これから毎年新規の採用職員がこうした

経験をしていただく事によって、和歌山市の行政も力がつくんじゃないかなと思っ

ています。期間は 5 月から 11 月までの 5 日間、平日という事で 5 日間という事な

んですけども、それぞれ各地域の自治会でやっぱり 1 番忙しい、行政の手伝いが必

要だと、そうした時期を選んでもらって参加させていただく事になります。例えば

朝の小学校・中学校の児童の登校時の見守り活動で応援してほしいとか見てほしい

と、また、祭り等の準備で大変忙しいのでやってほしいというそれぞれ地域の活動

の中で最適だという時期を各連合自治会長さんに選んでいただこうという事で、今

回こういう長い期間ですけど、その中で 5日間という設定をさせていただきました。 

 

【和歌山市土砂災害ハザードマップについて】〈総合防災課〉 

 2つ目です。まもなく梅雨の時期になってきます。豪雨とか土砂災害が非常に

心配されるんですけども、特に土砂災害につきましては非常に亡くなられる方が

多いという事で、今回和歌山市土砂災害ハザードマップを作成しました。これは

1年間かけて地域の住民の方とワークショップを開いたり、意見交換をさせてい
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ただいて、どういった避難経路が安全かと、どこに逃げる事が確実かということ

で、そういった避難経路だとか避難場所、通常の避難所と違う場合もあるんです

けど、そうした土砂災害の時の避難場所という事で経路と場所を、それぞれ地域

の住民の方に決めてもらって、これをマップとして、梅雨までには配布させてい

ただこうという事で、関係の自治会 26地区に対して、全戸配布させていただこ

うという事で、今回土砂災害ハザードマップを作成させていただきました。 

 

《土砂災害ハザードマップについて担当課からの補足説明》〈総合防災課〉 

 今回配布するのは、すでにマップを作成している 11地区で、他の 15地区に

ついては、今年度マップを作成し、来年度に配布する予定です。 

 

 

【和歌山市災害時協力井戸登録制度について】〈地域安全課〉 

 3つ目でございます。地震等で水道水が使えないという場合に備えて、通常の

生活用水について確保しようという事で、和歌山市災害時協力井戸の登録制度と

いうのを作りました。それぞれ大規模災害時に水がなくて困っている、そうした

時期に井戸を提供していただける所で、今後協力井戸という事で、協力いただけ

る所に対しては、このプレート、災害時協力井戸というプレートを掲出させてい

ただいて、非常時にはこの水を使わせていただこうという事で、災害時協力井戸

登録制度というのを創設しました。 

 

 発表項目は以上 3点でございます。よろしく願いします。 

 

 

記者の質問事項 

【地域活動研修の実施について～新規採用職員が各地域で地域活動を行います～】

〈人事課 職員研修所〉 

（記者）： まずは地域活動研修の実施のことで伺いたいんですけども、改めて

新規採用職員という新しく入ってくる方に限ってこういう事をやっ

てもらうという事を決められた狙いについて教えて頂けますでしょ

うか。 

（市長）： 狙いというか直接のきっかけは議会質問でもありました、各支所連

絡所へ新規採用職員を配置したらどうかという話もあったんですけど

も、それは直接のきっかけなんですけども、やはり今地方のコミュニ

ティを維持する中で住民自治会の課題というのも大変大きくなってい
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ます。自治会に算入されない、入らない方もあったりで、なかなか自

治会活動が苦労されている。一方行政側の話からいくと、人口減少化

の中でなかなか行政サービスが今後行き届かなくなるというか、行政

だけではやれない部分というのがあって、お互いやはり協働する必要

がますます生じてくるんじゃないかなと思っています。それは多分地

方だけじゃなくて、都市部だって同じような事があって、去年も港区

の区長さんともお話したんですけども、港区でもやはり自治会活動と

いうのが大変苦労しているんだよという話がありました。和歌山市で

はやはり人口減少という大きな課題の中で、こうした事を採用時の職

員に経験してもらうという事が、やはり今後の行政をやる上での大き

な助けになるんじゃないかなと思って、今回そういう指示をさせてい

ただきました。 

（記者）：この研修を経験される方にはどのような事を学んでほしいと市長は思

っていらっしゃいますでしょうか。 

（市長）：やはり 1番知ってほしいのは、住民の方が非常に苦労されているとい

うところが 1 番知ってほしいなと思っています。自治会って当たり前

の様にやっていただいていると思っている方もあったり、なかなか職

員でも自治会の中に入っていっていない人も多いんですけども、それ

ぞれ地域の活動っていうのは非常に大事なんだというところ、それと

苦労しているというところを分かっていただければなと思っています。 

 

【和歌山市土砂災害ハザードマップについて】〈総合防災課〉 

（記者）： ハザードマップの項目について伺えたらと思うんですけど、市には

すでに他のハザードマップであるとか、あるいは防災マップというの

がすでにあると思うんですけど、この時期に改めてハザードマップを

土砂災害に限って作られた狙いについて教えて下さい。 

（市長）： ハザードマップというのはだんだん充実させています。元々は洪水

のハザードマップがあったりしたんですけども、そこから地震津波の、

津波の浸水のハザードマップであるとか、また内水被害、内水のハザ

ードマップ、それと例えば紀の川の堤防が破堤した場合のハザードマ

ップだとか、色んなハザードマップが次々と出てきています。これは

あくまでもハザードマップというのは、やっぱりまずは自主避難して

いただこうという趣旨でハザードマップを充実させていくべきだと思

っています。ただ私も今回土砂災害のハザードマップを作るにあたっ

ては、ちょっと注意しなければいけないなと思ったのが、混乱しない

かというところ。避難所であるとか避難場所とか言葉がいくつも出て
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くるんで、避難所と避難場所は違うんだよという事はやっぱり十分説

明していかなければいけないと思っています。例えば津波の時の一時

避難場所というのは通常の避難所とは違うんで、ハザードマップの中

でも避難場所という事が明示されていると思うんですけども、今回の

土砂災害ハザードマップでは一部ですね、土砂という事に対して言う

と、避難場所が違う所があります。そうした所については住民が 1 番

分かっておられるという事で、今回それを指定させていただいたりし

ています。その辺が今後混同しないように十分説明していく必要があ

ると感じています。 

（記者）： 今なぜ土砂災害についてハザードマップを作ったかという点につい

てはいかがでしょうか。 

（市長）： そういう充実させていこうという中で、国の指導もあるんですけど、

まずそういう調査というのを積み重ねてきています。市内には土砂災

害、「地すべり・急傾斜・土石流」とそういう土砂災害についても 3つ

の区分があるんですけど、そうした区分について県の方がまず警戒区

域の設定というのをやってきました。これは、市内については、3、4

年ほどかけてやってきたんですけども、その中で警戒区域が指定され

ているところです。さっき言った 26地区というのが和歌山市では土砂

災害の警戒区域の場所に当たる所なんですけど、それが指定されて今

後ハザードマップを作っていこうという事で、段階をおってやってき

て、今回、今になったという事でございます。 

（記者）： 市民の方にはこのハザードマップをどのように活用してほしいと思

ってらっしゃるでしょうか。 

（市長）： さっきも申し上げたようにまずは自主避難というか、その前に土砂

に関する情報というのが、5キロ四方のメッシュで各和歌山市のホーム

ページであるとか県のホームページ、またはテレビ等で出てきます。

そういう 5 キロ四方のメッシュで、市内が割と細かく何時間後には危

ないという情報が出てきますので、それが例えば赤になって、危ない

という事であれば、自主避難をまずしていただければと思っています。

行政の方も土砂災害警戒情報に合わせて避難準備であるとか避難勧告

というのを出させてもらうんですけども、まずはやっぱり 1 番危険に

近い方が自主避難してもらえればなと思います。 
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【発表項目以外について】 

（記者）：先日市長がジャパン・ゲーミング・コングレス、IRの件で行かれてい

ると思うんですけど、そこで PRされた事と、その手ごたえぜひ聞かせ

て頂けたらなと思うんですけども。 

（市長）：はい、仁坂知事と共にジャパン・ゲーミング・コングレスに出させて

いただきました。私の方から 3点 PRさせていただきました。今回、県

の方でもマリーナシティに絞られたという事で、1点目は、マリーナシ

ティについては、関西国際空港から非常に近いですということ。2点目

は、すでに周辺に施設があって、リゾート施設・ホテルもありますし、

テーマパークもあります。また、市場もあるという事で、さらに海洋性

のレジャー施設も整っています。周辺にも高野山とか世界遺産もありま

すという事で、そういうすでに周りが、いろんな施設が整っていますと

いうことが 2つ目。3つ目は、今回対象とさせていただいた土地という

のが 15 ヘクタールですけども、それはすでに駐車場として供用してい

るので、インフラ面で整っています。道路もあるし、上水道・下水道そ

うしたものも整っていますので、いつでも事業に着手できます。その 3

つを主に説明させていただきました。 

（記者）：手ごたえの方としてはどうですか。 

（市長）：まず JGC自体の事業者の熱意というのがすごいものを感じました。非

常に多くのオペレーター、事業者が参加されているし、すごい日本に進

出したいという思いが非常に強いなと感じました。それと和歌山につい

ても興味を持っておられる方が非常に多いなというのも感じました。あ

とは私も迷ったんですけど、外国人専用というのをその場ではっきり言

うかどうか迷ったんだけど、はっきり言いました。外国人専用で公表さ

せていただきますという事で、その場で言ったんですけども、その後の

感触はちょっと厳しいものがあるかなという感じがしますね。「外国人

専用というのをやめないのか」とか「専用じゃなかったら行くのにな」

とか、そういう声はありました。やはり外国人専用というのは、ハード

ルが高いんじゃないかなというのは、感じとして受け止めました。 

（記者）：今の IRに関連してなんですけれども、政府の方で、有識者会議の方で

カジノに加えて国際会議場・展示場とかそういった劇場や美術館とか、

そういったものを一緒に作ってという様な、制度の骨格についての話の

中でそういった事が出ていますけども、そうすると和歌山というか地方

都市で厳しいのではないかという見方がありますけれども、それについ

てはどの様にお考えになっていらっしゃいますか。 

（市長）：その有識者会議で国が、政府が説明した内容というのは方向性という
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事で 6 点ほど論点整理されているんですけど、その MICE 機能、特に

国際会議場等、必須施設として大規模なものを持たなければいけないと

いうのは、これはなかなか厳しいなと思っています。地方型ではそんな

大規模な国際会議場だとかシアターであるとか、MICE機能というのは

やはり難しいので、ちょっと地方にとっては無理があるなという感じが

します。それと国内に 2、3か所という話も出ていたと思うんですけど、

そうした点も我々が求める地方型というか、そういうリゾート型の IR

という事にはなかなか厳しいものがあるかなという感じがします。 

（記者）：そうした受け止めですと、知事と同じようにやはり地方から働きかけ

をしていくという様な事をお考えになってらっしゃいますでしょうか。 

（市長）：これはその 6 点の中には、申請主体は都道府県または政令指定都市だ

と書かれているんですけど、今後主体がどちらになるかはまだ分からな

いところはあるので、県と一緒になってそうした部分は出来るだけ緩和

してもらえるように、幅広くみてもらえるような要望をしていく必要が

あると思っています。 

（記者）：ちょっと戻って申し訳ないんですけども、そのジャパン・ゲーミング・

コングレスはマリーナに絞ってPRされたんですけども、市の方として、

今後もマリーナシティに絞ってPRというか働きかけをしていくという

ことを決められたんでしょうか。その辺どう理解したらいいでしょうか。 

（市長）：1 番大事なのはやっぱり高いハードルの中で事業者が現れるかどうか

だと思っています。それで今のところ接触している中ではマリーナシテ

ィが非常に希望が高いというのが事実なんで、この際県の方でもマリー

ナシティに絞ろうじゃないかという事で、今回は絞らせて頂いています。

ただ、これは当然ですけども、他の場所が良いという様な事があれば、

それは柔軟に対応していくべきじゃないかなと考えています。 

（記者）：別の件もよろしいですか。水道局の事件の関係ですけども、これにつ

いて市長の受け止め方と、委員会等で報告されていますけども、再発防

止に向けてどんな事に取り組んでいくお考えかをお聞かせください。 

（市長）：この事件、暴行行為もそうですし、収賄という 2 つの事件を起こした

という事は、これはとんでもない事だなと、特に公務員としてとんでも

ない事だと思っています。これはもちろんですけども、この間懲戒免職

にしたんですけども、職員の処分はもちろんなんですけど、再発防止と

いう事にこれから特に力を入れていきたいと思っています。その為にも

今後再発防止の為の体制というのを十分取っていく必要があると。また

それぞれの、水道局の職場だけに限らないんですけど、特に民間との接

触だとかそうした事にやはり注意していかないといけないと思ってい
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ます。ただこれが本当に他の職員、真面目にやっている職員にとっては

非常に残念なことです。やはりこうしたことが無いように、市民の信頼

回復に努めていければと思っています。 

（記者）：IRのことに戻って恐縮なんですけども、仮に制度設計、政府の制度設

計の中で和歌山は最初から要件として IR の設置は無理だとなった場合

でも、IR マイナスカジノという様な格好で、マリーナの開発というの

は続けていかれようと思っていらっしゃるんでしょうか。 

（市長）：IR というか元々私自身はカジノを誘致したいというわけでは無くて、

そういうアミューズメント、娯楽施設等がなかなか和歌山に無いと。 

また、高級ホテル等も無い、国際会議場も無い。そうした中で 1 つの手

段として IRという事にチャンスを見出しているんですけども、そんな中

で例えば IRがダメなんだと言ってもいろんな方法はあると思います。現

に今もマリーナに限らずいろんな所、和歌浦も含めて、そういった大規

模な施設を誘致できないかという事をやっていますので、もし、万が一

今回入らないという事になっても、大規模な施設等については誘致活動

を進めていきたいと思っています。 

（記者）：その大規模施設というのはどういう風なものをイメージされてるんで

しょうか。 

（市長）：大規模施設は例えばそれぞれの場所によって違うと思うんですけども、

1つはやっぱり高級ホテルが欲しいなというのは常々思っているんです

けども、それと高級ホテルに付随した国際会議場。そういうと MICE

に近くなるんですけども、娯楽施設であるとか、そうしたものが複合的

にあればと思うんですけども、もちろん単体でも呼べればその地域に上

手く合って活性化につながるようなものであれば、積極的に努力してい

きたいと思っています。 

（記者）：先日 JGCの会場で事業者の方とも接触されたと思うんですが、外国人

専用でなければ行くよという風な方のお話も紹介されていましたけれ

ども、例えばマリーナシティのどういう所がどう評価されているのか。

他にはどういう風なやり取りをされているのでしょうか。 

（市長）：やっぱり来た方は一様に言われるのが「マリーナの周辺って綺麗です

ね」と言われますね。すごい日本の風景というか、海洋性の景色という

のが非常に良いなというのはいつも言われるんですけども、今回もやっ

ぱりマリーナの魅力というのは、1つは景色が綺麗と。それと海があっ

て海洋性リゾートがあると。さらに関空から近いという事も魅力の 1つ

に挙げてくれていて、そうした事がマリーナの魅力じゃないかなと思い

ます。 
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（記者）：明日から台湾に市長は視察に行かれると思うんですけど、その意気込

みと言いますか、海外出張の意気込みを。 

（市長）：視察じゃないですけどね、実は明日から台湾へ行く目的は、最大の目

的は台湾に「紀州庵」という文化財施設があります。これは実は和歌山

市でスーパーをやられていた平松さんという方が、日本の統治時代に台

湾に料亭として 100年前に建てられたものなんですけども、それが引き

上げられた後、台北市の方が文化財という事で今保存されています。丁

度今年が 100 年になるという事で、その 100 周年を記念した台北市と

の交流を目的としています。100周年を祝うと共に、今後の和歌山市と

の交流を活発にしようという事で協定も結ばせていただく事になって

いまして、我々としても紀州庵という和歌山の名前がちゃんとついてい

ますし、その紀州庵を今後拠点にして台北市との交流というのを拡大し

ていければという事で、それで明日から行かせていただきます。 

（記者）：先ほど IRのお話の中で、外国人専用というのはハードルが高いという

お話の中で、外国人専用とおっしゃたら感触はやはり厳しいものを感じ

たという率直なお話があったんですけども、今週の仁坂知事の会見でお

っしゃった事と若干感触に違いがあるかなと感じて。知事は厳しいとい

うところもあるけど和歌山のコンセプトにのってやるという事業者も

あるという話だったんですけども、どっちの方が事実に近いのでしょう

か。 

（市長）：自分の感じたことを自分の範囲で正直に言っているだけなんですけど

も。あの熱気の場で外国人専用と表明するかどうか、水を差すなという

感じはしたんです。でもはっきり言っておかないと思って、そういう発

言をさせていただいたんですけども。その後パーティ等あったんですけ

ども、やっぱり外国人専用じゃなかったら良いのにねと言われる方も多

かったので、そのハードルというのは、私は高いんじゃないかなという

感じはしました。それは、仁坂知事は知事でさらに幅広い把握があるだ

ろうし、ずっと今まで長年やってこられているんで、その辺の感触、受

け止め方は若干違う所はあるかも分からないですけども、私の率直な感

じはそんな感じがしました。 

（記者）：今まで和歌山市が折衝してきた事業者の中で、和歌山県・市のコンセ

プトにしっかり理解を示した事業者は実際あるんですか。 

（市長）：それはあると思っています。大部分の事業者というのは多分カジノを

目的にして、日本で稼ぐとか思っておられる方が多いんじゃないかと思

うんだけども、その中にはやはり日本の文化とか日本の良さを観光に生

かしたいという思いで来られている方もあって、そこはそれぞれ面談さ
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せて頂いたらその感じを受けますね。カジノだけでなくて日本を大事に

してくれているなと感じる方もおられるんで、そうしたところはやっぱ

り尊重していきたいというか、大事にしていきたいと思います。 

（記者）：そうなってくるとジャパン・ゲーミング・コングレスの手ごたえとい

うのは実際に必死にやっているところと若干食い違いがあるのかなと

思うんですけど、そこは厳しい中でも何とか和歌山はこのコンセプトで

できるんじゃないかという事で、活路を見出してやっていくという思い

でやっていくという事になるんですか。 

（市長）：さっきから申し上げているようにカジノを導入する事を私は少なくと

も目的にしていません。出来たらそういうホテルであるとか国際会議場

であるとか、そうした事をカジノ抜きにやっていただければ 1番いいん

だけども、なかなか今テーマパークでも国内に非常に乱立しているし、

非常に難しい中で採算をとるという事でカジノという事になっている

のだと思うのだけど、その中でもウェイトの置き方が事業者によっては

違うんだと思っています。もっと観光的な要素を入れてやっていきたい

という方もあって、そこがうまく合えば、我々チャンスがあるんじゃな

いかなと思っているんで、何も多数の方に従う必要はないんじゃないか

と思います。 

（記者）：水道局に関してなんですけど、市長から厳しいお言葉ありましたけれ

ど、和歌山市は水道局だけじゃなくて、市の本庁の方でもこういった不

祥事が昨年から続いていると思うんですが、全庁的なコンプライアンス

強化策として、市長が考えてらっしゃる対策というのは今ありますでし

ょうか。 

（市長）：全庁的対策というか、去年から色々あったので、この 4 月から一部機

構改革をしました。総務局の方に、今まで市民環境局におられた警察

OB の方を職員相談専門監として、設置させていただきました。今まで

どちらかというと市民の問題を取り扱う専門監だったんですけど、それ

を総務局に置いて、職員間、職員の問題も取り扱うということで、部長

級ですけど、設置させていただいて、人事課と一緒になって、組織的な

対応を図るように 4月からしました。それで今回のような事件を受けて、

なかなか個人の問題である部分もあるんで、非常に難しいところがある

んですけど、やはりチェックは必ず組織的にやっていこうと。今回出た

ような事件については、チェックを厳しくすれば、再発を防げるんじゃ

ないかなと思っていますので、そうした体制で更に強化していきたいと

思います。 

（記者）：最後なんですけど、和歌の浦が日本遺産に選ばれましたことについて、
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感想をお願いします。 

（市長）：日本遺産というのは、世界遺産とか指定文化財と違って、活用を目的

にしています。これは文化庁が活用を目的にして、文化財とか面的に文

化財を活用しようと打ち出したのは、非常に評価できるなと思っていて、

これは一昨年制定されたんですけど、昨年度から和歌山市も手を挙げて

いたんです。その中で先に太地の方が鯨の方で認定を受けたんですけど

も、今回我々としては 2回目のチャレンジでようやく花が開いたなと思

っていて。今回和歌山市のテーマとしては、1300 年前から万葉に詠わ

れたような和歌の浦、色んな歴史を繰り返してきたんですけど、その中

でも景観が保たれたような「絶景の宝庫 和歌の浦」、そうしたことに

認められたということは、大変嬉しいし、景色で今回日本遺産になって

いる所は非常に少なくて、どうしても文化とか祭りだとか、そういった

部分が多いんですけど、今回我々のものは景色も入ってるんで、これを

更に大事にしていって磨きをかけて、今後和歌浦を中心とした再生にい

かせればなと思っています。 

（記者）：IRの関係なんですが、先ほど市長はカジノの導入が主な目的じゃなく

て、国際会議場とか高級ホテルとかそういったものが誘致できればとい

う話だったんですけど、改めて IR がなぜ和歌山市に必要なのか、和歌

山市のどういった課題があって、その課題解決に IR がどういう風に役

立つのかということを改めて説明いただけますか。 

（市長）：これは日本政府がこれから国際観光を飛躍的に伸ばそうとしています。

今 2,000万人というのをオリンピックまでには 4,000万人に２倍にしよ

うということで、その 1つの手段が、今までなかなか日本が解禁してこ

なかったカジノが誘客の手段だと政府も考えられています。それと、和

歌山市では関西国際空港が今一番外国人の観光客を伸ばす要因になっ

ていると思っています。一番伸びていますし、更にまだ余地があるとい

うことで、これから 4,000万人、6,000万人の時代に向けては関西国際

空港を中心に増えてくるんじゃないかなと思っていて、外国人観光客を

和歌山へ引っ張り込む、引っ張ってくるためには、更に色んな魅力を持

たなきゃなかなか引っ張れないと思ってます。そうした中で今回 IR と

いうのは、やはり私はひとつの大きなチャンスだと思っていて、一方で

は、ギャンブル依存症の問題があってなかなか判断がつきにくい部分が

あったんですけれども、ハードルが高いんだけれども外国人専用にして

そこにチャンスを見出すことによって、和歌山という地域に合ったよう

な IR施設があるんじゃないかなと思ってます。 

（記者）：カジノではなくて和歌山のヒト・モノ、和歌山の自然とかを生かして
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外国人を誘致してもいいんじゃないかという考えもあると思うんです

が、その中であえて大きなチャレンジをしていくというのは、危機感と

いうかそういう部分があるんでしょうか。 

（市長）：危機感というか今地方創生でいろんな取り組みをやってます。なかな

か県外への人口の流出が止まらない状態になってます。そうした中で、

やはり大事なのは産業、雇用確保という面で、雇用の確保が大事だと思

ってるんですけども。これからやはり大幅に雇用確保が見込まれる分野

というのは観光の分野が非常に大きいんじゃないかと思っていて、そこ

に力を入れていかなかきゃいけないと考えています。 

（記者）：先ほどからの IRに関連した質問なんですけれども、現時点で市長が頭

の中に構想してらっしゃる和歌山の良さを生かした地方型の IR という

のはどのようなものなのかという点についてお聞かせください。 

（市長）：なかなか具体的なところというのは難しいのですが、まず１つ和歌山

の良さというのは海洋性のリゾートなんだと思っています。周辺の景色、

日本遺産にも認定された和歌の浦、和歌浦湾ですね、そうした景色を生

かしたような海洋性リゾートというのは、なかなか諸外国でもないんじ

ゃないかなと。あれだけの風景を持っていて、歴史的な重みのある風景

を持った中で海洋性リゾートができるということは、非常に大きな強み

じゃないかなと思っています。そうした中で、高級ホテルであるとかリ

ゾート感のあるホテルとか、あとアミューズメント的な施設、そうした

ものが複合的に入ったようなものが一番いいんじゃないかなと思って

いて、これからやっぱり中身についてはどういう投資をしてもらえるか

というところが大きいので、事業者の提案を待たなきゃいけないんじゃ

ないかなと思っています。 

（記者）：外国人専用のハードルを越えていくために今後どのような取り組みを

されていかれるのか。 

（市長）：大きくは二つあるのかなと思っています。まずは、国の地域指定が受

けられるような要件を揃えてもらわなきゃいけないなと思います。今の

国から示された要件では非常に厳しい、MICE機能をほとんど全部持っ

たような、それも大規模なものを持ったような事を必須要件にされると、

これは多分無理だろなと思うし、それと国内 2、3 か所というような範

囲が非常に狭められているので、なかなかそこの部分をクリアしていか

なきゃいけないというのが一つと、もう一つは、外国人専用でも事業者

が現れてくれるかというところが大きなハードルじゃないかなと思っ

てます。それと、さらに事業者が現れたとして、どんな内容なのかとい

うのは、これは和歌山市にとってプラスである内容であるかを確認する
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必要があります。その中には議会、市民の方の意見というところが非常

に大事になってきて、やはり大きな３つの今後大きなハードルがあるん

じゃないかなというふうに思います。 

（記者）：先ほどからお話伺ってますと外国人専用にするということについては

非常に大きな決断をされたということだと思うんですが、「外国人専用

じゃなかったらな」という事業者の声がいろいろあるという中で、その

部分を再検討されるということは、今後はあり得ないですか。 

（市長）：それは、私はもうあり得ないと思ってます。 

 


