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6月市長定例記者会見  

《平成 29年 6月 5日（月）15時～》 

市長発表事項  

それでは 6月の定例記者会見始めさせていただきます。今日の発表事項 4項目

ございます。 

【平成 29年度 6月補正予算（案）について】〈財政課〉 

 まず 1 つ目ですけど、6 月議会への補正予算案という事であげさせていただきま

した。今回 6 月議会へは補正案件は特に国からの地方創生の交付金がほぼ満額頂け

たという事で、地方創生に関する補正が多くなっております。主なものとして、新

規的なところを説明させていただきます。まず地方創生で、新たに取り組むものと

いう事で「リノベーションによるまちづくりの推進」。これは和歌山市ではリノベー

ションスクールという形で今まで取り組んできました。全国的にも和歌山市のリノ

ベーションは非常に進んでいるという事で、高い評価をいただいておりまして、県

外からも多くの視察を頂いています。今、5 つのまちづくり会社が 5 つの事業、そ

れとスクール外で 9つの事業で、合計 14の事業が成功しています。これはいくつか

の例を挙げているんですけど、元々こういう空き店舗であった所をリノベーション

によって非常に賑わいのある、これは石窯ポポロですけども、これは市駅の近くの

水辺座という事で、今非常に注目を集めています。それで、今後リノベーションス

クールとは別に、やはりリノベーションに関する課題をさらに解決していって、推

進していこうというリノベーション会議を設置させていただきます。主な内容は、1

つはこういう空き店舗活用の時に住居、昔は住居と一緒になって店を営業していて

非常に夜遅くまでやったりとか、非常に住・職が近いという事で効率的だったんで

すけども、近年は店舗だけになって別の場所に住んで通うという事になったために、

やはり営業時間が短くなったり、サービスが落ちたりして、どんどんシャッター街

になってしまったんですけども。これをやはり住居も一緒に店舗と併せてやろうと

いう事で、住居をどうしたら確保できるかといった検討と、それ以外も、まちづく

り会社というのが事業者との間に立つんですけども、建物の所有者、それと事業者

との間にまちづくり会社が立ちます。まちづくり会社自体は、建物を所有しないた

めに担保性がなく、なかなか資金を確保するのが困難だという事で、その資金調達

の方法を検討したり、色んな項目を検討していきたいという事で、和歌山リノベー

ション会議を立ち上げる予定になっております。 

 2 つ目は、まちなかナイトマーケットという事で、ご存知の方もおられると思う

んですけど、昨年“台湾夜市”という事で、七曲市場で夜市を開催しました。 



 

 

2 

 

今までにない人出で、この七曲市場が賑わったわけなんですけども、やはりこれか

らそういったナイトマーケットというのも振興していこうと。関西国際空港へ就航

する便が夜遅く入ってきています。関西国際空港が 24時間空港という事で、これか

らも夜の到着便が増えてくるわけなんですけども、夜遅く和歌山市へ入ってくる方

も、到着されてホテルに泊まる方も多いという事で、これからやはりこうしたナイ

トマーケットというのも積極的に展開していきたい。そのためには、民間の方のご

協力がいるんですけども、昨年夜市をやる中でうまくいったという事もあって、今

後こういう展開を試験的にやっていきたい。夜開催するという事で、夜間の騒音対

策も含めて実施していこうと思っています。場所は未定なんですけども、民間から

募っていきたいと思っています。 

 これは、ビジネスチャンスの創出を支援という事で、海外に向けてのビジネスチ

ャンスを和歌山市として支援していこうと思っています。色々な形で、今までも行

政側からビジネスチャンスについては支援していたんですけども、特に和歌山と関

係のあるところ等について、もっと今までの信頼関係を増やしていって、更に経済

交流に繋げようという事で、例えば台湾で、この前「紀州庵創建 100 周年」という

のをやりました。その時のイベントで和歌山ラーメンとか和歌山産品を試食してい

ただいたりしたんですけども、非常に好評でして、例えば、和歌山ラーメンをずっ

と紀州庵でやりたいという声もあります。ただ、そのためには、生麺だったらダメ

とか色んな制約があって、やはり加工したりする必要があります。そうした加工し

たりだとか、新商品を PR したり、今までより更にきめ細かい形で海外展開、ビジ

ネスチャンスというのを支援していきたいと思っています。例えば、和歌山ラーメ

ンの店が出来ればこれは日本の和歌山に行ってみたいという声も出てきますし、海

外で和歌山産品を PR する事によっても、海外からもインバウンドを引き込めるん

じゃないかなと思っています。 

 海外メディアを活用した観光情報の発信という事で、日本政府でクールジャパン

をずっとやられているんですけど、そのクールジャパン戦略の 1 つでアジア各国の

放送枠というのを確保している事業者さんがおられます。それに乗っかっていって、

アジア各国で和歌山の PR をしてもらおうという事で、クールジャパンの対象の事

業として、和歌山の PRをしていければと思っています。 

 これは和歌山城の天守閣前の売店ですけども、和歌山城を登っていただいたら天

守閣の前に売店があります。自動販売機が置いてあったり、少し土産物が置いてあ

るんですけども、ここに登った人が「飲食も出来たらな」という声も多くなってい

ます。それと建物自体もシロアリに喰われていっており、建物自体も非常に危ない

状態になってきているという事で、この際売店を改修して、今までできなかった飲

食の提供、軽飲食になりますけども、調理できるような形にして、今後建物の改修

と同時に新たなこういった飲食の提供というのを公募していきたいと考えています。
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天守閣前ですので、天守閣に合ったような和風の建築物にしていこうと考えていま

す。建物自体を建て替えるんじゃなくて、主に修繕、リノベーションする形になり

ます。 

 これは市民会館です。基本設計の方、この間も説明会で色々意見をお聞きしてい

るんですけども、まだ若干意見修正というか意見調整しないといけないところもあ

るんですけども、ほぼ概要は固まってきたのかなという事で、この 6 月議会に実施

設計の議案を提案したいと思っています。出来るだけ今まで文化的な活動をされて

いた方の声を取り込んで、更に良いものにできればという事で、次の段階に向けて

いよいよ進めようと思っています。 

 市駅の改修の方、今どんどん南海電鉄によって進められております。それで、今

後市駅と一体となって入っていく市民図書館について、指定管理者制度を導入して

いく議案をあげさせていただく予定になっています。少し早い段階ですけども、で

きるだけ指定管理される方の意見も聞いて、賑わいに資するような、また市民サー

ビスが向上するような図書館を目指したいという事で、早い段階で指定管理の制度

を導入していきたいと思っています。 

 大新地下駐車場ですけども、和歌山市内に地下駐車場があって、大新地下駐車場

については一昨年休止しています。これは採算が全然取れないという事で休止して

いたわけなんですけども、今回地下駐車場として再開していただくにあたって利用

料金制を入れようと。今まで料金収入が市の方に入っていたんですけども、それを

利用料金制を導入することによって、駐車場を賄ってもらおうと。ただ単に駐車場

としてだけじゃなくて、周辺の賑わいに資するような、公的な役割も担っていただ

けるような駐車場として再開しようという事で、利用料金制を入れた駐車場の指定

管理について今回募集をしていきたいと思っています。 

議案については以上でございます。 

 

【和歌山市、イクボスを養成します！～市長イクボス宣言＆イクボス養成講座～】

〈子育て支援課〉 

 2つ目は、いよいよ私も「イクボス宣言」をすることになりました。8月 17日

に講習を受けた後、イクボス宣言をするという事で、ワーク・ライフ・バランス

に向けて、市の中もイクボス宣言をさせていただいて、それで子育て環境を良く

する。仕事もしっかりするし、ライフの方もしっかり楽しむという事で、ワーク・

ライフ・バランスに向けて、市役所一体となって取り組んでいきたいと思ってい

ます。イクボス宣言するのは私だけじゃなくて、志のある管理職も一緒にしよう

という事になっています。それとイクボス養成講座、出前講座についてもこれか

ら開催していきたいという事で、ワーク・ライフ・バランス、また子育て環境の

充実に向けて本格的に取り組んでいきたいと考えています。 
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【在バンクーバー日本国総領事の来和について】〈国際交流課〉 

 3つ目です。これは在バンクーバー日本国総領事の岡井総領事が和歌山に来ら

れます。今まで、リッチモンド市と姉妹都市として長年交流してきています。リ

ッリモンド市自体は、140年前から和歌山県の三尾村の方がスティーブストーン

という所に移住されたんですけども、当初は 7割以上が和歌山県の三尾村の日本

人だったと。三尾村の人たちがおられたという事で、ほとんどが和歌山の人が移

住されています。そうした事もあって、今まで姉妹都市という事でやってきたん

ですけども、特に昨年カナダに行かせていただいた時に、岡井総領事にもお世話

になって、今回来和された時に今後の和歌山産品の国際戦略について講演をいた

だけるという事で、7月 11日に開催される予定となっています。和歌山としても

今までの信頼関係を上手く生かしつつ、和歌山産品や経済交流等にこれから積極

的に取り組めればと、更にパワーアップできればと考えています。 

 

【市立中学校の夏季休業期間の変更について】〈学校教育課〉 

 最後 4つ目です。中学校の方ですけども、和歌山市の全中学校 18校（伏虎義

務教育学校を含む）に空調が整備されます。夏休み中に整備されるという事もあ

って、夏休みが 8月 24日で終えて、8月 25日から始業式、2学期を始める事に

なります。今年も猛暑といわれていますので、そういう暑さ対策、子供たちの熱

中症も年々多くなっていますので、さらに今回夏休みを短くすることによって、

学力向上等につながればと期待しております。 

 

 発表項目は以上でございます。よろしくお願いします。 

  

 

記者の質問事項 

【和歌山市、イクボスを養成します！～市長イクボス宣言＆イクボス養成講座～】

〈子育て支援課〉 

（記者）： イクボス宣言についてお伺いしたいんですけども、市長ご自身、県

の幹部だった時は日付をまたいで帰宅される事もしばしばだったと、

仕事が好きでのめり込んでしまう方だという事を以前から言ってお

られるんですけども、その頃と心境の変化とか、今の時代だからこそ

こうあるべきというお考えがあればお伺いできますか。 

（市長）： あまり心境の変化というのはないです。私の場合は仕事も趣味なん

で、土日なんかも結構楽しく仕事を、色んな方とお会いさせて頂いた

り、色んな会に出させていただいたりしているんで、それがライフに
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なっているんで、私の場合のワーク・ライフ・バランスはそんな感じ

ですね。ほぼ仕事と趣味が一緒なんで。ただ、それぞれの捉え方とい

うのはワーク・ライフ・バランスで違うので、やはり仕事はしっかり

してもらう、でも余暇というか仕事以外の事もしっかり楽しんでいた

だく、そういったケジメをつけるというのが大事じゃないかなと思っ

ていて。今後、市役所の中の仕事を効率化していくこと。それと子育

て環境を良くするための色んなシステム作り、そういった事が必要じ

ゃないかなと思っています。その辺は自分自身のワーク・ライフ・バ

ランスとはまた別の問題かなと思います。 

（記者）： 今のイクボスのところで私も伺いたいんですけども、今この宣言を

されるという事は、ちょっと課題と言いますか、男性の方の取得率が

悪いとか、そういう部分があるからこういう事をやろうと思われてい

ると思うんですけども、実際その取得率、特に男性とか全体でも目安

になるようなデータを教えて頂くとともに、それについての市長の現

状についての分析を伺えたらと思います。 

（市長）： データについては、後で総務局の方から説明してもらいますけど、

どちらかと言えば、やはり女性の育児に対する負担が多くなっている

ので、男性がもっと育児休暇を取りやすいような職場のシステムにす

べきじゃないかなと思っています。そのためには、産休明けというの

は大体年度前までには予定が分かりますので、それに対しては人事異

動の希望を聞くとか、できるだけ育休を取っても支障のないような配

置をするとか、そうした人事異動のシステム作りというのも必要じゃ

ないかなと思っています。   

（記者）： 男性の育児を取りやすいようにという様な事をおっしゃっていまし

たけども、改めてイクボス宣言というか、こういう風に管理職員には

心がけて欲しいとか、市長が宣言するにあたって、こういう市役所に

したいとか、こういう管理職になって欲しいというのを改めて伺いた

いと思います。 

（市長）： 少し誤解があったら悪いんですけど、もちろん市役所だけじゃなく

て、民間の経営者の方にも率先してイクボス宣言をしていただければ

という事で、そういう意味もこもっているんですけども。今回市役所

の中でいうと、やはり仕事をできるだけ効率化して欲しいなという思

いがあります。まだまだ効率化できる部分があるんじゃないかなと思

っていて、それはそれぞれの管理職が良く考えていただいて、イクボ

ス宣言をすることによって、更に育児環境というかワーク・ライフ・

バランスに向けて成就するようにしてもらえればなと思っています。 
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【平成 29年度 6月補正予算（案）について（市民会館）】〈財政課〉 

（記者）：新市民会館の件ですけども、まだ意見がまとまっていないという事で

すけども、前回の意見交換会では小ホールの舞台袖がないという事で、

だいぶ意見が出ていましたけども、その点について市長はどのように

お考えでしょうか。 

（市長）： あまり詳しくまで聞いていないんですけども、大ホールには舞台袖

はあります。今回の音楽機能を向上させるための小ホールの使い方な

んですけども、横には控える場所があるんで、それは袖の機能を十分

果たせるんじゃないかなと思っています。ただ、モノによっては多分

大道具とか、そういった場合には袖が足りないというところはあると

思うんで、その辺は出来れば大ホールを適用してもらえればと思って

いて。むしろ大ホールの利用の仕方について、利用しやすいような、

利用料も含めて利用しやすいようにして、今までの市民会館の小ホー

ルの機能がそのまま使えるようにすればいいんじゃないかなと思って

います。 

（記者）： 現段階では壁のようなものは計画のままで維持するというそういう

お考えでいいでしょうか。 

（市長）：壁の様なというか、できるだけ音楽の機能も向上させたいという事で、

やはり音楽として使われる場合が非常に多いと聞いていて、音楽性能

を向上させようとしたらできるだけ懐を深くするんじゃなくて、壁が

あった方が良いということなので、そっちの方が良いんじゃないかな

と思っています。 

 

【和歌山市、イクボスを養成します！～市長イクボス宣言＆イクボス養成講座～】

〈子育て支援課〉 

（記者）：細かい確認なんですけども、市長のイクボス宣言というのは、8月 17

日の養成講座の受講が終わった後に宣言するという事で、今日じゃな

いということですかね？ 

（市長）：今日じゃないですね。何でこんなに早くから宣言を宣言するんだろう

という感じがするんだけど、その通りです。いつしてもいいんですけ

どね。もう気持ちは固まっているから、いつしてもいいんだけども、

やはり講習をしっかり受けてちゃんとイクボスを理解した上で、宣言

したいと思います。 
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【平成 29年度 6月補正予算（案）について（市民図書館の指定管理）】〈財政課〉 

（記者）：市民図書館の指定管理の導入についてお伺いしたいんですけども、今

後のスケジュール感と、改めて導入する事でどういった図書館になっ

て欲しい、一部では例えばツタヤ図書館の導入とかで賛否があったと

いうケースも過去にあったと思うんですけども、どういう図書館を目

指したいのかという、スケジュール感と目指すもの、この 2 つを教え

て下さい。 

（市長）：やはり市民の方に利用してもらいやすいような図書館を目指したいな

と思っています。それは 1 つは、今までは開館時間というのが短かっ

たというか、やはりニーズに少し合っていない部分があって、開館時

間を長くしたり、閉館日を少なくしたりとか、そうした時間的な配慮

というのが 1 つは大事なことじゃないかなと思っています。それと合

わせて、色んなニーズに答えられるような図書館にしていきたいと思

っていて、これは楽しみながらとか、人と人とが語らいながら本を読

むとか、図書館が単に本を読む場所だけじゃなくて、そういう人と人

とが交流できる、また子育てにも使える、いろんな形で交流をしても

らおうと。そのためには、やはり民間のノウハウも入れていった方が

良いんじゃないかなと思っています。また場合によっては設計の中に、

今後実施設計していきますので、そうした中にも民間のノウハウとい

うのを取り入れた方が良いんじゃないかなと思って、今回指定管理と

いう事で、踏み切らせていただきました。 

（記者）：スケジュール感はいかかがですか。 

（市長）：指定管理に向けてのですか？ 

（記者）：はい。整理された後、どういう感じで公募していって、選定していっ

て、開館まで。 

（市長）：それは担当課の方がいいかな。ちょっと説明してくれる？ 

（担当課）：6月の市議会で条例改正が承認されれば、12月市議会におきまして、

事業者指定承認を求める議案を提出する予定です。 

（市長）：指定管理のスケジュールだけでいいんですか？ 

（記者）：開館のスケジュールは変わりないですか？ 

（市長）：開館は変わりないです。2年後の秋です。 

（担当課）：平成 31年の 10月のオープンに向けて作業を進めています。 
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【発表項目以外について】 

（記者）： IRの事でお伺いしたいんですけども、政府の有識者会議で、IRの立

地条件に大規模な国際会議場・展示場を義務付けるという事が協議され

ているところだと思いますけども、県の方がすでに見直しを要請されて

いると思うのですが、市としてはいつ頃そういう様な行動を行えるかど

うか、考えておられるでしょうか。 

（市長）： 市の方も県とも連携しているのですけども、国要望というのは大体今

迄 6月上旬だったり、7月の議会終わってからだったりやっていたんで

すけど、通常は 6月の頭にやれてないとダメなんですけど、今回は市の

議会が終わった後、国要望という形でやらしていただこうと思っていま

す。その時には地元選出の国会議員の先生、また関係の方等に要望させ

ていただこうと、今回の IRの件も含めて要望していくつもりです。 

（記者）： 市長としてもやっぱり日本を代表するような会議場であったり、展示

場というのは、和歌山市にはそぐわないかなというお考えはありますか。 

（市長）： 前に国が出した 6つの論点の中で、完全にそぐわないかというとそう

でもないような気もするんですけどね。確かにあまりに大きすぎる国際

会議場だとか、やはり和歌山の都市規模を考えると、ちょっと無理があ

るかなという感じもします。それと全国で 2、3 か所と個所数も少ない

という事もあって、やはりこれからもう少し緩和を求めていかないとい

けないんじゃないかなと考えています。 

（記者）： 最近知事と市長の話を聞いていますと、やっぱりなかなか難しくなっ

て来たのかなという印象を受けているのですけども、最終的に認定区域

の提出は都道府県の役割だと思うのですが、県と市の場合は二人三脚で

やられると思うんですけども、この条件が有識者会議の話が成案になっ

た場合、認定区域の申請はやるんですか。それとも認定区域の申請自体

もやめるという事もあり得るんでしょうか。 

（市長）：今もこの間の案というか 6 つの論点の整理では先に事業者を決めなさ

いと。それで認定区域の申請をしなさいと。それと認定区域は、政令都

市あるいは都道府県と書かれていたので、その部分は多分そうなるのか

なと思っています。そうなると事業者はやはり確定させるという事にな

るんで、私はその方が良いんじゃないかと思っているんです。あくまで

も外国人専用という形で、それに応じてくれる事業者が来て、その規模

が決まって、周辺もどういうふうに複合的な観光施設にしようかという

事を決めていって、それで国へ区域申請をさせてもらう。ただし、今の

話は県になるんですけど、当然地元の意向、和歌山市だけじゃないと思

うんですけど海南市も含めて、そういった地元の意向というのは尊重し
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ていただけるんじゃないかなと思っているんで、その部分というのは、

そんなに私は問題ないんじゃないかなと思っています。 

（記者）： 私も IRに関連して、IRを巡っては賛成派、比較的推進しようとする

人だったりとか、あるいは慎重派な人たちの両方面からのシンポジウム

をやろうとか、集会をやろうという動きが盛り上がってきているかと思

うんですけども、市としてもそういう様なシンポジウムを開くとか、ま

た調査をやるとか、そういう様な市民に対する IR 周知の働きかけで何

か考えていらっしゃることはありますか。 

（市長）： これは前からずっと言っているんですけども、やっぱり事業者が来る

かどうかというところが 1番大事かなと思っています。どういうものに

したいというのは、事業者の提案とか資金規模であるとか投資規模とい

うのが決まってこないと、どんな IR にできるかというのが我々自体勝

手に絵を描いていくことはできないんじゃないかなと思っていて。そう

いう意味では、まず事業者が来ていただいて、どういう提案をしていた

だいて、その提案内容はこんなものだよ、それと和歌山市の意向と、さ

らにこういうものを加えていただこうとか、そういったことを調整した

上で、市民の方や議会へもアピールしていけるんじゃないかなと思って

いるんで、それからの方が良いんじゃないかなと思いますけどね。肝心

のギャンブル依存症とか、そういった依存症の問題については、外国人

専用という事で、その辺の説明はいらないんじゃないかなと思っていま

すので、事業規模がはっきりした段階で、できるだけ公にしていきたい、

情報開示していきたいというふうに思います。 

（記者）： 先ほどの質問と同じになるかもしれないんですけども、政府の案、案

の段階ですけども、今の状態だったら、なかなか和歌山市に意欲があっ

ても IRの要件を満たさないという事で、最初の段階で切られてしまう、

はねられてしまう可能性がそれなりに出てきているのかなという気が

するんですけども、市長として誘致の断念というのも視野に入れていら

っしゃるんでしょうか。今の情勢を踏まえて。 

（市長）： その国の規定によってですか？国の規定によって断念せざるを得ない

時が来るという事ですか。 

（記者）： かもしれないですし、今の段階で。 

（市長）： この前の論点というのが非常にちょっと大きな話かなと思うんですけ

ども、これは多分変わるんじゃないかなと思っているし、明確な部分が

無いわけなんです、大規模なというところが。MICEの機能全てを持っ

ているようなことを義務づけるという事なんですけど。どんな規模でも、

MICE の機能というのは多かれ少なかれ持っていると思います、IR に
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ついては。だから全く国の基準から外れるという事はないんじゃないか

なと思っているんですけどね。その辺は楽観的にみていますけど。 

（記者）： このような政府の有識者会議の案が色々と出てきた状況の中で、あと

外国人専用ということを JGC で PR された中で、事業者の態度という

のは、JGC 後、交渉が難しくなっているとか、最近何か変化はありま

すでしょうか。 

（市長）： 特にそれは変わっていないと思います。まあ「外国人専用じゃなかっ

たら行くのにな」という声は確かにあることはあるんですけど、行くと

いうか考えてもいいのになという事はあるんですけど、特に話が中断し

たりだとか、それはないように思います。 

（記者）： 市長としてはそういう事ではなくて、最終的に今の政府の案だと、事

業者を見つけないことにはどうしようもないという案だと思うので、や

はり「和歌山型 IR」に乗ってくれる事業者を探すというところまでは、

今まで通りやっていくということですか。 

（市長）： それはもちろんそうです。手を挙げていない限り、絶対に事業者は来

てくれませんので、やはり手を挙げてチャンスをモノにするということ

が大事じゃないかなと思っていて。これからインバウンドが非常に伸び

てくる、また伸ばしていかなければいけない中で、和歌山に統合型リゾ

ートができるということは、非常に観光にプラスになりますので、ぜひ

ずっと手を挙げ続けていきたいと思っています。 

（記者）： そこは手を挙げ続けて、もし万が一にもそういう事業者がなかったら、

その段階でこの話は無くなる可能性が出てくるということになるんで

しょうか。 

（市長）： あくまでもチャンスを掴んでいくつもりですけど、どこも無ければ、

それはあきらめざるを得ないかなと思います。 

（記者）： 今の段階で、色々不確定な要素もある中でですけど、それでもマリー

ナシティが好評であると今までもお伺いしましたけど、やっぱり来てく

れる業者というは実際にあるんですか。 

（市長）： マリーナシティにですか。 

（記者）： 今の条件も加味してですけど。 

（市長）： まだ国の法律が確定していないというのもあって、多分事業者さんに

とっては様子見の部分があると思うんですけど、今までの接触している

中では、「外国人専用でもいい」と言ってくれるところはありますので、

最終的にどうなるかはわからないんですけど、来てくれるんじゃないか

なと思っています。できるだけ高級感のあるリゾート、カジノだけじゃ

なくて、リゾートを目的にするような事業者が来てくれればありがたい
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んで、今のところはそういった線で進めるんじゃないかなと思っていま

す。 

（記者）： ナンセンスなことですけど、自信があるということですよね？ 

（市長）： もちろん自信は持っています。 

（記者）： 別件なんですけど、補正予算案の事業の中で、部活動指導員の派遣が

あったと思うんですけど、これは国の取組ではあると思うんですけど、

市長としての思いか何かあればお願いします。 

（市長）： 部活動については、最近指導してくれる方が少ないということで、停

滞していることが多いようです。今後部活動の指導教員を非常勤で配置

することによって、さらに部活動が活発になって、スポーツがもっと活

発になることを目的としている訳なんですけど。これは指導教員以外も、

色んな地域の方でもスポーツできる方もおられるんで、地域と一緒にな

って取り組めればなと考えています。これから必要な政策じゃないかな

と思います。 

（記者）：関連なんですけど、教員の負担軽減という意味ではないということで

しょうか。 

（市長）：副次的な意味ではあるかもしれないですね。指導してくれる方がなく

て、教員が代わりにやっている例もあるので。今回の目的は、専門の指

導員の方を増やしていって、部活動を充実できればということなので。 

 


