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８月市長定例記者会見  

（平成 29 年 8 月 18 日（金）14 時～） 

市長発表事項  

それでは８月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５項目ございます。 

【三井住友銀行（メガバンク）との連携による国際戦略等の推進】 

〈国際交流課、政策調整課〉 

 まず１つ目でございますが、メガバンクとの連携による国際戦略等の推進という

ことで、海外に強力なネットワークを有しており、地方創生にも非常に熱心なメガ

バンクである三井住友銀行との連携で、国際戦略や地方創生を更に進めていきたい

と思っています。連携項目については２つございます。１つは、先日からカナダと

の連携というのを非常に進めており、バイヤーも来ていただきました。ただ、その

後、実務の面で、慣れていない事業所については、なかなか海外進出が大変だとい

うこともありまして、ここでメガバンクのノウハウを提供したいということで、今

回実務セミナーと個別の実務相談というのを三井住友銀行のご協力の下、実施させ

ていただくことになりました。もう一つは、地方創生との連携ということで、当日、

三井住友銀行の幹部行員が市長室に来てくださり、その中で国際戦略関係として、

海外観光客の誘致や金融支援スキーム構築の検討、また和歌の浦だけに限らないん

ですけど、旅館・ホテルの再生のための連携などについて、三井住友銀行と打合せ

をやりたいと思います。そして、ご協力いただけるのが非常にありがたいんですが、

三井住友銀行の本店で、和歌山市の物産展や観光 PR をやっていただけると。和歌

山ラーメン等の提供もやっていただいて、行員数も本店に約 4,000 人と非常に多い

ので、その部分も期待しているところです。 

 

【三世代同居・近居促進事業をパワーアップ！ ～長期固定金利住宅ローン『【フ

ラット 35】子育て支援型』との連携～】〈子育て支援課〉 

 ２つ目でございます。三世代同居・近居促進事業を住宅金融支援機構と連携し

てパワーアップしていきたいと思います。三世代同居・近居については、和歌山

市の政策として、平成 28 年度から実施しています。おじいさん・おばあさんと

お孫さんが近くに暮らす、また一緒に暮らすというのは、双方にとってメリット

が大きいということで、三世代同居・近居というのを更に進めていきたいと思っ

ています。そうした中で、住宅金融支援機構と連携させていただいて、和歌山市

が用意している支援メニューである市外から転入してきた場合、また市外から三
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世代で近居する場合、そうした場合には住宅の新築購入や改修、空き家の補助と

いうのを出しているんですけど、それに対して、更に住宅金融支援機構の方でも、

金利について「年０．２５％」引き下げられるということで、協定を結ぶことに

しました。8 月 31 日（木曜日）の 14 時から住宅金融支援機構との間で協定を結

ばせていただいて、今後同居・近居を進めていくということになりました。 

 

【平成 29年度第 1回和歌山市交通政策推進協議会の開催について】〈交通政策課〉 

 ３つ目でございます。和歌山市公共交通政策推進協議会を開催します。和歌山

市では、歩いて日常的な生活ができるコンパクトなまちづくり、それと、各拠点

を移動しやすいような公共交通網の再編ということで進めています。今回、今年

度の協議会として、8月 25日（金曜日）に開催させていただきます。この中で、

６月の議会でも回答させていただいたのですが、LRT、BRT等の次世代交通機関等

を含むような将来の公共交通網の形成計画について、打合せを行いたいと思いま

す。出席者は、国土交通省近畿運輸局和歌山運輸支局、国土交通省近畿地方整備

局和歌山河川国道事務所、和歌山県、和歌山県警察本部、バス、鉄道等の公共交

通事業者、市民代表、学識経験者等の協議会で提案を和歌山市の方からさせてい

ただいて、今後、協議会をはじめていきたいと思います。平成 30年度に策定する

予定になります。 
 

【弾道ミサイル対応「市職員実動訓練」の実施について】〈総合防災課〉 

 ４つ目でございます。北朝鮮の弾道ミサイルが発射される可能性があるとい

うことで、中国地方や四国地方では、色々な訓練をされています。そうした中

で、関西の方でも、J アラートが鳴る可能性があるということで、市職員として、

市民の安全を守るための実動訓練を実施したいと思います。「市職員実動訓練」

ということで、8 月 22 日（火曜日）8 時 45 分から 9 時 15 分までの間、庁内放

送及び職員自身と来庁者の安全確保、情報収集訓練ということで、消防機関や

支所連絡所等から異常の有無を確認することになります。実際に、今国から出

されている対応策では「まずは避難しなさい」ということですが、市職員がそ

の時にどういう行動をとるかという部分を実際に訓練して、J アラートが鳴った

前提で、関係職員の訓練をしたいと思っています。市長・市長公室、危機管理

局、消防局、市民部・保険医療部、教育委員会事務局などが対象となります。 

 

【第 17 回和歌浦ベイマラソン with ジャズをまるごと 1 日楽しもう！  

～「フェスタ・ルーチェ」とのスペシャル企画決定～】〈スポーツ振興課〉 

 最後の５つ目でございます。「和歌浦ベイマラソン with ジャズ」が 11 月 12

日（日曜日）に開催される予定になっていますが、今年はできるだけ長く楽し
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んでいただこうと思っています。今までは、マラソンの前夜祭と当日のマラソ

ンだけだったんですが、更に当日も夜遅くまで楽しんでいただこうと。それに

よって、ジャズマラソンだけじゃない楽しいものができるかなということで、

「フェスタ・ルーチェ」といって 11 月 3 日（金曜日）から全 76 日間、和歌山

マリーナシティで開催される光のイベントなんですが、その「フェスタ・ルー

チェ」と協力しまして、割引してもらう。ジャズマラソンの参加者がゼッケン

を見せれば、1,500 円が 1,100 円に 400 円値引きされるということで、その提携

によって、さらにジャズマラソンを盛り上げていきたいと思っています。 

  

 

記者の質問事項 

【弾道ミサイル対応「市職員実動訓練」の実施について】〈総合防災課〉 

（記者）：職員の実動訓練についてですけども、これは何人規模なんでしょうか。

それと来庁者を巻き込んだ訓練なんでしょうか。 

（市長）：来庁者は、1 階の部分は「できるだけ外に出ないでください」という

呼びかけをします。庁内 2 階以上にいる方は「庁内に留まってくださ

い」という呼びかけをする予定になっています。 

（記者）：それはどれぐらいの規模なんでしょうか。何千人という規模になって

くるんですか。 

（市長）：これは、私の方から提案したんですけれども、実際に J アラートが鳴

った時にどう行動したらいいのか。「まずは庁内に留まってください」

というのがあって、第 3 報が来るまでは、基本的には庁内に留まる。

これは職員も救急隊も一緒なんですが、実際にはそんな訳にはいかな

いだろうと。実際に J アラートが鳴った時には、救急車を要請された

時は救急車も出るし、火事であれば消防車も出る。それらを踏まえて、

現実に沿った形で地方公共団体として訓練しようということで、今回

は、特に市民に対して動かなくてはいけない部署や、消防署や消防分

署、支所連絡所などの市内に点在している所から情報をもらって、で

きるだけ早く対策につなげようというのが趣旨です。 

（担当課）：初動の訓練として、窓から離れてもらうというのは、本庁の庁内放

送で流しますので、庁内にいる職員は、仕事に支障がない限り、退避

行動をとってもらいたいということです。 

（記者）：窓口対応がその時間止まったりするんでしょうか？ 

（市長）：それは通常業務でやります。 
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（記者）：ミサイル訓練の事で追加の確認なんですけども、これは市役所の本庁

舎だけという事なんでしょうか。それとも、学校や出先機関、コミュ

ニティセンター等の公共施設全般でやるようなものなんでしょうか。 

（市長）：今回は初めての訓練になりますので、特に関係する部局のみになりま

す。本庁舎と危機管理局及び消防、危機管理局と消防は別の建物です

ので、主にその 2 棟が対象となります。 

（記者）：北朝鮮情勢が結構緊迫していて、米朝関係がどうなるのかという中で、

改めてこの訓練を通じてどういう思いを抱いているのか、市長の意気

込みをお聞かせ願えたらと思います。 

（市長）：地方公共団体というのは、先ほど申し上げたように、市民の命を守る

というのが最優先されます。そうした中で、もしミサイルが発射され

るとなると、今までに無いような経験をするわけですけれども、現在

国から示されている情報だけでいくと、職員が実際にどういう行動を

とるのかというところが、まだ明確ではない部分があります。今回の

訓練では、そういう部分、市民の避難誘導であるとか情報収集に関係

するような部局について、検討を深めたいと思っています。また、合

わせて、昨日国から関連するところへ通知が来ています。これは、夜

間休日も含めてしっかり体制を取るようにという様に示されています

ので、その部分についても検討を深めていきたい、今回の訓練を通じ

て、更に充実したものになるようにしたいと思っています。 

 

【平成 29年度第 1回和歌山市交通政策推進協議会の開催について】〈交通政策課〉 

（記者）： 公共交通網の整備の会議についてですが、前回も聞かせていただいたの

ですが、市長として、改めてどのような公共交通サービスを形成していこう

と考えていますか。前回は LRT や BRT というところで、既存の業者との兼

ね合いとか、需要の見通しであるとか、導入コストなどの課題がある中で、

こういうようなことを考えていく必要性と、どうしたものを整備していくのか、ま

だこれから検討していくと思うのですが、方向性があれば教えてください。 

（市長）：まずは、路線バスがどんどん減って、公共交通が少なくなっていると

ころが課題だと思っています。これからの人口減少の中であっても、

それぞれの拠点を中心として、公共交通を充実できればと思います。

それが、公共交通網形成計画策定の一番の目的でありますので、それ

をまずはしっかりとやっていきます。そのために、各運行事業者や国

の各関係機関が集まって検討することになっていますので、平成 30年

度にしっかりと策定していきたいと思っています。その上で、将来の

夢である LRT や BRT 等の次世代の公共交通機関等についても、検討を
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深め、できれば何らかの形で、位置付けできればと思っています。た

だ、これには色々なハードルがあって、前回も申し上げましたが、交

通事業者との協議が必要となってきますし、道路の問題であれば、新

たに道路に電車やバスが走るので、交通の混雑の問題があります。ま

た、需要が果たして追いつくのかという面もあって、こうした課題に

ついては、色々な意見を聞きながら、計画の熟度を上げていければと

考えています。 

 

【三井住友銀行（メガバンク）との連携による国際戦略等の推進】 

〈国際交流課、政策調整課〉 

（記者）：メガバンクとの連携の件で、地方創生の連携の部分なんですが、今の

段階ではまだ協議ということで、協定締結などの話ではないと思うん

ですけど、将来的には協定締結という形になっていくのでしょうか。

着地点をどういうところにみているのか教えてください。 

（市長）：将来的には、協定締結にもっていきたいと思っています。ただ、それ

までには踏まなければいけないステップがあって、そうした中で、今

回協議をさせていただいた上で、できるだけ協定締結にもっていけれ

ばと考えています。 

 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：市民会館の小ホールの件で、市民団体からの要望とは違う形になった

と思うんですが、その判断について詳しくお伺いできますか。 

（市長）：市民会館については、基本計画から基本設計の間で修正しました。変

更した点は、可動席であったところを固定席に変えたという部分です。

その結果、音楽機能は向上したと思っています。ただ、基本設計の中

でもきちんと位置付けているのが、講演や式典、小規模な演劇、ダン

ス、音楽などの用途に使えるようにしますということを、はっきりと

位置付けています。市民団体の方からの意見が出ている中には、この

用途は十分カバーできているのではないかなと思います。100％は無理

かもしれませんけれども、かなりの部分はしっかりできるようにしま

すので、それについては大丈夫じゃないかなと思っています。 

（記者）：理解してもらえると確信しているということでしょうか。 

（市長）：全ての団体に理解を得るというのは無理だと思うんですが、少し誤解

もあったのかなと思っています。スピーカーが使えないとか全く演劇

が出来ないとか、そんなことではなくて、基本設計にきちんと位置付
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けたものについては、できる様にやっていますので、その点では、か

なりの部分がカバーできるんではないかなと思っています。 

（記者）：市民図書館の事で伺いたいんですけども、指定管理者制度を導入され、

条例も通って、これからどの業者を選定するか等の選考に入っていく

と思うんですけれども、一方で選書の基準が担保されない、いい本が

入ってこないんじゃないかとか、過剰労働を強いるんじゃないかとか、

いろいろ不安に思っていらっしゃる方もいると思うんですけども、そ

の指定管理者制度を導入していくというところの市長の思いと、市民

の不安に対して、どのように応えていこうと思っているのかという部

分を教えて下さい。 

（市長）：指定管理者制度を導入するという大きな目的は、市民サービスを向上

させていきたいというものです。そうした中で、早い段階で指定管理

者を決めることによって、市民図書館自体が使いやすい構造になるよ

うな意見をもらえるという事もあって、今回導入を決定させていただ

きました。もちろん、一部の方から不安の意見があるというのは承知

しています。ただ、そうした意見については、出来るだけ反映して、

今後、今まで選考した他の事例も見ながら、反省すべきところはしっ

かり反省して、市民サ―ビスの向上に努められるような指定管理の契

約となるようにしていきたいと思っています。 

（記者）：なかなか今ちょっと動きがない IR 誘致についてですが、政府が公聴

会を始めて、これから意見を聞いていくのかなと思うんですけども、

市としてどういう風に誘致に理解を得ていくのか。直近で考えている

ようなことがあったら教えて下さい。 

（市長）：IR については、昨日初めて東京で公聴会が開かれたんですけれども、

やはり示された案は、もちろん当初の 7 月末に国が示した案でござい

ます。2、3 か所程度で、大規模な国際競争力にも資するような MICE

機能となっていますので、今のままでは、和歌山市には難しいんじゃ

ないかなと思っています。これは和歌山市というよりも地方都市にと

って、現状の案では非常に厳しいんじゃないかなと思っています。当

初は 2、3 か所でスタートして、その後検証を経て、次のところを決め

ていくとなっているので、当初のスタートには非常に厳しいんですけ

ども、和歌山市としては、今後とも粘り強く、和歌山市の主張という

のを県とともに主張し続けていきたいと考えています。 

（記者）：例えば、また政府に要望していくとか、具体的に何か考えていらっし

ゃるようなアクションとしてはどういうものがあるんでしょうか。 

（市長）：先月の 7 月には、体系的に要望に行きました。県内選出の国会議員の
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先生も含めて、国の方に要望に行ったわけですけれども、今後とも県

内選出の国会議員の先生方とは色んな場で会う機会もございますので、

更に要望はしていきたいと思っています。 

（記者）：私も IR についてお伺いしたいんですけども、今非常に厳しいという

お話がありましたけども、前段階として、和歌山市・和歌山県の案と

一緒にやるという業者があれば、申請は出来ると思うんですけども、

実際今のところ業者として、政府が厳しい基準を出している中でも、

和歌山市の案で行くという業者は実際にあるんでしょうか。 

（市長）：確定した業者は無いのが事実でございますが、多分業者の方々も、今

後の国の法律が次の臨時国会に出されるという事は把握されていると

思うんで、秋の臨時国会の様子を見て、動き出すんじゃないかなと思

っています。その中で、多分無理という感じになれば、無理というの

は、法律自体の中で今のまま踏襲されるという事であれば、やはり地

方都市の IR進出というのは非常に厳しいんじゃないかなと思いますの

で、業者の方々もそこでトーンダウンする恐れもあります。 

（記者）：ということは、臨時国会で実施法案が示されて、その時点でトーンダ

ウンしてしまったら、和歌山の IR、当初の 2、3 か所というものの IR

誘致への参加は、そこで終わってしまうことになるわけですか。 

（市長）：その可能性はあると思っています。第一次のスタートには無理という

可能性もあると思います。 

（記者）：基本的には、そういう事態になるまでは誘致を進めていくという様な

考え方であるということですか。 

（市長）：それは当然ですけれども、最終的に法律が決まるまでは、色々な働き

かけをやっていきたいと思っています。 

（記者）：現状なかなか厳しいという事は、市長もおっしゃっていたところだと

思うんですけども、今の状態で事業者とやり取りをずっとやっていら

っしゃると思うんですけども、消極的になっているとか、その部分の

空気みたいなものってあったりするんでしょうか。事業者も及び腰に

なっているというような状況とかあったりするんですか。 

（市長）：そこまではあまり感じていないですね。 

（記者）：私も IR についてなんですが、今まで聞いたことなかったので、改め

て伺えたらと思うんですけども、例えば、コスモパーク加太であれば

十分に広大な土地がありますし、マリーナシティであってもポルトヨ

ーロッパ等の拡張可能部分を使えば、それなりの規模が確保できると

思います。その土地を全部使っても、大規模 4 施設要件を満たすのは

厳しいという事なんでしょうか。それとも現実的にはそれは難しいと
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いうことなんでしょうか。 

（市長）：国の今の状況を見ると、やはり国際会議を開いて、観光振興につなげ

たいというのがこの中にもかなり盛り込まれているんじゃないかなと

思っています。そういう国際会議を、例えば 1 万人規模の国際会議場

というものが、果たしてコスモパーク加太で成り立つのかどうかとい

うところが、なかなか難しいような気がしますね。やはり周りの人口

も多くて、色々な用途に使える大都市周辺が非常に有利なんじゃない

かなと感じています。 

（記者）：実際の土地というか面積的なものではなくて、実際の集客力で判断さ

れた場合に、和歌山の規模であったら難しいという認識でよろしいで

しょうか。 

（市長）：その通りです。大規模な施設、カジノ以外の施設については、出来る

だけ大規模にしようと。それは、国際観光客を引き込めるような大規

模なものにしようという中で、カジノの収益金をそうした施設に出す

わけですから、やはり事業者の方も集客力というところは、非常にチ

ェックが入ってくるんじゃないかなと思っています。そうなると、更

に大都市の方が有利になるんじゃないかなと考えています。 

 


