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10月市長定例記者会見  

（平成 29年 10月 26日（木）10時～） 

市長発表事項  

10月の定例記者会見を開始させていただきます。 

本日の発表項目９項目ございます。 

【官民により「待機児童ゼロ」の実現を目指します！】〈保育こども園課〉 

 まず第 1 項目ですけれども、いよいよ「待機児童ゼロ」を目指します。平成 24

年度以降ずっと待機児童が年度当初で出て来たんですけど、来年 4 月 1 日での「待

機児童ゼロ」をほぼ達成できるかなというところにきました。それで今回、11 月 1

日から公立保育所の機能を強化します。新たな人員等を今回採用させていただいて、

公立保育所の受け入れ枠の拡大、それと保育時間の拡充を行います。特に 1歳児・2

歳児の待機児童がかなり出ていますので、そこの拡充を公立保育所で図ると。もう

1 つは民間とも協力して、民間保育所についても今年度内に施設拡充をしていただ

いて、来年度当初にはゼロを達成しようという事で目標にしております。ようやく

ここまで来たかなという感じがします。 

 

【中消防署南分署の新庁舎オープンについて～新しい防災拠点が誕生します～】 

〈消防総務課〉 

 2つ目の項目でございます。和歌山市の中消防署の南分署が、この度新たに完

成しました。10月 30日に開庁式を行います。中消防署というと和歌山市の中心

部を担っているんですけども、その南の区域について、南分署がその業務を行う

事になります。和歌浦地区にありますので景観に配慮したデザイン、それと女性

の消防吏員が増えてきているので、女性消防吏員も活躍しやすいような女性専用

のスペースの確保、それとあの辺りは津波の浸水区域にもなっていますので、屋

上に自家発電設備も設置するという事で、そうした対策も入れて、新しい防災拠

点がオープンします。 

 

【「トライアル輸出」を目指して商社とのマッチング会を開催します！】 

〈農林水産課、中央卸売市場、産業政策課〉 

 3つ目の項目でございます。カナダからバイヤーが来ていただいて色々カナダ

に向けての輸出とか海外へ向けての輸出というのを今各企業と色々やっているん

ですけども、特にその中でやはり外国との実際の手続き面で難しいという話もあ

って、今回「トライアル輸出」を目指した商社とのマッチング会を開催します。
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これは日本政策金融公庫と和歌山市が協定しているんですけど、そうした中で商

社 2 社とのトライアル輸出を実現しようと。実際の輸出の手続き、販売の支援、

海外市場におけるニーズの把握といったところの試験的な輸出をしてみて、それ

でうまくいけば手続き的にも慣れてきますので、そうした事で海外への輸出を増

やしていきたいと考えています。 

 

【国内トップの官民協働まちづくりを目指します！】〈都市再生課〉 

 4つ目の項目でございます。都市再生推進法人の指定をスタートさせたいと思

っております。今、和歌山市内は色んな民間の方や若い方が中心になって、ま

ちづくり活動、リノベーション活動を進めていただいています。特にリノベー

ションについては、全国でも有数になっていまして、和歌山市はトップクラス

になっています。そうした中でそれを更に発展させていきたいと、若い人や熱

心な人の力を更に発展させていきたいという事で、今、8団体ぐらいが、特にま

ちづくりについて活動していただいているんですけども、そうした団体を都市

再生推進法人として指定する事によって、さらに公的な位置付けであるとか、

色んな事業を行う場合のメリットというのが出てきます。そうした事で、都市

再生推進法人に団体を指定していこうと思っています。今、全国で 25団体が指

定されているんですけども、和歌山市では最大 8団体が指定される見込みです

ので、全国でも有数の官民協働のまちづくりが進む事になります。 

 

【「食祭WAKAYAMA 2017」の開催について～「グルメ対決」や「おもてなし

弁当グランプリ」を実施～】〈観光課〉 

 5つ目の項目でございます。「食祭WAKAYAMA」を 11月 23日に開催する予

定になっております。今までと違うのは、1つはメインイベントである「グルメ

対決」に、今まで優勝した匠の作品も出店していただくという事で、今までの

匠の中のさらに匠を決めようというのが 1つです。もう 1つは、サブイベント

として、今回商工会議所に協力していただいて、和歌山ならではの「おもてな

し弁当グランプリ」をやる事になりました。そうした点が特徴ですので、ぜひ

ご参加いただければと思います。 

 

【熊楠の舞台劇が東京で公演されます！】〈文化振興課〉 

 6つ目の項目でございます。東京で活躍されており、和歌山市の観光発信人に

もなっていただいている岡本高英さんと、竹内一郎さんの作品で『熊楠と孫文』

という熊楠の舞台劇を、今年の 2月に和歌山市で上映していただいたんですけ

れども、これが東京の紀伊國屋ホールで 11 月から開演される事になりました。

熊楠は和歌山市生まれという事で、特に和歌山市で熊楠と孫文が出会ったと、
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孫文に新しい熊楠の世界観を伝えたという事で、色んな中国の革命につながっ

たわけですけども、そのきっかけを作ったのが和歌山に来てもらったという事

もあって、東京で今度公演していくという事で、私もパンフレットの方へメッ

セージを寄稿し、和歌山市を PRしていきたいなと思っています。 

 

【和歌山市公認インスタグラム「和歌山市＃インスタ部」始めます ～市役所若

手職員がインスタ映えする和歌山市をお届けします～】〈広報広聴課〉 

 7点目の項目でございます。インスタグラムですけど、「和歌山市公認のイン

スタグラム」をつくろうという事で、市職員の有志を公募します。若手職員を

公募して、和歌山市の良いところや美味しいところ、そうした部分を紹介して

いただく「和歌山市＃インスタ部」というのを始めようと思っています。でき

るだけ若い人の感覚、公的な感覚じゃなくあまり硬くならないように、それぞ

れの持ち味や若い人のアイデアを生かしたようなインスタというのを広めてい

きたいと思っています。それを今後観光にも活用していければと考えています。 

 

【天守閣再建 60年記念 和歌山公園西の丸広場及び砂の丸広場の無料使用につ

いて】〈和歌山城整備企画課〉 

 ８点目の項目でございます。和歌山城の天守閣が戦火で焼けて、昭和 33年に

再建されたんですけども、ちょうど来年が再建 60年になります。そうした事も

あって、和歌山城で来年色んな記念行事をしたいなと思っているんですけども、

今回それに先駆けて、砂の丸広場や西の丸広場を有料でお貸ししているのを無

料にしようと。賑わいに資するようなイベントについては、来年 1月 1日から

12月 31日まで無料で貸し出しを行う事にしました。できたら毎日の様にイベ

ントを和歌山城で開催していただければという事で、民間の力も総結集して、

和歌山城再建 60年を祝っていきたいと思っています。その第一弾として、和歌

山公園の西の丸広場・砂の丸広場の無料使用というのを決めました。12月 1日

から受付を開始する予定となっております。 

  

【和歌山市出身の代表的な作家・有吉佐和子氏の邸宅の復元に向けて調査を進め

ます！】〈文化振興課〉 

最後の項目でございます。和歌山市出身の代表的な作家・有吉佐和子さんの

邸宅が東京の杉並区にあるんですけど、非常に老朽化してきたという事もあっ

て、出来たら和歌山市の方へ邸宅を復元したいと思っています。それも紀の川

に近い和歌山市のまちなかの辺りへ復元できればという事で、復元に向けた調

査を開始する事にします。 
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記者の質問事項 

【国内トップの官民協働まちづくりを目指します！】〈都市再生課〉 

（記者）： 都市再生推進法人のところでお尋ねしたいんですが、市長は先ほど

和歌山市のリノベーションに関する取組みは、全国有数でトップクラ

スといっていいとおっしゃっていましたけども、何をもとにおっしゃ

っているのか教えていただけますか。 

（市長）：リノベーションでその辺りに創業し始めた店舗数、それが国内で非常

に高いレベルだという事で。また、リノベーションスクールを開催し

ていて、リノベーションスクールの中で開業・創業まで至ったのが 7

件で、リノベーションスクール以外でそれに影響を受けて出来たのが

10 件。合計 17 件がリノベーションとして創業してきたという事で、

この数字が全国の中でも高いという事で、非常に和歌山市は成功率が

高いなという事で注目されています。 

（記者）：都市再生推進法人なんですけども、まだあまり一般的な認識というと

まだまだ不十分かなと思うんですが、全国で今 25団体という事ですけ

ども、これは非常に認定が厳しくてこの数字にとどまっているのか、

それともまだこういう取組をやっている自治体が非常に少なくてこう

いう数字になっているのか、その点を教えていただけますか。 

（市長）：そんなにまだ取り組んでいるところ、知っているところが少ないんだ

と思います。政令指定都市以上のところでやっているものが多く、ま

だまだ広がっていない、情報が出ていないのかなと思うんですけど、

和歌山市としてもいち早くこの都市再生推進法人というのはメリット

があるという事で目をつけて、全国的にも注目されているというのも

ありますので、そうした中でいち早く取り組んでいきたいと思ってい

ます。 

（記者）：メリットというのは、資料に載っているような事が代表的なメリット

という事でよろしいですか。 

（市長）：そうですね。まず公的な位置付けがはっきりするというのが 1 つと、

イベントの際、例えば道路制限をしたり、道路を歩行者天国にしたり

とかそういったところが非常にやりやすくなります。また、例えば道

路へ広告を出して、広告収入を事業に充てるといった事もできるよう

になるので、色んな面でメリットが大きいんじゃないかなと思います。 
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【官民による「待機児童ゼロ」の実現を目指します！】〈保育こども園課〉 

（記者）：何点か伺いたいんですけども、まず待機児童ゼロの実現の事で伺いた

いんですが、これは川永保育所と杭ノ瀬保育所の 2 か所で主に強化さ

れると思うんですけども、なぜここかと。23 人の待機児童がゼロにな

るという事ですが、例えばこの 2 つが特に要望があったとか、待機児

童が多いとか、そういうゼロになる見通しと絡めてなぜここを強化す

るのかという事を教えて下さい。 

（市長）：待機児童は、特に 1 歳児・2 歳児で非常に出ています。1 歳児・2 歳

児の受入れを出来ていなかった保育所の一つが、川永保育所です。  

なぜ受入れが出来ていなかったというと、保育士さんが足りていなか

ったからなんですけども、その川永に保育士さんを入れて受入れを可

能にすると。もう 1 つは時間延長で、これは時間延長がないと預けに

くいというのがあるので、それを可能にします。その事によって公立

保育所がかなり全体的な中で定数が増えていくと、それが待機児童の

解消に繋がります。それだけではもちろんだめなので、民間保育施設

も4施設整備し、来年の4月1日までには77人定員増になりますので、

そうした全体を踏まえると、来年度は今年発生した 23人というのはカ

バーできると考えています。 

（記者）：これは受け皿の拡大と民間保育施設の整備によって、23人全員を受け

入れられるんじゃないかという事でしょうか。 

（市長）：はい、その通りです。どちらも受け皿の拡大になるんですけど、公立

と民間の受け皿の拡大によって、待機児童の 23人というのはゼロにな

ると考えています。 

 

【和歌山市公認インスタグラム「和歌山市＃インスタ部」始めます ～市役所若

手職員がインスタ映えする和歌山市をお届けします～】〈広報広聴課〉 

（記者）：和歌山市公認インスタグラムの事で、今まで市のフェイスブックもあ

ったと思いますし、市長のページなどもあったと思うんですけども、

なぜこのインスタグラムというSNSの新しい形態を取り入れようと思

ったのか。既存のフェイスブックの強化等でも良かったんじゃないか

なと思う中で、インスタグラムという手法を選ばれた理由を教えてく

ださい。 

（市長）：これは若手から上がってきた発想で、やはり若い人のアイデアという

のが良いんじゃないかなと思っています。 

（担当）：既存の SNS 等を利用して発信していくという事は、今後も当然その

中で充実は図っていくんですけど、今市長が申しましたように若手職
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員の新しい発想で、やはりインスタグラムを活用している人というの

は若手の人が多いという事で、どんどん若手の人にも発信してもらっ

て、和歌山市の良さを知っていただこうという事で、今回新たにイン

スタグラムを始めようという事にしました。 

（記者）：この仕組みなんですけども、インスタグラムというとユーザー登録を

してというのもありますし、共通のハッシュタグ、キーワードを入れ

てそれを登録したユーザーで共有するという方法もあると思うんです

けども、何か IDを新設するという事なんでしょうか。 

（担当）：和歌山市の公式ではなく公認なので、1 つの ID は取ろうと思ってお

ります。それをメンバーで共有する事によって発信をしていきたい。

ハッシュタグについては「＃和歌山市」とか、観光地である「＃和歌

浦」「＃加太」等をつけまして、ハッシュタグによる検索もできる様に

していきたいと考えております。 

（記者）：ちなみに市長ご自身はインスタグラムってやっていたりしますか。 

（市長）：やっていないです。フェイスブックだけで、公的なものもやっていま

すし、個人的なものもやっているんですけど、インスタグラムはやっ

ていないんで、何とも言えないなと思っています。 

（記者）：この機にという事はあるんでしょうか。 

（市長）：できるだけ綺麗な所とか変わった所を写真に撮りたいなと思っていて、

それは出来るだけ撮るようにして、個人的なフェイスブックにもあげ

ています。やはり和歌山市の良い所というのはどんどん発信したいし、

海外に向けてもできたら発信しようと思っていて、たまに英語で発信

したりしているんですけど、もっと増やしたいなと思いますが、イン

スタグラムはまだちょっと手が出ない感じがしますね。 

（記者）：そういうところを若手の職員さんに任せてという事なんでしょうか。 

（市長）：はい、その通りです。 

（記者）：ちなみに市長が思うインスタ映えする和歌山市のスポットがあれば教

えてください。 

（市長）：どこもかしこも綺麗ですが、綺麗さでいうとやはり海岸美というのが

非常に綺麗で、雑賀崎、加太、和歌浦など色んな所の海岸美は綺麗だ

なと思います。それとまちの中でも、色んな文化財、埋もれている様

な文化財もありますので、そうした所も発信できればと思うし、また

高齢者の方や子供たち、そういった方が色んな活動をされているんで、

そういったところもできるだけ発信するようにはしているんですけど、

活動している姿っていうのも綺麗だなと思う時があります。 
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【和歌山市出身の代表的な作家・有吉佐和子氏の邸宅の復元に向けて調査を進め

ます！】〈文化振興課〉 

（記者）：有吉佐和子さんの邸宅の復元の事で、調査という事ですけれども、具

体的にはどういう事をやるんでしょうか。資料を集めるとか東京周辺

の現地に行くとか、どんな感じの事をやるんでしょうか。 

（市長）：有吉佐和子さんの邸宅というのは、娘の玉青さんが管理しています。

それで杉並区に有吉佐和子さんが住んでいた所があるんですけど、私

も何回か訪れて、中を見せて貰ったりしています。そんなに古くはな

いんですけど、やはり作家活動をしていた有吉佐和子さんの姿が偲ば

れる様な、書斎があったりだとかお茶室があったりとか、そうしたと

ころは非常に良いなと思います。また、庭も立派なんですよね。庭ま

で全部復元するのは無理かなと思うんですけど、できたら建物全体、

あるいは一部をうまく和歌山市で復元できたらいいなと思っています。 

（記者）：具体的には何をやるんですか、復元に向けて。 

（市長）：復元に向けて、まず費用を出さなきゃいけないなと思っているんです

けど、向こうの具材を持ってきて完全に再建するのは難しいかなと思

っているんで、復元という形で出来るだけ正確に元の形を復元出来た

らなと思っています。それと、これは今までもずっと 1 年以上かけて

交渉させていただいたりしているんですけど、娘の玉青さんは、でき

れば色んな方に見て欲しいなと。閉鎖的な資料館や記念館みたいにす

るんじゃなくて、色んな方が自由に使っていただけたらいいなという

事は聞いているんで、そういう利用方法というのもあわせて検討して

いって、場所も概ねここかなという所は想定しているんで、ぜひ実現

に向けて進めたいなと思っています。 

（記者）：ちなみに場所というとどの辺りなんでしょう。紀の川の近くとおっし

ゃっていましたが。 

（市長）：紀の川の近くのまちなかです。 

（記者）：イベントを開催という事ですけども、フォーラムとかどんな形態のど

ういうものを考えていらっしゃるんでしょうか。 

（市長）：有吉佐和子さんは和歌山市出身なんですけども、あまり和歌山市で最

近はやってこなかったところもあって、もっともっと有吉さんの良さ

を知ってもらう様な、文学作品に触れてもらうとか、和歌山市内でど

ういう活動をされていたかなど、そういったところも含めてイベント

で、できるだけ佐和子さん自身を分かってもらえるようなものにした

いなと思っています。 

（記者）：先ほどもご説明あったかもしれないんですけども、東京に邸宅がある
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と思うんですけども、東京の邸宅はそのまま残して、復元をこっちで

やるようなイメージなんですかね。 

（市長）：東京の邸宅の方は、多分潰すことになると思います、決まれば潰すし、

決まらなくてももしかしたら潰される恐れもあるんですけど、今は無

人になっていて、やはり管理していくのも大変だという事もあります

ので、復元出来れば向こうは潰れる事になります。 

（記者）：その具材なんかも持ってきて使うということですか。 

（市長）：使える具材は使いたいなと思います。 

（記者）：ちなみに予算というのはもう計上していたんですか、それともこれか

ら計上していくんでしょうか。 

（市長）：調査に関する予算は計上しています。今後復元のための費用が出れば、

予算要求をして、国に対してもできるだけ交付金を取れる様にやって

いきたいと思います。 

（記者）：いつごろまでに復元出来たらという思いはあるんでしょうか。 

（市長）：いつごろまでというのは明確にはないんですけど、国民文化祭という

のが平成 33 年にあります。できたら市民会館も平成 33 年 4 月 1 日に

はオープンしていますので、できれば早いうちにやれればと思います。 

（記者）：今の復元に関してなんですけども、これは移設ではないんですかね。 

（市長）：移設はちょっと無理かなと思っていて、使える具材は使って、できる

だけ正確に復元したいなと思っています。 

（記者）：いずれ取り壊す予定だということで、例えば家財、使っていた調度品

とかそういったものは全てこちらの方に移すというイメージですか。 

（市長）実は昨年、有吉玉青さんの方から 150 点ほどの寄託を受けています。

今、歴史館の方で保管しているんですけども、それに加えて、非常に

貴重な資料というのは有吉玉青さんの方で色んな所に寄託されていま

す。そうした物もできるだけ和歌山市に持ってきて、寄贈してもらえ

ればなと思っていまして、その部分もこれから詰めていかなければい

けないところになります。 

（記者）：やはりメインは書斎と生活の空間というか、そういった作家としての

活動が偲ばれるという部分ですか。 

（市長）：そうですね。元々1 階に書斎があって、2 階に晩年暮らされた居間が

あるんですけども、やはり書斎であるとか 2 階で暮らされた所ってい

うのがメインなのかなと思うんですけど。そんなに変わった民家では

ないのは事実ですけど、色んな作家活動をした趣きだとか、それと色

んな寄託していただいているものを展示したりだとか、適度な寄贈も

して欲しいなと思っているんですけど、できるだけ偲ばれる様なもの
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にしたいなと思います。 

 

【天守閣再建 60年記念 和歌山公園西の丸広場及び砂の丸広場の無料使用につ

いて】〈和歌山城整備企画課〉 

（記者）：和歌山城の方でお尋ねしたいんですけど、現在これは 1日西の丸広場

とか砂の丸広場を借りようとすると、どれぐらいお金がかかるのかと

いうのと、対象がただ個人が借りるというものは排除されると思うん

ですけれども、無料となるとかなり週末を中心に色々イベント等が競

合すると思うんですけども、そういった場合、どうやって、どこに貸

すのかをどのように決められるのか。できるだけ賑わいの創出につな

がるような事にという事だと思うんですけども、その辺のところはど

のように考えていらっしゃいますか。 

（市長）：使用料というのはそんなに高くないんです。使用料よりも、早くから

予約できないというのが 1 つのネックになっていて、できるだけ早い

時期から来年のイベントを考えてもらえるようにしようという事で、1

年前から予約を受け付けできれば、1年後のスケジュールがたちますの

で、早い時期から準備が始められるという事で。無料と合わせて、早

い時期から予約を取れるようなシステムにする事によって、色んな団

体が参加してもらえるんじゃないかなと思っています。 

（担当）：料金について説明させていただきます。今、条例の中で公園使用料と

して定めておりまして、3時間までは 1350円。その後 1時間ごとに 450

円と定めておりまして、1日であれば概ね 5850円。そして 2日続けて

借りていただいたら、11,700 円とその様に定めております。予約につ

いては、市の方の行事については先に押さえさせていただいて、民間

については、1 か月前からという事で施行しております。今回の場合、

1 年前から押さえていくという様な手法を取っていきたいと思ってお

ります。 

（記者）：すごく前から取れるという事ですけども、そこで競合した場合はどう

するんですか。 

（市長）：競合した場合は、できるだけ分散してもらえるように調整させてもら

いたいなと思うし、やっぱり賑わいに資するという事を条件にさせて

いただいているんで、その辺は特に賑わいに資するようなところから

優先してやっていきたいなと思っています。基本的には先着順になり

ますが、先着にしても賑わいに資するイベントという事で優先したい

と思っています。 
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【発表項目以外について】 

（記者）：先日衆院選が終わりましたけども、市長としての率直な受止めを伺え

たらと思います。 

（市長）：今回当選された方は非常にそれぞれ立派な方で、ぜひ国政、そして和

歌山の為に頑張っていただきたいなと思います。 

（記者）：市長が応援されていた方は選挙区では難しい結果になってしまったと

ころでしたけれども、そちらについてはいかがでしょうか。 

（市長）：それぞれ立派な方が当選されたし、和歌山市としては非常に今まで応

援していただいている方、現職の方がほとんどなんですけど、そうした

方が通られたという事で、1区も 2区も 3区も比例区も、非常に良かっ

たんじゃないかなと思っています。 

（記者）：台風被害ですが、市の方から昨日の夜に大体これぐらいの被害があっ

たという情報提供があったと思うんですけど、その台風の印象と今後の

対策について伺えたらと思います。 

（市長）：今回非常に大きな被害が和歌山市も出ました。22日の夕方ぐらいから

非常に雨が多くなって浸水が出て来たんですけど、救援のボートを出し

たりしたところもありました。全体の床上浸水が 350件超えているんで、

非常に大きな浸水被害が出たと思っています。今回は、常に浸水する場

所と、新たに今回初めて浸水したような場所もあります。鴨居川団地な

どは、今回初めて浸水したような場所なんですけども、今回の分析はま

だ充分にできていないんですけど、非常に潮位が高かって、紀の川や和

田川の本川の水位が非常に高くなった。それで、堤防の中の水が外に出

せなかったことが大きな特徴じゃないかなと思います。鴨居川団地など

も特に紀の川の水位が、これは潮位の影響もあったんじゃないかなと思

っているんですけど、全然排水ができなくて、内水被害になってしまっ

たということで、今までとは違うような浸水被害だったんじゃないかな

と思っています。そうした面で、今後国に対しても、私も来週国に要望

に行くつもりなんですけど、今回の災害を踏まえて「できるだけ対策を

講じてください」という事を具体的に要望していこうと思っています。

それと合わせて、鉄道被害も非常に大きく、南海本線がいまだに止まっ

たままになっています。樽井の橋梁については、できるだけ早期に通行

可能にしていただきたいなと。多分 1つの橋が大丈夫だと思うので、何

とか単線でも双方向で動かしてもらえないかなと。その部分は、南海の

方にも強く要望していきたいと思っています。できるだけ早期に影響や

被害を最小にとどめたいと思っているので、そうした活動をやっていく

予定です。 
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（記者）：11月 5日が「世界津波の日」という事で、それの前に、県下で 1日に

それぞれの自治体や住民等へ協力を求めて、シェイクアウト訓練などが

行われると思うんですけども、和歌山市の方で今回何か目新しいという

か、訓練等ありましたらご案内いただきたいと思うんですけども。 

（市長）：11月 5日が「津波防災の日」なんですけど、和歌山市では全国に合わ

せて、11 月 1 日に訓練を行いたいと思っています。11 月 1 日 10 時か

ら家庭や学校などで、大地震に対してのシェイクアウト行動をとっても

らうとか、そうした訓練をやっていきたいと思っています。1分間身を

守る訓練をやって、それが終われば、10 時過ぎまでには終了する予定

となっていますが、できるだけ多くの方に参加していただきたいと思い

ます。それと合わせて、各地域で自主的な防災訓練というのが、5日を

中心として行われる予定となっていますので、そうした訓練に対しても

我々としても一緒にやっていきたいと思っています。 

（記者）：先ほどの台風被害に関連して、5・6年前に和田川の方で内水氾濫の被

害が出て、その後整備等を続けられてきたと思うんですけど、今回和田

川の方はそういった意味で一定の対策や工事、取組みなどは一応の効果

があったという風にお考えですか。 

（市長）：平成 24年に和田川を中心とした水害があったんですけど、それを機に

して、県の方で和田川の本川を掘削改修という事で、断面を広げようと

やっています。それと和歌山市の方では支川の方、今回被害が有った部

分、前代川や永山川といった支川を改修する事になっていまして、今回

は残念ながらどちらも間に合っていない状況です。全体が完成しないと

どうしても 1部が狭い所が残ってしまうと効果が出ないので、できるだ

け早期に全体の改修が終わるようにしていきたいと思います。今回そう

した事も含めて来週要望に行きたいと思っているんですけど。 

（記者）：先ほどの南海本線に関しての事なんですが、市長は南海の方に単線で

も動けないだろうかという要望をという事なんですけども、それは具体

的にいつぐらいに行かれるとか、詳しい内容というのはありますか。 

（市長）：来週には行こうと思っているんですけど、事務的には双方向でやれな

いかとか、早期復旧といっても橋梁が 1つ壊れていますからかなり時間

がかかると思うんですけど、そうした早期復旧について、来週ぐらいに

は時間を取って行きたいと思っています。 

（記者）：今回、橋梁に水害の影響が出たんですけども、和歌山市の玄関口の窓

口の 1つ、和歌山市駅が今ちょっと閑散化している状況だと思うんです

が、その辺についてはどのように受け止められていますでしょうか。 

（市長）：これは和歌山市にとっては非常に影響が大きい。閑散化もしています
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し、和歌山から大阪へ仕事や通学等でいく方も行けないんで、非常に影

響は大きいと思っています。代替の JRの方はあるんですけど、非常に

不便をきたしていて、今バスが代替輸送をしている状態なので、できる

だけ早期に賑わいだけじゃなく、生活の利便性を取り戻そうと思ってい

ます。 

  


