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11月市長定例記者会見  

（平成 29年 11月 20日（月）14時～） 

市長発表事項  

11月の定例記者会見を開始させていただきます。 

本日の発表項目は６項目ございます。 

【12月定例市議会提出案件について】 

〈1-①予算関係 財政課〉 

 まず一つ目は、12月議会への提出議案や予算の提出案件でございます。 

最初に、予算の主な部分を説明させていただきます。 

 和歌山城の中に動物園がございます。動物園の魅力を向上させようということで、

来年は和歌山城の「天守閣再建６０周年」に当たります。現在の和歌山城の動物園

は、管理と展示を主に行っています。そうした中で、これからは「ふれあい」とい

うことをテーマにしていきたいと思っていまして、ふれあいのできるノウハウがあ

るような運営事業者を公募で募集しようと考えています。今までは外郭団体の方で

管理していただいていたんですけど、それに民間のノウハウを入れて、ふれあいを

中心にしたような動物園に生まれ変わることによって、さらに親しんでもらえるん

じゃないかということで、来年度から進めていきたいと思います。 

 次に、本町公園の地下駐車場でございます。今は閉鎖しているんですけど、今後

和歌山信愛大学教育学部、こども総合支援センター、認定こども園が設置されると

いうことで、非常に利用が見込まれると考えています。そうした中で、この本町地

下駐車場を再開しようということになりました。改修工事の実施設計を 12月の補正

であげさせていただいて行い、合わせて国の方へも実施設計や改修費の国費を要望

することになっています。 

 次に、和歌山市営北駐車場でございます。市民会館における議論の際も「本当に

駐車場は大丈夫ですか」という懸念があったんですけど、この度、行政評価事務所

が移転したので、建物を解体して跡地を活用し、5 階建ての立体駐車場にしていこ

うと考えています。これによって、周辺の駐車場の容量が増えてきます。特に公園

として都市計画決定された市営京橋駐車場が一部なくなるということもあって、そ

うしたことも合わせて、和歌山市営北駐車場が、今後有効に活用されるんじゃない

かなと思っています。これも国の方へ国費を要望していこうと思っていまして、実

施設計や建築費については、国費の中でやっていきたいと考えています。 
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〈1-②平成 30年度組織改正に係る条例の制定及び改正について 行政経営課〉 

 次に、組織改正でございます。来年の 4月に行う組織改正なんですが、いつも 12

月議会にあげさせていただいております。大きな改正点の一つは、文化・スポーツ

部門を市長部局へ移管させます。現状、中核市４７市のうち３３市が、市長部局で

スポーツ・文化部門を所掌しています。スポーツ・文化というものを、地域振興や

市民の利用と一体となった形で、今後運営していこうということで、「教育委員会」

から「産業交流局」というところで、観光や地域振興と一体化したスポーツ・文化

の振興を図っていきたいと考えています。 

二つ目の組織改正点は、建設部門の集約化を行います。昨年度の議会の中でも、

計画した段階の予算から実施の段階で予算が増えていると指摘があったんですけど、

今後はそういった計画と実施との整合性をとろうということで、「都市建設局」とい

う形で、都市部門の施設整備等も建設局で行っていきたいと考えています。 

三つ目の組織改正点は、下水道事業に関することです。下水道事業については、

国の方から平成 31年度中に公営企業会計にするようにとの指示があるんですけ

ど、そうした中で来年 4月から公営企業会計にしようということで、下水道部と

水道局が一体化した形になります。 

 

〈1-③青少年国際交流センター条例の制定について 学校教育課〉 

次に、青少年国際交流センター条例の制定でございます。現在、加太にある少年

自然の家が改修中になっています。これまでは小学生を中心として利用していただ

いていましたが、「青少年国際交流センター」という形で、青年も利用できるし、大

人も利用できる、また国際交流や文化芸術活動に利用していきたいと考えています。

紀淡海峡が見える非常に綺麗な場所ですので、文化芸術活動を通じて、青少年の育

成に繋がればということで、今後も様々な用途で活用していきたいと思っています。

あくまでも小中学生の利用が中心というのは変わらないんですけど、その幅を広げ

ていこうと考えています。 

 

〈1-④和歌山市営自転車等駐車場条例の一部改正について 都市整備課〉 

 次に、和歌山市営自転車等駐車場条例の一部改正でございます。現在、和歌山

市駅の原動機付自転車駐輪場は、少し離れた場所にあるんですけど、来年の 6月

から駐車場棟で新しくオープンすることになります。場所も非常に近くなるとい

うことで、便利になります。その分利用料金が、駅に近く便利な場所ということ

もあり、他の市営の駐輪場と合わせた形で、少し値上がりすることになります。

利便性が非常に良くなり、1階からも 2階からも市駅へ入場して行けますので、

みなさんに便利に使っていただけるんじゃないかなと思います。 
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〈1-⑤大新地下駐車場指定管理者の指定について 都市整備課〉 

 次に、大新地下駐車場についてでございます。8年間赤字が続いて、利用者も

少なかったということで閉鎖していましたが、この度再開することにしました。

利用料金制ということで、市から運営について補助しない、利用料金の中で運営

してくださいという条件で公募したところ、１社の応募がありました。地下駐車

場の上の公園の利用も合わせて、できるだけ駐車場の利用を図るということで、

大新家守舎という共同企業体が応募していただいて、大新の地下駐車場を中心と

して、利用者の利便性などを図っていこうと考えています。 

 

【和歌山市をロボット大会の聖地に！「ロボカップジュニア・ジャパンオープン

2018和歌山」大会の開催について】〈商工振興課〉 

 次に発表項目の 2つ目ですが、これは、県、和歌山大学、和歌山商工会議所

と同時発表になっているものです。「ロボカップジュニア・ジャパンオープン」

というのが、今年は中津川市で開催されたんですけど、来年は和歌山市で開催

するということが決定しました。3月 31日と 4月 1日に和歌山ビッグホエール

で開催する予定です。ロボカップのジュニア部門ということで、サッカー・レ

スキュー・オンステージ・コスペースの 4種目を行います。子供たちの想像力

や技術力の向上ということが、地域にとってプラスになるんじゃないかなとい

うことで、今回だけではなく、継続的に和歌山で開催していこうということで、

和歌山商工会議所にご尽力いただき、そういう道筋をつけていただきました。

来年だけでなく、複数年行っていく予定になっていますので、今後の和歌山全

体の技術力の向上に繋がればと考えています。 

【「和歌山市歴史的風致維持向上計画（案）」について】〈都市再生課〉 

 発表項目の 3つ目として、「和歌山市歴史的風致維持向上計画（案）」がまと

まりました。これは、日本遺産と合わせて、和歌の浦周辺の活性化を目指して

今まで力を入れてきたところですが、歴史まちづくり法という法律に基づく、3

省庁合同の認定計画になります。大きな要素を説明すると、まず市全域で 10の

歴史的風致を設定しています。今まで 50年以上続いているような歴史・文化的

な活動、例えば、団七踊りや三社詣、葛城修験道、木ノ本の獅子舞などを 10の

歴史的風致として設定し、保存・活用することになっています。それと合わせ

て、重点区域を設定することになっていまして、「和歌の浦・紀三井寺」を重点

区域として設定させていただきます。景観の向上や魅力の向上を通じて、重点

区域のまちづくりを積極的に行っていきたいと考えています。 

 それで、計画案ができましたので、11月 20日から 12月 19日まで「パブリ

ックコメント」を実施していって、最終的には今年度内に、国の方で計画を認

定していただく予定になっています。 
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【三井住友銀行本店での物産展等の開催について】〈政策調整課〉 

 発表項目の 4つ目として、今メガバンクと協力・連携して地方創生をしよう

ということで、色々やっていただいているんですけど、以前にも少し発表させ

ていただいたんですが、三井住友銀行本店で和歌山の物産を中心に PRしていこ

うという 2日間の日程が決まりました。また、食堂の方でも和歌山の「食」、和

歌山ラーメン・しらす丼・鯛カツ山椒カレーということで、和歌山市に関係の

ある「食」を提供していきたいと思っています。それと物産展を行うというこ

とで、三井住友銀行の本店は、非常に従業員さんも多いので、和歌山の実質的

な PRになるんじゃないかなと思っています。 

  

【在名古屋カナダ領事兼通商代表の表敬訪問について】〈国際交流課〉 

 発表項目の 5つ目として、在名古屋カナダ領事兼通商代表のシュニエ・ラサ

ール氏が和歌山市へ訪問していただきます。これは、なぜ和歌山市かというと、

姉妹都市を回っておられるということで、和歌山市は、リッチモンド市と姉妹

提携をさせていただいているんで、その関係で通商代表が来てくれることにな

っています。今、カナダとの間では経済交流をしようということで、バイヤー

に来てもらって、商談を進めているんですけど、さらにカナダと和歌山市との

経済交流を盛んにできればと考えています。 

 

【和歌山市障害の理解・啓発ポスターコンクールの開催について】〈障害者支援課〉 

 最後の発表項目の 6つ目でございます。昨年、障害者差別解消推進条例がで

きました。そうした中で、今回「障害の理解・啓発ポスターコンクール」を市

民対象でやらせていただきたいなと思っております。ヘルプマークってご存知

だと思うんですけど、そのヘルプマークの部門の方でポスターコンクールを行

うのと、もう 1つは、手話言語条例ができて、これは、手話は言語の 1つです

という条例ですので、手話を紹介してもらえるようなポスターを募集しようと

いうことで、この 2部門についてのポスターを一般市民の方に募集します。 

また、それに合わせて、障害者の方や妊婦の方等にとって、ヘルプマークがど

ういう意味を持つかということと、手話言語の大切さっていうのを市民の方に

啓発していければと考えています。 
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記者の質問事項 

【12月定例市議会提出案件について】 

（記者）：まずは市議会提出案件についてですけど、今ご説明のあった市営北駐

車場なんですが、5階建てで大体どれぐらいの車が収容できるものに

したいとお考えになっていらっしゃるのかという事が 1点と、組織改

正の方で、教育委員会の文化振興課とスポーツ振興課を市長部局の方

に移管する事によって、これまでできなかったどんな事が市の方でで

きるようになるのかという、何か具体的なイメージができる政策や施

策、取組、イベントなど、そういったことを何かご紹介していただけ

ればと思います。 

（市長）：まず 1点目の北駐車場でございます。少し余裕をもたせようと思って

いますので、200台ぐらいを想定しています。中央駐車場と合わせれば、

十分な量が確保できるんじゃないかなと思っていまして、混雑時等の

緩和に役立つと思っています。それと、文化・スポーツ部門を市長部

局に入れることによる具体的なメリットということでございますが、

例えばスポーツでいうと、スポーツ合宿などの観光要素も非常にあり

ます。コンベンション補助ということで、スポーツ合宿を和歌山市へ

誘致するという取組をやっているんですけど、これはどちらかといえ

ば、観光要素があります。そういった観光とスポーツを結び付けたい

というのが一つはありますし、またスポーツには生涯スポーツがあり

ますので、教育だけじゃなく、市民の間にもっと生涯スポーツとして

幅広く定着していただければといった面もあるので、スポーツにはそ

ういうことが期待できるんじゃないかと思います。また、文化もそう

だと思っておりまして、どちらかといえば文化財を守る・保存すると

いうのが今までの基本的な姿勢だったんですけど、今年は和歌の浦が

『絶景の宝庫 和歌の浦』として日本遺産に認定されました。 

これは保存だけじゃなく、活用も図ろうということで、やはり文化と

いうのも、和歌山城もそうなんですけど、もっと活用していって、多

くの人に来てもらう中で、さらに適正な維持管理や保存にもつなげて

いこうということで、これは守る立場からもっと利活用も含めてやろ

うということで、文化を市長部局へ移させていただきました。観光の

面も今後出てくると思います。より幅広く文化・スポーツというのを

市民の間、また地域振興としても活用していきたいというのがあって、

これらを移すことにさせていただきました。 

（記者）：組織の方なんですけども、これは市長がご就任以来、以前からそうい
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ったお考えがあったのか、何か例えば日本遺産などの契機となるよう

な出来事に対して、問題意識をお持ちになって、今回こういった事を

されるのか、その辺はいかがですか。 

（市長）：これには色んな要素がありまして、私自身も思っていたし、世の中の

流れというか、中核市の中でも 47 市のうち 33 市が、文化・スポーツ

ともに市長部局に移しています。そうした世の中の流れもありますし、

昨年議会でも質問を受けました。文化・スポーツというのをもっと積

極的に活用していったらということもあって、色んな状況が重なって

きて、今回の決定になったというのが実情でございます。 

 

【和歌山市をロボット大会の聖地に！「ロボカップジュニア・ジャパンオープン

2018和歌山」大会の開催について】〈商工振興課〉 

（記者）：ロボカップについてお尋ねしたいんですけど、ここでいう子供という

のは、大会に参加できるのは、大体小学何年ぐらいから中学何年ぐら

いまでとか、そういった子供の定義というか幅を教えて下さい。 

（担当）：参加競技のうち、世界リーグの場合は 11歳から 19歳、日本リーグの

場合は 19歳以下で下限はありませんが、オンステージのみ中学生以下

となっていますので、主に中学生・高校生がメインになってくるかと

思います。 

（記者）：12歳というのは、小学校 6年生ぐらいからですかね。種目はここに紹

介のある 4種目があるんですか。他にも何かありますか。 

（市長）：4種目です。 

 

【12月定例市議会提出案件について】 

（記者）：まず今回提出する議案の中で、和歌山公園動物園の魅力向上について

ですが、今まで外郭団体に任せていたという様な中で、改めてどんな

団体に任せたいのかという事と、ふれあいとおっしゃっていましたけ

ども市長が具体的にイメージしている様な、例えばポニーの乗馬体験

だとかベニーちゃんを絡めた様なイベントとか、何か思い描いている

像があれば教えて下さい。あと、新たな業務委託をやることによって、

入園者数をどれぐらいにしたいとか、目標値みたいなものがあったら

教えて下さい。 

（市長）：どんな団体かっていうのは、やはり「ふれあい」を中心として、うま

く動物園を運営しているような団体が良いかなと思っています。これ

は県内外を問わず、良いところがあれば応募してもらえればなと思っ

ています。それで、思い描いている像ですけど、和歌山市の動物園は、
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どちらかというと小動物が中心で、ポニーもいますので、できたら外

に出てふれあうというのも必要じゃないかなと思っているんで、ぜひ

和歌山城全体をうまく活用できて、動物とふれあいができればと思っ

ています。専門の業者がうまく活用していただければ、より動物園に

来る楽しみが増えるんじゃないかなと思っています。目標人数は特に

決めてはいないんですけど、やはり和歌山城というのは人が溢れるぐ

らい来ていただきたいなと思っていて、特に来年は「天守閣の再建 60

周年」ということもあって、色んな事業も動き出します。今年度も、

もっと飲食ができるようにということで、場内でも整備していくんで

すけど、来年度からも色んな整備、特に能舞台や大奥、ライトアップ

といった魅力向上のための整備などにより、和歌山城全体の魅力を上

げていくことで、溢れるぐらいの人が和歌山城に来てくれて、さらに

周辺にその効果が広がればなと思っています。 

（記者）：この時期に専門的な団体に委託しようと思ったきっかけというのは、

なぜこの時期なんでしょうか。60年というのが大きいのでしょうか。 

（市長）：和歌山城の動物園については、もっと修繕して綺麗にできないかなど

といったことは、担当部局と打ち合わせをやっていました。文化財と

いうことで、国との調整もあって、利活用や抜本的に動物園を新しく

するのは難しい中で、担当部局で考えてくれました。こういう形でや

ったらどうかと、そうしたら今のままでも動物に親しんでもらえると

いうことで、主に担当部局の考えです。 

（担当）：和歌山城の中の動物園は、平成 27 年に 100 年を迎えた動物園になり

ます。和歌山市民にとっては、4世代が楽しんできたというような位置

付けの動物園でございます。ただ、5,300㎡という狭い場所でもありま

すし、そして展示されている動物もあまり珍しい動物もいません。 

しかし、これをもう少し何とか楽しんでいけるようにできないかとい 

うことを部局内で考えまして、今回提案させていただいた次第です。 

（記者）：先ほどの確認なんですけど、外に出てというのと、和歌山城全体の活

用というのは、もっと園舎の外に動物が出てきて、和歌山城の景観を

眺めながら動物と楽しめるという様なイメージでよろしいでしょうか。

どういう風に捉えたらいいですか。 

（市長）：例えば、ポニーの乗馬体験などは外でやっていいんじゃないかなと思

っているんですけど、それは提案を受けてみないと、どういう提案が

出てくるか分からないんですけど、できたら動物園だけじゃなくて、

動物園外にもふれあえることをやってもらえたらなと思っています。 

 



 
 

8 

 

（記者）：駐車場の再開の関連で伺いたいんですけど、本町地下駐車場の再開と

か市駅前駐車場の整備、大新地下駐車場の指定管理者の指定という事

で、まちなかへの車による人の受け入れ態勢というのが、3大学誘致と

か新市民会館の計画を見据えて進んできたのかなと思うんですけど、

今の時期に、こういう駐車場整備を進める狙いを教えて下さい。特に

中心市街地が空洞化していると言われていることもありますが、そう

いう状況の中で、今この時期に駐車場の整備を進める狙いを。 

（市長）：本町地下駐車場と大新地下駐車場の 2つは、性格が似ているかなと思

うんですけど、本町地下駐車場の方は、ニーズが出て来た中で、それ

に合わせて、再開したいと考えています。耐震性があるのかというの

が 1 つの課題としてあり、耐震性がないかもしれないというのも、閉

鎖の理由だったんですけど、今回その耐震性を調査しました。そうし

た中で、ある程度の耐震性はあるということがわかってきたので、こ

れは再開しやすいということで、それだったら既存の物を利用しよう

というのが、本町地下駐車場でございます。大新地下駐車場も似たよ

うなというか、大新地下駐車場自体は赤字がずっと続いたから、需要

が少ないからやめようということになったんですけど、利用料金制と

いうのを導入したことによって、和歌山市としてはお金を出さずに運

営してもらえるというのが、今回の提案で出てきましたし、それと上

にある公園ももう少し活用してもらえたらということで、その賑わい

にも資するような駐車場利用ということで、提案させていただきまし

た。これは、本町地下駐車場も大新地下駐車場も、既設の駐車場を活

用できるということでは、非常にまちの賑わいにも資するんじゃない

かなと思っています。それと、北駐車場の場合は、市民会館が計算上

は何とか大丈夫かなという計算はしていたんですけど、やはりピーク

とか花見で和歌山城の来客が増えてくることとか、また京橋沿いの市

営駐車場がある場所は、親水公園という形で都市計画決定をさせてい

ただいて、今後そこは閉鎖する予定になっていますので、その部分の

駐車を確保する必要もあるということで、ニーズを満たすために生ま

れた駐車場が北駐車場だと考えています。できるだけ混雑を緩和して

いこうという中で、今後北駐車場についてはメリットが高いんじゃな

いかと思っています。 

（記者）：北駐車場の 200台ぐらいというのは、だいたいそれで固まっていると

考えていいんでしょうか。 

（市長）：5 階建てを超えるとコストが非常に大きくなってきます。スペースと

5 階という事を考えると、ほぼ 200 台かなと。あと駐輪場であるとか
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少し付属施設的なものも出てくるかもわからないんですけど、そうい

うのを合わせても 200台ぐらいかなと考えています。 

（記者）：5 階建てというのは上限が５階建てなのか、もう５階建てにすると決

めているのかどちらでしょうか。 

（市長）：5 階建てにしようと思っています。上限というよりも、できるだけ精

一杯スペースを活用していって、駐輪にも駐車にもとなると、やはり 5

階建てぐらいいるし、5 階を超えるとコストがアップしてきますので、

5階建てという形でやりたいと考えています。 

（記者）：この新市民会館をめぐる駐車場の問題というのは、各種の説明会の中

でもやっぱり大丈夫なのかという事で、要望が強かったと思うんです

が、その新市民会館を利用する方へのメッセージと言いますか、この

北駐車場を改めて整備するので大丈夫だとかですね、そういった市長

のメッセージがあれば教えて下さい。 

（市長）：実はこれはずっと言いたかったんです。昨年か一昨年に、市民会館の

駐車場が足りないじゃないかという議論があった時から、北側の 2 階

建ての市の駐車場があるのでそれも活用してということは、ほのめか

していたんですけど、ようやく正式に言えるところまできたかなと思

っています。今まで市民会館を利用する方に、駐車場が少ないんじゃ

ないかということで、ご心配をおかけしていたんですけど、こうして

200台ぐらいが整備できることで、駐車場の問題というのは解決してい

くと考えていますので、安心してご利用いただければと思います。 

 

【和歌山市をロボット大会の聖地に！「ロボカップジュニア・ジャパンオープン

2018和歌山」大会の開催について】〈商工振興課〉 

（記者）：ロボカップの話になるんですけども、先ほど和歌山市で継続して開催

する道筋がついたという風におっしゃっていましたが、来年以降、何

年かは和歌山市で継続してやる事が確定していると言っていいんでし

ょうか。 

（市長）：これは実は、商工会議所が中心で交渉してくれていたんです。そんな

中で、複数年開催する事のメリットというのが非常に大きいので、和

歌山市としても県としても協力をさせてもらいますということで、皆

が商工会議所に協力した形になっているんで、複数年開催というのは

間違いなく実施してもらえるものだと思っています。 

（記者）：ロボットというのは注目されている技術だと思うんですけども、和歌

山にも和歌山大学のシステム工学部とかありますが、このロボカップ

ジュニアの誘致に成功し、継続して開催できるという事で、和歌山市
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をどうやってロボットと絡めて発信していこうと思っていらっしゃる

のか、展望があれば教えて下さい。 

（市長）：和歌山市には、和歌山工業高等学校がありますし、和歌山大学のシス

テム工学部に情報処理の分野もあります。また、和歌山工業高等専門

学校が御坊市にもあって、ロボットが非常に盛んになっています。 

今回、ロボカップのジュニア部門を開催するということで、色んな子

供たちの刺激にもなるんじゃないかなと思って、それが将来の和歌山

の技術力というのをさらに上げていくんじゃないかなと思います。 

そういう期待も含めて、ロボカップジュニアというのを開催していき

たいなと思っています。 

（記者）：今のロボカップの事でお尋ねしたいんですけども、これはどれぐらい

の歴史がある大会なんでしょうか。 

（担当）：ジュニア部門の単独開催については、2012 年が初開催です。また、

2000年からはメジャーと合わせてジュニア部門が行われています。 

（記者）：先ほど今年の開催地が岐阜とおっしゃっていましたけど、特定の自治

体でずっと開催する性格のものでは本来ないという事かなと思うんで

すが、数年間和歌山市で継続して開催できるようになったという事を

考えると、誘致をめぐる競争がどれだけ熾烈なものなのかという様な

事が頭に浮かぶんですけども、その辺りはどうなんでしょうか。 

（市長）：これは本当に、商工会議所がしっかり誘致していこうと頑張ってくれ

たなと思っています。それと行政のバックアップもしっかりやろうと

いう事で、和歌山市の方も県の方も行政としてのバックアップをしっ

かりすると。そういう中で、今回複数年の開催というのがある程度約

束できているのかなと思うんですけど、本当に頑張っていただいたと

思います。 

（記者）：具体的に例としてふさわしいかどうかわかりませんけど、例えば大阪

万博みたいにいくつぐらいの都市が名乗りを上げているとか、そうい

った事はわかりますか。 

（市長）：そこまではわからないですけど、やはり色んな人脈を通じて、商工会

議所が頑張っていただいて、複数年開催できるという事になったと思

いますので、どれだけ誘致合戦があったというのは承知していません。 

 

【「和歌山市歴史的風致維持向上計画（案）」について】〈都市再生課〉 

（記者）：歴史的風致の件なんですけども、国に決定していただくとどんなこと

が可能になるとかどんなメリットがあるんでしょうか、教えて下さい。 

（市長）：日本遺産の方は、海外や東京オリンピックに向けて PR していこうと
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いうソフト的なことだったんですけど、この歴史的風致維持向上計画

は、結構ハード整備も含んでいます。電線の地中化や景観の向上、色

んなライトアップといったハード整備というかそういうのも含んでい

て、それが重点投資できることになります。非常にメリットの大きい

ことだと思っていて、狙っていたところなんで、これが認定されれば

非常に有難いなと思います。 

（記者）：重点投資というのは、国から補助金が下りるという意味ですか。 

（市長）：そうです。国の補助金に対して重点的に付けていただけることになり

ます。特に重点区域である和歌の浦・紀三井寺になるんですけど、そ

の中で重点投資ができることになります。 

（記者）：そうすると、これが認められる事によって、イメージ的にはどういう

変化が起きるという風にお考えですか。 

（市長）：これはずっと言っているんですけど、和歌の浦は、やはり国際競争力

のある観光地になると思っています。過去には非常に華やいだ時期も

あったんですけど、今はホテルや旅館が廃業してしまったり、そうし

た面でも少し魅力が落ちているんだと思うんですけど、これから和歌

の浦というのは、非常に磨き上げる価値があるモノだと思っています。

紀三井寺・和歌浦・新和歌浦・雑賀崎、そうしたところが非常にそれ

ぞれの個性があって、景観だけじゃなくて、食もあるし、レジャーも

できるし、色んな楽しみができますので、非常にポテンシャルを持っ

ていて、徹底的にこれから磨き上げていけば、非常に良い国際的な観

光地になるんじゃないかなと思います。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：予算の関係ですが、台風については、先ほどの財政レクの方で、追加

交付されると伺ったんですけども、これまでに大体固まっているもので、

どんな復旧対策であるとかそのボリュームというのは、どんな見通しに

なりますでしょうか。 

（市長）：国の指定を受ける災害である国庫災害には、道路はそんなに個所はな

かったと思うんです。いわゆる公共施設災害といわれるものは、道路で

も河川でもそんなになくて、施設災害自体は、大きなものは今回なかっ

たんじゃないかなと思っています。県下全体では、激甚指定を受けるほ

ど大きくなっているんですけど、それは床上でも非常に大きな床上だと

かそういった部分もあって、激甚指定を受けるようになったんだと思う

んですけど、和歌山市自体は床上浸水でいくと 200所帯ぐらいというこ

とになっていて、そこは市の独自の見舞い制度の中で支援していきたい
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なと考えていますので、公共施設災害で、今回の補正に係るようなもの

はそんなに無いと思います。 

（担当）：今回の補正につきましては、今後国の災害査定を受ける面もありまし

て、その部分はまた来年 2月議会という可能性もありますが、今回は水

路の機能を失うような藁の撤去とか、そういった水路・里道・ため池な

どで一部修繕というのが多くなっています。金額的なものについては、

まだ調整中です。 

（市長）：公共施設災害は来年 2月議会になるのか？ 

（担当）：はい。国庫補助の災害査定の様子をみてになります。 

 

（記者）：和歌浦の片男波干潟のあさり再生の取組が、比較的順調に進んでいる

のかなというところで、来年には潮干狩りも少し一般向けに出来るんじ

ゃないかというような状況ですけれども、あの辺を一体的に観光で盛り

上げていこうという様な動きもあるようですが、市長としたら今のあさ

り復活の取組の手応えであったり、そういう復活と絡めた和歌浦の観光

振興をどういう風に考えていらっしゃるんでしょうか。 

（市長）：海の資源の活用というのは、和歌浦にとっては大事だと思っていて、

潮干狩りが廃止されたということは非常に残念でした。そんな中で、潮

干狩りを復活しようということで、和歌浦漁港さんと一緒になって、ま

た近隣の小学生も一緒になって手伝ってくれているんですけど、少し目

途が立ってきたかなという感じがします。まだ、ネットの下だったらす

ごくアサリが復活するんですけど、ネット外になるとどうしても少ない

ということで、これは今後の課題で、一挙に来年完全にオープンという

わけにはいかないんですけど、試験的に観光要素も加えて、オープンで

きればなと思っています。そうした面で、和歌の浦は色んな観光資源が

あります。海水浴もそうだし、潮干狩りもそうだし、また雑賀崎もアマ

ルフィと似ているということもいわれているんで、そういう要素ってい

うのは、これから和歌の浦っていうのは、非常に魅力を持たせられるん

じゃないかなと思っています。また、海から見る景観というのも非常に

綺麗で、今、予約制の観光船などもやっているんですけど、できたらそ

ういう定期的な観光船が復活してくれればなと思っていて、そうしたこ

とも今後進めていければ、海から見ても綺麗だし、陸地にいても綺麗だ

し、まちも綺麗だと。食も美味しいし、温泉もある。そうした和歌の浦

にしていければと思っていますので、潮干狩りというのも春の風物詩と

しては非常に大事な要素じゃないかなと思います。 
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（記者）：住金の沖にある埋め立て地に LNG の火力発電所を作るという計画の

事で、先日関電の本店に行かれて要望されたと思うんですけども、手ご

たえ等について、まず教えていただけますか。 

（市長）：手ごたえというか、やはり長期的にと言われたんですけど、それは今

の関西電力の状況の中では仕方がないのかなと思います。原発の行方も

はっきりしない、それと再生エネルギーの問題がまだはっきりしていな

いというか、再生エネルギーというのも進んでいくのかっていうところ

も見えないし、自由化が非常に関電の足を引っ張っていると言っていま

した。自由化によって、関西電力のシェアがかなり落ちてきたんで、そ

の部分が非常に電力の供給計画には難しい面があるなということで、そ

ういう中で長期的に検討していくということだったんですけど、諦める

とはまったく言わなかったので、これはやはり、どこかでターニングポ

イントが出てくるんじゃないかなと思っています。それを我々としては

できるだけ早いうちに、ターニングポイントが出て、着工ということを

明示していただければと思っていますので、まだ期待していますし、こ

れから国の方に対しても要望していきたいと思っています。先日、地元

の自治会が行ってくれていましたので、官民挙げて要望活動というのを

積極的に展開していければと思います。 

（記者）：国への要望なんですけども、できるだけ早く行くという事でよろしい

でしょうか。 

（市長）：時間調整しないといけないんですけど、年明けぐらいになるかなと思

っていますが、できるだけ早いうちに要望していきたいと思います。 

（記者）：これまでの経緯について、理解が足りなくて申し訳ないんですけど、

東日本大震災が起きた後に、一時的にこの地域の中で機運が高まったよ

うな感じなんですが、それ以降動きが止まっていたように思うんですけ

ども、その間の 5、6 年、市としては特に何も手を付けていなかったと

いう事なんでしょうか。 

（市長）：平成 24 年度・平成 26 年度に、市議会で早期着工の決議をされていま

すので、決して動きがなかったわけじゃなく、早く要望して欲しい、あ

のまま放っておくのはもったいないという意見もあり、そういう意味で

はずっと継続してやってきたんですけど、特に原発がどうなるかという

問題が生じてからは、関西電力としても中々方向性が定まらないという

のがあって、その時に要望に行ってもダメだろうなと思い、控えていた

部分がありました。現在は、関西電力もほぼ再稼働しましたし、そうい

う意味では、ある程度目途が立ってきたかなと思ったので、この時期に

要望させていただきました。 


