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12 月市長定例記者会見  

（平成 29 年 12 月 21 日（木）14 時～） 

市長発表事項  

今年最後の定例記者会見を始め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。 

【「和歌山城天守閣再建 60 周年」関連事業スタート】〈和歌山城整備企画課〉 

〈① 再建 60 周年元旦限定！かわらけ配布と登閣記念スタンプ〉 

 まず、最初の項目でございます。 

 和歌山城の天守閣が来年再建 60 周年にあたります。それを記念した色んな行

事をこれからスタートさせていきたいと思っています。まず、１月１日、元旦の

日ですけれども、これはもう恒例の天守閣へ登城していただく、またその後かわ

らけを配って「つれもて歩こう走ろう会」があるんですけれども、今年はかわら

けに「天守閣再建 60 周年」の刻印をしました。かわらけは先着 1,000 名の方、

いつも人気があってこう並んでいただくんですけども、1,000 名の方に配らせて

いただきます。今まで、60 周年というのは入れた事がありませんので、初めてに

なります。それと合わせて記念スタンプ、これも「和歌山城再建 60 周年」とい

うのが印刷されます。昭和 33 年 10 月 1 日に和歌山城が再建されているんですけ

れども、来年はそういう意味でまた、和歌山城の還暦っていうんですかね、新た

なスタートを迎えるんじゃないかなと思います。 

〈② VR ゴーグルの貸出を試験的に始めます〉 

 それと合わせて、１月の中旬から、まだちょっと詳細未定ですけれども、今ま

でスマートフォンなどで VR をやっていたんですけれども、これが VR のゴーグ

ルを貸し出させていただく事になりました。和歌山城の中で 10 箇所ほど、3D の

VR が見られるという事で、またさらにですね、和歌山城の昔の姿を見ていただ

ければと思います。 

 

【「和歌山市歌」を YouTube で配信します】〈消防総務課〉 

 それでは２つ目でございます。和歌山市歌が YouTube で配信されます。和歌

山市歌ってなかなか聞く機会がなくて、知らない方が多いんですけれども、佐

藤春夫作詞、山田耕筰作曲という事で非常に荘厳で、重い感じの立派な歌でご

ざいます。ぜひ多くの市民の方にこの和歌山市歌を知っていただきたいという

事で、今まで YouTubeになかったので、配信していきたいなと思っています。

ちょっと今から流させていただきます。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E7%94%B0%E8%80%95%E7%AD%B0
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～市歌流れる（１番のみ）～ 

ありがとうございました。和歌山市消防音楽隊で、先日和歌浦の南分署が開設

された時に演奏していただいて、これが非常にいいなという事で、今回こうい

うスタートをさせていただきました。和歌山城が入っていますし、やっぱり市

民の誇りの和歌山城といった事を歌ってくれています。今後は、来年特に西の

丸広場・砂の丸広場・和歌山城内で、消防音楽隊に活躍していただいて、ぜひ

歌が絶えないような和歌山城にしていければと思っています。 

 

【おもてなし弁当『御三家紀州弁当』が誕生しました！ 

～食祭 WAKAYAMA2017 サブイベントで決定～】〈観光課〉 

 次の３つ目でございます。先日、食祭 WAKAYAMA2017 のサブイベントで、

おもてなし弁当、名前をその際投票していただいて「御三家紀州弁当」という

名前で、この度誕生する事になりました。これは、和歌山市の食材が使われて

いるという事で、パッケージというか包装も和歌山城を入れています。そうし

た意味で、これから色んな全国大会でこのおもてなし弁当を使っていって、和

歌山市を PR していければと思います。今後平成 31 年には「ねんりんピック」、

また平成 33 年度には国民文化祭、関西ワールドマスターズ等が和歌山市でも開

催されます。こうした事に合わせて、ぜひ和歌山城、和歌山市を売っていけれ

ばと思っています。定例記者会見が終わった後、その御三家紀州弁当を配らせ

ていただく予定になっています。よろしくお願いします。 

 

【24 年ぶり火災件数 70 件台へ～建物火災は 29 年間で最少の 40 件台へ～】 

〈予防課〉 

 それでは４つ目でございます。 

 今年度、火災件数が非常に少なくなりました。この 24 年間で、最低が 94 件

だったんですけれども、現在 74 件という事で、多分過去 24 年間中の最低にな

るんじゃないかなと思っています。これは色んな消防団の方、また婦人防火ク

ラブの方、防火委員会の方、地域の方が、この予防に協力していただいたおか

げだと思っています。これからも火災のない、特に年末にかけて火災が多くな

りますので、我々としても気を引き締めて、火災を少なくして、24 年ぶりに一

番少なくなったなと言われるような年にしていきたいなと思っています。 

 

【平成 30 年消防出初式について～放水演技と救助訓練を融合】〈消防総務課〉 

 次の５つ目でございます。 

 来年の消防出初式が、1 月 14 日（日曜日）に決定しました。来年は放水訓練

と救助訓練とを合わせて、堀の上で開催したいと思っています。 
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【国内トップの官民協働まちづくりを目指し、都市再生推進法人を指定します！

（指定数日本一 ８団体）】〈都市再生課〉 

 次の６つ目でございます。最後でございます。 

 和歌山市では、今、都市再生に向けて民間の方が色んな団体で活躍してくれ

ています。そうした中で、今回都市再生推進法人を８団体指定させていただく

という事で、一躍指定数が日本一になります。和歌山市のリノベーションをは

じめとして、都市再生に向けた民間の動きっていうのが非常に全国の中でも注

目されているんですけれども、今回この都市再生推進法人を指定する事によっ

て、更にこの動きを加速していきたいと思っています。都市再生推進法人にな

ると、都市再生整備計画などが、団体が自ら作成できる事になりますし、また

税制特例だとか、色んなイベントの開催等がしやすくなります。そうしたメリ

ットがありますので、この都市再生推進法人の指定を通じて、さらに活動を活

発化していただければと思います。その指定させていただく日が、12 月 26 日

の 10 時から指定させていただく事になります。 

 

 

記者の質問事項 

【「和歌山城天守閣再建 60 周年」関連事業スタート】〈和歌山城整備企画課〉 

（記者）：和歌山城天守閣再建 60 周年の関連で伺いたいんですけれども、これ

は関連事業スタートと銘打ってらっしゃいますが、例えば広場の貸し

出し無料にするとか、60 周年に合わせた色んな事業というのは、動

物園の民間委託を打ち出されたりとか、色々おっしゃっていた部分が

あるとは思うんですが、関連事業という事は、このかわらけの配布、

スタンプ、VR ゴーグルの貸出しという事で、ここから始まるととら

えてよろしいんでしょうか。 

（市長）：そうですね、そういう意味では、新年から始まるのがここからスター

トという事で、既に準備を始めているのもございます。今おっしゃっ

ていただいたように、砂の丸広場と西の丸広場っていうのは、無料貸

出しをしようという事で、既に今募集を始めています。ただ、貸し出

すのは来年１月１日からという事で、それも合わせて同時スタートに

なるんじゃないかなというふうに思います。 

（記者）：かわらけというのは毎年配られていたという事でよろしいんですよね。

それで、60 周年という事が刻印されているのが特徴という事でよろし

いんですかね？例年と違うところをもう少し教えてください。 

（市長）：例年と違うのは、そのかわらけに「和歌山城再建 60 年」と書いてい
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る点と、記念スタンプは、これは全員の方にスタンプ押させていただ

くんですけれども、「和歌山城再建 60 周年」と書いています。そこが

今までと違うところでございます。 

（記者）：スタンプは毎年やっていたんですかね？ 

（市長）：スタンプは、毎年やっています。希望の方にスタンプを押していただ

けるというか、スタンプを用意していますので、いつでも押してもら

っているんですけれども、来年はその「和歌山城再建 60 周年」という

のが書いているという事でございます。 

（記者）：この犬は、紀州犬でよろしいんでしょうか。 

（市長）：はい、その通りです。紀州犬です。 

（記者）：あと VR ゴーグルの貸出しなんですけれども、これは、スマートフォ

ンは多分貸してくれないんじゃないかなと思うんですけれども、大体

の料金とか何を貸し出すのかというところをもう少し教えていただけ

たらと思います。 

（市長）：資料に書かせていただいているんですけれども、これ５台貸し出す予

定になっています。そのどんな制約っていうのは、わかっている範囲

で言える？ 

（担当）：想定としては５台くらいと思って。料金については、いただかない、

無料で。スマートフォンについては、個人のお客様のものを使ってい

ただくというような感じの想定をしております。 

（市長）：保証料はとらない？ 

（担当）：とることは考えていないです。とらないです。 

（記者）：なるほど。これ凸版印刷さんのアプリだと思うんですけれども、凸版

さんのオプションという事であれば、紙で特別なものを作るという風

なオプションも会社は持っていたと思うんですけれども、これは一般

的なヘッドマウントディスプレイみたいなものを貸し出して、３D コ

ンテンツが見られるストリートミュージアムのアプリをおとしてもら

い、一般的な VR ゴーグルで見てもらうという理解でよろしいんでし

ょうか。 

（担当）：その通りです、はい。 

 

【「和歌山市歌」を YouTube で配信します】〈消防総務課〉 

（記者）：和歌山市歌のことで伺いたいんですけども、なぜ今この時期に市歌な

のか。で、どうして YouTube という形態をとられたのかということを

教えてください。 

（市長）：これは市民の方から意見をいただいたんですけど、「全然この市歌を
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聞きたくても聞けないですね」と言われたんです。それでは YouTube

にないですかと言ったらやっぱり載っていなくて。県民歌はよく出て

くるんだけれども和歌山市歌が出てこない。これはやっぱりぜひ和歌

山市歌を広めて行きたいなというのと、もう 1 つは和歌山市歌の中に

「南龍公」「南海の鎮め」という事で和歌山城がたくさん出て来ます。

ちょうど来年 60 周年という事もあって、YouTube で配信させていただ

いて、広く市民の方、また県民の方にも知っていただこうという思い

で今回やりました。 

 

【おもてなし弁当『御三家紀州弁当』が誕生しました！ 

～食祭 WAKAYAMA2017 サブイベントで決定～】〈観光課〉 

（記者）：おもてなし弁当の事で伺いたいんですけども、ちょっとこのお弁当の

どのあたりが御三家とか、あるいは和歌山の食材がいっぱい使われて

いるというお話もありましたが、どんな献立と言いますか、例えば和

歌山の蜜柑を使っているとか、生姜とか大根とか色々あると思うんで

すけども、どういうものが入ったどんなお弁当かというところを教え

て下さい。 

（担当）：すみません、先ほど市長からもありましたけれども、この後でお弁当

について、詳しくご説明させていただきたいと思います。 

（市長）：食べてみて理解してもらえたらと思います。 

 

【国内トップの官民協働まちづくりを目指し、都市再生推進法人を指定しま

す！（指定数日本一 ８団体）】〈都市再生課〉 

（記者）：都市再生推進法人の件で教えて下さい。この立ち上げるのは、すでに

色々やられている人達だと思うんですけども、改めてメリット、書い

ていただいていますけども、これまで出来なかったこういう事が出来

るようになるとか、もう少し詳しく教えていただけたらと思います。 

（市長）：都市再生課の方が詳しいか。これまでの活動と新たに違う点ですよね。 

（記者）：これに指定される事により、何が出来るようになるのか。 

（市長）：その団体が都市再生整備計画を作れる事になります。これは市の方へ

提出していただくので、自らが再生計画を作れるという事で、市の方

も認知・認定させていただく事になっています。それと合わせて、融

資の面のメリットだとか税制面の特例というのが出て来ます。オープ

ンカフェをやって利益を得たらそれが無税だったりするんかな。ちょ

っと正確なところを都市再生課に説明してもらいます。 

（担当）：出来る事というのは、道路などを占有していただいてオープンカフェ
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したりだとか、そういった事の手続きなどが簡素化されるという 1 点

もあります。また都市利便増進協定等などを都市再生推進法人であれ

ば協定のメンバーとしては入れるような形になりまして、そういった

協定を結んでおけば、さらに道路占用特例などと組み合わせて、さら

にまちなかでのイベントなどが開催しやすくなるというメリットもあ

るという事です。 

（市長）：税制面のメリットは？ 

（担当）：その道路特例を取った場所で例えば広告を出して、その広告の収入を

使うとかそういう事も可能だと。 

（記者）：はい、わかりました、ありがとうございます。あと 8 団体で日本一に

なるという事ですけども、これはちょっと不勉強で恐縮なんですけど

も、結構全国的にたくさんあるものなんですかね？ 

（担当）：平成 28 年 12 月現在で 25 法人が全国でありまして、その中で 1 番多

いのが千代田区で、4 法人指定されているような状況になっています。 

（記者）：市区町村で、8 団体で 1 番になるという事ですね。はい、わかりまし

た。ありがとうございました。 

 

【24 年ぶり火災件数 70 件台へ～建物火災は 29 年間で最少の 40 件台へ～】 

〈予防課〉 

（記者）：火災の 70 件台の件でお伺いしたいんですが、この 1 年間で特に何か

予防に協力頂いたのがありましたら、特に予防について、取組等はあ

りましたでしょうか。 

（市長）：今年特にという形ではないんですね。ずっと積み上げてきてくれてい

て、消防などでも一生懸命、予防活動をやっていただいています。ま

た婦人防火クラブの方なども最近色んな、元々婦人防火クラブという

のは家庭から火事を出さない様にしようという形だったんですけど、

それが最近もっと色んなハードな事も訓練していただいたりしていて、

非常に活発に動いてくれている、各防火委員さんも呼びかけをしてく

れているし、そういった普段の積み重ねが、今年火災の予防につなが

ったんじゃないかなと思っています。もしなにか消防の方で補足説明

があったらお願いします。 

（担当）：関係団体さんを中心として火災予防に取り組んでいる、市長が今言わ

れたように取り組んでいただいております。そのほかにも、その関係

団体さん皆様に、住宅用の火災警報器の設置や維持管理であったりと

か、放火されない環境づくり、それから当局が実施しております心が

まえとしての消火器設置奨励補助事業であるとか、学習センターの利
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活用、先ほどもありましたが消防音楽隊、こういった活動で火災予防

に取り組んでおります。 

（記者）：消防の方に今の消防のところで補足的に伺いたいんですけども、29

年間で最少というのは、これ 29 って中途半端な数字は平成に入ってか

らという基準で29年というのは取っていると考えていいんですかね？ 

（市長）：昭和の時にはもうちょっと少ないのがあったという事か。 

（担当）：はい。1 番少ない火災件数は過去にさかのぼりますと、昭和 63 年。こ

こが 44 件でございました。それ以降火災が上昇し、今現在建物火災で

すね、建物火災の種別が昭和 63 年に 44 件でございました。それ以来

の建物火災の 29 年間で一番少ない数字になっております。 

（記者）：すみません。建物火災で 44 件だったら、それより 41 件の建物火災、

今年の方が少なくないですか？説明間違ってないですか？ 

（担当）：平成に入ってからという事でしたので、建物火災が今年は 41 件。平

成元年以降は 29 年間で最も少ない数字という事になります。 

（市長）：じゃあ言われた通り。平成に入ってからという事ですね。 

（担当）：はい。 

（記者）：それで 44 件というのは、昭和のこれは建物火災が 44 件というのは、

全体じゃなくて建物が 44 件でいいんですか、さっきのご説明は。全体

が 44 件だったら、それ過去最高で最も少ないという可能性もあるかな

と思って、それで言い間違えられたのかなと思ったんですけども。 

（担当）：全体じゃなくて、建物のというところに特化して説明させていただい

たのが 41 件というのが、1 番少ないという事でございます。 

（記者）：これ統計自体はいつから取っているんですか？ 

（担当）：今手元に残っているのは、昭和 40 年からの統計というのが、正式な

統計というのが残っております。 

（記者）：昭和 40 年の確認できる統計の中で最少とか、何番目とかそういう位

置づけって出来るんですか。 

（担当）：はい、しばらくお待ちください。 

（記者）：時間がかかるようでしたら後で伺いますので大丈夫です。確認ですけ

れども、29 年で取っているというのは平成以降で建物火災は最少であ

るという事なんですよね。この 70 件台が 24 年ぶりというのは、これ

は平成に入って何番目とか、記事を書くときに何で 24 年ぶりやねんと

思う読者もいると思うので、平成で統一できるんだったら平成に入っ

て 70件台というのは 2番目だよとか何かそういう意義づけが出来たら

教えて欲しいんですけど。 

（担当）：火災件数 74 件、これは建物火災とかそれから林野火災、車両火災そ
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ういった火災の種別が 6 種類ありまして、それら全ての総合したもの

が 74 件。これが平成 6 年以降 1 番少ない数字になります。その中で特

に減少しているのが内訳の中の建物火災が平成元年からという事にな

ります。 

（記者）：全体で見たのが平成で何番目とか、結構少ないという事は平成に入っ

てから 2 番目ぐらいの少なさとかそういうのあると思うんですよ。そ

れって分かりますか。分からなかったら後で聞きますので。 

（担当）：後ほど、すみません。 

（記者）：では以上です。 

（市長）：ちょっとまだ完全に月末というか年末まで来ていないんで、その辺が

ちょっとあいまいな言い方になっていてすみません。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：共産市議の赤旗勧誘の事でお伺いしたいんですけど、市の庁舎管理規

則では宣伝とか勧誘という行為は禁止されていると思うんですが、それ

でも 20 年以上共産市議が個人の活動としてされていたことについて、

市長はどのようにお考えでしょうか。 

（市長）：はい、その個人的な勧誘という形でやっていたのかなと思うんですけ

ど、そこまでちょっと、庁舎内かどうかというのは私も知りませんでし

た。当然、庁舎内での勧誘というのは不適切なことですので、それは今

後改めていかなければいけないと思います。それは規則に則って、しっ

かりやっていきます。 

（記者）：今年最後の会見という事で、今年 1 年どの様な年であったか、漢字で

言うととか何か教えていただけると。印象深かった出来事とか、ふり返

られながらどんな 1 年だったか教えて下さい。 

（市長）：今年は 1 月から色んな事が動き出したんじゃないかなと思っています。

まず高速道路が、第二阪和国道も京奈和自動車道も開通しました。非常

に経済圏が広がったし、市民の利便性も高くなったんじゃないかなと思

っています。そのあと色んな動きがあったんですけど、例えば伏虎義務

教育学校。これは県下で初めて 9 年生の義務教育学校がスタートしまし

た。今までの小中から一貫校としての新たなスタートという事で、これ

も教育にとっての非常に大きな試みだったんじゃないかなと思ってい

ます。またそれと合わせて、3 つの大学が相次いで確定しました。来年

4 月に開校する東京医療保健大学は起工式もさせていただいたし、それ

ぞれ残りの 2 つについても、協定等でも確定させていただいたという事

で、3 つの大学がまちなかに来ることが確定した事によって、これから
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和歌山市のまちなかに若い学生もどんどん住んでいただいて、地域にな

じんでいただける、愛着を持っていただけるという事が非常に嬉しい事

です。それと合わせて、4 月に日本遺産『絶景の宝庫 和歌の浦』が認

定されて、これも新たな和歌山市の今後の観光にとって非常に大きなプ

ラスになっていくんじゃないかなと思っていて、色んな事が新しく動き

出してきたんじゃないかなと思っています。そういう意味では、去年も

動くってやったんですけど、今年が動き出したんですよという感じがす

るんですけれども。 

（記者）：では漢字で言うと動くの「動」というところでしょうか？ 

（市長）：全く同じになる。去年聞かれた時、今年の事を聞かれたのかなと思っ

て動くと言ったら去年の事になってしまったんだけども、今年がまさに

動き出した、本当に実感として感じられるような年になったんじゃない

かなと思っています。 

（記者）：来年に向けた抱負と言いますか、残っている課題ですとか力を入れた

い事とか教えて下さい。 

（市長）：来年に向けては、やっぱり今の動き出した芽というのを更に成長させ

て加速させていく事が大事じゃないかなと思っています。特に今、全国

の地方自治体が色んな形で競い合っています。本当に自治体の動きって

熾烈な競争にもなって来ています。地方創生の中で、そうした動きの中

で、地方自治体として精一杯の事をやっていきたいと思っています。そ

れと今まで蒔いた種を更に成長させるのと合わせて、新たな加速という

か新たな事ももっとチャレンジしていかないといけないんじゃないか

なと思っていて、失敗を恐れず色んな新たな事に挑戦していきたいなと

思います。 

（記者）：特にどういう分野というか、加速させたいもの、色々テーマあると思

うんですが、教えて下さい。 

（市長）：加速させたい分野としては、福祉の関係でいくと子育て環境。やっぱ

り子供達を中心にした子育て環境を良くしようという事。それと今後

2025 年の超高齢化社会に向けての動きというか、備えというのが加速

していかざるを得ない事になっています。我々としても、この超高齢化

社会へ向けての福祉、高齢者への福祉を充実する、そうした事を加速さ

せていく必要があるんじゃないかなと思っています。それとやっぱりま

ちづくりですよね。これは観光面も含めて、和歌山城であるとか和歌の

浦、また加太、マリーナシティ、こういったところは大きな観光地でも

ありますし、まちの魅力でもありますので、この魅力をさらに磨き上げ

ていきたいなと思っています。そうする事によって、市民の方にも和歌



10 

 

山市って良い所だねって思ってもらえるし、観光客にとってもやっぱり

和歌山市って良い所だなという事で、海外からも多くの方に訪れてもら

えるような和歌山市に出来ればというふうに思います。 

（記者）：先ほどまちづくりというお話がありましたけれども、直近の話題では

市民図書館、指定管理者としてカルチュア・コンビニエンス・クラブが

選ばれました。これは委員会とか、その前にも市民団体なんかが要請書

を出したという事もあると思うんですけど、ダミー本みたいなのをいっ

ぱい買っていたりとか、中古本を買ったりとか、T ポイントカードで個

人情報を抜かれるんじゃないかとか、色々な事を不安に思っている人も

いらっしゃいます。市の方では、例えば選書をチェックするとか色んな

対策も打ち出されていると思うんですけども、この TSUTAYA 図書館に

ついての市民へのメッセージというのがありましたら教えて下さい。 

（市長）：今現在計画している市民図書館、全く新しい図書館にしたいなと思っ

ています。それは、出来るだけ多くの人が図書館に行きたいねと思って

もらえる様な図書館にしよう、そして多くの本を借りていただいて、多

くの本を読んでいただこうというのが 1 番の趣旨でございます。そうし

た中で、今回新たに指定管理者という事で CCC になったんですけど、

これは教育委員会の中で、色んな基準というか審査を経て、決めていた

だいたと思っています。私としてもこれは良かったんじゃないのと思う

んですけど。今までなかなか本というのに馴染みのなかった人も、色ん

な魅力を図書館が備える事によって、行こうかという気持ちにもなって

もらえるし、それと特に子供さんに焦点を当てているんじゃないかなと

思っています。子供さんが、小学生・中学生・高校生の皆さんが、放課

後でも寄り付こう、行きたいねと思ってもらえる様な図書館になってい

るんじゃないかなと思っていて、色んな楽しみ方、また本を通じて子供

さん同士とかそうした交流も生まれるというふうな内容じゃないのか

なと思っていて、非常に期待しております。 

（記者）：一部では日本十進分類法とかその本の選書、司書の扱いとか図書館と

しての基本的な機能が損なわれるんじゃないかという事を根強く言っ

てらっしゃる方もいますけども、そういう不安の部分についてのメッセ

ージはありますでしょうか。 

（市長）：これは議会の委員会の中でも分類法については色々議論をいただいた

と聞いています。我々心配のないような分類法に基づいて、しっかりと

そこはこちら側がチェックする側になってきますので、市民の方に不安

を与えないような分類法だとか運営について、しっかりチェックできる

ような体制を取っていきたいと思います。 
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（記者）：あと 3 大学誘致のお話もありましたけども、来年はその東京医療保健

大学が開校して、学生の募集とか入試なんかも始まってくるのかなと思

うんですけども、いよいよ大学が開校するという来年の期待を教えて下

さい。 

（市長）：本当に楽しみですね。まず大学開校というのはなかなか和歌山市でも

ずいぶん長い間無かった事です。それがまちなかに開校されるという事

で、人数はそんなにまだスタート時には多くはないんですけれども、や

っぱりこの新しい動きが感じられるまちになるんじゃないかなと思っ

ています。それが相次いで来年は1つ目の大学、再来年は2つ目の大学、

3 年、4 年後には 3 つ目の大学という形で、それぞれ学年も増えてきま

すし、非常に若い人でまちの中が賑わってもらえるような、そういう賑

わいのあるまちにしていければというふうに思います。またそれと合わ

せて、非常に期待しているのが、まちなかに大学が出来るという事は、

まちなかに住んでいただける機会も出てくるなと。空家だとか空きアパ

ートを活用して学生の方がまちなかに住んでいただく。その事によって、

地域の方とも交流が非常に生まれるんじゃないかなと思っています。祭

りにしてもまちのイベントにしても、色んな形で学生と地域の人達が協

働して、一緒にやる事が増える事によって、和歌山市に愛着が出来て、

将来卒業した時も和歌山市に就職したいねと、そうした事につながって

いただければと思います。 

（記者）：もう 1 点だけ。市長の 1 年の振り返りで、日本遺産の認定『絶景の宝

庫 和歌の浦』のお話もありましたけども、最近あの辺り、新和歌浦の

辺に奇妙な大仏が建っているような状況で、ちょっとこれ観光客が来る

んじゃないかと言う人もいれば、あんなのちょっと似つかわしくないよ

と言う人もいて、市政報告会でもちょっと何とかしてほしいという声も

あったと思うんですけど、あれの受止めと今後どういう風にされていく

か教えて下さい。 

（市長）：これ法的には仕方なかったんじゃないかなと思っています。関係する

法律としては、開発許可、それと風致地区、それと国立公園の自然公園

法、色んな法律を全部クリアしています。そんな中で、この間あんまり

心配だったので、どんなのかなと思って見て来たんですけれども、色も

割とピカピカじゃなくて、ちょっと色を落としているようなというのも

あるし、まだ植樹はされていないんですけど、植樹はしっかりして下さ

いよという事は要請していきます。されないようならまた行政的にも厳

しく指導していきたいなと思うんですけれども、できるだけ目立たない

事も大事じゃないかなと思っています。それぞれ人の感じ方があって、



12 

 

あれはいいねと思う方もおられるし、やっぱり景観にそぐわないんじゃ

ないのって思われる方もおられるので、これは人の感じ方って色々だと

思います。まずは目立たない様にしてもらうのがいいんじゃないかなと

思っているんですけど、そうした形で今後要請とか指導していきたいと

思っています。 

（記者）：最近あった 2 つの出来事について、ちょっと受止めをお聞かせいただ

ければと思うんですが、まず 1 つは、昨日開所の記念式典があったジェ

トロの拠点が和歌山への設置という事と、もう 1 つは、くろしおの便数

なんですけども、世間では南紀方面への便がちょっと減るという事で注

目が集まっているように思うんですが、一方で和歌山市にとっては新大

阪との間で 3 本便数が増発するという事が発表されたんですけども、そ

れについての市長としての受け止めをちょっと聞かせていただければ

と思います。 

（市長）：1 つはジェトロの件でございます。これは全国で 45 番目にジェトロの

事務所が和歌山県に開設されたと。それも県庁内に開設されたという事

で、和歌山市に開設されたという事になりますので、非常に便利になっ

たなという感じがします。知事も昨日言っていたんですけど、色んなマ

ッチングがまず出来るんじゃないかなと思っていて、我々が持っていな

かった情報というのがジェトロさんでも持っておられるので、そうした

常に新しい情報だとか、色んな多くの情報に接する事が出来て、新たな

開拓が出来ると。海外に向けての市場が開けて来たんじゃないかと思っ

ています。これからやっぱり、日本は人口減少の中で海外に活路を求め

るという事は、非常に大事だと思っていますので、ぜひこのジェトロの

今回の和歌山事務所の開設というのは、大きく期待しているところでご

ざいます。それとくろしお号ですよね。自分ところだけ喜んでいるわけ

にはいかないんで言いづらいんですけれども、新大阪－和歌山間が 3 本

増えたという事は、これは和歌山市にとってはありがたいなと思います。

今後さらに、我々和歌山市にとっても、県内、南への紀勢線だとか和歌

山線、この活性化というのは和歌山市にとっても大事じゃないかなと思

っているので、色んな面で、今後県内全体の活性化について協力してい

ければと思っています。特に和歌山線については、非常にローカル線と

してもどんどん利用客が減っていますので、和歌山線の活性化という事

については力を入れてやっていきたいなと思います。 

（記者）：あと 1 つだけちょっとお伺いしたいんですが、今日の発表項目の中に

あった都市再生という話とも若干絡んでくると思うんですけども、9 月

から 11 月頃にかけて、水辺を活用したまちづくりの社会実験があった
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と思うんですけども、実際船も走らせて、噂によると市長も乗られたと

いう話もあったんですけども、あれが終わってからそろそろ 1 か月ぐら

い経つと思うんですが、多分後々数字も分かってくると思うんですけど、

ちょっと社会実験に対しての感想をお聞かせいただければと思います。 

（市長）：これは和歌山市内というのは市堀川・和歌川はじめ、内川 5 河川とい

うのが非常に発達しています。そういう意味では、水辺空間を最大限利

用していきたいというのが私の思いでもあります。今後水質浄化と合わ

せて、水辺を利用する。その船の就航にも利用するし、またまちもこの

水辺に向かってぜひ親水的な公園というか、親水的な要素を更に魅力を

上げていければなと思っています。今回社会実験的にやらせていただい

て、河川法の改正があって、そうした実験を通じて、さらに活用しやす

いような河川にしようという事で、計画を作る事になっています。その

計画によって、活用をさらにしやすくなればなと思っているんですけれ

ども。今まで、例えば桟橋などは設置できなかったんですけれども、そ

れがそうした活用計画をしっかり立てれば、そういう桟橋も置けるとい

う事で、より水辺に近付けてきますので、今度京橋の市営駐車場があっ

た所は、親水公園として都市計画決定されて、整備する予定となってお

りますので、こことか、あと市駅周辺というのもおりたりしますので、

ぜひ市のそうした部分を通じて、河川の利用にももっとやっていければ

なと思います。 

 

 


