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1 月市長定例記者会見  

（平成 30 年 1 月 18 日（木）14 時～） 

市長発表事項  

平成 30 年に入って初めての定例記者会見になります。 

本日の発表項目は 4 項目ございます。 

【東京ディズニーリゾート®３５周年スペシャルパレード 

「2018 子どもなかよしまつり・音楽大行進」参加について】〈青少年課、文化振興課〉 

最初の項目でございます。東京ディズニーリゾート®のスペシャルパレードが、

5 月 5 日のこどもの日に和歌山市で開催していただくという事になりました。 

元々5 月 5 日は「子どもなかよしまつり・音楽大行進」というのをやっていた

んですけれども、それに合わせて、今回東京ディズニーリゾート®が出来てちょう

ど 35 周年という事で、その記念イベントとして、全国 20 都市で開催されるとい

うことでございますが、和歌山市では、こどもの日に開催していただけるという

ことで、大変楽しみでございます。5 月 5 日の 15 時ぐらいが、このディズニーパ

レードのスタートとなります。 

 

【空家等対策の推進に関する協定について】〈空家対策課〉 

 2 つ目の項目でございます。空家等対策の推進に関する協定でございます。 

空家につきましては、和歌山市でも非常に深刻な問題となりつつあります。 

そうした中で、空家対策法というのは平成２６年に成立しているんですけど、

それを実行に移そうという事で、これからまずは特定空家の指定に年度内には

入っていきます。それと合わせて、空家の発生抑制や有効活用など、こうした

事について、民間の専門の方と協定させて頂いて、空家対策の実効的な推進を

していきたいと思っています。不動産や建築、法律等の専門家団体、こうした

方と協定を結ばせて頂いて、いろんな場面で市民や所有者からの相談を受け付

けるという形で、1 月 23 日に協定を締結しようと思っています。資料に記載し

ているんですけど、まず 1 つは特定空家に対する措置という事で、これから年

度内に特定空家等の認定をしていって、そして年内に助言・指導していくとい

う形になっていきます。そうした中でも、専門家・専門団体に相談という場面

もありますし、また発生抑制、空家の利活用の推進という面では、これから特

に発生の未然防止というのをやっていきたいと思っています。空家になって何

年も経ってからでは、なかなか空家の利用というのは進まないので、例えば、

独り暮らしのお年寄りの方が施設に入られる時に、空家にならないようなシス
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テムといったものを構築していければという事で、民間団体との連携・協力を

やっていきたいと思っています。 

 

【～まちなか 3 大学第 2 弾～（仮称）和歌山信愛大学の工事がスタート】 

〈政策調整課〉 

 3 つ目の項目になります。まちなか 3 大学の第 2 弾です。第 1 弾の方は、東

京医療保健大学が 4 月に開校する事が決定しています。学生の募集の方も順調

に進んでいるようでございます。そうした中で、第 2 弾の（仮称）和歌山信愛

大学の工事が、いよいよ 2月 1日から現地においてスタートする事になります。

本町にある旧本町小学校の校舎を活用して、今後校舎が改修されるという事で、

大体今年の秋を完成メドにしております。 

 

【和歌山市ゆかりの文化人に関するトークイベントの開催について】〈文化振興課〉 

 それでは最後の項目になります。和歌山市ゆかりの文化人という事で、前回

有吉佐和子さんの杉並区にある自宅を和歌山市で復元しようということで、発

表させていただきました。その調査の方を現在進めております。候補地も何か

所かに絞ってきて、本町公園辺りが 1番有効かなと思っているんですけれども、

現在そうした復元の方法であるとか場所について、検討を進めているところで

ございます。それと合わせて、有吉佐和子さんをより多くの市民の方に知って

いただこうという事で、今回トークイベントを開催することにさせていただき

ました。1 月 20 日の 14 時から市民図書館で開催させていただきます。コーデ

ィネーターは半田美永さんで、娘さんの有吉玉青さんにも出席いただけるとい

う事になっています。和歌山市としても、今後本市が生んだ偉大な作家・文学

家を通じて、さらに和歌山というのを PR していければと思っています。 

 

記者の質問事項 

【東京ディズニーリゾート®３５周年スペシャルパレード 

「2018 子どもなかよしまつり・音楽大行進」参加について】〈青少年課、文化振興課〉 

（記者）：何点か発表項目で伺いたいんですけど、まず子どもなかよしまつりで

すね。これはディズニーリゾート側から市の方に働きかけがあったの

か、それとも市の方からディズニーの方に働きかけたのかどちらでし

ょうか。 

（市長）：ディズニーリゾートの方が、こうした子どものパレードなどを普段か

ら行っているところという事で、全国の都市を色々調べていたみたい

でございます。そうした中で、和歌山市の「子どもなかよしまつり・
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音楽大行進」というのが、ちょうど 35 周年を飾るパレードにぴったり

じゃないかという事で、向こう側から話があったものでございます。 

（記者）：大体いつ頃そのお話があって、どういう経緯で受けようというか、市

としてもここに来てもらおうと思われたんでしょうか。 

（市長）：去年の秋ぐらいから話があって、5 月 5 日の「子どもなかよしまつり・

音楽大行進」というのは毎年やっていますので、それに合わせてやろ

うと。ただ、区域などの拡大をやはりしなければいけないので、色ん

な関係機関とも相談もしていました。それで正式には、昨年末ぐらい

に決まって、今回発表となり、本日の 16 時がオリエンタルランドの方

からの発表になるんですけど、16 時 10 分以降が解禁という事になっ

ています。経過としては秋ぐらいからずっと検討を進めてきて、今回

ようやく発表となりました。 

（記者）：ディズニーのキャラクターというと、子ども達も結構好きな子が多い

じゃないかなという知名度の高いキャラクターが、こどもの日の子ど

ものお祭りに来ます。市長としましては、今年のこどもの日のお祭り

というのが、例年とは違う盛り上がりを見せるんじゃないかなと思う

んですけれども、子ども達とか保護者の方とかディズニーも来るので

というところでのコメントやメッセージを頂けたらと。 

（市長）：非常に人気のあるミッキーマウスとその仲間たちが和歌山市にやって

来てくれるという事で、また今までと違った音楽大行進になると思い

ます。35 周年を記念する全国でのパレード、外に出てのパレードとい

うことで、めったに見る事ができませんし、それも公道の中でのパレ

ードになります。ぜひ多くの子どもさんたち、また家族で楽しんでい

ただければというふうに思います。 

 

【和歌山市ゆかりの文化人に関するトークイベントの開催について】〈文化振興課〉 

（記者）：ちょっと話題が変わるんですけども、有吉佐和子さんに関連するトー

クイベントの資料の中で、復元調査の話があったと思います。これは

去年の記者会見でも移築というか、部材などをいかして、こちらに邸

宅を持ってくるというお話があったと思うんですけども、その時には

資料館にするとかという構想もお話されていたように記憶しています。

復元の方針なんですけれども、どのような施設にしていこうというふ

うに今では思っていらっしゃるんでしょうか。 

（市長）：これは有吉玉青さんが所有者になっているんですけれども、有吉さん

のご意向もあって、できるだけ多くの方に親しんでいただきやすいよ

うな形にしたいというような希望でございます。記念館とかそういう
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形じゃなくて、誰でも自由に入ってもらい、手に取ってもらったり、

触れられやすいといった資料館も兼ねたような、多くの方が気軽に集

っていただいて文学に興味を持っていただける、子供さんも興味を持

っていただける、そうした場所にしてもらえればというご希望でござ

いますので、それに近い形で進めていきたいと思っています。 

（記者）：本町公園を含めて何か所かに絞り込まれてきましたとおっしゃってい

ましたけども、今は大体候補地って何か所ぐらいあるんでしょうか。 

（市長）：2 か所ぐらいですかね。 

（記者）：本町公園など 2 か所だったら、記者の感覚ですけど、もう 1 か所はど

こなのってなるのですが。 

（市長）：以前も、紀の川に近い所でまちなか中心地に近い所ということで、あ

いまいな言い方をしているんですけれども、やはり地元のご意向や利

用者、周辺のご意向、立地条件等があるので、本町公園が 1 番良いの

かなという感じが、私はしています。今後、信愛大学も入ってきます

し、認定こども園や子ども総合支援センター、そしてなにより立派な

公園が本町公園という形であります。紀の川にも近いし中心部にも近

いという事で、すべての要件を満たしているのが本町公園じゃないか

なと思っているんですけど。ただ、そこで確定するとは限らないので、

もう 1 か所も含めて検討しているところでございます。 

（記者）：ちなみにもう 1 か所が非公開の理由というのはどういうところでしょ

うか。 

（市長）：もう 1 か所という事ではなく、もう 1,2 か所はあるんですけど、元々

もう 1 か所も有望だと思っていたんですけれども、色んな条件を調べ

ると厳しい面もあって、今は言いにくい状況になっています。 

（記者）：1,2 か所という事は 3 か所程度という方が良いんでしょうか。 

2 か所と言い切ってしまってもいいんでしょうか。 

（市長）：2,3 か所程度です。 

（記者）：本町公園を含む 3 か所とかそういう感じですか。 

（市長）：本町公園を含む 2 か所ということで。 

（記者）：2 という事は、もう 1 個あるわけですよね。 

（市長）：万が一ダメな時は、別の所を探さなければいけないんですけれども。 

（記者）：大体その 2 か所に絞られているというところですかね。あと図面に起

こしていくとありますけど、いつぐらいのオープンを目指していらっ

しゃるのか、今後のタイムスケジュールを教えていただけたらと。 

（担当）：まだ明確にはなっていないです。まず今調査をしておりまして、資料

にも書いていますように、東京の邸宅を見てきています。図面に起こ
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すというのは、この東京の邸宅を図面に起こして、それで活用方法な

どといった調査をやっているところでございまして、そんな中で、活

用方法とか費用であるとか色んなことを含めた中で、スケジュール的

なこともまだ明確には決まっていないところでございますので、今後

この調査結果の中である程度出てくるようになります。 

（記者）：大体早ければいつ頃完成とか、いつまでに作れたらという部分を教え

て下さい。 

（市長）：平成 33 年に国民文化祭があります。これに向けて、市民会館も建設

しようという事で、平成 33 年 4 月をオープンに考えているんですけれ

ども、できたらこの有吉佐和子邸も、平成 33 年 4 月までに完成できれ

ばというふうに思います。 

（記者）：有吉佐和子邸の復元に関してなんですけども、12 月 20 日と 21 日に

あった調査ではどういった事がわかったんでしょうか。 

（担当）：今回調査という事で委託を行っております。それで専門の業者を連れ

て行きまして、まず東京にある有吉邸の色んな各部屋の様子や構造な

ど、その現況を専門家の目から調査していただいたという段階です。

それを今後図面に起こしていくという、そんな予定になっております。 

 

【空家等対策の推進に関する協定について】〈空家対策課〉 

（記者）：空家の協定に関してなんですけども、今回専門家団体とも連携・協力

する事で、具体的にどういったところが変わると言いますか、メリッ

トがあるんでしょうか。 

（市長）：非常に危険な空家については、特定空家という事で認定していく事に

なります。今年度中には第一次群を認定させて頂いて、それで助言・

指導していくという形になっています。そんな中で、初めての事にな

りますので、所有者の方の中には、どうしたらいいかという方もおら

れると思います。それぞれ不動産の地権を持っておられる方、また相

続等の登記上の問題など、空家というのは色んな複雑な問題が絡んで

きます。行政だけでは対応できない問題を、鑑定士さんや不動産を取

り扱っている方、また司法書士の方など、そうした専門家に相談でき

る窓口をそれぞれの団体で設置して頂こうと。その分野に合わせて、

相談していただけるような協力をというのが今回の目的でございます。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：先日県・市・商工会議所で開催された IR シンポジウム、市長も冒頭で

は出席されていたと思いますけれども、オペレーターの方も来られて、
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色んな議論がありました。市としては、今後誘致に向けて、どのような

活動をされていく予定でしょうか。 

（市長）：まずやはり和歌山の良さ、地方型の IR、我々はリゾート型が良いと思

っているんですけれども、そうした和歌山市ならではの特性というのを

もっと PR していかなければいけないんじゃないかなと思っています。

事業者の方にはそういった PR をさせていただき、それと合わせて、実

施法については 3 月までに国会にかかってくるという事になっていま

すので、次の通常国会の中で、ぜひ地方型 IR が成立可能なような実施

法にしてもらえるような、そうした要望というのは引き続きやっていき

たいと思っています。今後は県が申請主体になるというのが、今回の有

識者会議の中の資料でもなっていますので、県とも十分に連携を取りな

がらやっていきたいと思います。 

（記者）：候補地なんですけれども、以前から一応コスモパーク加太も市の中で

はある中で、オペレーターの要望はマリーナシティに集中しているとい

う事で、アピールする候補地としてはマリーナシティに絞っていらっし

ゃるという様なご説明が以前からあると思うんですけども、コスモパー

ク加太というのは、今はもう候補地から外れていると考えてよろしいで

しょうか。 

（市長）：我々が特に絞ったわけじゃないんですけれども、事業者からの希望と

いうのがマリーナシティに集中していたので、それなら 1 つに絞らせて

頂こうということで、昨年県と協議して、誘致候補地をマリーナシティ

に絞らせて頂いております。ただ、事業者の意向というのは、どんな形

で変化してくるかわからないということもありますので、万が一コスモ

パーク加太という事であれば、それはいつでも切り替えていけるような

準備をしていかなければいけないんじゃないかなと思います。 

（記者）：あとシンポジウムに出ていたバリエルグループというのは有力な交渉

先と考えてよろしいでしょうか。 

（市長）：どこが有力かっていうことについては、今までに来てくれている事業

者の中の1つではありますので、有力な1つかなというふうに思います。 

（記者）：外国人専用の方針に関して、仁坂知事は今までと考え方は変わってい

ないとおっしゃっている中でも、国で十分な対策が取られているのであ

れば、少し考え直してもいいかなとも受け取れるようなご発言をされて

いると思います。この外国人専用という部分について、市長はどのよう

にお考えでしょうか。 

（市長）：外国人専用については、やはり私としては、市民の不安を考えると、

外国人専用にするのが 1 番確実なギャンブル依存症対策になると思っ
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ています。それに対しては色んな声があり、推進派の中でも、外国人専

用では事業者が来ないという方もおられるんですけれども、やはり外国

人専用にして、高級感のあるリゾート型の IR というのは、ずっと追求

していきたいと思っています。変更するつもりは全くありません。 

（記者）：16日に火力発電所の件で、東京の方に行かれたかと思うんですけども、

県選出の国会議員の方にどのような説明をされて、要望をされたんでし

ょうか。 

（市長）：LNG の和歌山火力発電所の要望を、一昨日、県選出の国会議員の先生

方に要望させていただきました。過去の経緯として、平成 11 年に権利

移転が住友金属から関西電力にされて、平成 16 年に工事がいったんス

トップしている形で、すごく広大な土地が和歌山市の中で使われずに残

っているというのは、非常にもったいない話であると。地域の方も非常

に熱意があって、推進している。また市議会の方でも、2 回にわたって

議会決議をしていただいているという事で、今までの和歌山市の熱意を

説明させていただきました。和歌山市としては、今後地元雇用や地域経

済の発展のためにも、ぜひ早期に LNG 火力発電所の着工を決めて頂き

たいという事を、各国会議員さんに訴えさせていただきました。世耕経

済産業大臣や二階幹事長、それぞれ理解をしていただいたというふうに

思っています。 

（記者）：昨年の 11 月に関西電力の方に要望に行かれたかと思うんですけども、

その時には関西電力の方はどのような反応だったんでしょうか。 

（市長）：関西電力としては、今自由化が非常に経営上厳しい状況になっている

と。もう 1 つは、原子力発電についても不確定な部分があるので、今後

長期的な視点に立って検討していきたいというような、その時の返事だ

ったんですけれども、和歌山市としては、ぜひ長期的とは言わずに、短・

中期で考えてくださいという事は要望させていただきました。 

（記者）：改めまして、LNG の火力発電所へ市としてどういう事に期待されてい

るのか、また今後どのように取り組んでいかれるのかという事をお聞か

せください。 

（市長）：今の関西電力の状況からいくと、すぐに着工というのは確かに厳しい

状況でもあるんですけど、色んな状況というのは刻々変化しています。

そうした中で、いつでも着工できるような状況を作っていくということ

が大事じゃないかなと思っています。もう 1 つは、常に地域にとっても

必要なものであるという事を訴え続けていく、その 2 つが非常に大事じ

ゃないかなと思っています。そうした事を今後とも続けていきたいと思

います。 


