
1 

 

７月市長定例記者会見  

（平成 29 年 7 月 20 日（木）14 時～） 

市長発表事項  

それでは 7 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 4 項目ございます。 

【国の施策及び予算に関する要望活動について】〈政策調整課〉 

 まず 1 項目めでございます。これは明日国の方へ要望するんですけど、平成 30

年度の国要望ということで、全部で３９項目あります。全部を説明させていただく

と時間がございませんので、代表的な項目だけ説明させていただきます。 

 まず 5 ページでございます。中央卸売市場の平成 30 年度の事業着手に向けての国

予算要望をさせていただきます。道の駅と合わせて観光市場化を図ろうということ

で、新たな中央卸売市場の事業化を要望していきたいと思っています。 

 次は 7 ページです。IR の誘致でございます。これは県の方が先に国の方へ要件等

について要望されていますが、市としても国に向けて、県内選出の国会議員に向け

て、IR の国の認定要件について要望させていただくことになります。大きくは 3 点

でございます。1 点目は、できるだけ地域の特性をいかして地域に合ったような IR

の計画内容で判断していただきたいということ。2 点目は、依存症対策について、

和歌山市としては外国人専用と考えています。その部分を地方の判断で制限を加え

られるようにしていただきたいということ。3 点目は、区域認定数が 2・3 か所では

ないかと言われていますが、これでは大都市のみとなってしまいますので、ある程

度制限を絞ることはもちろんですけど、できるだけ各地域に合ったような、数だけ

で選定しないようにしていただきたいということ、この主に 3 点を国の方へ要望さ

せていただきます。 

 次が 11 ページでございます。中心市街地の活性化ということで、今大きな事業を

いくつか進めています。特に和歌山市は、市街化調整区域をかかえているというこ

とで、全体的には多極型の「コンパクトシティ」にしていこうという中で、特に中

心部については、賑わいを求めた活性化をしていこうということで、進めています。 

資料の下部に記載しているんですけど、赤の部分というのが「リノベーション」と

いうことで、先日地方創生の山本大臣も視察に来ていただきました。和歌山市の方

で空き店舗を活用するリノベーションというものが全国的にも非常に注目を受けて

います。それと紫の部分が「市街地再開発事業」ということで、現在は市駅と 2 か

所が民間、合わせて市内で 3 か所実施しています。それと「都市再構築戦略事業」

を合わせて実施しています。これは市民図書館であるとか、市駅前広場、本町の認
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定こども園・こども総合支援センター、地域交流センター・まちおこしセンターと

いった都市再構築の事業。それと茶色い部分は「大学誘致」ということで、３つの

大学を誘致することが決定しています。これらの色んな種類の事業をまちなかで一

斉に実施しているんですけど、平成 32 年度で全ての事業が終了するということにな

っています。非常に集中的にまちなかを活性化させていきますので、これらについ

ての予算配慮を国へお願いしてまいります。 

 次が 15 ページでございます。和歌の浦については、これから非常に力を入れてい

かなければならないところであると思っています。そうした中で、日本遺産の認定

は 4 月に受けました。さらに「和歌山市歴史的風致維持向上計画」いわゆる“れき

まち”というんですが、“れきまち”の認定を受けて、外の景観だけでなくて、まち

のなかの景観も含めて、徹底的に修景を図っていきたいと思っています。この「和

歌山市歴史的風致維持向上計画」の認定とその事業の支援をお願いするということ

です。 

 次は 16 ページです。和歌山市の観光地というと、和歌山城、マリーナシティ、和

歌の浦、そして加太ということになると思うんですが、加太については、特に友ヶ

島が、非常に観光客が増えています。ここにグラフを挙げているんですけど、南海

電鉄が島を占有している時に過去最大の 9 万人台だったのが、ずっと 1 万人台まで

落ち込んでいました。今また 8 万人まで近づいてきているということで、過去のピ

ークにだんだん近付いています。島の中の砲台跡であるとか、アニメの聖地である

とか、そういうものが評価されて、若い人や外国人の方が非常に増えていますので、

この友ヶ島を更に磨き上げていきたいと思っています。 

 次は 19 ページでございます。関西国際空港は非常に夜間便が増えてきました。夜

分遅くに和歌山へ入って来られる方も非常に多くなってきました。そうした中で、

夜も楽しめるし、夜も消費してもらえるような夜間景観に力を入れていきたいと考

えています。こうした夜間景観を良くすることによって、地域の活性化を図ってい

きたいと思います。 

次は 38ページでございます。人口減少化の中で、特に郊外部について、公共交

通の路線バスとか廃止されて、これから将来に向かって地域の交通が不便にな

りつつあります。そうした中で、和歌山市としては、和歌山市公共交通網形成

計画を策定することになっています。これは国も入って、運輸局、道路管理者

である国交省や県の道路管理者、交通管理者である警察、交通事業者であるバ

スや鉄道がメンバーとなり委員会を形成しています。この８月に委員会を開催

し、今後の公共交通網形成計画の策定に向けての審議に入っていきたいと思っ

ています。そうした中で各地域、郊外部も含めた公共交通の確保について検討

していきたい、そして維持していきたいと考えています。そういった中で、LRT、

議会でも答弁させていただいたんですが、将来の次世代交通も含めて検討を加
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えていって、できたら計画の中に盛り込みたいと考えています。 

国要望については以上でございます。 

【和歌の浦の老舗旅館の再生・第１号】〈産業政策課〉 

大きな項目の 2 つめでございます。和歌の浦の再生に向けて、日本遺産の認定を

受けたり、色々準備はしてきたんですけども、特に旅館の再生ということで第一歩

のスタートを切ることになりました。第１号が「岡徳楼」、昔は高級旅館というこ

とで非常に全国でも有名だった旅館があるんですけど、その岡徳楼、写真にも載っ

ているんですけど、和歌の浦の中でも非常に鉄筋というかコンクリートが剥き出し

になっている場所があります。和歌の浦の方へ向けてトンネルを抜けるとすぐのと

ころにあるんですけど、非常に景観を阻害しているし、和歌の浦全体のイメージダ

ウンにも繋がっているということで、ここを株式会社スターボシステムが、エーゲ

海風のホテルをコンセプトとした新ホテルに再生するということで、今回、企業立

地促進奨励金制度の対象企業として指定させていただくことになりました。８月の

上旬に指定する予定でございます。開業は平成 30 年の６月予定ということになっ

ています。できるだけ、当時の新和歌浦の賑わいに資するようなホテルになってい

ただきたいと思っています。 

【在大阪イタリア総領事の表敬訪問について】〈国際交流課〉 

次の３つめでございます。在大阪イタリア総領事が、私の所へ表敬訪問に来ても

らえます。これはイタリアのアマルフィと雑賀崎が、非常に風景も歴史も食も似通

っている部分があるということで、去年ぐらいから色んな調整を進めてたんですが、

先日、和歌山市の２人の職員がアマルフィへ行きました。そんな中で、今後連携を

深めていきましょうと話を進めさせていただいております。その一環で今回、在大

阪イタリア総領事のマルコ・ロンバルディさんが和歌山市の方へお越しいただける

ことになっています。これを機会に、更に交流を深めていければと考えています。 

【婚活応援団長の任命を行います】〈子育て支援課、人事課〉 

最後に４つめでございます。「婚活応援団長」を任命しようと思っています。

和歌山市でも公営の婚活パーティー等を開いていますが、なかなか人が集まり

にくい面もあります。また、市職員の中でも独身の方も多いし、昔の“おせっ

かいおじさん・おばさん”みたいなおせっかいを焼く人が必要じゃないかなと

思っています。市役所としても率先してやっていきたい。個人と個人をおせっ

かいするのではなくて、企業と企業、例えば市役所とどこかの企業とか、そう

いった形で法人と法人を結びつけるような、おせっかいおじさんを今回認定し

ようと思っています。本日の 15 時から市長室で辞令を交付することになってい

ます。紹介だけさせてもらいます。こども未来部の宮﨑部長に「婚活応援団長」

になっていただくことになっています。これから、私もそうだったんですけど、

おせっかいを焼く人が必要じゃないかなと思っています。資料に書いてるんで
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すけど、あくまでも結婚というのは個人の自由な意思に基づくもので、希望す

る方に対して、できるだけ応援していこうという趣旨のものでございます。 

 発表項目は以上の 4 つでございます。よろしくお願いします。 

  

 

記者の質問事項 

（記者）：要望活動について、まず 7 ページの IR の関係なんですけども、昨日

は反対派の市民団体が集会を開いて、やはりちょっとカジノというの

は治安の悪化とか依存症の問題があって、ちょっと誘致するべきじゃ

ないんじゃないかというような事で、反対を呼び掛けていこうという

ふうな話になっておったんですけども、そういう中で、政府にも要望

を求めて誘致を進めていく上で、どういう事が重要だと思っていらっ

しゃるか。改めて国に要望する際は、どういう方と会って、特にどう

いう事を訴えていこうと思っていらっしゃるかを教えて下さい。 

（市長）：まず 1 つ目の話ですけど、やはり大事なことはカジノの依存症を心配

されている方が一番多いなと思っています。それは色んな方にお聞き

しても、依存症を心配される、外国人が大勢来られる事によるトラブ

ルだとか風紀が乱れるとか、そういった事を心配されたり、教育を心

配されたりする方も多いんですけど、一番は依存症じゃないかなと思

っています。それは以前のアンケートにも出ているんですけど、今回、

外国人専用というところは、私は守っていきたいと思っています。そ

れについては、色んな方の声を聞いても、日本人も入れたらどうだと

いう声もあるんですけど、やはり心配される部分、日本にとっては初

めての経験でもあるので、その部分は固くスタートできればなという

風に思っています。国への要望でございますが、1 つは内閣官房などの

政府機関へ要望をさせていただきます。 また、それと合わせて、県

選出の国会議員の方々、影響力のある国会議員の方々に要望していき

たいという風に思っています。 

（記者）：この影響力のあるというのは大臣とか幹事長とかいらっしゃいますけ

ど、二階さんとか鶴保さん、世耕さんにもお会いになられるという事

でよろしいでしょうか。 

（市長）：県内の選出の国会議員の方々、結構影響力持たれているんで、そうい

う面で県内選出の国会議員の方々にお願いしたいと思っております。 

（記者）：ちょっと確認ですけど、そこは会うというアポが取れている、二階さ

んとか大臣とも取れているという事なんですか。 
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（市長）：まだアポは確定していないんですけども、いずれにしても先生本人、

もしくは事務所の方にはしっかり要望していきたいという風に思って

おります。 

（記者）：ライバルとなるような、認定区域が今のような 2、3 か所というよう

な状況であれば、やっぱり関西であれば大阪とか、大体 2 か所になっ

てくるんじゃないかなというところで、そういう事になってこういう

要望をされている部分もあると思うんですけども、大阪では住民への

説明会をやったりとか、専門の部局を立ち上げられたりとか、かなり

先行している印象もあって、大手のオペレーターも視察に来られてか

なり意欲を見せているという部分もあると思うんですけども、巻き返

しというか、和歌山で誘致していくにあたって今後の方針、説明会と

か専門部局の立ち上げとか、何か考えていらっしゃる部分があれば教

えて下さい。 

（市長）：巻き返しというわけでは無いんですけど、今の国の基準で行くと本当

に大都市が有利だなという風に思います。それからいくと、大阪に出

来れば和歌山にはなかなか難しい感じもするんですけれど、その部分

はやはり基準緩和というのをやっていただきたいと思っていますし、

今回やはり事業者を決めなきゃいけないというのがあります。事業者

が和歌山を選んでくれるかどうかという事にかかっていますので、そ

の部分がはっきりしたら、市民の方にも積極的に PR していきたいとい

う風に考えています。 

（記者）：別の項目で伺えたらと思うんですけども、今回コンパクトシティ「住

みたいと選ばれる魅力あふれるまち」の項目、11 ページでコンパク

トシティ化という事で、かなり市長も意欲的に進めていらっしゃると

思うんですけども、その中で私が勝手に思っているんですけども、市

長の肝いりでやっていらっしゃる大学誘致という部分について伺い

たいなと思うんですけども、先日その第一号にあたる東京医療保健大

学でのガイダンスも定員を上回るような人気があったような状況で、

来られてた方もかなり期待が大きいのかなと私は受け止めたんです

けども、改めて大学という手法を選ばれた、この中心市街地の活性化

の手法として大学というのを選んだ意義とそこに寄せる期待という

のを伺いたいと思います。 

（市長）：大きく 2 つあります。1 つはやはり県外へ進学する、高校から大学へ

進学する率が 9 割近い方が県外へ行ってしまう、それだけ和歌山に大

学が少ない、だから大学を呼びたいというのが一つです。それと特に

今回まちなかにというところは、これは私の選挙戦でも訴えさせてい
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ただいたんですけど、やはりまちなかに大学がなく、郊外だけになっ

てしまうと、どうしてもまちなかが廃れてしまう。これは和歌山大学

が以前高松にあったんですけど、その時には学生が下宿して賑わいを

もっていました。ところが大学が外に出てしまうと、空きアパートで

あったり、どんどん空洞化してしまった。今回まちなかに 3 つ大学を

誘致しようというのは、就任当初から色んな動きをさせていただきま

した。これは今の 3 つの大学以外にも、随分他の大学にも誘致に行っ

ています。そうした中で特に空き校舎が出来ると、それも小学校が耐

震化された校舎という事で、それを有効活用するのは大学しかないん

じゃないかなと思って、大学誘致を目指してやっています。大学がま

ちの中に入ることによって、周辺のアパートとか住む方も多くなるし、

郊外部と違って、やはりまちなかは若い人に魅力あるまちだから、住

む人も多くなると思います。その住む人によって賑わう、またそうい

うまちなかに住むと地域の活動、祭りや文化活動など、そうした事に

も参加していただいて、学生自体が和歌山市に愛着を持ってくれる。

これは県外から来られても、やはり和歌山市で市民と一緒に活動して

いただく事によって、愛着を持って将来の定着・定住にもつながって

もらえるという事もあって、大学の誘致というのを強くやってきたつ

もりでございます。 

（記者）：続いてコンパクトシティの関係において、少子高齢化がこのまま進ん

で空洞化していくと、公共交通の維持が難しくなる。それと関連して、

次世代交通網の要望もされるということですけれども、市長が考える対

策、主に公共交通網の維持というのは、どのように考えていらっしゃる

のでしょうか。 

（市長）：１つは、中心部への公共交通網の利用促進というのがあると思います。

できるだけ中心地には車で来ずに、バスとか公共交通で来てくださいと

いう利用促進を積極的に行っていかないといけないと思っています。そ

れによって、まちなかに出てくる人も増えるし、高齢者の方も移動しや

すくなるので、公共交通機関が重要だと考えています。今後作成する公

共交通網形成計画は、郊外部も含めて、郊外から中心部へ来やすい、そ

して中心部の公共交通を利用しやすくしようと考えています。そんな中

で、ＬＲＴ、次世代交通などは夢のある交通機関ということで、生活の

足だけでなく観光にも資するような交通機関です。観光客も乗ってくれ

れば、賑わいにもなるし、公共交通機関の維持にもつながり、採算面か

らも楽になるということで、利用促進の面からもやっていきたいと思い

ます。 
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（記者）：ＬＲＴについてですが、導入コストが高いということと、ルートの選

定で本当に乗降客が見込めるのかというところと、和歌山市は一旦路面

電車を廃止している中で、他にもＢＲＴという選択肢もあると思います

が、先行事例も少ないというところで、現在検討中だと思うのですが、

市長として望ましい次世代公共交通機関というのはどのようなものとお

考えでしょうか。 

（市長）：ＬＲＴかＢＲＴか二者択一でもないと思うのですが、もともとはＢＲ

Ｔの方がバスとの共存がしやすいと考えていました。ＢＲＴであれば、

バスにもなるので。そういう意味ではＢＲＴの方が導入しやすいと思っ

ていましたが、ＬＲＴというのは電車としての魅力があり、そういう意

味ではＬＲＴも捨てがたいと思っています。ただ、これらには色んなハ

ードルがあります。特にバス事業者との調整であるとか、道路交通に影

響を与えないか、運営面で採算がとれるかなど、それぞれ課題があると

思います。初期投資については、私はそれほど心配していないです。国

費も半分ほどつくようですので。当初の建設費はそんなには心配いらな

いと思いますが、最初に申し上げた３つの課題が一番大きな課題ではな

いかと思います。 

（記者）：３つの課題とはどの部分でしょうか。 

（市長）：１つ目は公共交通事業者であるバスや鉄道事業者、特にバス事業者と

の調整が必要、２つ目は自動車交通に与える影響、３つ目はまちなか人

口がまだそんなに大きくない。これは昔に市電が走っていたころに比べ

ると中心部の人口が半分になっています。人口密度も半分になっている

ということで、まちなか人口を並行してあげていかないと採算がなかな

か取れないのではないかなと思っていますので、運営面での厳しさとい

う３つが課題だと思っています。 

（記者）：ＬＲＴが魅力的だと言っている部分は、どのような部分でしょうか。

デザイン性に優れていてまちのシンボルになるとか、低床なので高齢者

や子どもにやさしいとか、特に路面電車、ＬＲＴに思いを込める狙いは

どこにあるのでしょうか。 

（市長）：ＬＲＴだけに思いを込めているわけではなく、最初はＢＲＴの方が導

入しやすいと思っていました。ただ、いろんな意見をお聞きすると、や

はりＬＲＴは、ノスタルジーかもわからないんですが、電車としての魅

力があるという風に思います。ＢＲＴの方はバスの２両連結で、輸送量

はＬＲＴとそれほど変わらないし、財源もそんなにも変わらなく済むの

ではないかなと思っています。それはこれから考えていかないといけな

いので、今、どっちにすると決めているわけではないです。 
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（記者）：こういうコンパクトシティ化においては、立地適正化計画も策定され

て、都市機能の誘導の部分の区域が設定されたと思うんですけども、居

住ルートの部分がなかなかどう選定していくかが悩ましい問題だと。一

方でこれもあまり周知がされていないんじゃないかというところで、説

明会に来られる方も少なかったりとか、市の将来像に関わるものである

のに、なかなかうまく広がっていないのかなという風な印象を個人的に

持っておるんですけども、市長としてはこの計画の策定・発信について

どうやっていくべきだと思っていらっしゃるんでしょうか。 

（市長）：立地適正化計画自体が、やはりコンパクトシティに向けての 1つの手

法だなという風に思っています。そうした中で、都市区域の誘導につ

いては設定させていただいて、ある程度の都市施設を誘導する部分と

いうのは決めたんですけど、住宅誘導については、そんなにも重きを

置いていないです。今の和歌山市は、市街化区域と調整区域があるの

で、市街化区域は今まで市街化を促進する区域だという事でずっとや

ってきています。そういう意味では居住誘導区域というのもある程度、

市街化区域に準じていいんじゃないかなと思っています。ただ、土砂

災害の危険があるとか、浸水が非常に危ないとか、そうした部分は居

住ルートから除いていった方が良いんじゃないかなと思っているので、

居住誘導区域を今後設定していくことにはなるんですけど、あまり限

定せずにいく方がいいんじゃないかと思っています。 

（記者）：発信や周知の不足についてはどう思いますか？ 

（市長）：多少、その点はあるかと思いますので、これから発信していくように

します。 

（記者）：婚活応援団長について質問させてください。職域間のマッチングとは

具体的にどういうイメージを想定されていますか？ 

（市長）：市の応援団長になるので、市の法人の中で、市の職員をまとめる役・

おせっかいをする役になります。他の法人のまとめ役もできていけた

らいいと思うんですけど、そういう方と法人対法人で、できるだけセ

ットしようと。こちらは男性を出すからそちらは女性を出してほしい

とか、その逆の場合や混合でいこうなど、そういう色んな間に立って

やってもらうイメージを団長にやってもらう。ただ、団長だけではで

きないので、団員を団長から任命してもらうことになります。それぞ

れの部署で動いてくれそうな人に団員として指示をしていくことにな

ると思います。 

（記者）：片方は市の職員の男性か女性で、異性の方が別の法人の職員というこ

とですか？ 
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（市長）：そんなイメージですね。市の中だけでやるんじゃなくて、外部の法人

さんとの接着剤みたいな感じです。 

（記者）：個人的なイメージですけど、市の職員さんは婚活市場では割と人気と

いうか、福利厚生もあって転勤も少ないということで割りと人気もあ

るかと思うんですけど、あえて市の職員向けにやる意味合いというか、

どういうねらいを持ってやられるのでしょうか。 

（市長）：市の職員は独身も多いし、なかなか結婚しない。これは自分自身に当

てはめてもそうなんですけど、仕事がおもしろくなるとつい付き合っ

たりするのが面倒くさくなって、そういうのがあるんじゃないかと思

います。やはり、おせっかいをやく人が必要じゃないかなと思って、

その中で、市の方でどんどん他のところとやってくださいということ

を頑張ってもらおうと思っています。 

（記者）：和歌の浦の老舗旅館の再生についてですが、和歌の浦は日本遺産にも

認定されたということで、こういう風なホテルができるとまた盛り上

がっていくんじゃないかなと思うんですけど、和歌の浦の観光地とし

ての盛り上げ・期待ということにおける、この案件の意義について、

改めて市長にお伺いできたらと思うのですが。 

（市長）：和歌の浦というのは、国際的にも競争できるような観光地だと思って

います。かつては関西の奥座敷と呼ばれたくらい、多くの方で賑わっ

ていた。その和歌の浦が寂れた感じになっているんですが、その象徴

が旅館・ホテルになっている。それ以外でも景観面でも良くしていか

なければいけないし、たとえば観光船などもこれから就航できたらと

いうことで、観光船の就航にも取り組んでいるところです。ぜひ和歌

の浦の海岸美が国際的にも注目を受けるように、景色やまちの様子も

しっかり再生して、PRしていけたらなと思います。 

 


