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９月市長定例記者会見  

（平成 29年 9月 1日（金）10時～） 

市長発表事項  

それでは９月の定例記者会見を始めさせていただきます。 

発表項目は大きく２項目ございます。 

【平成 29年度 9月補正予算（案）について】〈財政課〉 

 まず１項目は、9 月議会での補正予算の関係で説明させていただきます。予算関

係の第１点目は、（仮称）和歌山信愛大学の誘致についてでございます。昨年の 12

月に和歌山信愛女学院と基本協定を結びました。その後、信愛の方でも準備を進め

る、また市の方でも準備を進めてきました。信愛の方は、基本設計がほぼ完了した

ということで、９月議会に市の補助、また建物の譲渡の議案を提案させていただき

ます。まだイメージ図でございますが、本町小学校跡地を活用した形で 2 年後には

開学される予定になっております。今回の議案については校舎等の譲渡、また改修

費に対する補助という事で、これは国の補助の内示もいただきました。そうした中

で、9 月議会に提案をさせていただきます。信愛大学については、教育学部子ども

教育学科ということで、まさにこれから子育てのために必要な保育士さんの育成等、

時代が必要としている学部学科になります。これについては大きく前進する事にな

ります。 

 次に２点目です。南海和歌山市駅前の広場について、ゾーニング等の色々な意見

をいただきました。できるだけ市民の方が交通結節点として利用しやすい広場、バ

スやタクシー、一般車の配置、それと玄関口としての交流拠点ということで、これ

から実施設計に入っていきたいと思っています。 

 ３点目でございます。空き家の利活用の促進という事で、昨年度空家対策計画を

策定しました。これに基づきまして、空き家活用もしようと、撤去だけではなくて

活用もしていこうという事で、空き家の情報について、民間の方へも提供していこ

うと考えています。市内全体の中で 8 地区をまず先行的にやっていきたいと思って

います。所有者に対してアンケートを取って、了解が得られれば空き家情報を民間

の事業者等へ情報提供をしていこうということで、経費としてはアンケート調査の

費用でございます。そうした中で、できるだけ民間事業者とともに空き家の活用に

ついて推進していきたいと考えております。 

 ４点目は産婦支援の充実という事で、和歌山市ではこれまで切れ目のない子育て

支援を行ってきました。妊娠から出産、また子育てと切れ目のない支援の一環でご

ざいます。産後鬱になったり、産後の心身の状態が不安定な方がおられますので、
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そうした方に健診と訪問指導等を行うという事で、産後支援の充実を図っていきた

いと考えています。 

 ５点目は、障害者の自立に向けた就労支援でございます。和歌山市では、民間か

らの要請を受けて、継続型の A 型事業でございますが、2 施設を拡充あるいは創設

したいという要望がございました。国に対しても要望していった結果、この度国の

方からも補助をいただく事になりました。2 施設について、A 型事業所の創設と大

規模修繕を行うという事で、2法人に対して支援を行ってまいります。 

 ６点目でございます。4 月に和歌の浦が「絶景の宝庫 和歌の浦」として日本遺

産に認定を受けました。国の予算として、41,832,000円という補助をいただきまし

た。これは県と和歌山市と海南市の協議会に対して、41,832,000 円の予算をいただ

きました。それと合わせて、協議会の中でもう少し使いやすくというか、国の補助

では使えない部分、特に HP の維持や PR などの色んな形で自由に使える予算を持

とうという事で、県・両市合わせて 2,500,000 円の協議会の負担金を用意すること

となっています。和歌山県が 2,000,000円、和歌山市が 400,000円、海南市が 100,000

円という事で、9月補正に上げさせていただこうと考えています。 

 予算の最後でございます。スポーツナショナルチームのキャンプのサポートとい

う事で、2020年の東京オリンピック・パラリンピック、それとその前の 2018年の

パンパシフィックに向けて、和歌山市がカナダの競泳チームのホストタウン等とし

ての協定を結んでおります。その中で今年度 11月にスイミングのワールドカップが

東京で開催されるという事で、和歌山市でも合宿していただける事になりました。

その他の合宿等も含めて、協定に準じた補助を今回の 9 月議会に上げさせていただ

いております。今後こうした活動を通じてカナダ、あるいはまた陸上のオーストラ

リア、またそれ以外でも県とも連携を取りながらキャンプ地の誘致を推進していき

たいと考えています。 

 

【水辺を生かしたまちづくり～市堀川での社会実験について～】〈政策調整課〉 

 大きな項目の 2つ目は、水辺を生かしたまちづくりという事で、和歌山市は城

下町として栄えてきたんですけど、一方では内川五河川という事で、和歌川・市

堀川・真田堀川・有本川・大門川という内川五河川があります。まさに城下町と

水の都として栄えてきたんですけど、その水の都に向けても再生していこうとい

う事で、今回市堀川で水辺活用をしていこうという社会実験を行う事になりまし

た。実験の目的ですけど、舟運事業や河川空間の民間活用による事業性の確認、

社会実験を通じて水辺の活用に対する住民等の機運の醸成、また合わせて８月に

都市計画決定させていただいた「京橋親水公園」の整備計画への民間からの色ん

なご意見、こうした社会実験を通じた使い方について計画に反映していきたい。

この 3点を目的として、9月 3日から 11月 20日までの間、社会実験を実施させ
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ていただきます。実験の主な内容は河川に舟に乗りやすいための仮桟橋の設置、

なかなか河川の中では桟橋というのは設けられないというのが通常なんですけど、

今回こうした水辺に親しむという目的の中で仮桟橋を設置させていただきます。

舟運にも活用していただこうという事になっています。それと合わせて京橋の駐

車場付近でございますが、今までもそこについては“まちなか河岸”という事で

去年、一昨年とやってきたんですけど、水辺を生かした賑わいの拠点になり得る

という事で、今回公園計画を作っているわけなんですけど、そうした中で店舗と

滞留拠点を設置していこうという事で、これも民間の方に試験的に使っていただ

く事になります。それともう一つは夜間景観という事で、ライトアップはずっと

してきているんですけど、それに合わせて民間の建物をライトアップして、民間

の協力も得ながら夜間景観を創出していこうという事で、この 3つを主な実験内

容としています。こうした実験を通じて、今後市堀川周辺が水辺を活用して舟運

にも活用していただけると。引いては水質の改善に向けた、きれいな川を取り戻

すための運動にもつながるという事で、そうした事も目的として、今回この社会

実験を進めていきたいと考えています。 

  

 

記者の質問事項 

【平成 29年度 9月補正予算（案）について】 

（記者）： 補正予算の空き家の利活用の関係なんですけど、これはアンケート

を実施して、どうやってそれを民間事業者に開示・提供していこうと

いうことなんでしょうか。また、いつ頃でしょうか。 

（市長）： この目的は民間所有者の情報を出していいかどうかという事を、同

意を取る必要があります。これは国の方で空き家利活用に関するガイ

ドラインというのが出されて、その中で所有者の同意を得たものは民

間に対して情報を提供する事ができるという事になりました。それを

受けて所有者の方へこういう情報を出していいですかという事を確認

します。これは今年度内にその調査を市内全部でやれるわけじゃなく

て、今回先行的に 8地区だけです。空き家調査というのは、平成 27年

から平成 28年にかけて実施しています。特に中心部に空き家が多いと

ころの 8 地区を先行調査させていただいているんですけど、その結果

を踏まえて、空き家の所有者の方にアンケートを送らせていただいて、

提示していい情報であれば同意をいただいて、民間の宅建事業者の方

にこういう情報を出させてもらいますという事でやらせて頂こうと思

っています。民間の宅建業者さんはもちろん情報は持たれているわけ
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なんですけど、市の方では全数調査をさせていただきました。一戸建

ての建物については全数調査をさせていただいていますので、今まで

漏れているところ、所有者自体が無関心であって、特に利活用も進め

てなかったところについて、新たな掘り起こしが出来るんじゃないか、

それが活用に繋がっていくんじゃないかと思っています。年度内に実

施予定で、平成 30年度に情報提供ということになっています。 

（記者）： 空き家バンクであったりとか、そういう形ですか。それともリスト

を渡す形ですか。 

（市長）： もともとバンクを作ろうというのも目的の 1 つだったんですけど、

バンクと、それとバンクとプラス、情報を出してもいいよという方の

仕分けをしようかなと思っています。 

（記者）： 空き家ですか？空き店舗ですか？ 

（市長）： 両方やるつもりです。住宅として利用されている空き家、それと合

わせて空き店舗、これはリノベーションが和歌山市で大変進んでいま

すので、このリノベーションの事業者へ提供できるような情報もない

かという事で空き店舗もやらせていただきます。どちらかと言えばこ

ちらの方が和歌山市の特殊性というか、独特なところになります。 

（記者）： 今の中心街の現状をどのようにお考えですか。 

（市長）： まず中心街の空き店舗についてはシャッター街が多いなと感じます。

特に中心地であるぶらくり丁、また JR付近のみその商店街、こうした

ところも空き家が多かったんですけども、これは民間の方、特に若手

の方がリノベーションという形で、ぶらくり丁周辺では新たな店舗と

して、ただ再生するんじゃなくて新たな価値のある店舗に改修してく

れて、徐々にですけど空き店舗が減りつつあります。今後さらに、今

点になっているものが、線として空き家、シャッター街が復活してい

けるように進めていきたいと思います。それ以外もみその商店街も色

んな福祉的な利用もされていますので、そういった非常に人の集まり

やすい場所でもあるんで、今後色んな活用方法、シャッター街を再生

していく、新たに創造していくものがあるんじゃないかなという事で、

民間の方と一緒になってやっていきたいと思います。 

（記者）： 何点か伺いたいと思うんですけど、まず補正予算について、多分目

玉である最初に説明された和歌山信愛大学の誘致について、今回教育

学部という事で、短大ではなくて 4年生の大学で教育学部が出来るこ

との意義とか期待についてと、昨日は県立医大の薬学部について協定

を結んで、これも大きく前進したような状況であると思うんですけど、

市長は就任当初から肝いりで力を入れて進めていらっしゃる 3 大学
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誘致構想が着々と進んでいるという今の状況についての所感を伺い

たいと。今回の信愛の事と 3大学誘致全体の進捗具合についてという

事です。 

（市長）： まず今回信愛大学、仮称ですけれど、和歌山信愛大学教育学部の子

ども教育学科という事で、信愛については、元々保育士さんの養成も

されていました。ただ、残念ながら幼稚園教諭二種までしか取れない

という事もあって、今後認定こども園化していく中では、やはり一種

免許も必要です。今回 4 年制にすることによって、そうした事も出来

るようになってきますので、今後の認定こども園化、幼稚園と保育所

の両方の機能を併せ持った保育士さんの養成というのができていく事

になります。まさに和歌山市が必要としている方向でございまして、

待機児童の解消等への保育士さんの確保等にも非常に効果があると考

えています。それと合わせて、まちの中に保育士さんの養成学校が出

来るという事で、多くの人にも活用してもらえて、県外への流出の抑

制にもなるんじゃないかと思っています。また、3大学についても進展

してきました。就任以来、まちなかに大学を持って来たい、3つの校舎

が空いてくるので、その活用をどうしようかというところから入った

わけなんですけど、その活用について大学誘致を進めてきました。3つ

の大学がほぼ確定するという事で、大変嬉しく思っております。まず

は、やはり県外へ若い人が今まで流出していたのを少しでも歯止めが

出来るという事が大きく前進するんじゃないかなと思っています。そ

れと合わせて、まちの中に大学生が大学へ通う事になりますので、今

までの空き家やアパートを活用してもらえるし、もちろん賑わいにも

つながってきます。そして、まちの中に大学があるという事は、色ん

な地域の活動であるとか、先ほどの商店街の活用もあるんですけど、

そうしたまちの活動に直接関わっていただくチャンスがあるという事

で、学生の和歌山市に対する愛着にもつながっていくんじゃないかな

と思っています。それが引いては、市内の人も県外から来られた方も

和歌山市に住みたいなという“定住”にもつながっていくと考えてい

まして、非常に色んな効果が大学によって生まれるんじゃないかと思

っていまして、3つの大学が今後相次いで開学されるという事は、和歌

山市の中心部だけでなく、全体の活性化につながっていくと考えてい

ます。 

（記者）： 水辺を生かしたまちづくりにつきまして、こちらについては水辺を

生かすという事は、例えばリノベーションなどに取り組んでいらっし

ゃるような民間の団体も積極的にやっていらっしゃって、最近も水辺



6 

 

に新しい飲食店もオープンしていたりという事で、いろいろと市堀川

を生かしたような取り組みというのが官民で進んでいくのかなという

印象を受けているんですけど、この社会実験による期待、狙いとか成

果などを改めて伺えたらと思います。 

（市長）： 民間の方も色んなイベントで水上ボートを活用して、観光船的なイ

ベントをやっていただいたりしております。今回の市駅グリーングリ

ーンプロジェクトの一環で、水上で舟を浮かべようという事もやって

いただけるという事になっています。今後、定期運航に結び付けられ

ないかなと思っていまして、定期的に舟が出るんだと、まちの中で和

歌山市内を舟から見て取れるというような定期的な運航につなげられ

ればなと思うんですけど、そのためには色んなハードルがあると思い

ます。まず、今まで川に背を向けていた街並みを川に向ける様に、背

を向けるんじゃなくて川を見るような形の街並みにしていかなくては

いけないし、そのためには、沿線の方の協力も必要となってきます。

それと舟に乗る拠点、市駅であったり今回の京橋の付近というのは大

きな舟に乗る拠点になると思います。そこがやはり公園的な魅力を持

った人の集まりやすい場所であることが大事で、今回公園として都市

計画決定させていただいたのも、その一環でもあります。京橋付近は

まちの中心部でもあるし、人が集まりやすい。また夜間も含めて賑わ

いを創出しやすい場所でもあるので、水辺を生かす拠点としても広げ

ていければと考えています。合わせて、今まで内川をきれいにする会

など、民間の方が内川をきれいにしようと努力されています。今後我々

としても、下水道や合併浄化槽の推進等を合わせて、水質浄化に取り

組んでいきたい。それによって、更に水に親しみやすい空間を作って

いければと考えています。 

（記者）： この水辺を生かしたまちづくりというのは、先ほどの空き家とか、

空き家のリノベーションであったりとか、大学誘致という事で、衰退

していっているような中心市街地の活性化という意味合いが、新たな

魅力の創出という意味合いが強いのかなと思うんですけれども、そう

いった中心市街地活性化における水辺を生かしたまちづくりへの期

待とか意義というのはどういう部分でしょうか。 

（市長）： 和歌山市は歴史を辿っていただくと城下町でもあるし、水をすごく

活用していたんだと思います。江戸時代の商業は、船で全部運ばれて

いましたし、今の京橋付近は米問屋が立ち並んでいたという事で、う

まく舟運とまちづくりが一体となっていたんだと思います。これは明

治になっても水路の利用というのは進んできました。昭和の戦前ぐら
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いまでは非常に進んでいて、その後は材木等を水面に貯木したり、産

業活動として水辺が利用されることになっていきました。その後、水

質が産業の発展と共に悪化していったわけなんですけど、ようやく内

川全体が綺麗になりつつあって、今後そうした和歌山市は城下町でも

あるし、非常に川が近いんだよという地理的な特性を生かした形のま

ちづくりというのが、和歌山にとって非常に大事だというように思い

ます。城下町と水の都として、今後のまちの魅力を高めていけたらと

考えています。 

（記者）： 水辺を生かしたまちづくりなんですけども、資料を見せて頂くと社

会実験が 3つあって、それぞれの実験の内容・期間があるんですけど

も、全体の実施期間が 9月 3日からになっているのはどう理解してい

いか分からないので教えていただきたいんですけども。仮設桟橋の設

置等は 8日からとなっていますけど、社会実験全体は 3日から始まる

となっているのは、3 日に何か最初のイベントがあるんでしょうか。 

（担当）：3 日は川開きとお掃除イベントがございまして、それらがスタートに

なるという事で、一括させていただきました。 

（記者）： 時間・場所等の詳細を教えていただけますか。 

（担当）： グリーングリーンプロジェクトという民間のイベントが 9月 8日、9

日、10 日とございます。それに先行した形で、グリーングリーンプロ

ジェクトと和歌山水辺プロジェクトが実施主体となって、川開きとお

掃除イベントという形で始まりますので、社会実験のスタートとして

は 3日とさせていただいたという事でございます。 

（記者）： それはどこかで取材にいける様な場所とか時間の設定とかあるんで

すか。 

（担当）： エリアにつきましてはグリーングリーンプロジェクトが実施される

市堀川クルーズの範囲内でございますので、そこに設置される桟橋付

近であれば取材が可能であると考えています。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：先日和歌山市役所では県内でも先駆けて北朝鮮の関連でミサイルの訓

練をされていましたけども、その直後に発射という事で、早朝に Jア

ラートが鳴った後にはもう飛んでしまっていたという様な状況で、早

朝にあったという事でしたけれども、市長も改めて夜間・早朝の対応

が必要だとおっしゃっていたと思いますが、今の現状を受けた市長の

所感と、今後の訓練や市の対応方針について教えていただけたらと思

います。 
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（市長）：ミサイルが何時どこを飛んでくるか分からない状態になっています。

我々としても何ができるのかというところを常に自問自答しているわ

けなんですけど、和歌山市のような基礎自治体というのは、まず一つ

は消防力を持っているというのが大きいかなと思っています。それも

24 時間対応可能な消防とか救急救命を持っています。何かあった時は

そこがまず的確に動かなければいけない、そのための指示を出さなけ

ればいけないというのがあって、まず行政側の役割が基礎自治体で特

に大事じゃないかと思っています。例えば、ミサイルが飛んで影響が

あった時というのが、欠片が落ちてきた時などがあるんですけど、そ

の時は、第一陣の県の警察と合わせて消防力というのがやはり大事に

なるんで、そこが的確に出動する。そして避難とか負傷者があれば救

助するという形で、そういった事をまず地方自治体としてはしっかり

やれるようにしておこうという事で、この間訓練をさせていただきま

した。今後夜間等についても、やはり同じような状態になると思いま

す。的確に対応するという事で。今回は日本の上空を飛んだ時は、和

歌山には影響がないというのが始めに出ていました。ただ、一応緊急

対応として当直、また危機管理部長も当日は出動して情報収集に当た

っております。これは普段から夜間休日も含めて、職員としては的確

に対応していける体制を取ろうという事でやっています。一般市民の

方への今後の対応というのは、これは非常に難しいなと思っていまし

て、安全な場所に避難して下さいとかそういう呼びかけはやっていく。

それと J アラートが確実に鳴るかとか、そういった一般市民への呼び

かけが確実に通じるかというところは、しっかり日頃から訓練をやっ

ておかなきゃいけないと思っています。そうした面で、今後国や県と

も連携しながら、和歌山市の基礎自治体としての対応能力というのを

高めていきたい考えています。 

（記者）：市民図書館について、これは前も伺った事ですけども、指定管理、こ

れから業者の選定に入っていくと思うんですけども、市長として描い

ている新市民図書館のサービスのイメージ、例えば飲食ができる様に

とか、交流機能を持たしてほしいという声が強い一方で、本が汚れる

とか本に対する選書のサービスというのをちゃんとやって欲しいと

かいろんな声があると思うんですけども、指定管理になってこういう

サービスを充実させたいなと思ってらっしゃるイメージがあれば教

えて下さい。 

（市長）：公立図書館としての今までのサービス機能というのは、これは当然の

ことですけど維持していかなければいけないと思っています。その上
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で、より多くの方に利用してもらいやすいようにしようと心がけてい

きたいと思っています。色んな方が来て、まずは図書館に行こうとい

う興味をわいていただくことが大事だし、図書館に行ったら楽しい場

所でもあるし勉強もできるし、またいろんな社会的な課題というのを

解決できるような、今後そうした機能も新しい図書館には備えていか

なければいけないと思っています。まちづくりをやりたい方がまちづ

くりの相談をできるというような、そうした相談機能も含めた充実も

やっていければと思っているんですけど、今後指定管理にどういう事

業者の方が応募してくれるか、どういった内容になるかという中で、

色んな市民サービスの向上という事を主にして選定していきたいと思

っています。 

（記者）：IRの事なんですけども、最近政府の方ではパチンコなども含めて、ギ

ャンブル依存症対策の方針が示されたようなところがあったり、大阪

市では依存症対策という事で、最新の生体認証、顔認証みたいなもの

を使ったような依存症対策みたいな事が示されていますけども、和歌

山県と和歌山市が打ち出しているような外国人専用のカジノという

中で、具体的にこうやってやっていくという様な技術の導入であった

りとか、考えていらっしゃる依存症対策があったら教えて下さい。 

（市長）：入場規制以外にという事ですか。 

（記者）：具体的にどうやってやるかとか、ハイテク機能を入れようとか実際の

やり方というんでしょうか。 

（市長）：今入場規制については、東京とか大阪で公聴会をされた時も色んなご

意見が出ています。マインナンバーじゃ厳しすぎるんじゃないかとか、

マイナンバーでも不十分じゃないかとか、色々な意見が出ています。

大阪はマイナンバーじゃなくて顔認証というシステムを利用したらと

言われているんですけど、現実に依存症対策の中で入場規制というの

は非常に難しい。難しいというか色んな意見があって、国の方も決め

るのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、今後確実な

ものがあるかどうかということは国の動向を、例え和歌山にできなく

ても、もし大阪にできればその影響はもちろん受けるわけですので、

注視していかなければいけないと思っています。 

 


