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3月市長定例記者会見 

（平成 30年 3月 28日（水）10時～） 

市長発表事項  

今日の発表項目は６項目ございます。 

【和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の制

定について】〈環境政策課〉 

 まず１つ目は、太陽光発電の条例が 3月 23日に制定されました。6月 22日か

ら施行ということで、和歌山市の太陽光発電の許可の条例になります。和歌山市

としては初めての太陽光についての条例となります。特徴としては、景観面を重

視しています。和歌山市というのは、周りが海や山に囲まれた非常に自然豊かな

土地です。そうした中で、特に山の景観を壊すような太陽光発電については規制

をしようということで、今回かなり厳しくこの条例を制定することになりました。

図にも挙げているんですけれども、山並みや里山の固有の景観を壊すようなもの

については許可しないという方針で、25ha以上のものについては、厳しく審査

していきたいと思っています。 

 

【歴史的風致維持向上計画の認定について～歴史まちづくりがスタートします！～】 

〈都市再生課〉 

 2つ目は、歴史的風致維持向上計画の認定についてです。これは歴史まちづく

り法に基づいて、3 年がかりで準備を進めてきました。ようやく 3 月 26 日に、

国土交通省、文部科学省、農林水産省の 3大臣から歴まちの認定を受けました。

これによって、日本遺産、そして歴まちということで、和歌の浦再生に向けて

のツールがほぼ揃ったかなと思っています。今後はハード面からも和歌の浦の

景観や魅力に更に磨きをかけていくよう、これからスピードアップしてやって

いきたいと思っています。平成 30年度の取組としては、玉津島神社の隣に木が

生い茂った所があるんですけれども、そこの部分を和歌山市の方で「和歌の浦」

ガイダンス施設として整備していきたい。ちょうど使っていない廃屋のような

古民家があるんですけれども、それを活用した形でガイダンスの拠点、日本遺

産の発信拠点でもあるし、駐車場としても活用できる。また、その裏が奠供（て

んぐ）山ということで、ここも非常に風光明媚な場所です。玉津島神社の中か

らしか上がっていけないので、ご存知ない方も多いんですけれども、奠供山は、

聖武天皇が約 1,300 年前に即位して初めて登られた山で、ここに滞在して随行

した山部赤人等が万葉の歌を詠ったということで、非常に風光明媚な場所でも
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あります。そして奠供山にも近いということで、ここを 1つの観光発信拠点に

していきたいと思っています。また雑賀崎の灯台の周辺整備として、寄附して

頂いた土地を活用して夕日を見るスポット、景観を見るスポットという形で、

雑賀崎の灯台周辺を環境拠点としても整備していきたいと思っています。 

また 3点目は、雑賀崎漁港内観光駐車場の整備をしていきたいと思っています。

雑賀崎では、船上販売が積極的に開催されています。その船上販売に来られた

方が、駐車して観光にも使えるということで、観光駐車場という形で舗装整備

をしていこうと思っています。それと 4点目は、和歌浦観光遊歩道整備計画の

策定です。現状の観光遊歩道は、海の方の遊歩道が一部飛び出た所があったり、

修景上見栄えが良くない所もあったりして、その観光遊歩道の整備に着手しよ

うということで、計画を作る予定になっています。高津子山のハイキングコー

スと合わせて、海と山の遊歩道をネットワークしていって、海も見られるし、

山の方へも散策できる、そうした歩道のネットワークを整備していこうという

計画を作る予定になっています。その他にもありますが、こうした平成 30年度

の取組がまずスタートとなるわけですけど、日本遺産と合わせて和歌の浦の魅

力を向上していきたいと思っています。 

 

【（仮称）和歌山城前広場及び市道中橋線設計事業者の公募について】〈都市再生課〉 

 3つ目は、（仮称）和歌山城前広場及び市道中橋線設計事業者の公募について

ということで、市役所とお城で挟んだ通りに、紀陽銀行が今あるわけなんです

けれども、そこの部分について移転する方向で検討していただいています。 

そうなれば、非常に広大な空間、お城と北側のビル群との間に非常に広大な空

間ができてきます。この空間というのは、非常に大事な都市空間と思っていま

して、今後この空間をどう使うかということを設計の中で公募して決めていき

たいと思っています。 

それと北側に延びる市道中橋線について、これも天守閣がまともに見える通り

でもあって、電線等の地中化により天守閣が見え易いようにしようと思ってい

ますが、その市道の設計と合わせて、この貴重な空間を和歌山城の魅力を更に

向上させるような空間にしていこうということで、今回設計事業者の公募に踏

み切ることになりました。 

 

【和歌山城天守閣前売店リニューアルオープンについて】〈和歌山城整備企画課〉 

 4つ目は、和歌山城天守閣前売店のリニューアルについてです。しばらくの間、

閉店していたんですけれども、今回リニューアル工事が終わったので、いよい

よ売店をオープンさせます。その名称が『お天守茶屋（おてんすちゃや）』とい

うことで、これは江戸時代から天守閣が「おてんす」と呼ばれていたんですけ
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れども、その「おてんす」をとって『お天守茶屋』という形でオープンします。

4月 6日の“城の日”に合わせて、オープンさせます。接客は、町娘や侍などの

時代衣装で“おもてなし”して頂けるということ、それと飲食もできるように

なります。和歌山の素材を使ったようなうどんやそば、また和歌山のフルーツ

をトッピングしたようなソフトクリームなどの飲食もできるということで、見

晴らしも非常に良くなっております。そして今はお花見のシーズンですので、

少し早めにプレオープンしようということで、4月 1日から一部テントになるん

ですけれども、テントでの『お天守茶屋』がプレオープンすることになります。

花見のシーズンに合わせて、ぜひ天守閣へ行っていただければと思います。 

 

【和歌山城天守閣再建 60周年事業について】〈和歌山城整備企画課〉 

 5つ目でございます。和歌山城の天守閣が再建されて 60周年ということで、

10月 1日に 60周年を迎えるわけなんですけれども、その前後が特に集中期間

ということで、60周年記念事業を行います。色んな形で、今年の 1月から 60

周年記念事業をやっているんですけれども、4月も様々なものがあります。例え

ば、「和歌山城カブオーナーズミーティング」ということで、ホンダのスーパー

カブが展示されます。これも非常に人気のあるイベントで砂の丸広場で、また

西の丸広場では、同日にマジカルミュージックツアーも開催されます。こうし

たイベントを土日にできるだけ頻繁に開催することによって、和歌山城の賑わ

いというのを生み出していきたいと考えています。 

 

【「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 

～全国に先駆けたプログラミング教育の推進に向けて～】〈商工振興課、教育研究所〉 

 最後の発表項目です。「ロボカップジュニア・ジャパンオープン 2018和歌山

大会」がいよいよ 3月 31日と 4月 1日に開催になります。3年間継続して和歌

山市で開催していただけるということなので、できるだけ子どもの教育に広げ

ていきたいと考えています。2020年度には、小学校ではプログラミング教育が

必須化されるということで、2017 年度から準備をやっているんですけれども、

特に 2018年度には小中学校教員等へのプログラミング研修を開始する予定な

ので、今回のロボカップジュニアを見ていただいて更に応用していただくと。

また市内の小中学生にもロボカップジュニアを見ていただくことによって、プ

ログラムへの意欲が湧いてくるように、そうしたきっかけにもなればというこ

とで、今回のロボカップジュニア・ジャパンオープンを開催させていただこう

ということになっています。ぜひご覧いただけたらと思っています。 
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記者の質問事項 

【歴史的風致維持向上計画の認定について～歴史まちづくりがスタートします！～】 

〈都市再生課〉 

（記者）：歴まちについてお尋ねしたいんですが、玉津島神社の所に施設を作る

ということなんですが、地域の住民や活動団体、東照宮などとの連携

というのはお考えなんでしょうか。また、歴史的な資源が和歌浦以外

の地域にも多数あると思うんですが、他の地域についてはどのように

お考えでしょうか。それと最後に、意気込みをお願いします。 

（市長）：まずは地域の方との連携でございます。この玉津島の隣の空き地・空

家があって、少しの生け垣があるんですけれども、現在全く使われて

いない民間の方の土地でございます。その土地をぜひ活用したいと地

域からも要望を頂きました。ぜひ場所が良いのでなんとか市の方で活

用して頂けないか、駐車場やトイレなどといった色んな施設を置いて

くれないかという要望もあって。地域全体をみると、駐車場が足りな

いというのが和歌浦の欠点かなと思っていて、また駐車場の他にも全

体を案内する施設があまりないということもあって、今回地域と連携

する形で「和歌の浦」ガイダンス施設の整備を行うことになりました。

ちょうど奠供山に上がれるんじゃないかなと思っていて、玉津島神社

からも上がれるし、正面からも上がれるようなものにすれば、奠供山

がよりいきてくるんじゃないかなと思っています。これも地域の方と

協力してやっていきたいと思っていて、地域の方は玉津島保存会とい

うことで継続的に清掃活動等をやって頂いていて、そうした方々と特

に連携をとっていきたいと思っています。また、和歌浦地域以外への

取組ですけれども、重点区域については、和歌の浦、紀三井寺という

のが重点区域なんですけれども、それ以外についても、歴史・文化遺

産をこれから PRしていったり、磨きをかけるということで「10か所」

の地域を選んでいます。50 年以上歴史的・文化的な継続があるところ

を抽出させて頂いています。 

（担当）：市内の 10 地区につきましては、和歌の浦、紀三井寺そして雑賀崎、

これが重点区域としてハード整備等をやっていくんですけれども、そ

れ以外にも「城下町和歌山にみる歴史的風致」、「加太春日神社の海老

祭にみる歴史的風致」、「葛城修験にみる歴史的風致」、「熊野古道にみ

る歴史的風致」、「三社詣にみる歴史的風致」、「木ノ本の獅子舞にみる

歴史的風致」、「団七踊にみる歴史的風致」、市内にはこの 10 か所があ

るんですけれども、それぞれの担い手など、今後活動していくことに
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ついての支援等をやっていきたいと考えています。 

（市長）：重点区域について、今回ハード整備が国の交付金等の対象になるとい

うことで、このエリアを資料の地図に赤で記載しています。その区域

については、特にハード整備、修景や電線の地中化、遊歩道の整備な

どを主にやっていくことになっていて、当然ですけど、地域の方と共

にこの景観づくりをやろうと。それ以外の地区については、今までの

歴史・文化を大事にして更に発展させていこうと、どちらかと言えば

ソフトな面での支援をしていって、和歌山市全体を歴史・文化が輝く

ような都市にしていきたいと思っています。それで最後に意気込みで

すけれども、3年間掛かって、この歴史まちづくり法の認定を準備して

きました。日本遺産の方は、2年少しで認定までいったんですけれども、

ようやく 2つの面でツールが揃ったのかなと思っています。あともう 1

つ挙げるとしたら、景観の規制面の所が残っているんですけれども、

これも合わせて、平成 30 年度に検討していきたいと思っています。  

その 3 つのツールが揃えば、今後地域の方と協力して更に磨きをスピ

ードアップしていって、和歌の浦が海外から来ていただいても全国の

観光地と比べても遜色のない形で、この元々持っている資源というの

を磨き上げていくことによって、多くの方が訪れて頂けるんじゃない

かなと思っています。 

 

【(仮称)和歌山城前広場及び市道中橋線設計事業者の公募について】〈都市再生課〉 

（記者）：何点か発表項目について伺いたいと思うんですけども、まずは（仮称）

和歌山城前広場及び市道中橋線設計事業者の公募についてなんですけ

ども、今後のスケジュールが書かれていると思うんですけれども、こ

れは県と紀陽銀行と市の 3 者で協議をして整備をしていくということ

になっていたと思うんです。そちらの用地取得とかあるいは協定を結

ぶとか、この事業を進めていく上での関係者についての協議スケジュ

ールがあれば教えて下さい。 

（市長）：紀陽銀行様、県、市の 3 者で連携させて頂いています。まず平成 30

年度にこの空間についての設計をしていこうと。県の方は歩道整備の

一環として、紀陽銀行の解体に係る補償というかそうした部分を検討

するということに予算をとって頂いております。また紀陽銀行様につ

いては、引き続き移転に関し、前向きに検討していただくことになっ

ています。事業費等が具体的に出た段階になるので、平成３１年頃に

なると思われますが、契約等を締結し、最終目標は平成 32年度中に完

成させたいと思っています。東京オリンピックの年度には完成させて、
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市民会館も新しくできてきます。全てが平成 33年 4月までに揃うよう

な形で、大学もそうですけれども、進めていこうと考えています。そ

れは 3者ともそのスケジュールのもとで進めています。 

（記者）：紀陽銀行さんについては、オフィシャルのリリースでは前向きにとい

う程度で留まっていたと思うんですけども、この解体・移転について

も合意しているという事でよろしいでしょうか。 

（市長）：はい、方向性としては合意していると考えています。 

（記者）：その上で広場の整備の方針なんですけども、屋台というか飲食ができ

る様なブースも設けてというお話がありましたが、どういうふうな広

場になったらいいかという基本的な設計の方針について市長が思って

いらっしゃるところがあれば教えて下さい。 

（市長）：紀陽銀行様の跡地は制約がない土地になります。和歌山城内であれば

史跡という事で非常に色んな文化財的な制約があったんですけれども、

今回の場所というのは割と自由に考えられる場所だと思っていて、そ

んな中で和歌山城という歴史的な建造物があって、北には近代的なビ

ル群がある、その中間の谷間みたいな形になります。広い大きな谷間

なので、そこをどう設計するかというのは、今、仮に江戸時代風の茶

店のようなものをイメージに入れているんですけれども、これに限ら

ず幅広く検討して、市民の方にも見て頂いて、そして歴史にマッチし

たような、城下町にマッチしたような景観をここで確保できればとい

う思いでございます。 

 

【和歌山城天守閣前売店リニューアルオープンについて】〈和歌山城整備企画課〉 

【和歌山城天守閣再建 60周年事業について】〈和歌山城整備企画課〉 

（記者）：それにも関連するんですけども、発表項目の 2つの項目につきまして、

天守閣前売店のリニューアルオープンと天守閣再建60周年事業のこと

なんですけど、新年度が新しく始まるわけですけれども、ちょうど 60

周年の年度になります。その中で新しく城プロジェクトさんが委託さ

れて売店をやられたりとか、カブオーナーズミーティングというよう

な全国のカブファンが集まってくるようなイベント、あと様々な取組

ですね、サイトを作ったり、ロゴマークシールとかライトアップとか

色々企画されています。この 60周年の年度が始まるにあたって、こう

いう風な事業を打ち出された市長の思いを改めて教えて下さい。 

（市長）：和歌山城はやはり和歌山市のシンボルというか本当に大きな誇りでも

あり、市民の心の拠り所でもあると思っています。歴史的にいうと約

400 年になるんですけれども、そうした約 400 年の歴史、そしてまち
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づくり、城下町ということで発展していったこの和歌山城を中心とし

たまちを、元の形にできるだけ復元していって、和歌山市が“文化と

歴史が輝くようなまち”にしていきたい。その中心にお城があるんだ

という意識で、これから特にお城に磨きをかけていくことによって、

和歌山市という地域ならではの個性が光るんじゃないかなと思ってい

ます。そういう思いがあって、これから和歌山城に更に磨きをかけて

いきたいと思っています。 

 

【和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例の制

定について】〈環境政策課〉 

（記者）：太陽光関連の条例の事で伺えたらと思うんですけども、今も市・県と

手続きのやり取りに入っているサクシード和歌山さんの事例と今アセ

スメント中の TKMデベロップメントさんの事例の 2例が、市内の和泉

山脈で進んでいると思います。この条例というのはいずれの開発にも適

応されるものなんでしょうか。それとももう協議に入っているようなサ

クシードの案件には適用されないという事なんでしょうか。 

（市長）：今回の条例は、非常に厳しいと私は思っています。特に 25ha を超え

るものというのは、太陽光自体が 500ｍ×500ｍぐらいが 25ha に当た

るので、景観面でも非常に大きな影響があるということで、今回施行日

を 6月 22 日にしたのは、やはり周知期間に 3 か月ぐらいの猶予はいる

だろうなということで、これは県とも合わせています。それで 6 月 22

日までに、工事着工されていないものが対象になってきます。今回の 2

件については、いずれもまだ工事着工されていないということで、対象

になり得ると思っています。今後の相手方の動き等もあるんですけれど

も、できるだけ条例適用に持っていければと思っています。 

（記者）：具体的に進んでいるサクシード和歌山さんの方なんですけど、議会の

方でも結構厳しいご意見というか、反対の立場から主張されるような議

員さんがいらっしゃったりだとか、自治会でもなかなか合意しないよと

いうような姿勢をみせている自治会もあるかと思います。市長ご自身と

しては、開発の計画、特に進んできているようなサクシード和歌山さん

の開発計画についてはどのように考えていらっしゃるでしょうか。 

（市長）：これは色んな開発もそうなんですけれども、特に防災面とか生活環境 

面というのはなかなか不許可にするというのは難しいんじゃないかな

と思っていて、今回特に重視したのが景観面を重視しました。あれだけ

の和歌山市にとって非常に素晴らしい山が周りにあって、その景観を著

しく壊すようなものについては許可できないと思っています。地域の方
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やそれ以外の方も、生活面でも防災面でも反対されていますし、そうい

ったことも合わせると、私も望ましくないという立場は一貫しています。

今回自治事務ということもあって、それは割とはっきり言えるんじゃな

いかなと思っていて、実際大規模な形を変えるようなもの、景観を変え

るようなものというのは、今後とも反対していきたいと思っています。 

 

【発表項目以外について】 

（記者）：和歌山城関連の事になるんですけども、先般、木造再建についてのシ

ンポジウムがありまして、そこではやっぱり外国人というのは本物とい

うかコンクリートよりは木造再建という事をやった方がいいんじゃな

いかとか、和歌山城というのは、ちょっと今は魅力に欠けるんじゃない

かという有識者の意見もありました。そういう中で費用面の問題もある

とは思うんですけども、今、耐震診断もやっていたところだと思います。

木造再建についての市長の考え方を教えて下さい。 

（市長）：私もシンポジウムに行かせて頂いて、基調講演だけ聞かせて頂いたん

ですけど、アトキンソンさんが正しい事を言っているなと思ったのは、

天守閣だけ木造再建したって、やはりそれはダメなんだよと。和歌山城

全体として魅力や価値を持たないとダメだということをおっしゃって

いたんじゃないかなと思っています。そうした中で今進めているのが、

大奥の文化財調査、これは遺構がはっきりありましたので、文化財調査

して復元が可能だという判断をしています。それと能舞台についても遺

構があるだろうということで、文化財調査を平成 30 年度から着手して

いこうと考えています。そうした周辺の所についても、できるだけ正確

に復元していこうと考えていまして、そうしたことによって、和歌山城

の魅力が徐々に上がっていくんじゃないかなと思っています。それで天

守閣なんですけれども、今、耐震調査をやっています。最終的にはその

耐震調査の結果を見て、あらゆる選択肢で考えていきたいと思っていま

す。先日も盛り上がっていた天守閣の木造再建というのも 1つの選択肢

であるし、また内部を綺麗にしていくというのも 1つの選択肢でもあり

ます。いずれにしてもこれから色んな調査をしないと、特に天守閣が

60 年前に鉄筋コンクリートに変わった時に、遺構が無くなっていると

いうのが非常に制約としてあって、そこを今後有識者や文化庁などと共

有していくことによって、そういう木造再建の道も開けてくるのかなと

いう感じもしているんですけれども、これは非常に多額の費用がかかる

ことなので、今後幅広い議論をしていかなければいけないと思っていま

す。そういった形の中で市民の皆さん、有志の皆さんがシンポジウムを
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して頂けたというのが非常にありがたいなと思っています。そうした意

見も参考にしながら進めていきます。 

（記者）：話題が変わるんですけども、観光協会長としてのお立場で伺えたらと

思うんですけども、先般、経済文教委員会の中で、民間から派遣されて

いた事務局長さんの不祥事があったと思います。市になるのか観光協会

になるのかというところもあるかと思うんですけども、JTBさんと協議

をされて支払った人件費の扱いであるとか、あるいは刑事告発という事

も検討されているという話や、観光協会との関わり方を見直すというよ

うなお話もありました。今の協議の状況であるとか、刑事告発の方針だ

とかその辺りを教えて下さい。 

（市長）：今回の不祥事については、民間へ委託した部分は支払わないというこ

とで合意しました。1 年間分の事務局長として勤めていただいた部分、

それは民間会社が辞退するという事で、合意も取りました。また、刑事

告発については、警察とも協議している段階で、そうした部分が整えば

刑事告発していきたいと思っています。 

（記者）：この人件費なんですけども、1 年間で大体いくらかというのと、いつ

付けで合意したという事になるんでしょうか。 

（市長）：費用が 1,000 万円ぐらいで合意したと思いますが、詳細は後でまた正

式にお答えさせて頂きます。 

（記者）：今回の件については、民間活力を導入する事のちょっと問題点という

のも露呈したかと思うんですけども、引き続きといいますか、観光協会

の体制について市長の思いというのを教えて下さい。 

（市長）：私は民間のノウハウを使うのは、非常に良いことだと思っています。

特に観光分野というのは、行政よりも民間の方がノウハウを持たれてい

るので、特に民間のノウハウを更に生かしていきたいと思っています。

そこの部分は全く変わらないと思っています。ただ今回は個人的な不祥

事をされたということで、それは非常にショックな話ではあるんですけ

れども、今後そうした面では、十分に内部の組織体制等には留意してや

っていきたいと思っています。それと観光協会のあり方についても、今

後民間のノウハウをどういう形で組織として生かせるかということが、

市の行政との部分を上手く分担できるか、そういった事も含めて組織の

あり方については、平成 30年度に見直していきたいと考えています。 

（記者）：話題が大きく変わるんですけども、和歌の浦の景観の事で度々質問し

ていた内容の中で、建設が進んでいた大仏が完成して、一応植樹も 3本

やったという事なんですけども、木が成長するには 5 年、10 年かかり

ますという話をその施工主の方から伺っていまして、下から見たら結構
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目立つ状況なのかなと思うんですけども、なかなか育つまでには時間が

かかるというのもわかるところでもあって、ちょっとこれ以上対応のし

ようがないのかなという気もするんですが、市長としては今の完成した

大仏を見られて何か今後要請されるとかありますでしょうか。 

（市長）：これは法的な条例も含めて色んな対応というのを精一杯検討した中で、

できるだけ色はピカピカしないようにして下さいとか、植樹はして下さ

いというように、要請という形でやってきました。今回完成して、木の

成長等をみなければいけないんですけれども、あまりそぐわないようで

あれば、更に要請というのをやっていきたいと思っています。本人の方

は家族の供養だと言われていますので、そうした面でやはり地域の声と

いうのが大事じゃないかなと思っていて、今後地元の方とも相談しなが

ら、そして平成 30 年度で景観の規制面のことを検討していこうと思っ

ているんですけど、そういった中で今後、要請すべきところは要請して

いきたいと思っています。 

（記者）：2月議会で立候補を表明されて、間もなく新年度が始まりますけども、

改めて 3期目の残る任期とその 7月の選挙に向けて、新年度からの市長

の意気込みを聞かせて頂けますでしょうか。 

（市長）：立候補というのではないんですけど、出馬表明をさせて頂きました。

今私が 1期目でやりかけたことが、非常に多くのことをやり始めたので、

芽が出だした部分とまだちょっとダメだった部分、全くダメだった部分

もあるんですけれども、そうした中で芽が出だした部分というのは、し

っかり加速させていきたいと思っています。特にまちづくりの面におい

ては、これからの 3年間というのは非常に重要で、色んな大規模な老朽

化した施設を更新していくことになっています。大学も次々と開校して

くると。そういった中で、まちづくりが 3年以内にほぼ完成してくると

いうこともあって、そこの部分はしっかりと。やはり「和歌山市が良く

なったね」「住みやすくなったね」と言われるような和歌山にしていき

たいという思いがあります。そういった思いがあって、今回 2期目を続

投していきたい。これはもちろん市民の皆様から許される話であれば、

ぜひ続投して、しっかりとこの和歌山を住みやすい、住みたい、特に自

慢の出来るような和歌山にしていきたいと思っています。 


