
 

 

1 

 

2 月市長定例記者会見  

（平成 30 年 2 月 16 日（金）14 時～） 

市長発表事項  

それでは 2 月の定例記者会見をさせていただきます。 

発表項目は 5 項目ございます。 

【２月定例市議会提出案件について】〈財政課・政策調整課〉 

《① 主な条例議案》 

 最初は、2 月定例市議会の提出案件でございます。まずは、今回上程させてい

ただいている主な条例案件でございます。1 つ目は、太陽光発電の設置事業の環

境と調和に関する条例の制定でございます。和歌山市では事業区域の面積が 25ha

以上を対象として、環境と調和のとれた太陽光発電の設置についての事前協議、

そして市長への許可制度など必要な事項を定めることによって、生活環境や自然

環境の維持を図ってまいりたいと思っています。 

 2 つ目は、和歌山市介護保険条例の一部改正でございます。平成 30 年度から平

成 32 年度までの第 7 期の介護保険事業計画期間の保険料率について、定めさせ

ていただきます。保険料率については、据え置きという形になります。 

 3 つ目は、和歌山市都市公園条例の一部改正でございます。これは四季の郷公

園が、この度農業公園から都市公園に変わるので、その条例制定でございます。 

4 つ目は、和歌山市中央卸売市場業務条例の一部改正ということで、今後中央

市場について、海外への輸出促進を強化するために卸売業者や仲卸業者の取引に

おいて、規制や制限を緩和する改正を行ってまいります。 

最後に、和歌山市景観条例の一部改正ということで、これは和歌山市の方で景

観形成をより活発化しようという事で、「景観まちづくり推進団体」の認定、それ

と「景観まちづくり推進地区」の指定制度を設けたいと考えています。 

 

《② 平成 30 年度 予算と主要事業の概要》 

平成 30年度予算の特徴でございます。これまで色んな施策を進めてきました。

平成 27 年 10 月に「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定して、2

年以上が経ちます。また、昨年には「第 5 次和歌山市長期総合計画」を策定して、

これも 1 年近く経つわけなんですけど、今まで取組を行ってきた成果というのが、

徐々にですが、様々な成長というのが見え始めてきました。そうした中で、今後

長期総合計画の大きな 4 つの目標である「安定した雇用を生み出す産業が元気な

まち」「住みたいと選ばれる魅力があふれるまち」「子供たちがいきいきと育つま
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ち」「誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち」に従って、今後政策をさら

に進めていって、今年度予算は「未来に向けた成長を加速させる予算」というこ

とで、さらに成長を加速させていきたいと考えております。 

まずは分野別目標１でございます。「安定した雇用を生み出す産業が元気なま

ち」ということで、大きくは地域産業の活性化と観光地としてのそれぞれの地域

の魅力向上ということを柱にしています。その中で主な事業として、産業分野に

ついては、市内企業の成長支援というのを強めていきたいと考えています。特に

今、非常に好調な分野とまだそれほどでもない分野があるんですけど、今の時期

に設備投資を促進したいと考えています。グラフにあるように、企業立地促進奨

励金制度を拡充したことによって、使ってくれるところが非常に増えてきました。

新たに立地したところ、また市内企業で設備投資を行うところなど、様々な面で

増えてきました。今後も、企業立地促進奨励金制度をさらに充実させることによ

って、この期間に設備投資というのをさらに進めていこうと考えています。また

合わせて、企業用地も少なくなってきたことから、3 つのインターチェンジへの

企業立地というのを促進していきたいと思っています。それと、今までシニア・

女性起業家への支援をさせていただいていたんですけど、学生を含む若手起業家

の起業についても支援していきたいと思っています。特に、空き公共施設を活用

したようなスペースを提供することによって、新規創業につなげていくというこ

とを考えています。 

次の施策でございます。特に人口減少化の日本社会の中にあって、やはり限界

もあるということで、海外に向けての展開を促進していこうと考えています。姉

妹都市であるリッチモンド市では、初めての試みとして、現地スーパーで和歌山

フェアを開催していきたいと思っています。海外のスーパーの中で、和歌山フェ

アを開催するというのは初めてでございます。また地域コンテンツの管理・販売

システムの導入ということで、これは現在 DMO に向けて認定申請中である観光

協会が運営するサイトで、体験型観光などの予約をできるようなシステムを導入

するための取組です。こうした観光振興に向けての取組というのを拡大して、海

外からの予約をさらに促進したいと考えています。 

次の施策でございます。中央卸売市場を再整備することにしました。2018 年度

から事業着手、そして 2019 年度に向けて工事着手できるように、2018 年度は実

施設計を実施していきます。また、先ほど都市公園に変更するという条例を上程

させていただくという説明をした四季の郷公園についても、都市公園にして、産

直市場のような農産物の直売所やレストランを併設するような道の駅を整備して

いきます。それと、もともと四季の郷公園にあった施設についてもリニューアル

しようということで、新たな農産物を発信していく拠点にしていこうと考えてい

ます。 
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次の施策でございます。産業面で特に重要になってきているのが、人材の育成

と確保です。企業誘致はどんどん進んできたんですけど、やはり一番問題になっ

てきているのが人材の確保ということで、これからさらに UIJ ターンを増やして

いこうと。新たな試みとしては、企業が求める人材を発掘しやすいような課題解

決型のインターンシップや、外国人留学生向けのインターンシップを開催してい

きたいと思っています。外国人留学生も非常に増えている中で、市内への就職に

つなげていこうということで、そうした部分のインターンシップをやっていきた

いと思っています。 

次の施策でございます。和歌山城の魅力を向上していくために、今年は天守閣

再建 60 周年ということもあり、色んな事に着手していきます。新年度として、

まず扇の芝では、用地取得に着手します。また西の丸の能舞台の復元場所につい

ては、新たに発掘調査に着手していきたいと考えています。大奥の復元場所につ

いては、もう発掘調査は終わっているので、次は能舞台ということで。その他に

も魅力向上ということでは、天守閣前の売店が、飲食が出来るという形で、4 月

に新たにオープンすることになります。それと合わせて、和歌山公園動物園では、

ふれあい体験を充実させていこうと考えています。さらに、城内の整備として、

吹上口広場の芝生化や砂の丸広場のトイレの設計についても、やっていこうと思

っています。特に 10 月 1 日は、天守閣が再建された日ということで、その前後

で様々なイベントをやっていきたいと思っています。 

次の施策でございます。市役所の隣にある紀陽銀行の敷地については、これま

で和歌山県と和歌山市と紀陽銀行の 3 者で話を進めてきました。県の方は歩道を

拡幅しようということで、ダイワロイネットホテルから新しい市民会館の前まで

広くなるんですけど、紀陽銀行のところは少し狭いので、そこの歩道を広げてい

ただこうということで、これは県にやってもらいます。その後の残った土地につ

いて、市が取得していくということでようやく話がまとまって、この後紀陽銀行

側からも報道発表があると思うんですけど、そこの跡地を含めて、市役所前から

ロイネットまで大きな広場ができることになります。そうした部分を、できるだ

け和歌山城に合ったような形にしていこうということで、例えば食べ歩き等がで

きるような場所にしていこうと考えています。もう 1 つは、市道中橋線といって

天守閣がきれいに見える通りがあるんですけど、この通りは、最も和歌山城の天

守閣を北から望める道路になっています。ここの通りについては、市堀川沿いの

親水公園として整備をしようとしている所まで、無電柱化と歩道整備を進めるこ

とによって、回遊性を高めていこうと考えています。今後は、和歌山城からその

周辺、それからさらにもっと周辺へと回遊性を高めようということで、紀陽銀行

前、また市民会館との間の通りを整備していこうと考えています。 

次の施策でございます。和歌の浦については、これから「歴史まちづくり法」、
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正式には「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」と言うんです

けど、その歴史まちづくり法に基づく計画を、認定に向けて今手続き中で、来月

には認定を受けられるという予定になっています。その計画の中で、遊歩道につ

いては、現在所々が切れたり割れたりしているんですけど、その遊歩道の整備計

画を策定して、遊歩道を新たにリニューアルしていこうと。もう 1 つは、「和歌

の浦街なみ環境整備計画」を策定して、徹底的に和歌の浦の景観上の魅力を磨き

上げようと、街なみ景観を磨き上げようということで、2 つの計画を策定するこ

とになっています。また、雑賀崎については、古民家が雑賀崎漁港の所にあるん

ですけど、その古民家を官民連携で改修していって、観光拠点にしようというこ

とで、その事業も進めていく予定となっています。それと雑賀崎の灯台の所です

けど、灯台の少し横の所に寄附していただいたスぺ―スがあるんですけど、この

土地を観光スポットとして整備していこうということになっています。その他に

も、雑賀崎漁港内の駐車場の整備であるとか、そうしたことを和歌の浦で新たに

やっていこうと考えています。今までは、まちなかが随分軌道にのってきたんで

すけど、さらに郊外も含めた周辺部へそれぞれの地域の個性を生かしたような形

で、活性化を図っていきたいと考えています。 

次の施策でございます。昨年「絶景の宝庫 和歌の浦」として日本遺産に認定

していただいて、今後は国の補助を受けた日本遺産事業として、日本遺産「絶景

の宝庫 和歌の浦」の魅力を発信していこうということで、特に夜間景観を綺麗

にしていきたいなと思っています。主に妹背山の多宝塔や観海閣の所について、

常時夜間景観を演出できるようにしていこうと考えています。それと日本遺産の

状況がわかるような拠点づくりや、関西国際空港等で海外に向けて積極的に PR

していきたいと考えています。また和歌祭については、2022 年に「和歌祭開催

400 年」になります。それに向けて、和歌祭の衣装等は、今まで民間の方々が保

存してきてくれているんですけど、なかなか衣装等が揃わない、数が足りないな

ど、そうした面もあって、衣装の製作や渡御行列の充実、それと外国語に対応し

たホームページといったことで「和歌祭開催 400 年」に向けた取組を進めていき

たいと思っています。その他にも、アマルフィ市との交流ということで、雑賀崎

はアマルフィに似ているといわれているんですけど、実際に色んな部分で共通点

がたくさんあります。食も文化も非常に共通点があって、今後交流を促進してい

こうということで、例えば食フェアを開催したり、アマルフィは「キロメートル・

ゼロ」といった地産地消を進めているので、そういった取組を一緒にやっていこ

うと考えています。 

次の施策でございます。加太は、景色が良くて食も良い、また観光地としても

友ヶ島もあるし、非常に良い場所です。その場所についても、個性を生かして移

住・定住に向けた取組もやっていきたいと思っていまして、この度東京大学の加
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太分室というのを設置することになりました。今まで東京大学の川添准教授がア

ーバンデザインや空き家の検討などを、ずっとフィールドワークとしてやってき

てくれていたんですけど、この度研究室である加太分室を「東京大学 地域ラボ 加

太」という名称で、加太の空き家を活用して設置してくれることになりました。

空き家の改修等は、国の空き家対策の補助を利用して、市で補助させていただく

事になります。今後は、そうしたアーバンデザインや空き家の活用についての研

究成果というのを、さらに市の中の空き家対策に生かす。また加太についても、

空き家について対策等を進めていこうということで、これが 1 つの契機になるん

じゃないかなと思っています。それとコスモパーク加太の上に市の土地があり、

そこは非常に広いままになっています。その土地の活用について検討していこう

と。特に加太を生かすのならばスポーツ公園かなということで、スポーツ公園の

検討を行うことになりました。また、青少年国際交流センターが今年中にオープ

ンできるということで、今までは小学生の宿泊・体験の場所だったんですけど、

国際交流も行えるような青少年国際交流センターとして生まれ変わります。今後

は、国際交流、文化芸術活動、スポーツ合宿など色んな面で利用していただいて、

加太を観光・スポーツ・芸術・文化、そうした拠点にしていこうということで、

観光地だけでなく、今後は移住・定住の場所にもしていきたいと考えています。 

次の施策でございます。観光消費の拡大として、体験型の観光を強化しようと。

浪早ビーチをダイビング体験ができるようにしていこうということで、海水浴シ

ーズン以外のオフシーズンにこのビーチを利用して、魚も一緒に放して初心者ダ

イバーが楽しめるような空間をつくっていこうということで、そうした体験型の

観光というのを増やしていこうと考えています。 

2 つ目の分野別目標でございます。「住みたいと選ばれる魅力があふれるまち」

ということで、まちなかの活性化、そしてそれ以外の全体の地域の魅力向上、こ

の 2 つに取り組んでいきたいと思います。 

まずは大学について、今年の 4 月、来年の 4 月、3 年後の 4 月ということで、

それぞれ 3 つの大学が開校していきます。それに合わせて、特に市の土地をお貸

ししているということもあって、大学との交流・連携を進めたいと思っています。

元々小学校のグランドについては、祭りや色々な文化交流を地域でやっていただ

いていたんですけど、それを大学と協定することにより、今後一緒に使おう、文

化活動についても一緒にやろうと。また体育館等についても、スポーツ活動や、

例えば避難場所になる等といったことで、大学との交流というのを広めていこう

と考えています。 

次の施策でございます。市民図書館については、本に親しむのはもちろんです

けど、子供の放課後の居場所であったり、屋上も含めて子供のたまり場所として

活用していただけたらということで、色んな形で各世代が楽しめるような、また
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親しめるような図書館にしていきたいと考えています。また市民会館の方も文化

芸術の交流拠点として、今後は屋上等もさらに活用を深めていければと考えてい

ます。 

次の施策でございます。まちなかについては、特に民間の力を活用したいとい

う事で、民主導による公共空間の有効活用に向けた活動支援として、これまで定

期的に市駅の前で「グリーングリーンプロジェクト」といって、和歌山大学の先

生・学生や地域の方がやってくれていたんですけど、それを引き継ぐ形で、実現

に向けて大きな社会実験をしようという取組をやっていく予定になっています。

それと合わせて、駐車場や遊休不動産についても、もっと活用が進むようにとい

うことで、市が積極的に乗り出して、動向調査をやっていきたいと思います。 

次の施策でございます。南コミュニティセンターが、今年の 5 月にオープンす

る予定になっています。日本遺産についても、展示コーナー等を設けて、紀三井

寺から和歌浦への入り口となりますので、そうした機能も含めた複合的な施設と

してオープンする予定となっています。それと先ほども条例のところで申し上げ

たんですけど、景観まちづくり推進団体等の認定ということで、都市再生推進法

人というのは、法人じゃないとなれないんですけど、これは自治会とか住民団体

等でもなれますので、特に地域を限定して景観推進したいというようなところで

活用していただければと思っています。 

次の施策でございます。これも新しい取組で、多分和歌山県では初めてだと思

います。民間のシェアサイクルを導入していこうということで、公共交通と連携

して、民間のシェアサイクル事業というのを促進していくことになります。通常

のレンタサイクルとは違って、いつでも借りたり返したりできるような自転車の

共有システムになっています。スマホでレンタルできるような新しいシェアサイ

クルということで、近々民間事業者と協定することになると思いますけど、そう

したシェアサイクルを導入することによって、バス等の公共交通機関との連携を

しっかりとって、さらに公共交通機関の利用促進にもつながる、また観光地等に

も、シェアサイクルを利用して行けるということで、新たな移動システムとして、

シェアサイクルというのを導入していきたいと思っています。 

次の施策でございます。文化・芸術・スポーツの環境づくりということで、3

年後には国民文化祭がありますので、和歌山市としても平成 30 年度から準備し

ていきます。また、つつじが丘テニスコート駐車場・公園の整備検討ということ

で、駐車場が足りないというのが非常にネックになっていますので、つつじが丘

テニスコートの周辺も含めた整備を新たにやっていこうということで、その整備

検討を進めることになっています。そのほか、ねんりんピックについても、市で

も班を設置して、来年に備えていきたいと考えています。リハーサル大会もある

ので。 
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3 つ目の分野別目標でございます。「子供たちがいきいきと育つまち」というこ

とで、新たに本町公園周辺を「子育て支援と子供教育の拠点」として整備してい

きたいと思っています。来年は（仮称）和歌山信愛大学教育学部が開校します。

これは保育士等や幼児教育等についての学部ということで、子供たちの教育の実

践の場にもなります。それと合わせて、複合施設の整備を検討しています。本町

に認定こども園とこども総合支援センターを合わせたような複合施設を整備する

予定です。周辺が緑に囲まれた非常に良い場所で、花・花館もありますし、また

本町会館については、有吉佐和子さんの邸宅の復元の検討をしていますので、全

体的には子供の環境づくりの場として、拠点にしていきたいと考えています。 

次の施策でございます。今までの継続として、切れ目のない子育て支援につい

ても、これまで以上に充実させていこうと考えています。 

次の施策でございます。「待機児童ゼロ」については、市としてもこれまで進め

てきました。その 1 つとして、私立の認定こども園の整備をやってきているんで

すけど、かなり待機児童が減ってきました。10 月の中間地点が特に多かったんで

すけど、4 月当初というのはあまり多くなくて、去年は 4 月当初が 23 人だったん

ですけど、10 月の待機児童が非常に減ってきました。約半分ぐらいに減ってきて

いるんですけど、今後さらに私立の認定こども園を 4 園整備していく。それと合

わせて、公立の方も 2 園整備していくことによって、「待機児童ゼロ」に向けて、

今年の 4 月には、ほぼゼロになるんじゃないかなと思っているんですけど、中間

のピークである 10 月についても、できるだけ待機児童を減少させていこうと考

えています。また学童保育の若竹学級については、「待機児童ゼロ」は達成してい

るんですけど、今後まだ増える可能性もあるということで、新たに 6 教室を整備

することにしています。それと、これは県の方で発表されているんですけど、保

育費用の助成をしようということで、第 2 子まで県の制度を活用して市の方で負

担して、一定の所得制限は県と同じですが、保育料の無償化を第 2 子まで拡充し

ていこうと考えています。その他にも、新たに子供の生活に関する実態調査をし

ていこうと思っています。 

次の施策でございます。学力の増強について、和歌山市では学力テストの面で

は上がってきました。確かな学力をつけていくのが目的ですが、これからもさら

に学力がつくように頑張っていきたいと思っています。 

次の施策でございます。学校の環境について、空調は、4 月までにはほぼ設置

が完成しますので、遅れていたトイレの洋式化について、ペースを上げていきた

いと思います。平成 29 年度は 5 校だけだったんですけど、平成 30 年度は 10 校

について、トイレの洋式化を進めていきます。また、いじめ等の相談体制の調査

研究ということで、これは文部科学省の新しい事業になりますが、文部科学省の

SNS を活用した相談体制の構築事業ということで、それを活用して、和歌山市の
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方でもいじめをなくすための相談体制の充実というのを強化していこうと考えて

います。 

次の施策でございます。地域とともに学校環境を良くしようということで、コ

ミュニティ・スクールについては、和歌山市ではすでに取り組んでいまして、平

成 29 年度は 22 校に設置しました。それをさらに平成 30 年度で 30 校増やして、

52 校でコミュニティ・スクールを実施していくことになります。また「親として

の学び」支援のための学習プログラムを開発することで、子供たちの成長を支え

る環境づくりについても充実させていこうと考えています。 

4 つ目の分野別目標でございます。「誰もが安心して住み続けられる持続可能な

まち」ということで、健康長寿について、これから 2025 年の超高齢化に向けて

の色んな準備というのが本格的に動いていきます。特に平成 30 年度は、2025 年

の超高齢化に向けての取組というのを強化していこうということで、そうした中

には、まずは健康で長寿ということで、運動教室などについて、今まで以上に活

性化していきたいと思っています。それと生活習慣病についての重症化予防とい

うことでは、糖尿病性腎症の予防についても取り組んでいきます。 

次の施策でございます。介護については、地域包括ケアシステムの構築という

事でずっと取り組んできています。特に平成 30 年度は、すべての方が在宅医療・

在宅介護を受けられる環境づくりを充実させていこうということで、医師会、薬

剤師会、歯科医師会等と連携し、進めてきました。その「わかやま市在宅医療推

進安心ネットワーク」をさらに推進していくことによって、在宅医療・介護の充

実に努めていきたいと思っています。 

次の施策でございます。障害者・生活困窮者を支える環境づくりということで、

障害者の基幹相談支援センターを新たに設置していきます。障害の福祉従事者の

育成と高度な相談支援体制を構築していきたいと思っています。また障害児への

支援ということで、児童発達支援センターの無償化を、一定の所得制限のもと第

2 子まで拡充していこうと考えています。その他にも、在宅透析の助成として、

在宅で透析を受けられている方については、水道代が非常にかかるということで、

そうした水道料金の助成を新たにしていこうと考えています。 

次の施策でございます。自殺対策について、自殺対策の計画を策定して、自殺

対策の強化をしていこうということを新たに取り組んでいきたいと思っています。

また動物愛護センターについても、いよいよ事業に着手していきます。 

次の施策でございます。公共交通ネットワークの充実について、これは県と一

緒になってやっている部分があって、バスロケーションシステムについては、ス

マホや、例えば大きな病院の待合室で、バスが今どこまで来ているのかがわかる

ようなロケーションシステムの構築をすることになっています。また今後のまち

なかについて、公共交通によって地域と地域が結ばれる「コンパクトプラスネッ
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トワーク」というのを進めているんですけど、昨年設定した「地域公共交通網形

成計画」の策定というのを平成 30 年度に完成させていって、将来に向けて望ま

しい公共交通機関の姿というのを明らかにしていきたいと思っています。その他

にも、加太地区のデマンド型乗合タクシーを今年度から実施していますが、さら

に来年度は、恒久的に実施するための社会実験を拡大していこうということで進

めていきます。また加太以外のところも、今後検討を進めていこうということで、

デマンドタクシーまたは地域バス等によって、公共交通不便地域の解消に向けて

進んでいきたいと思っています。 

次の施策でございます。合併処理浄化槽の補助を拡充していきたいと考えてい

ます。汲み取り便槽または単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、

配管部分については今まで補助がなかったんですけど、配管設備工事への補助を

新設することになりました。 

次の施策でございます。洪水ハザードマップについては、紀の川、和田川及び

亀の川、この大きな河川について、洪水ハザードマップを作成して、今後の避難

の助けにしていただこうと考えています。 

次の施策でございます。住宅耐震化等の促進について、今までなかった現地建

替補助の中に、新たに耐震化の部分というのを加えていきたいと思っています。

今まで移転する場合の耐震補助というのはあったんですけど、現地建替補助がな

かったんで、それを追加させていただきました。それと市内移転に伴う旧住居の

除却工事費についても、補助させていただこうと考えています。こうしたことに

よって耐震化をさらに促進していこうと、昨年から全戸訪問を実施しているんで

すけど、さらにペースを上げていきたいと思っています。新しい補助としては、

感震ブレーカーの設置補助を新設しました。 

 次の施策でございます。空家等対策について、この後も発表するんですけど、

先日、専門家団体との相談窓口の設置等について協定させていただきました。

今後はできるだけ未然防止しようと、発生しそうだったらその時に、まずは発

生しないようにしていこう、さらに空き家ができた時には活用していこうとい

うことで取り組んでいます。また空き家を活用した同居・近居補助について、

今までは三世代同居・近居について、空き家の活用に係る補助をさせていただ

いていたんですけど、さらに三世代から二世代に拡大していって、空き家を活

用してもらいやすいようにしようと。それと合わせて、同居・近居を進めてい

こうということで、新たな補助制度を設けさせていただきました。 

 次の施策でございます。防災力の強化について、防災行政無線を平成 30 年度

から工事に着手していきます。平成 30 年度から平成 33 年度までの４年間で、

140 局を 222 局に増やしていきます。また合わせて、すべてデジタル化しよう

ということで、今までよりも可聴範囲が拡大されるとともに、はっきりと聴こ
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えるようになってくると思います。それと（仮称）和歌山南スマートＩＣの所

に、広域防災活動拠点を整備することになりました。大規模災害時において、

他市町村から、また他府県から消防を受け入れる、そうした施設整備をやって

いこうと考えています。  

 

【財政局長から説明】 

平成30年度の予算概要を説明させていただきます。一般会計予算は3.3％の増、

特別会計予算につきましては、今回、下水道事業を特別会計から公営企業に移

行しまして、それ以外の要因もありますが、27.6％の減になります。それで公

営企業会計の予算が、114.6％の増ということで、大きく伸びることになります。

予算合計につきましては、3.4％の減ということで、全体的にはこのようになり

ます。 

 一般会計の目的別（款別）の割合です。増加するのは、総務費や諸支出金な

どです。割合が減少しますのは、土木費・衛生費・商工費などになります。そ

の主な内容ですけど、民生費につきましては、生活保護扶助費が大きく減少し

ますけれど、障害者福祉関連扶助費や認定こども園の整備費などが増えまして、

1.2 億円、0.2％の伸びになります。公債費などは、借換債による部分で伸びる

ことになります。総務費につきましては、機構改革に伴い、文化スポーツ費が

総務費となり増えるので、総務費全体では、20.4 億円で 19.1％の増になります。

諸支出金の方は、下水道事業に対する負担金が、これまでの繰出金から諸支出

金になりますので、大きく伸びるということになります。教育費につきまして

は、プラスマイナスありますので、それで変わらない状況です。減るのは土木

費、これは下水道事業に対する繰出金が減少するので減ります。また、衛生費

につきましては、青岸のストックヤードの整備などが減りますので、2.3 億円の

減ということになります。 

 次に、性質別の割合です。義務的な経費が減り、投資的な経費は増えます。

一般会計の性質別の予算の増減については、義務的経費は 3.9 億円の減ですけど、

その中には扶助費が減、人件費も 7.3 億円の減で公債費による分は増えたりする

んですけど、トータルで 3.9 億円の減になります。投資的な経費につきましては、

認定こども園や青少年国際交流センターなどの事業費の増によりまして、子育

て・教育・福祉施設整備や防災・減災関係の事業の増などで、大きく 47.7 億円

増えるということになります。 

 次は歳入の状況です。自主財源につきましては、少し減ります。依存財源は

増えるという状況です。自主財源の方ですけど、市税の方は、市民税は増える

見込みですが、固定資産税が減少の見込みでございまして、２千万円程度の微

減という状況です。その他繰入金等につきましては、2.3 億円の減で、自主財源



 

 

11 

 

全体で 2.5 億円の減と見込んでおります。一方、依存財源の方ですけど、地方交

付税の方は、臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税ですが、その分で 5.5

億円の減を見込んでいます。市債の方は、先ほど申し上げました建設事業等に

よるものと借換債の増で、43.2 億円の増、地方消費税交付金につきましては、

今回地方消費税の制度見直しがございまして、和歌山市は地方消費税交付金が

増える見込みで、7.4 億円の増を見込んでいます。国県支出金につきましては、

今回（仮称）本町認定こども園の整備等による都市再構築戦略補助などが増え

ますので、7.4 億円の増を見込んでいます。 

 

【特定空家等の認定と対応について】〈空家対策課〉 

 和歌山市では、一昨年から家屋調査を進めてまいりました。18 万件全部で家

屋調査をしてきたのですが、その中で特に危険な空き家、それと市民の方から

通報があった空き家について、特定空家等として認定させていただくことにな

りました。固有名詞はちょっと出せないんですけど、８件認定させていただい

て、指導に入る。そして年内には、勧告までもっていくことになります。空き

家の新しい法律に基づいて勧告を受ければ、固定資産税について、今までの住

宅用地特例がなくなってきます。また最終的には、行政代執行という形もとれ

るということで、今回和歌山市内では初めて８件を特定空家等として認定させ

ていただき、さっそく指導に入っていくことになります。 

 

【メモリアルボード等の設置について～婚姻届や出生届等を提出する特別な日

に記念写真を撮りませんか？～】〈市民課〉 

 和歌山市では、婚姻届や出生届の際に、特別な記念写真をできるだけ簡単に

撮ってもらおうということで、市役所内にメモリアルボード等を設置すること

にしました。職員も手伝って、写真を撮らせていただくので、気軽に思い出を

作っていただけるんじゃないかなと思っています。できるだけ飾りつけもきれ

いなものにして、思い出に残るような写真になればということで、メモリアル

ボード等の設置をします。 

 

【中核市初‼「Mｙコミュニケーションカード」の交付について】〈障害者支援課〉 

 中核市初の｢Mｙコミュニケーションカード」の交付をさせていただきます。

こういうコミュニケーションカードを作りました。これは障害者の方で、特に

意思疎通が難しい方、自閉症等で意思疎通が難しい方が、簡単に自分がどうし

てほしいかということを示すことによって、相手に伝わるようになっています。

このコミュニケーションカードは、各障害者施設や公共施設等に配布していき、

小学校等での授業にもこれを使わせていただければと。今後、コミュニケーシ
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ョンカードの普及に努めて、障害者の支援につながればと考えています。 

 

【水辺交流会“わかやまミズベ MEET UP!”の開催について】〈政策調整課〉 

昨年、一昨年と水辺や市堀川を活用したクルーズというのを民間の方にやって

いただきました。その結果として、クルーズ自体はなかなか採算に合いません

でした。一方で、スタンドアップパドルボードやカフェの部分は採算に合った

とのことで、今後の和歌山市の水辺を活用する上での課題や対策等について、

交流会、講演会やパネルディスカッションを開催していこうということになり

ました。ぜひ参加していただければと思います。 

 

 

記者の質問事項 

【2 月定例市議会提出案件について】〈財政課・政策調整課〉 

（記者）：ちょっと何点か新年度予算の事で伺いたいと思います。総論から各論

まで伺えたらと思っているのでちょっと長くなって恐縮なんですが

よろしくお願いします。今回の予算なんですけども、継続事業を着実

に進めながら、新規の事業では私の個人的な印象なんですけども、特

に観光地としての魅力向上というところでの新規施策が目立ったの

かなと思っています。他のところが、例えば、取組を加速させるいく

つかの施策というところで、３つから４つにとどまっている中で、６

つの施策ということで、特に和歌山城、日本遺産に認定された和歌の

浦、豊かな景観や海産物のある加太という３つの地域に絞って、観光

地としての魅力向上を進めていかれようと思っているのかなという

ことが読み取れるんですが、今回の新年度予算の中で、特に市長が思

いを込めたとか、肝入りだとか、目玉だと思ってらっしゃるような施

策などを教えてください。 

（市長）：本日発表した項目はそれぞれ全て重点項目だと思っています。そうし

た中でもいくつか横グシを刺してみると、少し違うなというところが

あるんですけど、例えばまちなかについては、かなり成長がみえてき

たかなという感じがしていて、さらに回遊性を高めようと思っていま

す。街歩きや食べ歩きだとか、そうした回遊性を高めるための動きと

いうのを民間とも連携しながらやっていこうかなということで、隣の

紀陽銀行の跡地活用等についても、その一環でございます。そこから

京橋に向けての水辺空間を含めた回遊性、そうしたことによって和歌

山城からぶらくり丁へつながる、また市駅にもつながっていくという
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ことで、市駅の方も民間でやっていただいていた「グリーングリーン

プロジェクト」を拡大していくといった、まちなかについては、さら

に回遊性を高めていこうと。その中の一つには、シェアサイクルがあ

るんですけど、そうした公共交通を補完する形での移動のしやすさと

いった回遊性を高めていこうということが一つの大きな部分になり

ます。もう一つは、郊外の地域の個性をさらに磨き上げていこうとい

うことで、和歌の浦は以前からずっと準備してきて、日本遺産の認定

の次は、歴まちの認定という形でやってきているんですけど、さらに

これを加速させていく。それと加太についても、観光地だけでなくて、

関西国際空港にも非常に近いし、食も自然もスポーツ環境もいい場所

でもあります。そうした面で、観光だけでなくて、移住・定住にもつ

なげていこうと。また、四季の郷公園などといった郊外の強化をした

ところも、今回重点的にさせていただいています。また、子育て環境

については、今回新たに本町を子育ての拠点にしようということで、

これまでも色んな形で進めてきた施策なんですけど、総合的な拠点に

していこうと考えています。教育、子育ての機関、相談機関などの色

んな機関がそこには集まっています。また公園もあります。そうした

子育て拠点の整備と合わせて、「待機児童ゼロ」というのを本格的に

やっていきたい。和歌山市は、４月時点では、「待機児童ゼロ」をほ

ぼ達成できるんじゃないかなと思っているんですけど、年度途中に向

けてもできるだけ減少させようということで、今後第２子の保育料の

無償化で需要が増えるかもしれないんですけど、そうしたことも踏ま

えながら、収容人員の増加などをもっと進めていきたいと思います。

また学校環境についても、コミュニティ・スクールという形で、地域

と協働して学校運営をしていこうということを、新年度からは 52 校

でやっていくことになります。ますます地域と学校との結びつきを強

化することによって、子供たちへの教育の支援をやっていければと思

っています。それと合わせて、2025 年問題が大きいと思っていて、

超高齢化社会に向けての準備という面では、さらに加速させていかな

ければいけないと思っています。まずは、健康長寿が何よりだと思っ

ていますので、健康長寿に向けて、スポーツなどの施策の取組や、介

護などが必要になった場合に、在宅でも安心してできるような、地域

包括の強化のための在宅医療など、そうしたことによって、2025 年

問題への備えをしっかりとやっていきたいと思っています。その他に

も、空き家対策についても、民間との協定を締結しましたし、これか

ら空き家対策に向けては、空き家を発生させないことが一番大事なん
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じゃないかなと思っています。相続問題も含めて、流通に乗らないよ

うな地点で発生させないようにしていくことが大事だと思っていま

すし、危険な空き家はどんどん無くしていこうと考えています。 

そうしたところが、主な重点項目かなと思っています。 

（記者）：最初の方でお話がありましたけれど、まちなかの回遊性を高めるとい

うことで、個別の事業になるんですが、和歌山城前広場の整備という

のがあります。これは、紀陽銀行の和歌山中央支店とお城の前の相談

室というのが今入居していると思うんですけど、話がようやくまとま

るという部分の言及もございましたが、これは、いつ頃どういう形で

市が取得して、撤去費用はどちらが負担するなど、どういうようなス

キームで今後進めていくのでしょうか。もうまとまっていると、合意

に至っていると捉えてよろしいのでしょうか。 

（市長）：合意については、近々正式に発表させていただくと思います。まずは

移転するということの合意について、紀陽銀行側からも本日発表され

ると思うんですけど、その合意や協定の内容等については、今後でき

るだけ早い時期に、協定させていただくことになると思います。これ

まで県、市、紀陽銀行の３者がそれぞれ協力して進めてきて、ようや

く実現に至りそうになってきたということです。 

（記者）：今後正式に合意ということは、もうほぼ内定というか、内諾などが得

られているものであると理解してよろしいでしょうか。 

（市長）：そういうことです。 

（記者）：今後については、市が土地を取得して、市が建物を撤去して、広場を

整備するという流れになるのでしょうか。 

（市長）：まず歩道については、県道になりますので、県の方で歩道整備をして

いただくことになります。その歩道整備に当たっては、建物の解体等

については、県の方が責任を持っていただけるということになってい

ます。歩道以外の残った土地の部分、かなりのスペースが残るんです

が、それは市として買い上げる予定になっていまして、その後、市が

にぎわい拠点として活用していくことになります。 

（記者）：いつ頃こういう広場が整備されると思っていたらよろしいでしょうか。 

（市長）：正式な部分についてはまだ言えないんですが、国民文化祭が平成 33

年度に予定されていて、市民会館や和歌山県医科大学薬学部が平成

33 年 4 月にオープンする予定なんですけど、それに合わせていこう

と考えています。 

（記者）：それまでには、市役所の前も整備して、広場もつくって、ロイネット

のところまで整備されるというようなイメージでしょうか。 
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（市長）：はい、そうです。また、天守閣がきれいに望める市道中橋線にかかる

無電柱化等の整備についても、間に合う予定です。京橋の親水公園も

一部完成していますし、ほぼ全体的に完成していると思います。 

（記者）：そのほかに、先ほどお話の中ではあまり出ませんでしたが、今年は天

守閣の再建 60 周年ということで、和歌山城関連の事業というのも、

イベントをされるとか、天守閣でアトラクションをされるとか、色ん

な再建 60 周年の節目に合わせた取組などもやっていかれるというよ

うに読み取れるんですけど、和歌山城の魅力向上というところについ

ては、どのようにお考えでしょうか。 

（市長）：和歌山城は、できるだけ昔の形に復元していこうと思います。まず、

扇の芝の復元については、都市計画決定がなされたので、着実に進ん

でいると思います。また、大奥や能舞台について、大奥の方は文化財

調査が完了していますし、能舞台については、来年度に文化財調査に

入っていくということで、復元を中心にやっていきたいと思っていま

す。ただ、復元にはかなりの時間がかかるので、時間のかからない魅

力向上にも取り組んでいこうということで、天守閣前の売店について

は、飲食ができるようにリニューアルします。動物園についても、ふ

れあいもできる動物園という形で、運営していただこうと思っていま

す。また、トイレ等も整備していこうと思っています。そういった短

期的にできる魅力向上にも取り組んでいこうと考えています。その他

にも、ライトアップ等についてもできるだけ取り組んでいくようにし

て、今年の１月から、西の丸広場と砂の丸広場については、無料で貸

出しを行っているんですけど、和歌山城というのは常に賑わっている

ような、そうした場所にしていこうと思っています。それと合わせて、

和歌山城周辺を飲食ができたり、歩いて楽しい場所にしたいと思って

います。再開発を進めている北汀丁地区の複合施設の１階部分は、商

業施設になる予定になっていますし、紀陽銀行の跡地についても、賑

わいや飲食ができる場所になっていく予定です。また、岡公園付近に

ついても、長屋門は昨年整備が完了しましたし、岡公園も現在整備し

ています。そうした周辺の魅力も合わせて、和歌山城の魅力向上につ

ながればと考えています。 

（記者）：和歌山城前広場の件に戻るんですが、食べ歩きができるとか、飲食が

できるというお話がありましたけれど、これは単なる広場ではなくて、

屋台であったり、飲食ブースみたいなものなどを設ける予定なのでし

ょうか。どういうイメージをしたらよろしいでしょうか。 

（市長）：和歌山城前広場については、御橋廊下が見えて、天守閣が望めるとい
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う一番きれいな場所だと思っているので、何も設けないというのはも

ったいないと思っていて、屋台や飲食ブースのようなもので、常に和

歌山城を見ながら飲食ができるという公園のようなものになればと

いう思いがあるので、そういう計画で進めていきたいと考えています。 

（記者）：単なる広場というのではなくて、和歌山城を見ながら軽食を楽しんだ

りだとか、そういうのができるようなスペースにしていくということ

でよろしいでしょうか。 

（市長）：はい、そうです。和歌山城ほど色んな規制が厳しくないというのがあ

るので、割と自由に使える広場になるんじゃないかなと思っています。 

（記者）：市長にとっては、任期の最終年度で仕上げの年というようなところに

なりますけれども、その最終年度に懸ける思いというか、最終年度に

こういう予算を編成したという思いについて、改めて教えてください。 

（市長）：最終年度というのは特に意識していなかったんですけど、待ったなし

の状態に和歌山市はあるんじゃないかなと思っています。今スピード

を緩めると衰退の方に入ってしまうということがあって、今やれるこ

とは全てやっていこうという思いで、ずっと予算編成に取り組んでき

ました。そういう意味では一期の最後になるんですけど、今までと変

わらない気持ちで前に進めていきたいなと思っています。 

（記者）：ちょっと最初に戻って大変申し訳ないのですが、今回の平成 30 年度

予算、いただいている資料の概要の最初のところをですね、もう一度

平成30年度予算の位置づけを市長のお言葉でいただきたいと思います。

今回どういった予算ですか？ 

（市長）：平成 30 年度予算につきましては、和歌山市でこれまで色んな政策を

やってきました。そういった政策が様々な形で効果や成長がみられて

きているのではないかと思います。もちろんまだまだ不十分な面もあ

るんですけど、見え始めた成長をさらにこれから加速させるというの

が、今回の新年度予算だと思っています。 

（記者）：そういった中で、二日前の財政局からの説明ですと、予算規模で 3.3%

の増ということで、全体の一般会計の総額でみても過去 2 番目の規模

ということで、今日市長選挙の日程が決まりますけど、もともと遡っ

て、今回の予算編成について、骨格という考え方はまったくなかった

んでしょうか？ 

（市長）：先程も申し上げたんですけれど、和歌山市は、待ったなしの状態だと

思っています。私も就任させていただいた時は骨格予算じゃなくて、

それは当然だと思っています。今、各都市とも非常に競争が厳しくな

っていますし、今まさに成長できるかどうかというところにかかって
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いて、やはり積極的な予算を組む必要があるんじゃないかなと思いま

した。そういう意味で、本予算とさせていただきました。 

（記者）：先程成長が見え始めてまだまだ不十分なところがあるというお話でし

たけど、具体的にどういったところで成長が見え始めて、どういった

ところでまだ不十分だというお話でしょうか。 

（市長）：成長が見え始めていることについては、色んな指標があるんですけど、

例えば商業地の地価が、一昨年に 26 年ぶりに上昇に転じたこと、これ

は商業地のすべての地価の標準値が上昇に転じたということで、26 年

ぶり、2 年連続で上昇に転じています。それと観光客も非常に高水準な

伸びが出てきています。これは宿泊客を中心として伸びてきています。

それと先ほども説明させていただいたんですけど、企業の設備投資、

県外からの立地も含めて設備投資が非常に増えてきています。今後ま

だまだ非常にチャンスがあるので、設備投資というのをさらに伸ばし

ていきたいなと思っています。そうした伸びている部分が、今後の和

歌山市の活性化を引っ張っていく要因になっていくんだと思います。

また伸びていない部分については聞かれていないんですけど、やはり

人口減少というのはなかなか止まるものじゃないというのがあって、

社人研が予測した数値よりは 5,000 人ほど上振れしているんですけど、

なかなか人口減少を止めるところにはいかないと。それは当然すぐに

は止まるものではないと思っています。ただこれからもっともっと転

出を抑制して、転入を増やしていきたいと思っていて、特に若い人が

和歌山に戻って来れるような環境づくりというのがこれからの大きな

課題じゃないかなと思っています。 

（記者）：それと中心市街地の活性化についてなんですけれども、再開発に 30

億だったり、市民図書館に 9 億だったり、まちなかの再生事業などに

大きな予算を割いていると思うのですが、あらためて市の中心市街地

の再生に向けての思いを聞かせてください。 

（市長）：まちなかの空洞化が喫緊の課題だと認識しています。シャッター街が

どんどん広がり、特に中心部の衰退が著しくて、和歌山市全体のイメ

ージを損ねていると思っています。そうした中で、中心部の活性化と

いうのを第一に取り組みました。その一つは、まちなか居住を進めて

いこうと。そのためには、都市再開発等の居住スペースがいる、空家

等の対策もいるということで、居住スペースの確保、それと和歌山城

を中心とした魅力を向上させる。また子育ての支援施設や高齢者の介

護、そうしたことをまちなかで便利にしていこうということで、居住

と魅力向上と便利さの向上ということにずっと取り組んできています。
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それらをやっていくことにより、中心部の衰退というのをまずは止め

ていければと思っています。そういうところにも目途がつきだしてき

たこともあって、大きな弾みになってくるのが、大学誘致です。まち

なかに大学が入ってくれたということが、非常に効果が大きいんじゃ

ないかなと思っていて、若い人がまちなかに住んでくれる可能性があ

るし、交流もしてくれる可能性も高くなってきます。定住に繋がれば

ということで、さらに相乗効果が出るような形で進めていこうと思っ

ています。今後まちなかと合わせて、市域全体が魅力あるものにそれ

ぞれの個性を生かせれば、和歌山市というのは非常に光る、すばらし

い地域だと思いますので、全体が光って輝くようなまちにしていきた

いと思っています。 

（記者）：大学誘致であったり、市民会館、市民図書館であったり、そういう建

物ができた後に、なかなかまちなかでの人の動きがどうなるのかと気

になるところではあるんですけれども、先ほど回遊性の向上であった

り、あと民間の力を活用したいというようなお言葉もありましたけど、

今後の課題というものはどういったところにあるとお思いでしょうか。 

（市長）：やはり地域の方が喜んでくれる施設が第一じゃないかなと思っていて、 

    そのために市民会館を新しく交流センターとして機能を向上させよう 

    と思っています。非常に場所もいいところになったし、そうしたこと

もありまして、利用しやすくなると思います。市民の方が文化芸術、

またそれ以外の交流も含めて、より気軽に来てもらえるような場所に

なればと思いますし、図書館も同じです。市駅という非常に交通結節

点にあって来やすい場所にあるので、気軽に寄ってもらえるような図

書館になって、どんどん人で溢れるような市駅になっていき、それが

やがては周辺部へ及んでいって回遊性に繋がっていく、そんなまちに

なればと思っています。 

（記者）：民間の活力を活用したいということでしたが、具体的に行政としてど

ういう役割を果たしていきたいのかというのをお聞かせください。 

（市長）：民間活力については、色んな面があると思います。資金面、ノウハウ

面、人材の面と色んな面があるんですけど、それらすべてを活用して

いければと思っていて、色んな形で、特に民間の方も若い方を中心と

して、非常に熱心になってくれています。また民間団体もやってくれ

ているような、都市再生推進法人という法人に、昨年は 8 団体指定さ

れました。元々色んな活動をやってくれている方が推進法人になった

ので、そうした方も今後さらにまちづくりに対して、色んな形で応援

してもらえると思っていますし、一緒につくっていくことが大事じゃ
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ないかなと思っていますので、資金面、人材面、そういうところも合

わせて、色んな政策で協働していければと思っています。 

（記者）：先ほど回遊性とかまちなかに大学ができて若者がくるという話があっ

たと思うのですが、移動交通の中にスマートサイクルシティ和歌山と

いうのが実現されて移動しやすくなるのかなと思うのですが、これは

いつ頃目途に導入されて、民間が事業をされるということですよね、

市としてはどういう役割を果たされるのでしょうか。 

（市長）：これは近々としか言えないのですが、近々民間と協定していきたいな

と思っています。市としては、やはり公共交通との連結というのを意

識していますし、もう一つは観光地へのアクセスのしやすさ、そうし

たことで、このシェアサイクルを利用していただければと思います。

当然ですけど、市民の生活交通としても利用できますので、今後移動

しやすい環境、観光振興、公共交通の利用促進、そうした面で行政と

してもしっかり意見を伝えて、うまく進むようにやっていきたいと思

っています。 

（記者）：マイカーから「公共交通プラス自転車」への転換ということですけれ

ども、若者の自動車離れも進んでいますし、なかなか大学生で車とか

持てないと思うんですけれども、今はやっぱり車が中心で、まちなか

スーパーや大型スーパーへ行くのも車などが中心だと思うのですけれ

ど、自転車と公共交通機関の連携が早く必要だと思うのですけれども、

その中でどんなことが課題になってくるとか、どんなことが大事にな

ってくるかを教えてください。 

（市長）：課題というのは、例えばバスと競合しないかというところが一つ課題

に思いました。バスと競合しないようなポートステーションを配置し

ていこうと。できるだけバス停の近くへポートステーションを配置す

れば、そこでバスから自転車に乗っていただいて、色んな所へ行ける

ということになる。競合しないように、むしろプラスとなるようにと

いうことを一つの課題として捉えました。あとは、今後観光地に向け

て、特にポートステーションみたいなところは増やしていって、自由

に乗り捨てもできるというようなことができるといいし、それと普段

の生活交通としても乗り捨て自由であれば、今まで自転車を置くこと

に苦労したのが、身近なところにポートステーションがあるというこ

とで、自転車利用というのが増えてくると思いますので、そうしたと

ころをしっかりと行政も連携しながらやっていきたいと思います。 
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【発表項目以外について】 

（記者）：発表項目と重なるかもしれないんですけども、日本遺産に認定された

和歌の浦の景観というのは、新年度の当初予算にも遊歩道を整備する計

画だとかいろいろあります。そんな中で和歌の浦の景観というのは市長

にとってはどのようなもので、どう磨き上げていきたいと思っていらっ

しゃるのでしょうか。 

（市長）：和歌の浦の景観は、やはり海岸美が綺麗です。和歌の浦から見た海岸

も綺麗だし、逆に海岸から見た和歌の浦というのも非常に綺麗で、そう

いう海岸美が綺麗だというのがあると思います。もう 1 つは、歴史・文

化もずっと織りなしているという感じがしていて、もちろん万葉に詠わ

れた場所もたくさんありますし、そうした歴史・文化に彩られ、織りな

してきたような景観というのが、やはり和歌の浦の特色じゃないかなと

思っています。もう 1 つは、雑賀崎や田ノ浦、和歌浦という漁港がある

ところについて、これはまた独特の風景を醸し出していて、雑賀崎など

も遠くから見れば非常に良い景観だし、もっと近くから見たまちなみ景

観というのを大事にできればと思います。 

（記者）：その中で歴史・文化があって、万葉の和歌にも詠われたような美しい

景観ですけども、前も伺ったんですけども、あそこの入口の大仏が建っ

た後にはマネキンが並んで、ちょっと奇妙な珍スポットじゃないかとい

うような人もいて、これは面白いと言って見に行ったよという人もいる

んですけども、その状況というのは、市長はどのように見ていらっしゃ

るんでしょうか。 

（市長）：仏像については、今まで随分と交渉しました。高さもできるだけ低く

抑えてもらう、色合いも目立たないようにする、それと植樹については

しっかりやってもらって見えにくくするということで、色んな行政とし

ての対応をしてきました。私も個人的にはあまり好ましくないという感

じはしています。マネキンについては、最近突然の話で、これは何とか

なればなあと思うんですけど、個人の趣味の面もあるし、景観条例の中

では、なかなか対応できない。そういうところも含めて、これから景観

の面で検討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。 

（記者）：あそこのマネキンが並んでいる施設というのは、市ゆかりというか、

因縁があるというか、なかなかちょっと市とは関連の深い建物だとは思

うんですけども、直接の所有権等は別のところが持っているとして、あ

そこはずっと廃墟になっていました。その中で、廃墟で荒れ果てた中を

管理してくれる人が出てくるのは有難いという声もありますし、ちょっ

とそれにしたってという声もあります。その現状に関してはいかがです
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か。あそこの建物の人の関係等も踏まえて。 

（市長）：あの建物については、本当にこれまでの経緯を考えると、ちょっと困

ったなというのが正直な感想ですね。国有地の上に民間の建物が建って

いるし、しかも民間の建物が老朽化して、耐震化もできていない建物に

なっている。そうした中で、なかなか利用が見出せないというのがその

所有者の方の悩みでもあったと思います。それが今、別の方が管理する

という形になっている状況なんですけど、管理してもらえること自体は

有難いんですが、マネキン自体はどうかなという感じはしますね。 

（記者）：あそこの大仏の方に戻るんですけど、大仏は市長のお考えもあって、

植樹をされているような状況になりますが、ちょっと何年かしないと木

は育たないので、下から見ているとまだ丸裸というか見える状況にあり

ます。一応市長の意向には沿ったような格好で対応はされているんだと

思うんですけども、あの植樹というのは十分やってくれているというよ

うなところなんでしょうか。 

（市長）：1 か月ほど前に見に行った時は、上まで上がったんですけど、植樹さ

れていなくて、早くしてくださいとは言ったんですけど、まだ多分され

ていないんじゃないかなと思います。それは一度確認しておきます。 

（記者）：最近になってちょっと植わっていた部分があるので。またそれは改め

ての機会にということで。ちょっと質問が変わるんですけども、先ほど

もまちなかの再開発ということで、和歌山市駅の所にできる新しい市民

図書館につきまして、一部の人から採点の結果がちょっと不自然に高い

人がいるとか、あるいは選書や分類法、これは市も対応されるとおっし

ゃっていましたが、まだやっぱり不安の声というのがあります。その辺

りについてはいかがでしょうか。 

（市長）：これは厳正に審査されたと思っています。それぞれ審査委員が評価し

て、総合的に今の業者が良いとなったと思っています。そうした中で、

分類などについて、これは不安の無いような形でやっていくということ

で、特に 2 階の部分ですかね、分類等についてはしっかりとわかり易い

形でやっていくということになっています。そこはしっかりと市民の皆

さんが納得していただけるような形をとっていきたいと思っています。 

（記者）：本日市長選の日程が決まりますけど、改めて現時点での出馬に対する

お考えをお聞かせください。 

（市長）：この前も申し上げているんですけど、先日自治会の方から推薦をいた

だいて、これは非常に有難く思っていますし、重く受け止めています。

しっかりと今回の予算も作らせていただいたんで、そうした今までの評

価も踏まえて検討していって、早い時期に答えを出せればと思います。 


