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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

和歌山城の魅力を生かしたまちの活性化 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

和歌山市 

 

３ 地域再生計画の区域 

和歌山市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地方創生の実現における構造的な課題 

・まちなかの衰退 

昨今のモータリゼーションの進展や大規模商業施設の郊外への立地、大学の郊

外への流出等に伴い、百貨店の撤退やまちなかの商店街店舗数が平成20年の419店

舗から平成29年には280店舗まで減少するなど、長きに渡ってまちなか全体が低迷

している。また、まちなかの人口においては、ピーク時の半分以下となってお

り、まちなかの衰退に歯止めがかかっていない。 

・和歌山城の魅力を生かしきれていない 

和歌山城天守閣の入場者数は、近年の外国人観光客数の増加などにより、平成

22年の160,063人から平成28年の218,932人へと増加しているものの、平成７年に

ＮＨＫで放送された大河ドラマ『八代将軍吉宗』の影響で378,435人の入場者数が

あった頃と比べると大きく減少している。これは、徳川御三家のひとつとして栄

えてきたことや江戸城と和歌山城にしかなかったとされる大奥などの貴重な歴史

資源があるにも関わらず、これまで有効活用できず、和歌山城の歴史の本来の魅

力を生かしきれていないことにも起因していると考えられる。 

・和歌山城内での消費が少ない 

和歌山城内での一人あたりの消費額は、和歌山城天守閣入場料の 352円（一人あ

たり平均）を含めても 916 円となっており、和歌山城内での消費が少ない。また、

まちなかでの遊休不動産を活用したリノベーションやまちなかのオープンスペー

スの駐車場でのイベントの実施により賑わいを創出するなど成果を出しているが、

和歌山城内にあるまちなか最大のオープンスペースを有効活用できておらず消費

に結びついていない。 



2 

４－２ 地方創生として目指す将来像 

 本市の南海和歌山市駅から JR 和歌山駅にかけてのまちなかエリアでは、まちなか

の再整備として、公共施設の再編や市街地再開発によるまちなか居住スペースの確

保・利便性の向上に取り組んでいる。一方、小・中学校の統合による学校跡地に３大

学を誘致、都市再生推進法人等によるまちなかの空き家・空き店舗など遊休不動産を

活用したリノベーション、まちなかのオープンスペースの駐車場やまちなかの商店街

を活用した定期的なイベントの実施、まちなかの中心を流れる市堀川を活用したまち

づくりなど、官民が連携した取組によるまちなか活性化の動きが顕著となってきてい

る。このようにかつてない勢いで活性化が進められているまちなかにあって、今後は

各事業をまちなかエリアの中でさらに有機的に結び付け、相乗効果を発揮させること

で、持続的な発展を実現するとともに、個性と多様性に溢れる魅力的なエリア形成を

図る必要がある。 

ここで、本市のまちなかにおいて、各事業の中核として機能させることができる施

設として「和歌山城」ほど相応しいものはない。まず、現在進められている事業は、

すべて南海和歌山市駅から JR 和歌山駅の中心に位置する和歌山城の周辺で実施され

ている。また、徳川御三家のひとつとして栄えた歴史的な価値だけでなく、現在の市

民にとってもアイデンティティーの一部ともいえるものであり、実際に焼失した和歌

山城天守閣再建工事費用の半額は市民の寄付金でまかなわれている。このように、地

理的な側面だけでなく、歴史的にも、また精神的な側面からも和歌山市及び和歌山市

民の中心核として機能し得る条件を有している。 

和歌山城は、平成 30年で天守閣再建 60周年の節目を迎え、まちなか活性化の動き

が顕著となっているこの契機を生かし、貴重な歴史資源を生かしたさらなる魅力向上

に取り組み賑わいを創出する。この取組と城周辺の公園整備など城下町としての雰囲

気を創出しエリア価値を向上させる取組と一体となって、城内のまちなか最大のオー

プンスペースの機能を最大限高めていくことで、市内外から人を集め、現在取り組ん

でいるまちなかエリアの各事業との双方向の導線を構築し、エリア全体の回遊性を高

めるとともに、滞在時間の延長と消費を促すことができる仕組みを構築することで、

まちの活性化を実現する。 

 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H30 年度 

増加分 

１年目 

H31 年度 

増加分 

２年目 

H32 年度 

増加分 

３年目 

KPI増加

分の累計 

和歌山城内での消費

額（千円） 
200,602 40,224 77,065 95,891 213,180 
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和歌山城天守閣利用

者数（人） 
218,932 21,894 24,083 41,596 87,573 

まちなか居住人口

（人） 
31,913 -720 -300 -241 -1,261 

和歌山城内のオープ

ンスペース整備箇所

数（箇所） 

0 3 1 1 5 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

 ５－１ 全体の概要 

    本市の南海和歌山市駅から JR 和歌山駅にかけてのまちなかエリアでは、ま

ちなかの再整備として、公共施設の再編や市街地再開発によるまちなか居住ス

ペースの確保・利便性の向上に取り組んでいる。一方、小・中学校の統合によ

る学校跡地に３大学を誘致、都市再生推進法人等によるまちなかの空き家・空

き店舗など遊休不動産を活用したリノベーションなど、官民が連携した取組に

よるまちなか活性化の動きが顕著となってきている。本事業では、これらの取

組に加え、各事業の中核として機能させることができる和歌山城の魅力向上に

取り組むとともに、和歌山城をはじめとするまちなかのエリア価値向上に取り

組み、市内外から人を集め、現在取り組んでいるまちなかエリアの各事業との

双方向の導線を構築し、エリア全体の回遊性を高めるとともに、民間のノウハ

ウを活用し消費を促すことができる仕組みを構築する。 

 

 ５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

 地方創生推進交付金（内閣府）：【A3007】 

 ① 事業主体 

和歌山市 

 

 ② 事業の名称：和歌山城の魅力を生かしたまちの活性化プロジェクト 

 

③ 事業の内容 

【貴重な歴史資源を活用した和歌山城の魅力向上】 

・和歌山市のランドマークである和歌山城は、平成 30年に天守閣再建 60周

年、平成 31 年に紀州徳川家成立 400 周年を迎える。これを契機とし、かつ

て市民の力で再建された和歌山城天守閣の魅力を PR するとともに、天守閣

の整備を進める。 

・おもてなし忍者による登城サポートや案内等のおもてなしによって、障害
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のある方を含めすべての人にやさしい和歌山城を実現し、市民にとっても観

光客にとっても何度も行きたくなる和歌山城をめざす。 

・天守閣再建 60 周年や紀州徳川家成立 400 周年に合わせた記念事業を実施

し、賑わいを創出する。 

 

【和歌山城周辺をはじめとするまちなかのエリア価値向上】 

・和歌山城に隣接する岡公園は、子どもの遊び場であるとともに長屋門や SL、

路面電車といった歴史を体感できる場所でもある。その岡公園の園路、遊具

を整備することで、城下町としての雰囲気を創出し、歴史が薫るまちとして、

エリア価値を向上させ、まちなか居住を促進させる。 

・和歌山城の眺望の改善及び和歌山城とその周辺を美化しエリアの価値を向

上させる。 

 

【民間のノウハウを活用した消費拡大に向けた取組】 

・和歌山城内において現在活用されていない吹上口を芝生広場として整備す

るとともに、二の丸広場を整備し、和歌山城のオープンスペースの充実を図

ることで、民間の利活用を促し消費拡大をめざす。 

・和歌山城のオープンスペースを有効に活用するにあたり、民間による公園

利用でのイベント開催などの可能性を検討するため、和歌山城のオープンス

ペースの無料貸出や社会実験等を行い、売り上げの調査・分析・和歌山城内

のエリア特性を検証する。その調査・分析・検証の結果を活用するとともに、

まちなかでの空き家をリノベーションするなど、まちの活性化に寄与してい

る都市再生推進法人や今後まちなかで増加する大学生等と連携し、和歌山城

及びその周辺の管理・運営委託予定の指定管理者（まちなか公園包括運営事

業者（仮称））とともに、戦略的に域内の消費拡大に取り組む。 

 

現在取り組んでいるまちなかでの公共施設の再編や官民が連携した取組

などの各事業と一体となって、上記の和歌山城の魅力向上及び城周辺のエリ

ア価値向上に取り組み、消費を促す仕組みを構築することで、市内外から人

を集め、消費を拡大させるとともに、本市のまちなかに魅力的な店舗や人を

集約させ、交流人口の増加及びまちなか居住人口の減少に歯止めをかけ、賑

わいが持続するエリアをめざす。 

 

 ④ 事業が先導的であると認められる理由 

【自立性】 

地方創生先行型交付金等を活用した取組によりまちなかエリアへの来訪



5 

客が増加していることに加え、市街地再開発事業や複数の大学を誘致するこ

とで、まちなかに人が集約され、民間事業者が稼ぐ力を発揮できる仕組みが

構築されつつある。さらに、本事業において、交流人口の増加・定住人口の

減少に歯止めをかけることが期待できるので、まちなか公園包括運営事業者

（仮称）は、行政の支援に頼らず、和歌山城のオープンスペースの有効活用・

天守閣の入場料・駐車場利用料等により事業として自走できる状態を目指す。 

 

  【官民協働】 

和歌山市は、立地適正化計画を策定し、まちなか居住を促進させる。ま

た、小・中学校跡の有効活用のため、大学を誘致することや、まちなかで

の公共施設の再編により、まちなかに人を集約させる。さらに、和歌山城

の魅力を向上させ、城周辺のエリア価値を向上し、人を集約させる取組を

実施するとともに、和歌山城のオープンスペースを有効活用できるようオ

ープンスペースの無料化や社会実験による調査・分析・検証を行い、消費

拡大につなげる。 

まちなか公園包括運営事業者（仮称）は、安定した集客を見込める和歌

山城や城内のオープンスペースを最大限に活用し消費拡大を行う。 

まちなかの商店街・民間事業者は、大学誘致や市街地再開発などにより交

流・定住人口の増加が見込まれるまちなかにおいて、自らの事業収入での運

営によるイベントの実施や新規出店により、継続した賑わいを創出する。ま

た、都市再生推進法人を中心に、空き家・空き店舗のリノベーションを含め、

新規創業の増加を図り、エリアの価値をさらに向上させることで継続した賑

わいを創出する。 

 

【政策間連携】 

 本市のシンボルである和歌山城について、天守閣の整備を進めるなど魅力

を向上させる取組にあわせ、城下町としての雰囲気を創出させ歴史が薫るま

ちづくりを進めることで、文化・歴史を活用したまちの賑わい創出を実現す

るとともに、まちなかの再整備などの関連事業と和歌山城のオープンスペー

ス活用に向けた取組を一体的に進めていくことで、公共空間の有効活用や交

流人口の増加に伴う消費の拡大など複数の政策効果の発現をめざす事業で

ある。 

 

【地域間連携】 

 本市では連携中枢都市圏の形成に向けた検討を進めているところであり、

連携予定の各市町との間で効果的に事業を実施することを検討する。 
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⑤ 重要業績評価指標（KPI）及び目標年月 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H30 年度 

増加分 

１年目 

H31 年度 

増加分 

２年目 

H32 年度 

増加分 

３年目 

KPI増加

分の累計 

和歌山城内での消費

額（千円） 
200,602 40,224 77,065 95,891 213,180 

和歌山城天守閣利用

者数（人） 
218,932 21,894 24,083 41,596 87,573 

まちなか居住人口

（人） 
31,913 -720 -300 -241 -1,261 

和歌山城内のオープ

ンスペース整備箇所

数（箇所） 

0 3 1 1 5 

 

⑥ 評価の方法、時期及び体制 

【検証方法】 

外部有識者で構成する会議において、事業執行状況についての点検及び評

価について調査審議し、改善点を踏まえて次年度の事業手法を改良すること

とする。 

また、和歌山市議会常任委員会及び決算特別委員会において検証する予定

としている。 

 

【外部組織の参画者】 

 産官学金労言士などの各分野の代表者に参画していただく予定 

予定者 

・和歌山大学 経済学部 教授 

・和歌山県中小企業診断士協会 会長 

・和歌山県労働者福祉協議会 常務理事 

・大阪府立大学院 人間社会システム科学研究所 教授 

・近畿税理士会 税理士 

・学校法人山本学園 IBW美容専門学校 副校長  

・市民公募  
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【検証結果の公表の方法】 

 市のホームページにおいて公表 

 

⑦ 交付対象事業に要する経費 

   ・法第５条第４項第１号イに関する事業【A3007】 

総事業費  198,289千円 

 

⑧ 事業実施期間 

地域再生計画認定の日から平成３３年３月３１日（３ヵ年度） 

 

⑨ その他必要な事項 

    特になし 

 

 ５－３ その他の事業 

  ５－３－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

該 当 な し  

 

５－３－２ 支援措置によらない独自の取組 

（１）地方再生コンパクトシティ事業 

     事業概要：既存ストックを活用した３大学誘致等まちなかの再構築で都市

機能を誘導し、まちの活性化を図るとともに、リノベーション

まちづくりを組み合わせ、エリアの課題解決・価値向上を目指

す。さらに、都市再生推進法人等指定による民間まちづくりの

推進と、公共空間の民間開放を進め、民主導でエリアの課題を

解決することを促進し、持続的な官民協働のまちづくりを促進

する。 

     実施主体：和歌山市、民間事業者 

     事業期間：平成 30年度～平成 32年度 

 

（２）市街地再開発事業 

     事業概要：まちなかエリアに都市型住宅、ホテル、商業施設、総合病院、

社会福祉施設等を整備し、まちなかへの居住を促進する。 

     実施主体：民間事業者 

     事業期間：平成 27年度～平成 32年度 

 

（３）史跡和歌山城西の丸西側石垣整備工事事業 
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     事業概要：和歌山城の西の丸西側の石垣を整備することで、史跡としての

魅力を高め、エリア価値を向上させる。 

     実施主体：和歌山市 

     事業期間：平成 29年度～平成 30年度 

 

６ 計画期間 

地域再生計画認定の日から平成３３年３月３１日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

 ７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

  【検証方法】 

外部有識者で構成する会議において、事業執行状況についての点検及び

評価について調査審議し、改善点を踏まえて次年度の事業手法を改良する

こととする。 

また、和歌山市議会常任委員会及び決算特別委員会において検証する予

定としている。 

 

【外部組織の参画者】 

産官学金労言士などの各分野の代表者に参画していただく予定 

 予定者 

 ・和歌山大学 経済学部 教授 

 ・和歌山県中小企業診断士協会 会長 

 ・和歌山県労働者福祉協議会 常務理事 

 ・大阪府立大学院 人間社会システム科学研究所 教授 

 ・近畿税理士会 税理士 

 ・学校法人山本学園 IBW美容専門学校 副校長  

 ・市民公募 

 

 

 ７－２ 目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

【数値目標】 

 
事業開始前 

（現時点） 

H30 年度 

増加分 

１年目 

H31 年度 

増加分 

２年目 

H32 年度 

増加分 

３年目 

KPI増加

分の累計 

和歌山城内での消費

額（千円） 
200,602 40,224 77,065 95,891 213,180 



9 

和歌山城天守閣利用

者数（人） 
218,932 21,894 24,083 41,596 87,573 

まちなか居住人口

（人） 
31,913 -720 -300 -241 -1,261 

和歌山城内のオープ

ンスペース整備箇所

数（箇所） 

0 3 1 1 5 

 

 ７－３ 目標の達成状況に係る評価の公表の手法 

上記手法により、毎年度事業を実施した結果の数値が把握でき次第速やかに和歌山

市公式ホームページにて公表する。 


