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連載
中心市街地の再生に向けて
～認定基本計画の取り組み～

中心市街地の活性化に取り組むきっかけ

本市は日本最大の半島である紀伊半島の北西部
に位置し、北は和泉山脈、西は紀淡海峡に面し、紀
ノ川沿いの中規模な平野に市街地が形成されていま
す。黒潮のもたらす温暖な気候と豊かな緑に恵まれ
た、人口約 37 万 2 千人、面積約 210 平方キロメート
ルの都市です。かつては、徳川御三家の一つ、紀州
徳川家が治める 55 万 5 千石の紀州藩の城下町とし
て栄えました。現在も中心市街地には、国指定史跡

「和歌山城」、名勝「和歌山城西之丸庭園」（紅葉渓
庭園）、建造物「和歌山城岡口門附土塀」、県指定史
跡「岡山の時鐘堂」などの文化財があり、また、城
下町としての名残を留めた小さな町が点在していま
す。近年では近畿圏南部で最大の商業業務都市とし
て、また重工業都市としても発展しました。

中心市街地には、和歌山県の県都として、市役所・
市民会館を始め和歌山河川国道事務所や地方裁判所
など、国・県・市の公共公益施設が集積していると
ともに、事業所等の業務機能においても一定の集積
が見られます。公園・駐車場・下水道設備等の都市
インフラも整備されています。また、江戸時代より

「ぶらくり丁」と呼ばれる県下随一の商業集積地があ
り、明治中期にはこの地の核施設である丸正百貨店
が誕生、まちの象徴として発展するとともに、南は
新宮市、北は堺市近辺までを商圏とする、近代的な
広域型の商店街が形成されました。

昭和 40 年代以降、高度成長に伴い人口が急増し、
郊外部の開発が進むにつれ、急速に市街地が拡大し
ていきました。その反面中心市街地は地価が高く、
開発余地も少なかったために人口減少が続きまし
た。高度成長が鈍化した昭和 60 年代以降には市全体

の人口も減少に転じたこと、また相次ぐ郊外大規模
集客施設の出店により、中心市街地は衰退の一途を
辿っていきました。

このような背景を受け、本市では平成 10 年度に中
心市街地活性化基本計画を策定し、商店街再生を軸
に、景観の向上、都市機能の高度化等に取り組みま
した。本計画ではハード面及びソフト面において一
定の成果を上げるに至ったものの、核的施設が相次
いで撤退・倒産するなど、計画策定時に想定してい
なかった事態が発生したことにより、結果的に中心
市街地の活性化には至りませんでした。そこで、平
成 14 年、まちおこしプロジェクトを発足させ、調査
研究や市民との協働によるワークショップを実施、
その結果、平成 16 年度には中心市街地活性化を担当
する専属部署が設置されるとともに、中心市街地活
性化基本計画（改訂版）が策定されました。改訂版
基本計画は「住遊融合・新しい都市核」を基本テー
マに、市民・商業者・行政といったそれぞれの立場
で自ら実現可能なことに取り組む、ソフト事業が中
心となった市民の手によるまちづくり計画となって
います。

平成 17 年度以降は、改訂版基本計画に基づき各種
事業を実施していましたが、その中で、本市の中心
市街地の大型空き店舗である旧丸正百貨店ビルが、
地元民間企業の手により再生されることとなり、目
に見える活性化への動きが表れてきたことや、まち
づくり 3 法の改正などに伴い、本市ではこれらを好
機と捉え、新たに中心市街地活性化基本計画を策定
し、多様な主体を巻き込んだ一体的なまちづくりを
目指すこととしました。

和歌山市中心市街地活性化基本計画に
ついて

古谷　真穂　和歌山市まちづくり局まちおこし部まちおこし推進課
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中心市街地区域における現状と課題

和歌山市の中心市街地は、主要駅である JR 和歌山
駅と南海和歌山市駅に挟まれた、中心商業地である
ぶらくり丁周辺地域と史跡和歌山城を含む合計 186 
ha の地域です。本市の中心市街地は他の地方都市と
同様、人口減少、少子高齢化、モータリゼーション
の進展、消費行動の郊外化などの様々な要因により
近年衰退の一途を辿っています。しかし、中心市街
地は都市計画道路、公園、駐車場、下水道など都市
インフラが整備され、公共公益施設も集積している
ことから、これらを有効活用し、便利でコンパクト
なまちづくりを進めるには大変適した地域であり、
また、市民アンケートの結果からも市民の方々に
は「中心市街地の活性化は重要な問題である」と認
識されています。このような状況から、和歌山市の
中心市街地の活性化の課題として、賑わいが減少し
てきた中心商業地を魅力ある商業地として活性化さ
せること、高齢化の進む中心市街地において、高齢
者の方々をはじめとする、全ての人が安心・安全に
暮らせる居住環境を整備すること、多様な関係者が
連携することで、居住者から観光客まで、たくさん
の人々が中心市街地を回遊できる仕組みづくりを行
うこと、そしてそれら来街者が気軽に訪れられるよ
う、公共交通等の利便性を向上させることが浮かび
上がってきました。

そのため本市では、これらの課題を踏まえ、人々
が快適に暮らせ、楽しく訪れることができる「行きた
い」「住みたい」「過ごしたい」と思えるような「歩
いて暮らせる賑わいあふれる城まち」を、中心市街
地活性化の基本テーマと掲げ、その実現に向け取り
組んでいくこととしました。

中心市街地活性化へのテーマと目標

「歩いて暮らせる賑わいあふれる城まち」の実現に
向け、「訪れたくなるまち」「住みたくなるまち」「歩
いて楽しく過ごせるまち」という 3 つの基本方針を
掲げ、それぞれ「①城まち賑わい拠点の創出」「②城
まち居住促進」「③城まち回遊性の向上」といった 3
つの目標を設定し、合計 53 事業に取り組むこととし

ています。

目標達成に向けた取組（主な基本計画
記載事業と各事業への期待）

①城まち賑わい拠点の創出
中心商業地であるぶらくり丁周辺地域の機能強化

を図り、賑わいの回復を図ります。
本市の中心市街地において核的施設であった旧

丸正百貨店ビルは、国の支援（暮らし・にぎわい再
生事業）を受け地元民間企業の手により再生されま
す。本事業は以前の百貨店とは異なり、温浴施設や
アンチエイジングなどの新たな施設が整備されるこ
とで、商業だけなく交流機能の強化としても重要な
事業と位置付けています。その他には、女性による
手作り雑貨がブランド化し人気が高まっていること
から、ものづくり工房を兼ね備えた、小さいながら
も集客力のある複合施設を建設・運営することで、
女性の来街増加につなげます。また、平成 20 年度よ
り和歌山大学に新たに観光学部が設置されることか
ら、学生・大学と連携した街なかでのイベントなど
を実施することで、新たなまちづくりの担い手の育
成と、賑わいの創出を図ります。

新たに再生された旧丸正百貨店ビル

②城まち居住の促進
少子高齢化が顕著に進む中心市街地において、公
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共公益施設や都市インフラが整備されていることを
活かし、あらゆる世代が歩いて暮らせる居住環境の
構築を図ります。

けやき大通り第一種市街地再開発事業や十番丁共
同住宅・事務所複合ビル建設事業により共同住宅を
整備することで居住者を誘導するための受け皿を確
保し、雄湊 2 号線や和歌山城西堀端に街路灯を設置
することで、より安心安全なまちの形成を目指しま
す。また、地域小規模多機能型介護施設の整備等に
より、高齢者に対応した生活環境も整備していきま
す。

③城まち回遊性の向上
南海和歌山市駅前と JR 和歌山駅前を交流誘導

ゾーンとし、両駅から中心商業地と和歌山城に至る
道路を「歩いて楽しく過ごせるメインストリート」
と位置づけ、そのメインストリートを人々が行き交
うような、まちなかの回遊性の向上を目指します。

このルート上にある和歌山市駅前線、本町線、城
北 51 号線の道路を整備し、歩道の質を向上させ人々
が快適に歩けるようにします。また、平成 20 年度に
再建 50 周年を迎える和歌山城においては、これまで
以上に様々な関連イベントや記念事業を実施し、来
街者の増加を図るとともに、旧丸正百貨店ビルや和
歌山大学の学生によるオープンカフェなどの新たな
拠点と連動させ、人々が行き交う賑わいのあるメイ
ンストリートを確立していきます。公共交通機関で
の回遊性では、中心市街地内各主要施設と連携した
バスの 1 日乗車券「城まち 1 日周遊切符」を発行し、
観光客も含めた全ての人が気軽に中心市街地内を回
遊できるような仕組みを作ります。

「まちなかキャンドルイルミネーション竹燈夜」 
（まちなか風物詩創出事業）

民間事業者、市民との連携

今回、基本計画を策定するにあたって大きな役割
を果たしたのが、中心市街地活性化協議会でした。
本協議会は法定構成要員となる和歌山商工会議所と
旧 TMO である株式会社ぶらくり、そして行政、自
治会、学識経験者、金融機関、商店街連合会、公共
交通機関、警察などで構成されています。

前述したとおり、平成 16 年度に策定した中心市
街地活性化基本計画では、市民参加によるワーク
ショップ等を踏まえ、単なる「商業の場」としてで
はなく、「住む場」「交流の場」としてのまちづくり
が必要であるという考えのもと、自分たちの力でで
きると考えた事業を盛り込んだ計画となりました。
しかし、ソフト事業が中心の計画となっていたため、
なかなか目に見える活性化には繋がらなかったとい
う点があります。

今回新たに策定した基本計画では、中心市街地活
性化協議会の場において、民間事業者をはじめ多様
な関係者が意見交換や事業提案を行うことにより、
より具体性・実効性・明確性が表れた計画となりま
した。これまでも本市では様々な民間事業者による
まちづくりへの取組がなされてきましたが、今後は
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この活性化協議会において協議を重ねられることに
より、中心市街地の活性化に向けて取り組まれる事
業が、より一層効果的かつ相乗的に活性化に寄与す
るとともに、まちの賑わい回復を市民の方々が実感
できるようになることが期待されます。

おわりに

今回認定を受けた中心市街地活性化基本計画は、
平成 19 年 8 月から平成 23 年 3 月までの 4 年 8 ヶ月
の計画期間を設定しています。本計画期間では、衰

退傾向にある本市の中心市街地に再び賑わいを取り
戻すための第 1 段階と捉え、計画期間終了後におい
ては賑わいを取り戻しつつある中心市街地を中心核
として、周辺地域へと効果を波及させていくものと
考えます。

加えて、今回の基本計画の認定を、和歌山市の中
心市街地活性化に向けた再スタートと捉え、今後も
引き続き起こるであろう様々な社会情勢に対応しな
がら、和歌山市の「顔」である中心市街地の再生に
向け、全力で取り組んでいきます。

（ふるたに　まほ）

旧丸正百貨店ビル暮らし・にぎわい再生事業 

城北 51 号線舗装高質化事業

統合河川環境整備事業 

西堀端街路灯設置事業 

雄湊 2 号線街路灯設置事業 

和歌山市駅前線歩道整備事業 

本町線舗装修繕事業 

地域小規模多機能型介護施設(小規模

多機能型介護等複合施設)整備事業 

＜中心商業地（ぶらくり丁周辺地域）内で実施する事業＞ 

・子どもの活動の場づくりキッズ事業 

・ものづくり工房「ぶらフト」建設運営事業 

・コミュニティ工房「ぶらステ」設置運営事業 

・「城まち」一日周遊切符発行事業 

・地場特産品店整備事業 

・まちプロデュース事業 

・店の資源個性化支援事業 

・通り名マップ・WEB 開設事業 

・空き店舗情報収集事業 

・まちなかキャンパス事業 

・ぶらくり丁各商店街活性化ビジョンと具体策の検討実施事業

けやき大通り第一種市街地再開発事業 

十番丁共同住宅・事務所複合ビル建設事業

＜実施場所が特定されない計画区域内で実施する事業＞ 

・容積率緩和検討実施事業     ・中心市街地共同住宅誘導事業 

・和歌山大学観光学部学舎整備事業 ・城まち起業家居住支援事業 

・大規模小売店舗立地法の特例区域設定の要請 

・市民向け公開講座事業 

・中心市街地商店街出店チャレンジ支援事業補助金交付事業 

・和歌山大学観光学部との連携による地域活性化検討実施事業 

・商業活性化支援事業補助金交付事業 

・和歌山城再建 50 周年祭事業(市制 120 周年祭事業) 

・和歌山城内整備事業 

・城フェスタ事業 

・大学生による外国人向け語り部事業

紀の国ぶらくり劇場設置運営事業

南南南海海海和和和歌歌歌山山山市市市駅駅駅   

和和和歌歌歌山山山城城城   

ＪＪＪＲＲＲ和和和歌歌歌山山山駅駅駅   

＜城まちハッピーロード関連事業＞ 

・城まちハッピーロード活性化推進事業 ・城まち WEB3 事業 

・UWU(Urban with University)事業            ・移動型オープンカフェ実施事業 

・市営駐車場環境改善整備事業               ・名産品創出事業 

・まちなか観光案内所設置運営事業 ・野外アートプロジェクト事業 

・まちなか風物詩創出事業        ・和歌山市路上違反広告物除去推進制度「とったろう君」

・まちづくり 1000 人会運営事業             ・わかやまの底力・市民提案実施事業

・B-Stop（広告パネル付バスシェルター）設置事業 ・低床バス導入事業

・100 円バス券サービス事業               ・レンタル自転車実験事業 

有料老人ホーム整備事業

城まち青空市開催事業

 
中心商業地

（ぶらくり丁周辺地域）

Ｎ 


