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 1．はじめに
田辺市は、紀伊半島の南西側、和歌山県の南部に

位置し、平成 17 年 5 月 1 日の 5 市町村（田辺市、龍
神村、中辺路町、大塔村、本宮町）の合併に伴い、
東西約 45km、南北約 46km、面積 1,026.77km2 と、
近畿で最も広大な面積を有する市となりました。

穏やかな気候と豊かな自然に恵まれ、古くは、平
安時代の中頃より熊野三山への参詣の要衝として栄
え、現在も、商業、医療、福祉の分野において重要
な都市的基盤が備わるなど、紀南地域の政治、経済、
交通、文化の中心地となっています。田辺市へは、
鉄道や高速道路を利用すれば、大阪市内からの所用
時間が約 2 時間、また、隣接の白浜町にある南紀白
浜空港を利用すれば、東京まで約 1 時間で結ばれる
など、利便性も高まっています。

中心市街地及びその周辺においては、田辺の歴史
に登場する人物として、歴史上の豪傑「武蔵坊弁慶」、
世界的な博物学者「南方熊楠」、合気道開祖「植芝盛
平」など、その人物の足跡とその縁（えにし）を訊
ねることができます。

田辺市の中心市街地活性化基本計画について 
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２．中心市街地の現状 
 田辺市の中心市街地は、歴史的な町の形成過程を経て、高度経済成長期には、好景気と人口増加に支

えられて繁栄を極めましたが、モータリゼーションの進展や大型店の郊外進出、郊外居住の進展、イン

ターネットを活用した消費者の増加などにより、商店街地域は徐々に求心力を失って行くこととなりま

した。 

 空洞化がますます進展する中心市街地を活性化するため、平成19年度から中心市街地の活性化を進め

る体制を整備し、田辺市中心市街地活性化基本計画策定委員会や田辺市中心市街地活性化協議会を組織

するなど、官民一体となった取組を進めたことにより、「田辺市中心市街地活性化基本計画」が平成21

年３月27日に国より認定を受けました。 

田辺市の中心市街地活性化基本計画について 
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 2．中心市街地の現状
田辺市の中心市街地は、歴史的な町の形成過程を

経て、高度経済成長期には、好景気と人口増加に支
えられて繁栄を極めましたが、モータリゼーション
の進展や大型店の郊外進出、郊外居住の進展、イン
ターネットを活用した消費者の増加などにより、商
店街地域は徐々に求心力を失って行くこととなりま
した。

空洞化がますます進展する中心市街地を活性化す
るため、平成 19 年度から中心市街地の活性化を進め
る体制を整備し、田辺市中心市街地活性化基本計画
策定委員会や田辺市中心市街地活性化協議会を組織
するなど、官民一体となった取組を進めたことによ
り、「田辺市中心市街地活性化基本計画」が平成 21
年 3 月 27 日に国より認定を受けました。

 3．中心市街地活性化の基本方針
（活性化のテーマ）
都市機能の向上と、自然と歴史を生かした街づくり

中心市街地にかつての賑わいを取り戻し、活力を
回復する原動力となるのは、そこで活動する「人」
であることから、中心市街地活性化の基本を「人の
確保」として、活性化の実現に向け、以下のとおり、
交流人口と居住人口の確保に取り組むこととしてい
ます。

交流人口の確保

中心市街地に人が訪れ回遊することによる
賑わいづくり

居住人口の確保

中心市街地に人が住み生活することによる
賑わいづくり

4． 中心市街地の活性化の 
数値目標

基本方針に基づき、5 年間で 2 つの数値目標を設
定し、活性化を推進することとしています。
目標1．�街なか環境の整備や商業機能の再構築によ

る賑わいの創出
　指標　商店街の歩行者・自転車通行量（休日）

現 況 値（平成 20 年度）
2,842 人 / 日

目 標 値（平成 25 年度）
3,200 人 / 日

目標2．都市基盤の推進による街なか居住の促進
　指標　中心市街地区域内の居住人口

現 況 値（平成 19 年度）
11,312 人

目 標 値（平成 25 年度）
11,345 人

 5．目標実現に向けた主な事業

①海蔵寺通り街並み整備等による回遊性向上
海蔵寺通りの沿道区画整理による東西幹線道路の

整備とともに、和風デザインの街並みに統一。併せ
て、交通量が少なくなる商店街内の道路を「歩車共
存」のコミュニティ道路として整備。

扇ヶ浜海水浴場や南方熊楠顕彰館への来訪者を街なかに誘導・回遊させる街歩きマップやレンタサイ

クル事業を実施。 

⑦街なか住み替え支援事業 

子育て世帯への民間賃貸住宅の家賃補助や民間賃貸住宅の建設費補助を実施。FM TANABE を活用した

空き家・空き店舗の情報を提供。 

⑧街なかの教育文化環境の充実 

田辺第一小学校の建替えに合わせ、校舎に公民館を併設し、地域コミュニティを強化。 

⑨街なか住宅供給の推進 

銀座複合施設の共同住宅の整備に加え、三栖口市有地での宅地分譲を実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

都市計画道路元町新庄線外１線整備事業   銀座複合施設整備事業     市街地回遊強化事業 
（海蔵寺地区沿道区画整理型街路事業）    （銀座木津医院跡）    （イルカカード普及促進） 

 

６．おわりに 
田辺市では、官民問わず、様々な方々から貴重なご意見を頂いたことにより、中心市街地の活性化に

向けた取り組みがスタート致しました。基本計画の認定を機に、少しずつではありますが、まちづくり

の気運が高まりをみせ、基本計画に盛り込まれていない新規事業の検討が動き始めています。今後にお

いて、より良い田辺市とするために、市民の皆様方とともに協議を重ねながら、中心市街地の活性化に

取り組んでまいりたいと考えています。 

また、田辺市は、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録された熊野本宮大社や熊野古道

をはじめ、世界に誇れる自然や歴史、文化など、多様な地域資源と、和歌山県南部の中核を担う都市機

能を併せ持っています。そうした多様な地域資源や都市機能を有機的に結びつけ、人と人、地域と地域、

産業と暮らしのつながりを深めながら、地域をけん引する街づくりを行うことで、中心市街地の活性化

を目指していきます。 

 

                                     「いそだ かずお」      

和風デザインの街並みに統一

(海蔵寺通り) ＪＡ田辺支所 

（市内３支所を統合） 

複合文化施設建設事業 

（紀南病院跡地） 

都市計画道路元町新庄線外 1 線整備事業

（海蔵寺地区沿道区画整理型街路事業）
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(海蔵寺通り) ＪＡ田辺支所 

（市内３支所を統合） 

複合文化施設建設事業 

（紀南病院跡地） 

和風デザインの街並みに統一 ( 海蔵寺通り )
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扇ヶ浜海水浴場や南方熊楠顕彰館への来訪者を街なかに誘導・回遊させる街歩きマップやレンタサイ

クル事業を実施。 

⑦街なか住み替え支援事業 

子育て世帯への民間賃貸住宅の家賃補助や民間賃貸住宅の建設費補助を実施。FM TANABE を活用した

空き家・空き店舗の情報を提供。 

⑧街なかの教育文化環境の充実 

田辺第一小学校の建替えに合わせ、校舎に公民館を併設し、地域コミュニティを強化。 

⑨街なか住宅供給の推進 

銀座複合施設の共同住宅の整備に加え、三栖口市有地での宅地分譲を実施。 
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⑦街なか住み替え支援事業
子育て世帯への民間賃貸住宅の家賃補助や民間賃

貸住宅の建設費補助を実施。FM TANABE を活用
した空き家・空き店舗の情報を提供。

⑧街なかの教育文化環境の充実
田辺第一小学校の建替えに合わせ、校舎に公民館

を併設し、地域コミュニティを強化。
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⑨街なか住宅供給の推進
銀座複合施設の共同住宅の整備に加え、三栖口市

有地での宅地分譲を実施。

 6．おわりに
田辺市では、官民問わず、様々な方々から貴重な

ご意見を頂いたことにより、中心市街地の活性化に
向けた取り組みがスタート致しました。基本計画の
認定を機に、少しずつではありますが、まちづくり
の気運が高まりをみせ、基本計画に盛り込まれてい
ない新規事業の検討が動き始めています。今後にお
いて、より良い田辺市とするために、市民の皆様方

とともに協議を重ねながら、中心市街地の活性化に
取り組んでまいりたいと考えています。

また、田辺市は、「紀伊山地の霊場と参詣道」と
して世界遺産に登録された熊野本宮大社や熊野古道
をはじめ、世界に誇れる自然や歴史、文化など、多
様な地域資源と、和歌山県南部の中核を担う都市機
能を併せ持っています。そうした多様な地域資源や
都市機能を有機的に結びつけ、人と人、地域と地域、
産業と暮らしのつながりを深めながら、地域をけん
引する街づくりを行うことで、中心市街地の活性化
を目指していきます。

（いそだ　かずお）


