
別 紙 

和歌山市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

和歌山市駅前線（道路） （略） （略） （略） （略） 

和歌山市駅前線（高質空間

形成施設） 

（略） （略） （略） （略） 

本町線（道路） （略） （略） （略） （略） 

城北５１号線（高質空間形

成施設） 

（略） （略） （略） （略） 

雄湊２号線（高質空間形成

施設） 

（略） （略） （略） （略） 

西掘端（高質空間形成施

設） 

（略） （略） （略） （略） 

岡公園（公園） （略） （略） （略） （略） 

岡公園茶室改修事業（地域

創造支援事業） 

（略） （略） （略） （略） 

総合案内板設置事業（地域

生活基盤施設） 

 

JR和歌山駅西口に総合案

内板を設置する。 

 

H23年度 

和歌山市 来街者や観光交流客の利便性

の向上を図るため、バス事業者

等と連携しながら、JR和歌山駅

西口に観光地や公共交通機関等

の情報を掲載した総合案内板を

設置する。これは、「城まち回

遊性の向上」の達成に寄与する

など、中心市街地の活性化に必

要な事業である。 

社会資本整備

総合交付金（都

市再生整備計

画事業） 

 

H23年度 

 

けやき通り第一種市街地

再開発事業 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②～（４）（略） 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

 

 

 

 

 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備そ 

の他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 

［１］（略） 

［２］（１）（略） 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

和歌山市駅前線（道路） （略） （略） （略） （略） 

和歌山市駅前線（高質空間

形成施設） 

（略） （略） （略） （略） 

本町線（道路） （略） （略） （略） （略） 

城北５１号線（高質空間形

成施設） 

（略） （略） （略） （略） 

雄湊２号線（高質空間形成

施設） 

（略） （略） （略） （略） 

西掘端（高質空間形成施

設） 

（略） （略） （略） （略） 

岡公園（公園） （略） （略） （略） （略） 

岡公園茶室改修事業（地域

創造支援事業） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

    

けやき通り第一種市街地

再開発事業 

（略） （略） （略） （略） 

（２）②～（４）（略） 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

 

 

 

 

 

 



 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］（２）（略） 

（３）中心市街地活性化の活性化に資するその他の支援措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

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 ※

再掲 

（略） （略） （略） （略） 

まちなか不動産案内所設

置運営事業 

 

中心市街地の空き店舗を

利用して、まちなかの不動

産情報等を発信する拠点

の設置運営を行う 

 

 

H22～23年度 

和 歌 山 市

（社団法人

和歌山県宅

地建物取引

業協会に委

託） 

 中心市街地の空き店舗を利用

して、空き家・空き店舗等の不

動産情報等を発信する拠点を開

設し、まちなかの不動産情報の

収集、ホームページ等を通して

の情報発信、マッチング等を行

う。これは、「城まち居住の促

進」の達成に寄与するなど、中

心市街地の活性化に必要な事業

である。 

ふるさと雇用

再生特別交付

金 

 

H22～23年度 

 

（４）（略） 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］（２）（略） 

（３）中心市街地活性化の活性化に資するその他の支援措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

城まちeco観光レンタサイ

クル事業 

＜ハッピーロード関連事

業＞ 

 

複数の拠点において、乗り

捨て可能なレンタサイク

ル事業を実施 

 

H22～23年度 

和 歌 山 市

（民間事業

者に委託） 

 JR和歌山駅前をはじめとする

複数の拠点施設に環境にやさし

い電動アシスト自転車と放置自

転車を配置して、乗り捨て可能

なレンタサイクル事業を実施す

る。これは、「城まち回遊性の

向上」の達成に寄与するなど、

中心市街地の活性化に必要な事

業である。 

緊急雇用創出

事業臨時特例

交付金 

 

H22～23年度 

 

 

（４）（略） 

 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体と

して行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］（２）（略） 

（３）中心市街地活性化の活性化に資するその他の支援措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

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 ※

再掲 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）（略） 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］（２）（略） 

（３）中心市街地活性化の活性化に資するその他の支援措置に関する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

新規追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（４）（略） 

 

 

 



 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

 

 旧丸正百貨店ビル暮らし・にぎわい再生事業 

城北 51 号線（高質空間形成施設） 

統合河川環境整備事業 

西堀端（高質空間形成施設） 

雄湊2号線（高質空間形成施設） 

和歌山市駅前線（高質空間形成施設） 

本町線（道路） 

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 

・ぶらくりコミュニティプレイス設置運営事業 

・一日周遊バス切符発行事業（地域創造支援事業） 

・地場特産品店整備事業（地域創造支援事業） 

・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 

・ぶらくりスイング開催事業 

 

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 

・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 

・空き店舗対策事業（地域創造支援事業） 

・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 

・中心市街地活性化支援事業補助金交付事業 

・市民向け公開講座事業 

・教育機関等誘致促進事業 

・老朽化施設等再編事業 

 

・和歌山城再建 50 周年祭事業（地域創造支援事業） 

・和歌山城各御門ライトアップ事業（地域創造支援事業） 

・城フェスタ事業 

・大学生による外国人向け語り部事業 

・観光誘客事業 

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    

ＪＪＪ ＲＲＲ 和和和 歌歌歌 山山山 駅駅駅    

 

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） 

＜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 

・UWU(Urban with University)事業 

・市営駐車場環境改善整備事業 

・まちなか観光案内所設置運営事業 

・まちなか風物詩創出事業 

・まちづくり 1000 人会運営事業 

・B-Stop（広告パネル付バスシェルター）

設置事業 

・100 円バス券サービス事業 

・城まちハッピーロード美化推進事業 

 

 

・城まち WEB3 事業 

・移動型オープンカフェ実施事業 

・名産品創出事業 

・野外アートプロジェクト事業 

・和歌山市路上違反広告物除去推進制

度「とったろう君」 

・わかやまの底力・市民提案実施事業 

・低床バス導入事業 

・レンタル自転車実験事業 

 

・岡公園（公園） 

・岡公園茶室改修事業（地域創造支援事業） 

まちづくり連携事業 

和歌山市駅前線（道路） 

 

 旧丸正百貨店ビル暮らし・にぎわい再生事業 

城北 51 号線（高質空間形成施設） 

統合河川環境整備事業 

西堀端（高質空間形成施設） 

雄湊2号線（高質空間形成施設） 

和歌山市駅前線（高質空間形成施設） 

本町線（道路） 

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 

・ぶらくりコミュニティプレイス設置運営事業 

・一日周遊バス切符発行事業（地域創造支援事業） 

・地場特産品店整備事業（地域創造支援事業） 

・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 

・ぶらくりスイング開催事業 

 

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 

・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 

・空き店舗対策事業（地域創造支援事業） 

・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 

・中心市街地活性化支援事業補助金交付事業 

・市民向け公開講座事業 

・教育機関等誘致促進事業 

・老朽化施設等再編事業 

 

・和歌山城再建 50 周年祭事業（地域創造支援事業） 

・和歌山城各御門ライトアップ事業（地域創造支援事業） 

・城フェスタ事業 

・大学生による外国人向け語り部事業 

・観光誘客事業 

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    

ＪＪＪ ＲＲＲ 和和和 歌歌歌 山山山 駅駅駅    

 

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） 

＜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 

・UWU(Urban with University)事業 

・市営駐車場環境改善整備事業 

・まちなか観光案内所設置運営事業 

・まちなか風物詩創出事業 

・まちづくり 1000 人会運営事業 

・B-Stop（広告パネル付バスシェルター）

設置事業 

・100 円バス券サービス事業 

・城まちハッピーロード美化推進事業 

 

 

・城まち WEB3 事業 

・移動型オープンカフェ実施事業 

・名産品創出事業 

・野外アートプロジェクト事業 

・和歌山市路上違反広告物除去推進制

度「とったろう君」 

・わかやまの底力・市民提案実施事業 

・低床バス導入事業 

・レンタル自転車実験事業 

・城まち eco 観光レンタサイクル事業 

・岡公園（公園） 

・岡公園茶室改修事業（地域創造支援事業） 

まちづくり連携事業 

和歌山市駅前線（道路） 

総合案内板設置事業 

（地域生活基盤施設） 

まちなか不動産案内所設置運営事業 


