
和歌山公園の名称変更について

□調査期間 平成３０年１１月１９日～平成３０年１１月３０日

□調査の趣旨

□対象者数 689 人（平成３０年１１月１９日現在）

□回答者数 544 人

□回答率 79.0 ％

（図および表中の比率は、少数点第２位を四捨五入して表示しています。したがって、内訳を合計しても１００％に合致しない場合があります。）

【職業】
内訳 人数 ％

会社員 168 30.9
自営業 47 8.6

農林水産業 6 1.1
パート・アルバイト 107 19.7

専業主婦（夫） 133 24.4
学生 2 0.4
無職 74 13.6

その他 7 1.3

合計 544 100.0

【年齢】
内訳 人数 ％

10歳代 2 0.4
20歳代 26 4.8
30歳代 141 25.9
40歳代 139 25.6
50歳代 108 19.9
60歳代 70 12.9
70歳代 49 9.0

80歳以上 9 1.7
合計 544 100.2

和歌山公園の名称変更について、皆様のご意見をお聞きします。
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【性別】
内訳 人数 ％

男性 220 40.4
女性 324 59.6
合計 544 100.0

【導入】

【問１】　和歌山城のある公園が「和歌山公園」という名称であることを知っていますか？
内訳 人数 ％

知っている 169 31.1
知らない 375 68.9

合計 544 100.0

内訳 人数 ％
賛成 375 68.9

どちらかといえば賛成 89 16.4
反対 9 1.7

どちらかといえば反対 15 2.8
どちらでもよい 56 10.3

合計 544 100.1

【問２－１】　問２で「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答された方にお聞きします。賛成の理由は何ですか？　（該当者464人）
内訳 人数 ％
分かりやすいから 284 61.2

響きが良いから 32 6.9
和歌山公園の名称に違和感が

あるから 43 9.3
前からその名称だと思っていた

から 98 21.1
その他 2 0.4
未回答 5 1.1

合計 464 100.0

　和歌山公園は、明治３４年に和歌山城地に開園し、昭和２３年に和歌山都市計画公園として「和歌山公園」の名称で都市計画決定され、各種イベント開催の場や、四季折々の風
景を楽しむ場として親しまれています。しかし、市内外の方々からは、和歌山城のある公園の名称に城が含まれていないのは違和感があるというご意見が寄せられることもあり、
「和歌山城公園」への名称変更を検討しています。

【問２】　名称を「和歌山城公園」に変更することについてどう思いますか？
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【問２－３】　問２で「反対」「どちらかといえば反対」と回答された方にお聞きします。反対の理由は何ですか？　（該当者24人）
内訳 人数 ％

分かりにくいから 6 25.0
響きが良くないから 0 0.0

昔から続く馴染んだ名称だから 10 41.7
その他 8 33.3

合計 24 100.0

何が正式な名称が説明不明ですが、一般名として和歌山城公園が広く認知されていることから、コストをかけて正式名を変更する必要を感じません。

和歌山城と敷地が違うように思いますが、城内と言うには道路が景観と歩行の妨げになってるし、今一つ和歌山城公園はおかしい気がする。

【問２－２】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。　（該当者2人）

表示看板、パンフレット等の印刷物、すでに発信されている、各種ウェブ記事などあらゆるものがやりなおしの必要に迫られる。あるいはSEOの観点で、同公園をネット検索上から拾
いにくくすることになると思います。たった一文字変えることを、偉い人が気まぐれに言い出すことは簡単です。しかし、背景に膨大な手間ヒマと経費がかかることまでを、考えてのア
イディアなのか、大いに疑わしいと考えます。

看板の書き換えなど無駄な費用がまた必要になりそうだから。

【問２－４】　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。　（該当者8人）

和歌山という地名を残しておいた方が他府県の方からも、わかりやすいと思います。和歌山〇〇〇というふうな変更なら賛成です。

和歌山市の観光を代表するのは、紀州徳川のお城だから、その一部と言う意味合いで相応しいと思います。
和歌山城にある公園だとわかるから。

場所がそのまま名前になっている方が分かりやすいので賛成ですが、名称変更に伴い印刷物や掲示物、WEB等の各情報の刷新が必要となり、税金が注がれるのであれば、名称
変更に意味がないようにも思われます。

和歌山城にある動物園は「お城の動物園」と呼んで親しまれているし、最近注目も増えてきているから、公園も「お城の公園」がいいと思う。 和歌山人は和歌山城のことを「お城」と呼
ぶ人が多いし、地元の人には親しみやすいのでは。他府県の人も、和歌山市にお城は和歌山城一つしかないのだから、親しんでもらえると思うから。
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【問３】　和歌山公園の名称変更に関するご意見などありましたら、ご記入ください。 
わかりやすい名称で賛成です。
和歌山城公園の方が所在地も含めてわかりやすいと思います！！
今まで和歌山城公園でなかった方が不思議。
和歌山城の中にあるのだから、和歌山城公園にした方がしっくりする。

幼稚園・小・中・高校と、催しで行くことがあり、そのたびに「和歌山城公園」と告知されていました。また、プレイベートで遊びに行くときも「お城公園に行く」という言い方をしていました
ので、改称によってより馴染みやすくなると感じております。

和歌山公園という名称に少し違和感を感じておりました。和歌山城にあるのに、和歌山城公園の方が分かりやすいなと。
名前に関係なく素晴らしい公園。和歌山城公園の方がイメージしやすいかもしれないです。
他府県の人から見ても絶対「和歌山城公園」がわかりやすく美しいイメージが浮かぶと思います。
変更するのになんの問題もないと思います。ぜひ変えてください！
和歌山公園だとどこにある公園なのかが和歌山市民にとってもわからない。お城にある公園であることを主張するためには是非とも名称変更すべきだと思う。

大阪城のある場所にある公園は大阪城公園と呼称するが、JR大阪環状線に大阪城公園駅ができたために、知名度が飛躍的に向上した。よって、和歌山も和歌山城のある場所の
公園は和歌山城公園としたほうが、特に外国人にはわかりやすくていいと思います。 および、隣接する新しい市民会館も、和歌山城ホールとしたほうがいいかもしれません。 名前
は非常に重要であり、公園の価値を高めるためには、虎伏山にあることから虎伏公園とか、初代藩主の徳川頼宣公にちなんで南龍公園のほうが立派ですが、インバウンドとわかり
やすさを考慮して、和歌山城公園にいたしましょう。残念ながら、和歌山公園では現実には和歌山市民ですら認識していません。和歌浦のほうにそんな公園があると誤解している人
すらいます。

和歌山城公園のほうがわかりやすいと思います。
以前から、城内にあるのだから和歌山城のネーミングが入る方が良いのでは、と思っていました。
和歌山城公園以外考えれないと思います。和歌山公園の方が違和感が凄くあります。すぐにでも変えるべきだと思います。
前から、和歌山城公園の方が分かりやすいと思っていた。
どんな名前に変更になるのかぎょっとしていましたが、提案の名前だとしっくりすると思います。
和歌山公園命名の経緯や歴史も大切にしたいところ。ただ、実際は和歌山城公園の方が分かりやすく、実情に即していると思う。

改名した方が自然な感じで良いと思います。
わかりやすくていいと思います。
和歌山城公園の方がわかりやすいし、今までの名称に馴染みもないので変えた方がいいと思います。
和歌山城の公園なので、和歌山城公園のほうがしっくりきます。
和歌山市にあるお城の公園という意味で、和歌山城公園が良いと思います。和歌山県の公園との違いが理解出来ると思います。
「和歌山公園」だとどこの公園かピンとこないが、「和歌山城公園」にすると、位置感覚がすぐにわかる。

和歌山公園より和歌山城公園の方が場所が判り易いし 和歌山公園だと市内全体の公園を指すようで。和歌山城公園の方が他県から来た人にも場所が判り易いのではと感じま
す。

早く変えてほしい。

子育て世代で時々公園に行きますが、和歌山公園と言われても、どこの公園かわからなかったです。和歌山城公園に変更すれば、場所がわかりやすいため名称変更に賛成しま
す。

和歌山市に40年住んでいますが、和歌山公園という名前は聞いたことがありません。和歌山在住60年の妻にも聞きましたが「和歌山公園」ときいて？でした。和歌山城公園がいいと
思います。すぐに変更すべきかと思います。

和歌山城公園の方がわかりやすい。
子供が動物園の事もお城の動物園と言っていたので、お城の名前があった方がいいと思います。
とても良いと思います。
以前から、観光客が和歌山城へ行きたいのに、公園だけではどこの公園か分からず困っている。和歌山城と明記すべきです。
和歌山公園の名称を知らなかったし場所も勿論知らなかった。和歌山城公園なら分かりやすいし響きも良い。英文なら Wakayama castle parkかな。
今まで全く疑問に思っていなかったけれど、改めて言われると、お城のそばの公園に城がないのはおかしいと思います。
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寂しい気もしますが、わかりやすくなるから親しまれやすくなるかもと思います。
「お城の公園」が分かりやすい。
和歌山公園と聞いても、和歌山城のある公園と聞いても、ピンときませんでした。 和歌山城公園で初めてすっと耳に入る感じがします。
他府県からの来訪者にもわかりやすいと思いますので、ぜひ実施してください。
「和歌山公園」ってどこ？と思うぐらいなじみが無かったです。和歌山城公園の方が分かりやすいと思います。

和歌山城は市民のシンボルであり憩の場です。また城山を取り囲む公園は四季折々の美しい風情を提供してくれ大切な安らぎの場であり子供たちの心を育んでくれます。和歌山城
公園はお城も取り入れた公園としていい名称であると思います。

お城と名が入ってる方が 他府県からの方からも場所としても判断がしやすい。
城の一文字が付くだけですぐに和歌山城だと分かるし、和歌山公園の和歌山だと広過ぎて全く周知しないと思う。
和歌山公園ということを知らなかったです。良いと思います。
和歌山城にある公園だからこれが良いと思うし和歌山公園だとどこにあるのかわからない。

実家が大阪なので、『大阪城公園』の響きと同じで違和感は無いなと思いました。

数年前から外国からの観光客が和歌山城に沢山来られるようになっています。海外の人からは城は最も興味のある観光施設だと思います。ブランド戦略が大事といわれる時代で
す。ぜひ和歌山城公園に変更しブランド化を目指してもらいたいものです。

大阪城公園、熊本城公園、松本城公園などあれば、松山公園、姫路公園などありアンケートをとるほどのものでもなかろう。ただ、和歌山公園を知らない他府県の人には和歌山城
公園にした方がわかりやすい。
和歌山公園だとどこにあるのかわかりづらいので、名前を変更したほうが聞いいただけで場所がわかり良いと思います。ちなみに私はお城の公園と呼んでいました。

以前より、和歌山公園という名称に違和感を感じておりましたので、和歌山城公園というわかりやすい名前への変更には賛成です。
名前を聞いて、それがどこにあるかわかるのであれば良いと思う。
和歌山城内にあると言うことが明確になる方が良いと思います

場所が特定できて良いと思います。名前も公園ですので城が着いた方が、ワンランクアップです。
和歌山公園だとどこの公園にも当てはまる名称だと思うので、名称変更は賛成。

和歌山には沢山の公園があります。有名な和歌山城のある公園は一か所です。県外や、外国の観光客にも分かりやすくより一層親しみがあるのではないでしょうか。

「城」が入る事で、より和歌山が引き立つ響きに感じます。和歌山公園だと、和歌山の何所かかしこに点在するようにも思えます。 和歌山のシンボル「和歌山城公園」良いと思いま
す。

城のところにあるのでわかりやすく良いと思います
和歌山城公園で全然違和感ありません。

わかりやすくて良いと思います。

大正2年2月に国から払い下げられた際の名称も 和歌山城公園とし設置されたとある書物にも出ており、名称変更した方が良いと思う。

ネーミングライツの取り組みもあったかと思いますが、なかなか市内の企業さんも積極的に動けるところも少ないかと思います。元々の和歌山公園の名前の由来を理解していないま
ま場所がわかりやすいので改名したらいいか少し調べたい。場所からすると和歌山城公園の方がわかりやすいと思いました。
和歌山市民は「お城」と言っている人がほとんどじゃないかな。私も数年前まで正式名称を知らなかった。外から来る人にもわかりやすくていいと思うので改名賛成。

お城に有る公園だから、それでいいと思う。

今までさほど意識したことはなかったのですが、やはり和歌山城は市民のシンボル、それに公園も憩いの場所として両方和歌山の発展のために受け継いでいきたいです。
和歌山城には「虎伏」「竹垣」「伏虎」等の名前も有るようですが、和歌山市のお城、和歌山城の名で多くの人に知られており、公園も「和歌山城公園」で良いと思います。

住民でさえ和歌山公園？和歌山城のある公園程度です。県外の人達にも分かりやすい和歌山城公園が当然かと考えます。

実家には現存のお城があるが、城山（じょうざん）や城山公園など、お城があるところという意味の名前で呼ばれているので「和歌山城公園」のほうが分かり易いし、なじみがある。

城とついて分かりやすいかなとは思います。

和歌山城地内にある公園が和歌山公園では違和感があり、分かりにくい。和歌山城公園に名称変更は賛成です。
お城の中の公園名が和歌山公園というのは以前から違和感がありました。 
よいと思う。
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和歌山城公園という名称かと思っていました。和歌山城公園という名称の方が、品格があり響きもよくふさわしいとも思います。
和歌山城公園と思っていたのでそのように変更した方が違和感もないと思います。

和歌山城公園だと思っていました。まわりのかた5人にも聞きましたが、同じ回答がきました。 絶対に変更するべきです。
ずっと和歌山城公園と思ってたし、みんな言ってたから。
今までから和歌山城公園と思っていましたから、和歌山公園だったのには驚きです。 だから、和歌山は開けないのではないのでしょうか。厳しい意見ですみません。 

私は和歌山には結婚してから転居してきたので、和歌山城公園の方が「和歌山城のところにある公園」というイメージがしやすいので、変更に賛成です。しかし、和歌山で生まれ育っ
た方は和歌山公園に慣れ親しんでいるでしょうから、しっかり住民の方の意見を聞いて検討してほしいと思いました。

地理的に岡公園と間違わないか気になる部分でもありますが、和歌山城公園という名称変更には賛成です。

このアンケートを受け取るまで「和歌山城公園」だと思っていました。「和歌山公園」と聞き、「どこの公園？」と思いました。和歌山のシンボル和歌山城を名称からもっとアピールしな
ければならないと思います。和歌山城公園にすることに大賛成です。少々くどいかも知れませんが、「和歌山城伏虎公園」や「和歌山城虎伏山公園」のようにして、「和歌山城」という
単なる地名・ランドマークと思われがちな名称にもう１つエッセンスを加えた方が歴史的建造物のエリアという感じが出るように思います。

響き、立地からいっても「和歌山城公園」でしょう！元々「和歌山城公園」と思っていました。 今更何ですか？が実感です。当然でしょう！

和歌山の良いところをドンドンアピールできると思うので賛成。もっと市民が和歌山市民であることにもっと自信がもてるようより良い行政を期待しています。

和歌山城内の公園は以前から和歌山城公園だと思っていましたから、逆に驚きました。

前からその名前だと思ってたし、まわりも和歌山城公園と言っている。 名称変更と聞いて、もっと全く違う名前になるのかと思いました。

お城の公園といつも言っているから、いまさらながらという感じ。
ずっと和歌山城公園だと思っていたのでそちらの方がいい。
ずっと和歌山城公園だと思っていました。
和歌山城公園だと思っていたので、その方がわかりやすく、なじみやすい。
いやはや驚き！ずっと以前より和歌山城公園と思い称していたことが不思議に思う位です。
55歳。４８年間位、ずっと和歌山城公園だと思っていました。

つい数年前まで、和歌山城公園とばかり思っていまして、現在の名称に違和感を覚えています。最近は他府県や海外の方が多く訪れていますので、お城のある公園として「和歌山
城公園」に変更してください。

和歌山城公園と思っていたので当然だと思っている。

なるほどと思いますが、今までの名残が。

和歌山城公園のほうが分かりやすく小さい頃から皆がそう呼んでいた。
元々そういう名前であることをまったく知らなかった。お城があるので和歌山城公園だと思い込んでいた。和歌山公園は違和感ありすぎるので改名するのが妥当だと思われる。
ずっと和歌山城公園と思い込んでいたので、他に今すぐは思い浮かばない。分かりやすいし。

正式名が和歌山公園であることを認識していません。一般的に和歌山城公園が広く認識されていると思います。比較する別の公園が近くに無い事から、名称変更は不要と思いま
す。

小さい頃から和歌山城公園だと思っていました！当然和歌山城公園に賛成です♪

名称変更を機に内容も一新して欲しいです。

恥ずかしながら、ずっと「和歌山城公園」だと思っていました。「和歌山公園」だったのですか。
和歌山城があるし私も和歌山城公園だと思っていました。その方が多くの人にわかりやすいし出かけて行く人も多いのでは無いかと思う！

子どもの頃から和歌山「城」公園だと思っていました。名称変更にかかる費用とその効果を比較する必要があると思います。

もともと和歌山城公園と思っていました。

大体お城の有る所の公園は◯◯城公園ってなってるし、観光客にもお城の有る公園って事分かりやすい。

昔から私は和歌山城のところにある公園だったから和歌山城公園と自分では言ってましたので、逆にそうじゃなかったことがビックリだったんで、なんの違和感も感じません！

和歌山城の公園だから観光客などにもわかりやすくなると思い賛成です。

名称変更にかかる費用を考慮しても、県外の方に分かりやすい名称である事は、より観光しやすくなると思います。和歌山城は様々なイベントが行われる場所でもあり、市民にとっ
ても親しみやすくなると思います。和歌山が和歌山城を観光名所としているのであれば、城を強く印象づける名称はよいと思います。

和歌山城にあるのだから、和歌山城公園に変更してもいいと私は思います。和歌山公園として小さい時から育ってきているので、寂しいという気持ちもあります。
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和歌山市民にとって和歌山城は小さい子からお年寄りまで必ず足を運ぶ場所だと思うし、これからも市民にとって身近で愛される場所であってほしいから、変更するなら親しみやす
く小さい子でも言いやすい名前にしてほしいです。

とくに今まで問題なかったのでどちらでも良いですが、気にする人がいるなら変更しても良いと思います。

和歌山城で良いのでは。和歌山の人間、和歌山城公園に行くと聞いた事ない。

馴染んだ名前ですが変えることにそこまで反対ではないかもしれません。名前が変わったら大々的にいってもらいたいです。

もっとインパクトのある名前でもいいと思います。

やっとという感じです。遅すぎです。 

全く【和歌山公園】と言う名称を知らなかったです。和歌山市にゆかりのある人物の名前や和歌山市の花や鳥などの名前をつけても合わせて分かりやすいし、和歌山市に魅力を感
じる子供さんが出てくるかもしれませんね。または、紀州にちなんで【紀州てまり公園】にしてみても可愛いかなと思います。

紀州庭園公園とかどうですか？

名称に特に思い入れはありませんので、どちらでも構わないと思います。それよりも、和歌山城公園に名称変更するのであれば、それを材料にして何かイベントやアピールなどをし
て、あまり来てもらっていない人たちに来てもらう工夫が必要かと思います。お城の動物園や岡公園、砂の丸広場や西の丸広場など、市民に親しまれている場所はたくさんありま
す。それなのに、あえて和歌山城公園という名前にしなくてはならないという気持ちもありません。 名称変更でイメージアップやＰＲに役立つというならば、変更しても良いかと思いま
す。

野暮たい名称はやめてほしい。 国際的な名前をお願いします。

そのままでもいいし、馴染み易い良い名前があれば変更しても良いのではないでしょうか。

吉宗公園ではいかが？

知名度を上げるには徳川名を公園に入れたら。 

誰が聞いてもわかりやすい名称が一番です。

名称の変更よりも、美化であったり、お城の公園内を全面禁煙としたりするほうが、真に和歌山市民をはじめ、観光に訪れる人たちから愛される公園になるのではと考えます。  凡事
徹底

どうせ変えるなら、同じ敷地にお城と動物園があるめずらしい公園それが和歌山公園通称和歌山城公園みたいに、日本一長い名前にしてみたらいかがでしょうか。和歌山はアピー
ル下手だと思います。

変更したよというのがわかりやすく伝わるように、市報和歌山などでまるごと特集して欲しい。変更した理由や歴史、駐車場やアクセスの案内、年間イベントカレンダーや見どころな
ど、更に利用しやすくなるような記事を読みたいです。

もっときいちゃん公園など、思い切って変えないとどちらも同じ！

何故今までそんなのだったか不思議。

和歌山城公園は、わかりやすくて和歌山公園よりはいいと思いますが、きいちゃんお城パークとかもっと市民、観光客に親しみやすい名前がいいかなと思います。 

インバウンド需要を増やすためにも名称は分かり易さを優先させるべきだと思います。

お城を中心の公園だから。
何よりお城がメインの場所だから。

バス停の名称も「公園前」では初めて来た人などにはわかりにくいと思うので、公園の名称変更に合わせて「和歌山城公園前」などへの変更をバス会社にも検討してもらいたい。

できれば、和歌山県内外の一般人から名称を考えてもらうのはいかがでしょうか？知名度アップに繋がると思います。

和歌山城公園がわかりやすく無難でいいと思うが、普通すぎる感じもする。 もう少し趣のある、響きのいい名称で、和歌山城のある公園とすぐにわかるものがいいと思うが。

大々的にイベントなどして周知を図ってほしい。地味に変更だけしたところで、次の世代達にも何も残らない（浸透しない）だろうし、どっちが正しいのか、別物なのか分からなくなるか
ら。

今まで知らなかったので、もっと発信すべき。 

和歌山城へ行っても食事をする店や、お土産やさん、喫茶店などがないので、いまひとつ盛り上がりに欠けている気がします。名称を変更するのであれば、公募をしてよりインパクト
があり、イベントを開催しやすいような名称に変更したほうが良いのではないかと思います。 例　「和歌山城下町」：お茶屋・おみやげ・団子店などで城下町の雰囲気のあるミニテー
マパークを作り出すなど。

地味な名前でなくもっと強烈なインパクトの名前が良いかと。ミラクル（未来が来る）公園とか。
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岡公園だと思ってました。

明治から大正期にかけての呼称。和歌山城整備計画を進めることに注力し和歌山として誇れる公園にすることが大切。今はまだ呼称の歴史を大切にして欲しい。

市内外の方々からは、和歌山城のある公園の名称に城が含まれていないのは違和感があるというご意見に対していちいち対応する必要はない。対応すれば、名称変更に伴う様々
な“無駄な税金”が発生する。私自身昔から和歌山城公園と思っていたレベルであり、このような事に違和感を感じる方は何をしたいのか不思議です。

普段から和歌山城としか呼んでない。和歌山城の広場とか和歌山城の公園とか。名称変えても知られることはないだろう。
和歌山公園ってどこのことか分からず、アンケート答えるのに際し検索しました。 

わかやま新報か何かの記事で「和歌山公園」と書かれているのを見て、「城が抜けてる！校正ミス！」と思ったら、実はそれが正しかったということがあった。「和歌山城公園」の方が
自然だし、「動物園のあるお城」というアピールもスムースに行くのでは。

なんで変更するのかわからない。
今まで親しまれた名称を変更する事は無いと思う。 変更しても、年配者は「和歌山公園」と言い続けるでしょう。

ややこしくなるので、今までのままでも良いと思います。

和歌山公園の名称は不適当

変更してもいいとは思いますが、わざわざ変更する必要があるのか疑問です。

次女の職場のあたりの地震が起きた場合の避難場所が、和歌山公園です。仕事場の人も和歌山公園と聞いて最初、ピンとこない人がほとんで。調べて初めて正式名称を知ったと
話をしたそうです。

わざわざ変更の必要があるのでしょうかね。

和歌山公園という公園自体どこなのか把握できていない。公園の名称よりも和歌山城がどの場所にあるのか明確にしてほしい。
和歌山公園は、間違いなくお城で持っているようだと思います。

和歌山公園だと和歌山のどこの公園の事を指しているのかわからないから。
わかりやすいのが1番です。

和歌山市に来る前から和歌山公園と言われると和歌山城のイメージがありました。昔からの名前で親しんだ名前を変える必要はないと思います。

漠然とし過ぎてイメージが湧かない。

新しく付け替える看板から和歌山城公園にする。それまでは併記で行く。

この１文字が変わるだけで、看板の変更やらパンフレットの書き換えなどで、どれだけの税金か使われるのかが気になるところです。名前に関しては正直どっちでも違和感はないで
す。

アンケートの和歌山公園については、和歌山城にある公園とは別の公園の事かと思いました。 

和歌山公園素晴らしい名前じゃないですか！この名前に誇りをもってもらいたい。

和歌山公園ってどこですか？動物園、三年坂の下の南側、公園のイメージが無い。草ぼうぼうの小さな空き地が公園のイメージだったので。
早急なる結論を。

　お忙しい中、アンケート調査にご協力いただき誠にありがとうございました。皆様からいただいたご意見・ご回答を参考にさせていただき、公園の名称変更について引き続き検討し
てまいりますので、今後ともご理解ご協力いただきますようお願いいたします。

わかりやすいのが一番だと思う。 変な愛称とかつけないでほしい。

上記の説明だと公園にお城があるという感じですが、和歌山城公園にするとお城にある公園というニュアンスになる様に思います。そこに特に問題が無ければ、和歌山城公園の方
が分かりやすくて良いと思います。

税金が注がれる（影響範囲）によると考えます。
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