
「和歌山市の観光について」の調査結果について

□調査期間 平成２６年８月１８日～平成２６年８月３１日

□調査の趣旨

□対象者数 　　　　　　350人（平成２６年８月１５日現在）

内訳 人数 ％

10歳代 1 0.3

20歳代 40 11.4

30歳代 97 27.7

40歳代 76 21.7

50歳代 59 16.9

60歳代 45 12.9

70歳代 30 8.6

80歳代 1 0.3

90歳以上 1 0.3

計 350 100.1

□回答者数 253 人

□回答率 72.3 ％

今年は９月から始まる「和歌山ディスティネーションキャンペーン」をはじめ、来年度に「紀の国わかやま国
体・紀の国わかやま大会」の開催を控える、和歌山観光にとって非常に重要な年です。本市においても、こ
の契機を逃すことなく、これまで以上に和歌山市の魅力を市外・県外に向けて発信し、観光ＰＲ活動に取り
組みたいと考えています。そこで、本調査は、和歌山市の観光について皆様からご意見をいただき、今後の
観光行政に活用していくことを目的として実施します。
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【ご職業】

回答 人数 ％

会社員 77 30.4

自営業 26 10.3

農林水産業 2 0.8

パート・アルバイト 35 13.8

専業主婦 58 22.9

学生 4 1.6

無職 49 19.4

その他 2 0.8

合計 253 100.0

【年齢】

回答 人数 ％

10歳代 1 0.4

20歳代 16 6.3

30歳代 61 24.1

40歳代 54 21.3

50歳代 50 19.8

60歳代 40 15.8

70歳代 29 11.5

80歳以上 2 0.8

合計 253 100.0

【性別】

回答 人数 ％

男性 129 51.4

女性 124 48.6

合計 253 100.0
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設問１ あなたは和歌山市の観光に関心はありますか。

回答 人数 ％

とても関心がある 122 48.2

少し関心がある 111 43.9

あまり関心がない 16 6.3

まったく関心がない 4 1.6

合計 253 100.0
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回答 人数 ％

和歌山城 146 57.7

和歌山マリーナシティ 69 27.3

和歌の浦 65 25.7

友ヶ島 57 22.5

神社仏閣 38 15.0

紀伊風土記の丘 15 5.9

和歌山電鉄（たま電車等） 59 23.3

海水浴 25 9.9

マリンスポーツ 6 2.4

海釣り 17 6.7

温泉 26 10.3

和歌山ラーメン 55 21.7

加太のマダイ 8 3.2

アシアカエビ 11 4.3

わかしらす 20 7.9

和歌山ポンチ 4 1.6

新しょうが 5 2.0

和歌山ジンジャーエール 10 4.0

グリーンソフト 50 19.8

オススメしたい観光資源はない 5 2.0

その他 9 3.6

設問２ あなたが市外の友人や知人にオススメしたい和歌山市の観光地や食べ物などの観光資源（観光施設・観光体験・飲食店・食べ物・お土産品など）は
何ですか。（３つまで選んでください。）
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設問２－１ 「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・茶がゆ ・あらかわの桃

・金山時味噌 ・旧中筋家住宅

・番所庭園 ・観光地は全て、中途半端！日本で1番というところが欲しいです。

・サイクリングのコース（自転車で楽しめるコースです。） ・琴ノ浦温山荘園

・加太国民休暇村 

設問３ あなたが市外の友人や知人にオススメしたい和歌山市のイベントは何ですか。（３つまで選んでください。）

回答 人数 ％

紀州おどり「ぶんだら節」 77 30.4

紀州よさこい祭り「おどるんや」 56 22.1

食祭 52 20.6

竹燈夜 61 24.1

市民茶会 6 2.4

和歌祭 94 37.2

港まつり 83 32.8

和歌浦ベイマラソンwithジャズ 63 24.9

オススメしたいイベントはない 39 15.4

その他 6 2.4

・ぶらくり丁の今のみすぼらしさと、昔の繁栄を説明してその原因と対策を話し合えたらと思う。折角の貴重な歴史資源を和歌山市は無にしていっている。 広
島市、錦帯橋、播州赤穂市等を見習うべき。
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設問３－１  「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・城下町バル

・雑賀孫市祭り

・いずれの祭り等も市民を対象にしたもので、あまり観光客の集客にならないと思う。

・アルテリーヴォ和歌山の試合観戦。

回答 人数 ％

はい 63 25.1

いいえ 190 74.9

合計 253 100.0

設問４－１ 「はい」と回答された方にお聞きします。その観光資源は何ですか？詳しくご記入ください。（必須回答）

・鳴滝不動尊 ・弘法井戸

・和歌祭 ・大門川などの内川

・忍者　名取三十郎正澄にまつわる物語（恵運寺） ・まちなかの学校跡

・森林公園の恐竜 ・加太から見る夕日

・和歌山電鉄の体験運転 ・マリーナの花火等 

・伊太祁曽神社 ・和歌浦万葉薪能

・友が島周辺の整備 ・和歌の浦温泉

・四季の郷のバラ園、よっていってのような野菜の市場 ・浜の宮

・南方熊楠生誕地と紀州藩藩校跡 ・名草山から見える景色

・紀伊風土記の丘入口にできた、古木の展示 ・和歌山城にある階段を上るように見える木の根

・和歌山市内の熊野古道の探索 ・市役所の14階から見る和歌山城

・紀ノ川、和歌川、和歌の浦干潟に飛来する渡り鳥や生物観察会等 ・和歌浦周辺の遊歩道と海岸沿いのカヤック遊び

・秋葉山など気軽に登れて、海が見えたり景色が良いところ。 ・私だけではないが、和歌山城にいる「りす」

・森林公園のリアルな恐竜や動物のフィギュア ・片男波でやっている地引網をもっとアピールしたい。

・和歌山城内のお茶（紅松庵）や片男波海岸(夏)

設問４　今はまだ知られていないが、視点を変えたり、手を加えたりすることで、将来的に有名になるかもしれないと思う、あなただけが知っている和歌山市の観光
資源がありますか。

・１日名所旧跡ハイキング（春夏秋冬）。紀三井寺、東照宮、和歌浦～雑賀崎遊歩道、等々。予約制にすれば、ガイドの準備も可能。もっと、創意・工夫すべ
きだ。
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・自然です。和歌山は開発が遅れているのが幸い自然が 多く残っている。

・市堀川沿いの遊歩道

・南海電車に乗って加太沿線紹介や、レンガ倉庫や大正時代の鉄橋

・万町周辺の問屋街や、市内に点在する個人経営のカフェ

・ＪＲ六十谷～直川観音～墓の谷ハイキング。中高年の方多いですよ！(片道3ｋｍ余）

・和佐～西和佐付近、和歌山市内唯一の熊野古道、足守神社、高積神社あたり。

・和歌山市を通る熊野古道。ひっそりとしているが、歴史ポイントが多いので良いと思う。

・友が島はラピュタのようです。雑賀衆・雑賀孫市関連・孫市祭りなど。歴女やゲームキャラの影響を利用する。

・私だけということではありませんが、紀三井寺もいいのではないかと思います。

・加太深山の砲台跡　駐車場が拡充確保されれば観光誘致出来るのでは？　　

・和歌山トライアンズ試合観戦、アルテリ－ボ和歌山試合観戦

・和歌山市の海岸線（磯ノ浦から和歌浦）、養翠園から中央市場の間は白砂青松が蘇生され健康ロード、スポーツロードへ展開できる。

・紀ノ川河川敷にバーベキュー、キャンプ施設、釣りができる施設があればいいと思う。

・知られてないことはないけど和歌浦は素晴らしい場所なのになんでもっと売り出さないのかと思う。

・子供のころ見た「加太の獅子舞」竹組の櫓の上で逆立ちやでんぐり返りを行う勇壮な姿が目に浮かびます。加太の漁師の祭りだったような気がします。

・名草山と紀三井寺を一体化してハイキングコースに整備すればいいと思う。個人的には、神戸と大阪のグループに頼まれて道案内をしましたが、登山口が
他府県の人には分からないです。

・夏の高校生の駅伝！同時に車椅子マラソンの誘致  和歌山市には～食べ物、観光、イベントを長くしていく文化が無いです。まずは～和歌山市に人が来て
くれる事が第一。

・果物や野菜の栽培・収穫体験。 城で歴史に触れ、ぶらくり丁で買い物し、ふくろうの湯で疲れを癒す…というように、点と点を線でつなぎモデルコースをつく
る。 名草山、四国山などのハイキングコース。 レトロな雰囲気の七曲市場。 「おとなの社会見学」(住金、島精機など、和歌山の企業のすごさを知ってもら
う)。

・和歌山城の駐車場（特に乗用車は場所が悪すぎる）、案内板、土産物・グッズ販売など観光客の導線に沿って全面的に配置の見直し、リニューアルをし
て、一度来た人が印象に残り、紹介してもらえるしかけづくり。

・１日名所旧跡ハイキング（春夏秋冬）、紀三井寺、東照宮、和歌浦～雑賀崎遊歩道、等々。予約制にすれば、ガイドの準備も可能。もっと、創意・工夫すべ
きだ。

・和歌山市と言えば和歌山城にしても紀州徳川時代が多いが、古代や戦国時代の歴史の方が面白いと思います。織田信長を苦しめた雑賀衆をはじめ、再
来年のNHK大河ドラマの真田幸村に関わる浅野家。三大水攻めの太田城跡など戦国マニアにはたまらないネタがあるにも関わらず、あまり知られていない
のが残念です。

・加太の温泉。とても泉質がいい上に、絶景が見渡せる。古い旅館の日帰り入浴でしか体験できないのが残念。温泉施設と、駅前に足湯くらいは絶対につく
るべき。また有名観光地のそばに、気軽に入れるきれいな飲食施設がないのは残念。

・歴史関係①中世の雑賀衆関係。誰でも知っているが、もうひとつ全国区ではない。和歌浦～雑賀崎、秋葉山、矢の宮神社、貴志～平井周辺の遺構の使い
方で、変わるのでは？勝てば官軍で、紀州徳川贔屓が多いが、もとは、地元の名士を忘れてはいけない。どこの都市も、侵略軍が地元の名士となっている
ことが多い（豊臣も、徳川も、関西では、侵略者である）日本の幾カ所に「雑賀町云々」がある。この辺の経緯と、親交を計画してはどうか。②和歌山城の浅
野家が、広島城へ移封されたが、その時、和歌山市の文化が、広島へ流れて、発展したものはないか？水産、加工物など。調査と情報整備。広島の人間
は、浅野家が、紀州から来たと知る人は少ない。③松下幸之助の記念館作ったら？



・元、和歌浦のロープウエイがあったところ？なんかは360度のパノラマでお勧めです。あの景色はそのままなのはもったいないです。

・他府県から見ると、梅干し、みかんしか印象がありませんが、豊富な果物、新鮮なお魚(外に向けられてないし、県内でも外食産業が少ない)、以外に海老
が多く使われております。

・紀三井寺上の名草山、３０分程度で山頂に登れる。眼下には市内一望、淡路六甲山、四国の先端までの眺望は誇れる。紀三井寺駅その他に道案内や、
ガイドブックでのPRが必要と思う。

・愛媛のポンジュースより、ジョインジュースの方がかなり美味しいのに、他府県ではあまり知られていないですね。あまり美味しくないポンシュースは知名度
が高い。　 海の幸や果物が豊富なのにもっと付加価値を付けて売れば、もっと売れると思う。

・和歌山市の観光資源という考え方が間違えています。 大切なのは和歌山市へ周辺の観光施設から来てもらうシステムが必要で、今の考え方では観光客
を集められないと考えます。

・「全日本スイム駅伝片男波大会」 毎年7月第一日曜日に開催され今年で14回目になります。毎年1000名程度各地から集まり、和歌山市から100万円程度
の補助金が出ていますが、もっと大会をもっと盛り上げられる要素があると思います。 同様な大会が田辺扇ガ浜で昨年から始まりましたが、開会式には市
長が出席し、商工会が主導権を握り積極的ですでに参加者において抜かれそうな状態です。また泉南樽井サザンビーチでも同様な大会が開かれていま
す。後発に抜かれるのも悔しいのもありますが、経済効果が大きくなりそうなものがひっそりと民間主導でここまで繋がってきています。地元観光開発に活か
さない手はありません、景勝の地に恵まれ宿泊施設が閑古鳥が鳴いている状態を脱却するための貴重な一石になるはずです。観光関係者が一堂に会し、
本件につき是非討議すべきと強く提案いたします。

・和歌浦明光通り商店街など昭和の香りがする街にスポットを当てる。 雑賀崎漁港、和歌浦漁港市場おっとっと市場など新鮮な海産物を新しい感覚でＰＲす
る。

・和歌浦の今廃業している旅館を活性化するために開放して、日帰り施設や、和歌浦温泉と銘打って大衆浴場化して行きやすいようにすることや、アウトレッ
トの店などが営業できたらよいなと思います。

・知ってる人は知っていますが、加太淡島神社から深山要塞、満幸商店。 このコースの満足度は他府県にない魅力だと思いますよ。 重点的に観光アピー
ルできたらいいのにと思います。



設問５ あなたが知っている和歌山市の観光穴場スポットはありますか。

回答 人数 ％

はい 49 19.4

いいえ 204 80.6

合計 253 100.0

設問５－１ 「はい」と答えた方にお聞きします。その観光穴場スポットを教えてください。(必須回答）

・友ヶ島の施設を充実させること。 ・恵運寺

・番所の鼻の下 ・浪早崎や高津子山

・西庄ふれあいの郷ハーブ園 ・雑賀崎　鷹巣

・紀伊風土記の丘から見る和歌山市内 ・まちなか

・未整備の和歌浦東照宮周辺 ・森林公園の恐竜

・寺町周辺の寺参り一週のウォーク、建築物とともに。 ・じゃんじゃん横丁

・加太国民休暇村、遊歩道の先より友ヶ島を見る景色 ・田ノ浦

・高津子山から、雑賀崎まで縦走するコース ・雑賀崎の灯台

・六十谷の千手川のホタルや片男波のダイビングなど ・雑賀崎の夕日

・みその商店街 ・雑賀崎の街並み

・伊太祁曽神社 ・加太温泉

・紀淡海峡 ・四季の郷のバラ園

・ぶらくり丁から真田堀周辺 ・和歌の浦 温泉 

・市内の里山 ・アシアカエビ 

・新和歌浦から雑賀崎への海岸線 ・桐蔭高校の近くにある首から上の大仏さん

・おしゃれなカフェ ・加太のサンセット風景

・大谷古墳 ・５月の養翆園

・桜咲く和歌山城。一の橋の枝垂れ桜もっと増やせばいいと思います。

・深山砲台跡（友が島まで行かなくても雰囲気があるし、空いている）＆国民休暇村の料理

・和歌浦（玉津島神社～東照宮～天満宮～雑賀崎灯台 からの景色等。また和歌浦ロープウエーイの復活。 

・穴場スポットかどうかは分かりませんが、私個人的に阪和道紀の川SAからみる紀伊平野が大好きです。

・穴場とは言えないが忘れられた存在。片男波から雑賀崎、磯ノ浦から深山に続く海岸線や友が島のウォーキングルート。

・和歌浦でも、片男波でも、あれだけの美しさで人が少なくスムーズに楽しめるというのは県外の人には逆に売りになる。

・スポットではありませんが、紀三井寺＋名草山、紀三井寺からマリーナシティまで歩くコースなどウォーキングコースの開発。
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・和歌浦から雑賀崎の海の景色、雑賀崎の灯台がパラダイス（昔、テレビ番組に出てた。）

・元、和歌浦のロープウエイがあったところ？なんかは360度のパノラマでお勧めです。あの景色はそのままなのはもったいないです。

・幾つかの点をつなぐ点と線です。 スポットではなく和歌山市全域を考えないと観光施策は成功できないのではないでしょうか？

・市内湊１丁目の土入川入口の川沿い桜並木はきれいで、桜はほんのわずかですが川に映り川と桜がマッチしてとても印象に残りました。これは観光とまで
いかず、一地域の桜か個人の所有物かもしれませんが、東京の隅田川の桜並木のミニ版にでもなれればいいなと思います。

・コスモパーク近傍の森林公園の山頂展望台等を少し整備すれば有効活用出来ると思います。視点を変えれば広大な関空土砂採取跡地を映画ロケ地等に
勧誘出来ないか？

・和歌の浦、歴史的景勝地、妹背山（観海閣・海禅院多宝塔）玉津島神社、不老橋、片男波等。大阪の友人を案内した時、「こんな素晴らしい景勝地がある
のを知らなかった。もちろん片男波は知っていたが。」ということを申していました。

・穴場かは分かりませんが、由緒ある刺田比古神社。小さいですが風情や歴史を感じます。ですが、観光客で賑わうとその風情が損なってしまうと思いま
す。難しい所です。

・穴場ではないかもしれませんが、雑賀崎の観光燈台や番所庭園は和歌山市のウォーキングコースにもなっていて、景色も良いし、程良い観光コースにもな
るような気がします。道中には灰干しさんまが売っていて絶品なので、お土産などには良いかなと思います。

・加太の森林公園(でかい恐竜)。 貴志川線の神前・竈山間(桜並木があった気が)。 深山砲台跡(友ヶ島へ渡らなくても砲台跡が見られる)。 章魚頭子山(市
街地と海が一望できる)

・和歌浦明光通り商店街など昭和の香りがする街にスポットを当てる。 雑賀崎漁港、和歌浦漁港市場おっとっと市場など新鮮な海産物を新しい感覚でＰＲす
る。



設問６ ご自身で観光される場合、また市内を案内する場合、観光地などの情報をどのような方法で入手しますか。（複数回答）

回答 人数 ％

テレビの情報番組 68 26.9

ラジオの情報 17 6.7

新聞の記事 54 21.3

地元情報誌 111 43.9

市報や市が発行する観光マップ 101 39.9

旅行ガイドブック（るるぶ等） 56 22.1

駅などに設置しているポスター等 40 15.8

インターネット 185 73.1

電車・バスなどに設置している広告 21 8.3

口コミ（知人からの情報） 88 34.8

その他 8 3.2

設問６－１ 「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・ブログ ・ネットで調べる。

・ジパングクラブ ・観光協会や　観光に関わるガイド情報を調べる。

・自分の頭の中にある幾通りものルートと相手の好みそうなものを組み合わせて、その人に合わせたコースを作り案内する。

・TwitterやFacebookなどで、「○○市の観光・名所は、どこですか？」と聞いてみる。必ず、何人かが返答してくれます。 

・生まれ育った地域の情報と、他府県観光情報との比較などで、和歌山の優位性を確認している。

・関東など、書き込みの方が詳しく分かりますが、和歌山県はまだまだ書き込みが少なく、情報が不十分です。観光案内所であるったけパンフレットを集め、
人の話を聞いて回ってます。
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設問７ あなたが旅行先を決定する場合に、決め手となるものは何ですか。（３つまで選んでください。）

回答 人数 ％

初めて行くところ 52 20.6

有名、人気がある 46 18.2

家族・友人・知人の意見や好み 44 17.4

予算内で行ける 75 29.6

交通の便がよい 69 27.3

着くまでの時間が短い 10 4.0

温泉がある 68 26.9

宿の雰囲気 38 15.0

観光やショッピング、レジャー施設などの
遊ぶところが豊富

49 19.4

その土地のグルメを楽しめる 68 26.9

名所、旧跡、歴史上の出来事の舞台、世
界遺産など

87 34.4

旅行先で自分がしたいことができる 25 9.9

テレビや雑誌などで取り上げられている 16 6.3

小説やドラマ、映画の舞台になった 3 1.2

決め手は特にない 8 3.2

その他 15 5.9

設問７－１ 「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・自分の興味のある所 ・インターネットの口コミ

・美しい景観 ・情報雑誌などの情報を吟味して。

・お花、庭園など美しい場所 ・何かを見て衝動的に決めることが多い。

・若手の新しい取り組み ・料理でしょ！！ お酒飲むし。

・現地に、案内してくれる友人や地元の知人がいる。

・乳幼児連れで楽しめる。

・自然を求めてが多いです。その土地でないと見られない自然の風景や現象、また体験等。

・自分が行って気分がよくなるかどうか（行ってみないとわからないが）。例えば、奈良の明日香やかつらぎの天野のようなところ。
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設問８ もし次のような和歌山市の観光企画があれば、あなた自身が参加したいもの、またオススメしたいものは何ですか。（３つまで選んでください。）

回答 人数 ％

市内飲み歩き・食べ歩きイベント 80 31.6

国名勝指定「和歌の浦」ウォーク 49 19.4

無人島（友ヶ島）体験ツアー 91 36.0

花の名所めぐり 47 18.6

マリンスポーツ体験ツアー 31 12.3

和歌山ラーメンめぐり 40 15.8

天然温泉めぐり 60 23.7

紀州徳川家ゆかりの地めぐり 66 26.1

パワースポットめぐり 64 25.3

和歌山電鉄・三社参り 30 11.9

女子旅ツアー 22 8.7

参加したいもの、オススメしたいものはない 17 6.7

その他 6 2.4

設問８－１ 「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・スポーツ体験参加ツアー

・「和歌山市自転車散歩」をやってみたい。

・上記のもの及び自分の知っているスポットを組み合わせて相手の好みそうなところを選んでおススメ企画を作る。

・上記の中のミックスした物

・小さい子が喜びそうな場所、体験、遊びができるツアー ・花王や住金などの工場見学ツアー。 

・グループや団体での参加よりも豊富に提供された観光情報から個々で楽しめる和歌山市が良い。

・殆ど外国であるが、地球の歩き方を参考にして、好きな所、ルートを決めて、自分でネットを使って、宿、交通機関等手配し、好きな時に好きな所へ行く気ま
まな旅をする。

・滞在先での交通の便の良い所。例えば、無料駐車場の充実している観光地。和歌山市や白浜は、高野山を見習うべき。無料でどんどん停めに来てもら
い、お食事やお土産で稼ぐべき。
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設問９ 観光振興とは、誰が主体となって取り組むべきものと思いますか。

回答 人数 ％

行政 54 21.3

地域 38 15.0

個人 2 0.8

観光関連企業 18 7.1

観光協会等の専門組織 10 4.0

行政・企業・住民が一体となって取り組む 130 51.4

その他 1 0.4

合計 253 100.0

設問９－１ 「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・観光を楽しむセンスを持った才能のある個人や団体等がSNS(Facebook、google+、Twitter等)を利用し多言語で発信すると面白い観光地になる。
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設問１０ 和歌山市の観光振興のために、市が取り組むべきと考えるものは何ですか。（複数回答）

回答 人数 ％

基盤整備（道路・駐車場・案内板） 155 61.3

公共交通機関の再編（市内循環バス等） 138 54.5

和歌山市ブランドの充実・発信 96 37.9

市内の歴史の発信 67 26.5

文化・伝統芸能の発信 57 22.5
農業・水産業等を組み合わせた体験観光
の推進 69 27.3

観光施設の整備 112 44.3

イベントの充実 99 39.1

観光振興のための人材育成 73 28.9

観光関連企業の育成 50 19.8

施策を確実に実行できる組織づくり 60 23.7

市民が施策に参画できる仕組みづくり 77 30.4

資金面での支援 66 26.1

その他 14 5.5

設問１０－１ 「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（必須回答）

・何もしなくていい。 ・観光資源の創造などいっぱいあるでしょ！

・設問の回答内容を横軸で繋げる。 ・ホームページの充実 もっと調べやすく。

・観光地巡りの遊覧バス。 新市長に期待する。 ・市内中心部の再生

・和歌山県は交通の便が良くないので、遠くから来てもらう程の規模。 ・果物等の付加価値を付ける為に関連企業と協力

・路面電車の再活用が良い。

・地場産業が衰退している中、市の行政は真剣さが無い。もっと真剣な取り組みが必要。余剰人員を和歌山城の清掃に回すとか。

・観光を意識した街づくり(ぶらくり丁を城下町みたいな雰囲気にするなど)

・他府県や他地域から観光客が来てくれるツアーの開発普及、イベントへの参加、紹介キャンペーンなど。
・水軒の浜を元に戻す。潰した方々に元へ戻させたい気分ですね。無駄使いの典型ですね。人工の（貧弱な）海水浴場を後から造って・・・。観光の目玉を潰
したことの反省から始めるべきですね。

・個人旅行を前提として、グルメと観光先と交通手段を組み合わせたおすすめルートを幾つか作り、徹底的なＰＲ作戦を実施し、粘り強く育ててゆく。交通手
段はコストと考え、思い切った予算を組んで、安い費用設定をする。
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・淡路島。震災からの復興努力が感じられる。 ・福井県立恐竜博物館。目を見張る。充実感溢れる展示物。

・スカイツリー、富士山 ・市電、パンフ、フリーきっぷ

・景色抜群の瀬戸大橋でのツーリング ・バチカンとニューヨークのアールデコ建築

・本の字饅頭 ・野辺山国立天文台 

・モナコ王国の散歩道。ゴミ箱までが芸術的で美しかった。 ・竹田城跡 

・道路が整備されている（広い）。官民一体化している。 ・和歌浦地区を白浜並みに する。

・ディズニーのような、ブランドを使用した大型テーマパーク、おもてなし ・温泉、旅館・ホテル（接客も含め）

・城下町バル ・鳥羽方面　料理がおいしい。

・宮崎県高千穂。 神秘的で今までに見たことのない景色だったから。 ・湯泉地温泉（十津川）や湯の峰温泉、川湯、栗栖川の高原等

・大正池　御嶽山 ・上高地付近散策、岩魚の塩焼き、ほう葉味噌

・姫路城。ここなら半日時間をとっても良い。 ・海

・海の幸 ・青森十和田湖

・しらすなどの海産物と和歌山ラーメン ・釧路湿原

・伊勢神宮 ・東京アメ横

・沖縄 ・キッザニア(職業体験ができる)

・兼六園 ・伊勢市の二見浦

・和歌山市のブラクリ町商店街の子供向けイベント ・たとえば倉敷。人を迎える町がレイアウトされている。 

・ちゅらうみ水族館バックヤード見学 ・魚・果物・海

・名古屋城天守閣 ・沖縄のプロ野球春季キャンプは面白かったです。

・滋賀の彦根の城下町、黒壁の町並み ・三重県伊勢のおかげ横丁

・徳島の阿波踊り体験 ・北海道から九州まで数えきれないほどあり。優劣つけ難し。

・和歌山城に和歌山の特産物等のお土産を売る店を充実する。

・高野山の寺院仏閣環境の中に身を置くだけで心身が癒される。

・有馬温泉に行った時に乗車した六甲ケーブルからの眺めが良く、感動しました。

・北海道。企業、観光協会や行政が観光事業に一体感がある。

・姫路セントラルパークは自家用車で猛獣エリアも通れて感動できる。

・永平寺。お坊さんがかっこよかったし、観光者に対し丁寧な説明や誘導があったので気持ちよく観光できた。　

・沖縄 。理由は①人情豊かで、非常に親切。②豊富な歴史を体験させてくれる。③気候温暖

・山口県萩市の歴史景観地区など、古いものが残っているのは素晴らしいと思う。    

・十和田市　アートの町としての取り組みが印象に残りました。

設問１１ 和歌山県外の観光地で、あなたが印象に残っている観光資源（観光施設・観光体験・イベント・飲食店・食べ物・お土産品など）がありましたら、印象
に残っている理由も含めてご記入ください。（この設問は任意回答です。）



・沖縄・北海道。現地に行ってからのオプションツアーが豊富だと思います。

・兵庫県の六甲方面等の山の観光施設は充実している印象がある。

・道後温泉での水軍太鼓、富士五湖めぐりの時に食べたほうとう鍋、山寺観光及び芋煮。東北六魂祭。会津若松の名所巡り

・年齢的に、旅行業者のパンフに載った先に行くのが安くかつ効率的です。 要は、パンフに乗せて貰える環境整備が第一と思う。

・鳥取花回廊、徳島（祖谷峡蔓橋）、高知（ひろめ市場、日曜市）、 東京（浅草寺一帯、芝政プール）、松江城回りの水郷

・ロンドン、シドニーの公共交通機関のルート整備、利用のしやすさ、外国人に対する情報提供の仕方。

・京都の観光は、全てバスで回れるのでとても便利だと思いました。観光名所前まで必ずバスが留まるので、思い立ってすぐに行けるのがいいです。

・沖縄。移動はレンタカーで、駐車場は無料の所が多く、安心してあちこち回ることができました。

・小豆島、沖縄、下呂温泉。自然が綺麗で食べ物も美味しい又温泉でリフレッシュ出来る。 

・金沢。加賀百万石のお城、兼六園、マスずし、20年以上も前だが印象に残っている。海の幸も美味しかった。

・その昔、和歌祭りは東照宮から和歌山城まで行列していた。毎年は無理にしても復活してほしい。

・京都や奈良は、日本を舞台とした観光のテーマがはっきりしている。 また歴史を重んじた行事などをうまく取り入れていると思う。町並みなども。

・奈良の明日香。村全体の雰囲気や景観。飛鳥時代の歴史や遺跡など雰囲気が好き。なだらかでゆったりした景観と雰囲気と歴史。

・山中渓から六十谷駅までのハイキングコースの整備と 宣伝をもっとしていただきたい。すばらしい景観とコースですから。

・淡路海峡公園（淡路海峡大橋の近くでお花が大変きれいであった。）佐用町のひまわり畑（町民全体で運営していた。）　

・紀淡海峡は素晴らしいです。加太国民休暇村への交通機関、加太線を延伸してSL（蒸気機関車）の就航。

・加太、磯の浦の設備の充実をして欲しいです。 親子で遊べ、自然と触れ合い、健康的だと思います。

・マリオンという和歌山の産品を扱う通販会社の梅干。パッケージなどが奇抜でおもしろい。

・和歌山ラーメンはマスコミで有名。和歌祭りは盛大でなかなかこのようの立派な祭りは和歌山近くで他に類を見ない。

・栃木県に１１年いました。 日光はパワースポットで盛り上がってました。 若者はネットとかの口コミで飛びついてくるのでは？

・秋田県西馬音内の盆踊り。夜祭りの幻想的な美しさはもちろん、若者は踊り、中年はお囃子、老人は甚句を歌う、全員参加型のすばらしい文化だと感激し
ました。また町の人も見知らぬ観光客を玄関先で漬物やスイカでもてなしてくれました。

・徳島市の阿波踊り会館やうどん店があります。 市内の道路がよく整備されており、広くて走りやすい。吉野川に架かる橋の数も多く、2車線の橋も多い。ま
た行ってみたくなる。

・何十年も前になりますが、北海道に旅行した際に訪れたアイヌの村が印象に残ってます。 アイヌの生活を見学し、民族衣装を着せてもらい記念撮影をしま
した。異文化を感じ、新鮮でした。

・明石海峡大橋の主塔の見学。 普段絶対に見ることが出来ない施設に、 入る事が出来るし、大きな橋なのにその橋の 裏側を丁寧にガイドしていただきまし
た。

・東条湖おもちゃ王国にて。近辺には他に大きな遊び場や観光地はなかったですが、「幼児を安心して遊ばせる」というコンセプトに、ホテル、テーマパークが
一体となっていて満足いくものでした。 このピンポイント感は魅力的でした。 マリーナシティも、リゾート感はあるのですが、ホテルのイメージと黒潮温泉、遊
園地のターゲットがぼんやりしている感じもします。 市内を観光地にするには、現代のニーズに合ったすごく珍しいもの(かなりマニアックなもの)や、ホテル単
体で魅力あるプランなど、的をしぼったものが効果ありそうです。 しかし、交通機関の悪さで和歌山は敬遠されると思います。

・赤目四十八滝 自然環境を生かして工夫している。 のんびりすることはもちろん、忍者体験などのアクティビティもあり、子どもから大人まで楽しめると感じ
ました。

・東京のはとバスツアーみたいにバスツアーがあると便利だと思います。和歌山は交通の便が悪いので県外、海外からくる観光客にはとても不便な所です。
もっとアピールできる素質はあるのですが。



・長島スパーランド（遊園地、プール、温泉、ショッピングの複合施設であるところ）。マリーナシティは規模が中途半端。毛見地域を一体として開発すればと
思う。

・おもてなしの進んでいる滋賀県琵琶湖周辺の建築物、ex、佐川美術館、水の森琵琶湖博物館、ミホ美術館。和歌山市にないものを持っている。下見に行っ
てもすべて無料。和歌山市も少し見習うべきか。

・三重県の宿で、夕食時に子供を保育士さんに預けることができるサービスがあり、子供達を食べさせた後、そのサービスを利用し、夫婦でゆっくりディナー
を楽しみました。子供が泣くなどしたらすぐに連れて来てくれたり、電話をくれるようなシステムなので安心でした。

・京都に行った時に八坂神社から清水寺に歩いて行く道中は昔からある骨董品屋さんやお菓子屋さんがあり、見ながら、休憩しながら進むので長く歩いてい
てもあまり疲れを感じず楽しかったです。その途中にある有喜屋さんの「有喜天そば」は他では無いであろうおそばで、最高に美味しかったです。

・福井だったかな・・・焼きサバ寿司は異常なほど美味しかった。 しまなみ海道は自転車で走りやすいように整備されていて、自転車ファンがかなり楽しめる
ものだった。

・色んなところに行きましたが、その土地その土地の個性が出てるところや惜しいところもありました。各部門それぞれに活かせる個性でお客さまに喜んでも
らえたらいいのでは!!好みは人それぞれに違いますので。

・東京都の大きな山全部が桜の名所。郊外で、名前は忘れました。千葉県には個人の家の裏山が、全て紫陽花の名所。和歌山とは、規模が比較になりませ
ん。和歌山に34年ぶりに帰ってきました。友達に紫陽花や、藤を見に誘っていただきましたが、全て中途半端で感動しないし、東京の友達が和歌山に来て
も、案内できる所はありません。

・岐阜県郡上八幡、高山。この二つの町は、地域の自然環境を生かした街並み、歴史のある祭り、それらを生かした新しい取り組みなど、それらが見事に融
合して、旅情を満足させてくれました。大いに参考にされたらいいと思います。

・長野県松本市、上高地 、岐阜県高山市、新穂高。澄んだ空気と水が爽やかで身の引き締まる場所です。熊本の「菊池渓谷」新くまもと百景に選ばれていま
す。 自然のままの景色が素晴らしい。石川県加賀市の山中温泉 お散歩号、フリー乗車券は500円(2日間有効)で ボランティアガイドによる街案内がついて
ます。熊本県阿蘇郡小国町裏から見ることも出来る滝、鍋ヶ滝と下城滝の滝めぐり。癒されます。大分県竹田市岡城址、滝廉太郎「荒城の月」は岡城址のイ
メージをもとにした名曲で、桜・紅葉の名所です。

・有り余るほどありすぎて書き切れません。 過去に国内を全て周り様々な地域での行事などを見てきましたが、観光集客は非常に難しいものだと思っていま
す。

・町全体が観光客に対するサービス精神を持っていると良い思い出になり、また行きたいと思わせる。 観光クーポンなどでお得に巡れる。 駅の近くにレンタ
カーやレンタサイクルがある。

・伊勢神宮、黒部峡谷、高千穂峡、知覧、八重山諸島、北海道の夏景色、東北陸中海岸等。神秘的で自然の美しさ、雄大さや、立ち止り考えさせられる場所
など心に深く残っています。

・温泉施設の入湯手形のようなもの（九州や城崎温泉などは巡ってスタンプラリーのようにしていて、参加して楽しかったです。）。大人でもスタンプを集めた
り、楽しんで参加できるような形は特に印象に残っています。

・岐阜高山では「歓迎」や「お迎え」の姿勢が街全体に出来ているように思います。　もう一度行きたい！と思うのは、施設も大事ですが、おもてなしの心が最
も重要だと感じています。

・出石の蕎麦屋さんがたくさんある場所。 小さなお城・資料館・たくさんの蕎麦屋、お土産、他見どころなど、少し見るつもりが、堪能してしまいました。 狭い
場所に観光施設が集まっていて、徒歩で巡れるのも便利で楽しかったです。

・根来寺は５年ほど前、境内搭上でＴＶ録画？しており、近づく気はなかったのに、早々に理由も告げずに搭下から追っ払うようにされた。今年訪ねた時もそ
の時の悪印象のせいか、施設（お寺）自体も、なにか高慢な感じ、たいした模様でもないのに、参詣料も高い。入る気が起きなかった。すべて施設・ハードよ
り人間ソフトが重要。

・多々有りすぎて、青森岩手のねぶた祭り。 北海道の糠平温泉の紅葉。北海道の雪祭り。 青森のおいらせ渓谷。 屋久島の屋久杉観察。 京都の遷都1200
年時の仏閣の特別拝観、等々。

・境港の水木しげるロード、湯布院の商店街、城崎の温泉街。（一つのコンセプトに基づいて街が作られており、統一感がある。街全体がテーマパークのよう
で歩いていてわくわくする)。



・テレビ等のコマーシャルがないのが寂しい。 ・おしい食べ物、お土産。ぜひ駿河屋復活してほしい。

・関空や大阪市内でのPRを強化する。 ・評価できる段階まで到達していないのでは。

・自然を活かした観光誘致 ・1カ所に行けば好きな和歌山ラーメンが食べられる施設等。

・駐車場が狭く高額 ・素晴らしい自然を全面に出して自信を持って誘致する。

・海の幸体験ツアーなど ・もっと海の幸や食べ物等強化すべし。

・公共交通機関の充実 ・何かテーマを決めて盛り上げる雰囲気が必要。

・センスある設備が欲しいですね。 ・路面電車を復活する。

・和歌山国体もありますので早く全国にアピールしたいです。 ・交通インフラの整備が重要。若い方向けのイベントが少ない。

・循環バス（ワンコインで1日乗り放題）を増やしてほしい。 ・観光に対する熱意ある行政を中心とした市民の盛り上がり。

・観光立市が絶対に必要と思う。その想いが市の職員に有りますか？

・イベントなどに参加しても、盛り上がりに欠けやはり和歌山だなぁとがっかりすることが多いです。

・国内外を問わずいろいろな意見を聞き、住民にも優しい観光都市計画を目指すことが肝要。

・美園商店街やぶらくり丁の景観の整備。観光地として他府県から人を呼ぶ要素が一切無い。

・観光の行政職員については、正直民間営業職からの登用をおすすめします。

・今和歌山物産店に力をいれているが、市内観光に力不足に感じられる。

・若者が集う場がない。市駅前の活性化が急務。道路が整備されていない。

・もっと、もっと積極的に全国に和歌山をPRする すべきと思います。

・和歌山市単独ではなく、和歌山県全体としての観光への取り組みが必要。

・市外出身のものですが、観光地としていまいち魅力を感じません。

・和歌山市駅をリニューアルして、外国人が興味を 持つ街にしてほしい。 

・自然の多い和歌山なので自然を生かし、もっと家族で遊べるところを造るべき。 和歌山のトイレは汚すぎる。

・和歌山がまだまだ全国的にアピールされていない。 自然、産業、文化などをもっともっと全国的にアピールする必要がある。

・市が主導するようなイベントをもっと開いて欲しい。地域活性化のきっかけを市で作ってもらいたい。

・和歌山の自然を活かしたスポーツパーク。以前あった大林スポーツプラザの様な施設はできないか？ 

・観光については情報発信が重要。その辺りにしっかり予算をつけ、考え、アピールしていけばいいのでは。

・観て回るだけの観光ではなく、食べる、遊ぶ、入浴するなどの体験型観光に力を入れればいいと思います。

・河北地域は、眠っている観光資源の宝庫。寂れた中心市街地と対照的に見えます。まだまだ知られていない和歌山市の魅力を、ぜひPRしてください。

・和歌山電鉄で、電車の運転が体験できるように、伊太祁曽駅の隣接地を買収あるいは、賃貸で広げて設備を充実する。 

・滋賀県長浜市の黒壁スクエア、岐阜県関が原古戦場跡 、愛媛県道後温泉地域（松江城）、松江城へのロープウェイ乗り場など、駐車場でもおもてなしの心
が素晴らしい。そういう町だと思いました。山中鹿之介で有名な月山富田城近くの道の駅の蕎麦と甲冑の施設。近江八幡市の八幡堀など。

設問１２ 和歌山市の観光について、ご意見等ございましたらご記入ください。（この設問は任意回答です。また、いただきましたご意見等への回答はできま
せんので、ご了承ください。）



・観光PRは熱心に行われていて大変良いと思います。 ただバス移動する時は苦労する。

・グローバルな視点が必要と思います。案内板やガイドさんには、英語、中国語、韓国語は必須アイテムです。

・観光資源を生かすには食べ物、肉海鮮、野菜果物 豊富にあるが、総じて量が少なく高い、そして一堂に並んでいない。

・プロ野球やＪリーグ・プロバスケットなどのチームの春季キャンプを誘致し毎年来てもらえれば観光資源になると思います。

・何度でも行きたくなるような名称がない。マリーナシティも有名だが、特に印象に残らないようなイメージがする。

・和歌山には、たくさん良いところがあるのに、全国にむけてアピールが足りないと思います。

・和歌浦、雑賀崎の景観、及び、愉快リゾートなどの安さ、サービスのホテルの充実を、実現してほしい。

・小さい子供向けのイベントをもっと増やしてほしいです。

・建物が古いところが多いと思います。

・既設公園の環境管理整備不足と付近住民のモラルの劣化。錆びてボロボロの看板に公園内にペット入れない注意書きがあるが平気で立ち入っている。

・意見ではありませんが、最近和歌山駅近辺で中国人観光客を見かけることが多くなったように思います。 彼らがどこを観光しているのかを知りたいです。

・マリーナシティは観光地として定着してきた。ここをベースに片男波、和歌浦、雑賀崎を船で結ぶことにより広がりを持たせることができると思う。

・よさこいなど後追いのイベントじゃない和歌山独自のものをみんなで考えていけたらと思います。 ゆるキャラなど、どこかのマネみたいなアイデアは聞いて
て面白くないし、しらけちゃいます。

・和歌山市だけの取り組みではダメだと思う。県全体で考えないと。今の若者にも興味がわき足を運んでもらえるイベントを企画するといいのでは。例えば花
火とか。音楽イベントとか。

・観光資源の和歌山城の整備をして欲しい。 ①清掃、植栽の手入れが悪く、雑草が多く生えている。特につつじ園はひどすぎる。②城内の電柱を地中化して
欲しい。電柱は茶色に塗装しているが電線が景観を台無しにしている。 ③駐車場を増やして欲しい。

・県外に観光に行くたびに和歌山市の観光PRの下手さを感じていました。和歌山駅、市駅にしても観光案内所が目立たないし、象徴する銅像がないのも残
念。 もっとアピールできると思います！

・和歌山城のおもてなし精神の欠如。城の正面の壁面に清掃用具を立掛けているが用具を格納すべき道具入れは城内にあるはず。格納面倒とばかり放置
しているのは論外とすべき。

・ どこに行っても観光施設の整備が充実しています。和歌山は他所に比べ特にトイレはだめ、また観光場所めぐりの循環バス等があれば何処を観光しよう
か　迷っている人には便利です。

・地元の方が自助努力すべき。旧市内に必要以上に活性化等必要が無い。要らないものはすたれるのみ。いやなら努力。アイデア①お堀や内川を繋げて
船の観光 ②よさこいの祭りをがらがらのぶらくり丁で実施。雨の心配なしで人が集まる。

・ラーメンタクシー、おもてなしタクシー等と聞こえが良いが、駅待ちタクシーに乗り込み近距離を告げると恐怖！運転手の態度が豹変とは。観光を旗印に施
策を考える場合、まず交通案内とタクシー運転手の姿勢の改善と行政指導が必要。京都市などは目と鼻の先でも親切丁寧、流石観光都市と頷ける。

・和歌浦の旅館が廃業した状態でそのままになっているのが、さらに寂れているように思います。なにか活用される方法はないのでしょうか？と思っていま
す。

・紀州よさこいとかも運営が自己満足でしてるだけで市民が参加できるような感じではない。もっと市民が参加できて街全体が賑わう祭りを作らなければ観光
にはならないと思う。

・観光地は和歌山市にもたくさんあると思いますが、特に和歌浦を昔のように活気ある観光地として、蘇ってほしく思います。景色は抜群なのにもったいない
です。案内するのも恥ずかしいです。

・本気で長期戦略を立てて、お金を惜しまずつぎ込んで取り組む市長の決意が必要。従来の学識経験者等のメンバーによる仕組みでは何も生まれないであ
ろう。

・課長が変わろうと、担当者が変わろうと、継続性を持って当たらないと観光行政は続かない。ハード面では道案内等の掲示板と駐車場。ソフト面では語り部
等の管理や運営をスムースに行う組織が必要。



・行政に市民の意見を簡単に言えるようにしてほしい。（担当課や電話番号を探す必要なく、市民の声を総合的に聞き入れる窓口がほしい。） 

・先ずは、公園前交差点に建つ「時計」を修理しましょう。もう何か月も稼働していませんよ。 観光名所「和歌山城」の玄関口がこれでは情けない。

・高野山など県内には世界遺産とか白浜のような世界的に有名な観光名所があるので、そのスタート地点に立つのが和歌山市なので、県外からの観光客
にはもっと利用しやすい街づくりができたら良いと思います。

・水軒にあった海水浴場、つつじヶ丘の山脈等の観光資源を潰したことが、悔やまれる。金をかけて潰して、金をかけて人工の貧弱な海水浴場を造って、更
に売れない土地開発。辺鄙なところへのテニス場、呆れる建設費と委託費。

・飛鳥時代や奈良時代の天皇や貴族に和歌浦は憧れの地であり人気があり、万葉集の和歌などたくさん和歌浦のものが歌われている。昨今の歴史ブーム
歴女ブームと関連づけてアピールしてはどうか。

・和歌浦～雑賀崎間の道路巾を広げて整備すると共にもっと観光に力を入れるべきです。和歌浦湾の景色は捨てたもんじゃ無いですよ！昔は観光バスが
沢山来ていましたよ！旅館やホテルも沢山有りました！

・観光に来る人に恥ずかしくなく、良い印象をもってまた来たいと思えるような街づくりにするべき。具体的に言うと和歌山公園内にいたるところに灰皿を置い
てるのはおかしい。 せっかく綺麗な空気を吸いたくて公園に来てるのに、煙草の副流煙を吸わされるのは不健康極まりない。園内もとより鉄道駅周辺、ブラ
クリ丁など歩行喫煙禁止など条例及び罰則整備をしてほしい。他府県に良く行くがそうなってるところが増えて来てる。 また、和歌山バスやタクシー運転手で
イメージの悪い人が多い。観光客はバスやタクシー利用する人もあるかと思うので、もっと良い印象を持ってもらえるようにして欲しい。

・友ヶ島へ一度行ったことがあるのですが、とても見ごたえがありいい場所だと思いました。ですが、ゴミなどが目立ち、人がいる場所が汚すぎて、とてもじゃ
ないけどよかったよとオススメできる場所じゃありませんでした。もう少しきちんと掃除、整備などをして、人が来ても嫌な気持ちにならない場所になればもっ
と有名になるのではないかと思いました。

・金山寺味噌って和歌山の名物ですか？食べたことありません。地元の人でも知らないものは、他府県に広まりません。何事もまず、市内・県内に広めるよ
う働きかけてはどうでしょうか。

・他県に比べて行政、地元に積極性を感じられない。 特に和歌山は文化不毛の地が根強く感じます。 自然がいっぱいだが、自然に頼っては観光地として発
展していけないのが現状ですね。 自然がいっぱいの沖縄でも要所要所に観光施設が充実しています。比較にはならないと思いますが。

・和歌山市には、これといった産業がありません。人口は減るばかり、これは、少子高齢化ばかりではないと思います。政治の無策が主たる原因と考えま
す。せっかく立派な自然・観光遺産を持っているのだから、もっと活かしてほしい。

・和歌山市は保守的でよそ者を受け入れ無い雰囲気があるように感じています。　しかし、南紀（特に新宮や勝浦の南端）になると、何とも懐かしい人間関係
が残っています。　市内には素晴らしい遺産が多数有るのに勿体無いと思います。

・和歌山は自然に恵まれ資源も豊富で私は生来和歌山ファンなので、これからの和歌山に期待しています。個人の力は弱いですが、何か少しでも貢献でき
ればと思っています。

・一つひとつの場所が離れていて、移動に時間とお金がかかるのがネックだと思います。 お城を中心に、たっぷりと数時間遊べるような観光街つくりをすると
旅行者も便利でうれしいのではないかと思います。

・マリーナシティ以外に大型の遊園地がない。また直接観光には関係ないと思いますが、各種の施設を備えた市民等が憩える広大な公園（大阪でよく見られ
る）の設置。

・観光を産業であると位置づけるのであれば、中途半端に行政が介入するべきではない。産業としての発展を重視するのであれば民間で競争させるべき。
そもそも和歌山市は観光の街なのか、観光地として認知されたいのであればまずプロモーションに投資すべき。最近では広島や高知などのCMが目にとまっ
たので、他の自治体がどの程度プロモーションに投資しているか調査して比較してみてはどうでしょうか。

・お城の語り部さんや忍者は本当に素晴らしいと思います！動物園が実質駐車場代のみで無料というのもなかなかありません。ただ、お土産や特産品で市
内のものはと聞かれると目立ったものはなく、和歌山ラーメンなど有名店のスイーツなど、お店頼みの気がします。駿河屋が潰れてしまったのもとても残念で
す。加太方面は交通の便もよくなく、駐車場も少ないし高い。どうしても県外の友人に和歌山に一泊以上をすすめるなら紀南を推してしまいます。

・外国、他府県から来られた方々には先ず笑顔で「こんにちは」とあいさつをすること。心の温かみを伝えることが何よりも重要です。 私が又行きたいと思う
地・国は、そこの方々からの心の温かさが忘れられないからです。 その様な市民運動を市役所にお願い致します。



・もっと子供やお年寄りが、安全に楽しく参加できるようなイベントがあって欲しい。 室内などのイベントは、トイレなどや雨の場合でも安心して参加できるの
で、室内イベントも考えてほしい。

・祭りにしても和歌山は規模を追いすぎているように思います。的を絞って、センスが感じられるようなものが、そこかしこに見られるというような風景を作って
もらいたいものです。

・もっと中国語・韓国語・タイなどの看板やパンフを作ったり、それらを分かりやすいところに置いて欲しい。子連れやお年寄りに優しい観光施設（案内看板の
表示の字が大きいとか授乳室があるなど）にしてほしいです。

・和歌山城の周りを、もっと城下町らしくするとか(和歌山城を見終われば、次はどうするの？)。あっ、一つ感動した所がありました。干し柿が暖簾のようにズ
ラ〜と干している山里？でも道が細くて、大きな車だと難しい所でした。

・私的な意見ですが、県が整備している「紀の川サイクリングロード」を利用して「源流から河口まで」などと銘打ったサイクリングイベントも可能ではないで
しょうか？現在「紀ノ川エリアサイクリングガイド」や「高野山・町石道の語り部」などの登録をしデスティネーションキャンペーンの企画でかつらぎ町において１
０月にサイクリングイベントを予定しています。 和歌山市内でも何かできればお手伝いはいたします。

・大阪から見たら、京都や神戸と比べ距離殆ど同じでも遠く感じる。観光資源はあるのに気が向かない？ぶらくり丁あたりは昔の商業地ばかりでなく、一大イ
ベントエリアに変えるのは如何でしょうか。関西圏から若者の大移動を起こさせるイベント（音楽祭、スポーツetc）を。

・意見というか、感想ですいません。 友ヶ島は行ってがっかりした１つです。 手入れされていないのが目に付きすぎます。 とても良い島で、県外からの観光
客も多いのに、もう一度行きたいと思えるか疑問でした。

・他府県から来てもらっても、市街地でもトイレ事情が良くないと思います。友達に来てもらって観光するにも、キレイなトイレをあちこちチェックしないといけま
せん。これは関東や近畿では考えなくても良い事です。宜しくお願いします。

・行政・関係機関はともに行って見たいなと思わせる情報の発信が必要だと思います。各種大会の誘致から観光に繋がる提案や観光関係企業の協力体制
（コンベンションセンター）誘致の受け入れ（宿泊、交通、会場手配など）の協力組織が必要だと思います。

・観光は白浜など南紀に行く方が多いと思う。和歌山市は通過点。交通の便が良い中心部はシャッター街と化していて恥ずかしい。もう少し賑わいがあれば
途中下車しようと思うのでは？

・自分もそうですが、美味しいものがあれば若い人でも行こうという気になるそうです。市内は自然に恵まれているので、美味しいものをさらに惹き立てる環
境があると思っています。そういったところから和歌山市の魅力が伝わればなと思います。

・和歌山市の観光について、私は正直に申しますと、2年くらい前までは「観光案内するような所は無い」と思い込んでいました。しかし、和歌山市のホーム
ページで情報を出してくれてる「和歌山市健康ウォーク」のガイドブックの存在を知り、実際いくつかのコースを歩いてみて、和歌山市にもたくさん観光スポット
が有るのだと気付きました。こういったウォーキングガイドブックなどを元に、和歌山市散策コースなどがイベントとして有れば良いな（すでに有ったらすみま
せん）と思いました。それと和歌山市は公共交通機関があまり充実していないように感じるので、もう少し便利になれば良いなと感じます

・観光といえば宿！疲れを癒してくれるような宿泊先は何度でも行きたいと思います。有名なイベントがある宿とか、和歌山城に宿泊できる！など、非日常的
なことをしてみたいです。 特にお祭りシーズン！ おどるんやなど、お祭りを満喫した後で、ゆっくり楽しめる宿が近くにあれば、高地のよさこい祭りのように
もっと盛り上がると思います。 思いつきで書きましたが和歌山といえばここ！という宿泊先がないなぁと思いましたので、書かせていただきました。

・他府県から引っ越してきて初めて知る和歌山の良いところにたくさん出会った。 もっと情報発信して、交通の便も良くなれば観光客も増加し活性化につなが
ると思う。

・白浜の方は結構値段が高いですね。客が入っているなら問題ないですが。 遊ぶ所が無くても、ゆっくり出来て海の幸が堪能できるだけでも十分客は集まる
んじゃないかなと思う。

・和歌山市民なって３か月しか経たないですが、観光地があまりない気がします。 海と海産物は素晴らしいので、活かせればと思います。海の幸グルメ
ウォークとか、魚市場で観光客が食事できたり。 お土産品もシラスを推してみては？ 湘南では、生シラス丼人気で長蛇の列でした。

・観光と言う視点ではなく、単純に圏外から人を呼べるイベントを催行する。全国的に認知してもらえるような大きなイベントの開催を通じて和歌山市を認知し
てもらう事が大事ではでしょうか。



・正直、和歌山市にそんなに観光して楽しいところがあるとは思えないけど、せっかくの雑賀崎、和歌浦エリアが無駄になっているのが悲しい。

・広報が難しいと思います。折角、いいものを企画・実施していても、知ってもらわなければ。 また、継続実施していても維持管理ができていないのでは？国
体のマスコットキャラクターきいちゃん、かわいいと思います。国体が終わってからも、継続的に和歌山県のキャラクターとしてほしいです。

・外国語の看板、説明書、インターネットによるＰＲ，観光通訳の充実を行うともっとにぎやかで国際化できるのではないでしようか。ビッグアイの中にある「多
言語クラブ」なんかに協力を仰げばネタは沢山あるはず。是非ご一考を！

☆アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。皆様からお寄せいただきました貴重なご意見・ご回答は、今後のさらなる和歌山市の観光振興
のために活用させていただきます。

・和歌山も場所場所によっては歴史や趣のあるところがたくさんあると思いますので、交通網等を使いやすく整備して、たくさんの観光客を呼び、楽しんでもら
えたら良いのではと考えます。

・HPを検索しても観光名所はほぼ全部同じでありながら、少ないことが気にかかる。  また、参加人数の少ないイベントや告知が少ないために周りの人間が
知らないことが多いことも考えものだと思う。

・お土産の菓子箱（紙製）は、絵の描いている（商品名の入っている）紙を、はがせば、白い、味気のない箱で、右も左も同じ。 箱さえも、土産になる発想はな
いのか（保管とか）？無いのであれば、簡易包装に徹底すべし。環境対策にもなる。

・毎年ポスターを拝見しますが、何が売りなのか、まったくわかりません。もう少しプロの手を借りた和歌山市といえばコレ、という印象的なイメージを構築しな
いと、観光和歌山市は成り立たないと思います。

・和歌山市の観光は、素敵な所がたくさんあるのに、県外の人に、和歌山と言うと「白浜」という認識をされます。「和歌山市内は大阪からも近いし、観光名所
もあるんだよ」ともっと浸透すればいいなあと思います。


