
プロジェクトチーム「桜で彩る和歌山市」について 

□調査期間 平成２７年１１月２０日～平成２７年１１月３０日

□調査の趣旨

□対象者数 431 人（平成２７年１１月２０日現在）

（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。）

□対象者年齢
内訳 人数 ％

10歳代 1 0.2

20歳代 44 10.2
30歳代 112 26.0

40歳代 102 23.7
50歳代 73 16.9

60歳代 59 13.7
70歳代 35 8.1

80歳代 4 0.9
90歳以上 1 0.2
合計 431 99.9

□回答者数 326 人（平成２７年１１月３０日時点）

□回答率 75.6 ％

和歌山市では、地方創生や長期総合計画の検討をするにあたり、プロジェクトチームを設置して、夢のある政策の実現可能性等の研究を進めて
おり、その一つである「桜で彩る和歌山市」プロジェクトでは、植栽候補地や桜の有効活用の検討をしています。
つきましては、みなさまがご存知の桜に関する情報をいただきたいので、アンケート調査にぜひご協力くださるようよろしくお願いいたします。
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【ご職業】
内訳 人数 ％

会社員 110 33.7
自営業 28 8.6
農林水産業 3 0.9

パート・アルバイト 47 14.4
専業主婦（夫） 70 21.5
学生 6 1.8

無職 57 17.5
その他 5 1.5

合計 326 99.9

【年齢】

内訳 人数 ％

10歳代 1 0.3

20歳代 24 7.4

30歳代 69 21.2
40歳代 77 23.6
50歳代 61 18.7
60歳代 59 18.1

70歳代 31 9.5

80歳以上 4 1.2

合計 326 100.0

【性別】
内訳 人数 ％

男性 163 50
女性 163 50

合計 326 100.0

その他のご職業 

・会社役員    ・団体職員 

・教員       ・ＮＰＯ団体理事 

・通訳案内士、英語教室講師 
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問１　お花見（桜）をする場合、主にどこで楽しんでいますか。

回答 人数 ％
市内で楽しむ 249 76.4

市外で楽しむ 44 13.5
行かない 33 10.1

合計 326 100.0

問２　和歌山市内で好きな桜スポットはありますか。

回答 人数 ％
ある 276 84.7

ない 50 15.3
合計 326 100.0

問２－１　「ある」と回答された方にお聞きします。それはどこですか。（複数回答可）(ｎ=２７６）

回答 人数 ％
和歌山公園（和歌山城） 232 84.1

紀三井寺 84 30.4
御手洗池公園 12 4.3
休暇村紀州加太（キャンプ場
を含む。）

23 8.3

河西公園 36 13
大年神社 19 6.9
河西緩衝緑地 21 7.6

本町公園 18 6.5
嘉家作旧堤防敷（国道２４号
線沿い）

21 7.6

岡公園 26 9.4
紀伊風土記の丘 30 10.9
紀三井寺緑道 26 9.4

四季の郷公園 26 9.4
岡東公園 7 2.5
霊現寺 1 0.4
高津子山 16 5.8

その他 20 7.2
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問２－１－１　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（任意回答）

・和歌山交通公園 ・秋葉山公園

・地蔵の辻 ・和歌川河川公園

・大新小学校 ・土入川
・和歌浦 ・大新公園

・大門川沿い ・和歌山ビッグホエール

・福島小学校隣の公園 ・紀三井寺緑道

・ご近所のお寺。自宅の裏山。 ・温山荘園、亀池公園（海南市）
・紀ノ川右岸、北島橋南側 ・黒田公園

・松下公園と県道９号線の上三毛の…。 ・自宅近くの公園、山中渓。

・水道道に交差する河川沿い。
・近くの公園やお店の駐車場や民家に咲いてる桜がとても綺麗な所がある。

問２－２　問２－１で回答された桜スポットを好きな理由は何ですか。

・広い公園。 ・近いから（類似意見　56件）

・身近に見れる。 ・桜が綺麗だから。（類似意見　30件）
・通勤経路だから。 ・お城と桜がマッチしている。（類似意見　17件）
・階段が無くて行きやすい。 ・昔から慣れ親しんでいるので。（類似意見　8件）

・地元だから。 ・（人が多く屋台もあって）賑やかだから。（類似意見　12件）

・陽光桜が美しいからです。 ・広々としているところ。（類似意見　7件）
・古木が多く花が豪華。 ・駐車場があるから。（類似意見　4件）
・美しく手入れされている。 ・交通の便が良い（類似意見　5件）

・近くで桜を感じられるから。 ・ライトアップしているから。（類似意見　3件）
・木が低く花が立派。 ・ゆっくり見れるから。（類似意見　6件）

・お城が好きだから。 ・桜の種類や数の多さ。（類似意見　24件）
・城以外。 ・のんびり楽しめるから。（類似意見　5件）

・桜が近すぎないので。 ・行きやすい。（類似意見　4件）
・和むので。 ・気軽に楽しめるから。（類似意見　8件）
・水と桜の共存。 ・ウォーキングまたは、ハイキングしながら桜を楽しめる。（類似意見　11件）

・定番だから。 ・花見ができる。（類似意見　2件）
・それぞれの景観。 ・駐車場または、車内から見れるから。（類似意見　5件）
・思いつかない。 ・人が多くないから。（類似意見　6件）
・風景がきれい。 ・徒歩や自転車で行ける。（類似意見　6件）

・環境の良さ。 ・和歌山のシンボルだから。（類似意見　2件）

・毎年行ってるから。 ・観光名所の桜だから。（類似意見　2件）
・華やいだ気持ちになる。 ・屋台があるから。（類似意見　2件）



・他にないので。 ・家族みんなで楽しめる。（類似意見　5件）
・集まりやすい。 ・無料駐車場がある。（類似意見　2件）
・風景も良いため。 ・公園として整備されている。（類似意見　1件）

・風情歴史があるから。 ・桜並木がきれい。（類似意見　1件）
・お金がかからないから。
・周りの雰囲気も風情がある。

・桜以外の自然と共にあるから。
・桜以外の風景が良い。お城など。
・地元で愛着がある。

・静かに楽しめる。
・桜とロケーションが素晴らしい。

・思い出のある場所だからです。
・やっぱり桜は華やかでいいと思う。
・和歌山城は、枝垂れ桜が美しい。

・通りすがりに見るのがいい。
・初めて行った時の印象が良かった。

・通勤や買い物の途中にあるから。
・自宅近辺で犬の散歩できる。

・見晴らしがとても良い。
・さほど魅力がある桜でもない。
・桜の通り抜けみたいで綺麗です。

・早咲きで、他より早く楽しめる。

・桜もこれから良くなっていくスポット。

・場所が良い。桜並木が素晴らしい。

・桜が垂れ下がるくらいなので見事。
・桜道（桜のトンネル）があるから。
・提灯がついていて情緒があるから。
・公園との調和が良く、車の危険がない。

・通勤途中にバスから見られてお手軽なので。

・お堀の石垣に座って、桜を上から眺められる。

・ダイワロイネットホテル和歌山方面から眺めるスポット。

・桜が広く咲いていて遠近の展望が楽しめる。

・お城の門を入ってすぐの枝垂れ桜が好き。
・普段から見に行かないお城も見れるから。
・春が来た！感が、私に強い印象を与えてくれます。

・桜の木と周辺の景色がマッチしていて癒される。
・見晴らしが良い。健康的で毎年楽しんでいます。

・お寺も好きなので一緒の風景がきれいだから。

・少し上に登ると桜の絨毯のようできれいだから。



・加太は風光明美な風景とマッチしているから。
・毎年行っているから恒例になっている。
・人が多くても流れているので苦にならない

・ 自身が猫好きのため、ちらほら猫と戯れられること。
・市外は根来寺や粉河寺、亀池公園なども行ったりします。
・昔から有名で、行った時、感じが良く、思い出の地だから。

・段丘にあるため、見上げて良し、上からの眺望は最高 です。
・あまり観光地化されてなく、人があまりどやどや来てないところ。
・車で近くまで行くことが出来るのと、平地なので歩きやすい。

・桜並木道が風情があり、周りの景色や建物とマッチしているから。
・山上からの展望と桜の本数。（最近綺麗に整備されつつある。）

・行ったことがあるというだけ。桜はどこであっても 素晴らしいもの。
・一の橋を入った所の枝垂れ桜など、少し開花時期がずれて長く楽しめるのが良い。
・お城を映えさせる桜が優雅である。一ノ橋の枝垂れ桜はいつも見とれています。

・和歌山城は枝垂れ桜が美しく、お城からみると眼下に桜が広がっており、とてもきれい。
・いつも通行している。仕事場に近い。風土記の八重桜の珍しい花があります。

・桜の時期といったら和歌山城ってうちでは決まっていて、あまり他に見に行くことがないので。
・桜の中を自然に通れるから。周りに花見として飲んだり騒いだりしたりしている人がいないから。

・和歌山市とわかる場所、和歌山城と桜、高津子山と桜のように対比して眺められるのが良いですね。
・見晴らしが良く、眼下に桜が広がるのがきれいだから。ベンチでボーっとできるのも好きな理由の一つです。
・わざわざ人混みに行って見なくても自宅の裏山に山桜が咲いているのを見られるので、花粉症の私にはベストスポットです。

・緑道は歩道の両側に桜があるので、桜のトンネルを抜ける感覚が良い。花が歩道に散ると桜の絨毯の上を歩いて居るようだ。

・前に行った時ちょうど散り時だったようで、風がぶわー！っと吹いた時、すごい桜吹雪で、めまいするようなすごさ、きれいさだったから。

・和歌山城は英語でボランティアの案内をしているのでよく行きます。 紀三井寺緑道はウォーキングとしてもお花見としても適度な距離なのでよく歩いて行きます。
・河西緩衝緑地公園は、花のトンネルとなり、シーズン中でも比較的に混雑することもなくバーベキューの嫌な臭いも漂わず、ゆっくりとお花見を満喫出来ることです。

・和歌浦地区でボランティアで活動をしているから。草刈りや選定、ゴミ掃除をして、 見に来ていただく方に喜んでもらえるように。市内では素晴らしいところです。

・和歌山城は夜桜が最高！見上げた満開の桜と天守閣のコラボレーションが本当に綺麗です。雅楽を奏でるラッキーな場面にも遭遇して滅多にない良い機会でした。

・和歌山市の桜は見所が多く、何処もざわざわしてなくてゆったりと観賞できるので好きです、特に紀伊風土記の丘は期間中下から上へと長く見れる感じです。毎年写真撮影し
て楽しんでいます。

・毎年楽しみにしています。 残念ながら、和歌山城の整備に問題があると感じています。和歌山城から、電柱を無くして地中化してほしい。素晴らしい景観が台無しになってい
ます。



問３　問２で回答された桜スポット以外で知っている和歌山市内の桜スポットはありますか。（ｎ=２７６）

回答 人数 ％
ある 85 30.8

ない 191 69.2
合計 276 100.0

問３－１　「ある」と回答された方にお聞きします。その桜スポットはどこですか。(ｎ=８５)

・紀三井寺（15件） ・県営相撲競技場

・紀三井寺緑道 ・本恵寺（直川観音）
・地蔵の辻近辺（8件） ・和歌山大学

・大門川沿い（12件） ・本久寺
・和歌川河川公園（2件） ・小倉神社

・和歌山城 ・つつじヶ丘（2件）
・和歌浦 ・名草山（2件）
・高津公園、高津子山（5件） ・言わない。

・河西緩衝緑地公園（2件） ・和歌山交通公園
・住吉神社 ・小中学校の校庭。
・大池遊園 ・力侍神社

・大年神社 ・六十谷地区、直川方面。

・城北公園（3件） ・近所の公園。
・紀伊風土記の丘 ・新在家橋周辺の川岸の桜並木。
・ホテルアバローム紀の国前の小さな公園。 ・花王株式会社正門前の土手沿い。

・和歌山労働局の近くの公園。 ・御手洗池公園
・森林公園 ・岡公園（2件）

・新南公園（2件） ・大谷古墳
・高積山 ・砂山公園など近所の公園。
・粉川寺 ・近くの神社。

・新町橋公園 ・自宅前
・和歌山ビッグホエール周辺の歩道。 ・太田公園

・桐蔭高校の近くの公園。
・端ノ丁公園
・あると思うが、思い出せない。
・和歌山市近郊でも良いスポットが多数ある。

・近所にある一本の桜の木ですが大きくてきれいです。 毎年楽しみにしています。
・住所がわからないけど川沿いの歩道で、川に沿って綺麗に咲いている。
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問３－２　問３で回答された桜スポットについて、桜の本数など、わかる範囲でご記入ください。（任意回答）

・紀三井寺 ・ソメイヨシノ

・地蔵の辻近辺 ・15本くらい
・24号線沿いで20本位かな
・並木道

・大門川沿い ・200本くらい？

・古い桜で50本くらい。
・数十本かな？
・わからない。菜の花も咲いて、上はピンク、下は黄色できれい。

・菜の花の黄色い花が河川敷に咲き広がっている頃、ちょうど両サイド50メートルくらいの桜並木がある。
・30本

・和歌川河川公園 ・5本？
・高津公園、高津子山 ・10本ぐらいです。数は少ないですが、風情があります。  

・住吉神社 ・本数等は不明。 大勢の人が来ると困るので、例大祭も積極的に公表していない。

・城北公園 ・たぶんもうない。
・紀伊風土記の丘 ・100本前後あるのではないでしょうか。

・少なかった。

・森林公園 ･100本くらい？

・新南公園 ・約10本
・高積山 ・約100本

・新町橋公園 ・2
・和歌山ビッグホエール周
辺の歩道

・50
・桐蔭高校の近くの公園 ・3～5本くらいかな。
・端ノ丁公園

・本恵寺（直川観音） ・ＪＲ六十谷駅、徒歩15分

・本久寺 ・多分1本です。お寺と個人宅になるので、お花見は出来ませんが隠れスポットです。
・つつじヶ丘 ・5、6本だと思います。

・名草山 ・山頂に植樹されています。また、緩やかコースには古木が何本かあります。
・力侍神社 ・参道にいっぱい
・近所の公園 ・数本

・川沿いに桜が両脇に植わっていて、桜提灯などもあり、シーズンに散歩します。
・近くの神社 ・10本？
・小、中学校の校庭 ・数本

・１本ですが、個人宅の木です。

・和歌山労働局の近くの公園

・すごく小さな公園なのに、桜がしっかり３本あり、見事。毎日のように通るので、ここの桜を楽しみながら、「そろそろ満開だ
から和歌山城へ花見に行こうか」と目安にさせてもらっています。

・10から20本ぐらいかな。桜スポットは本数だけでなくて、種類、枝ぶりとか照明とかも大切。市内にも、「赤毛のアン」の冒
頭に出てくる、あの花の小道のような風景があれば良いなぁ。

・ホテルアバローム紀の国前の小さな公園。

・新在家橋周辺の川岸の桜並木

・近所にある一本の桜の木ですが大きくてきれいで
す。 毎年楽しみにしています。

場所 桜スポットの桜の本数など。



・よく　わからないけど　両サイド合わせれば100本ほどあるかな?!

問４　和歌山市内で「こんな場所に桜があればいいな」と思う場所はどこですか。（複数回答可）

回答 人数 ％

公共施設 83 30.1

道路の中央分離帯 48 17.4
歩道 81 29.3
河川敷 186 67.4

公園 146 52.9
その他 9 3.3

特になし 20 7.2

問４－１　「その他」と回答された方は、詳しくご記入ください。（任意回答）

・ＪＲ和歌山駅前、国体道路。

・住居に近い公有地。
・市内の幼稚園、小中学校。

・和歌山マリーナシティ（2件）

・和歌山市木ノ本の「車駕之古址古墳公園」。
・各々の地域に桜スポットがあれば毎日楽しめるかと。
・養翠園は個人の所有地だと思いますが、同じ敷地内にある湊御殿の一部移設された建物の周囲に桜があればきっと見物客も増えると思います。養翠園は地味な庭園だと思
いますが、静かに日本庭園を楽しめるということで来られたお客様（日本人、外国人共に）はとても満足して帰られます。

・住所がわからないけど川沿いの歩道で、川に沿っ
て綺麗に咲いている。

・東京都に、山１つに色々な品種の桜が植えられている所があります。道は緩やかで幅も広く取ってあるので、すれ違う時も何の問題もありません。お酒などは飲めません。多
分夜は入れないのだと思います。でも、お弁当などは食べてもよいようになっていたと思います。
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問５　桜をメインにしたイベントや取り組み等を知っていますか。（他都市の情報を含む。）

回答 人数 ％
知っている 41 12.6

知らない 285 87.4
合計 326 100.0

・和歌山城の夜桜。

・大阪の造幣局の通り抜け。（6件）
・桜祭り

・夜桜祭り

・コンサート
・岩国市錦帯橋周辺

・姫路城
・桜バル（2件）

・天王寺公園

・和歌山城さくらまつり （3件）
・大阪城公園

・高田市、吉野山、沖縄名護市。

・「高津子山に桜を」、清掃など。
・お城のお花見の提灯。
・旅行会社のホームページ。
・大新公園さくら祭り（大新地区自治会）

・吉野千本桜の植樹や観光ツアーなど。

・長野県上田市。上田城の千本桜まつり。
・大和郡山城のお城まつりのパレードが結構盛大です。
・パフォーマンスと合体したイベント企画。

・茨木市の市民さくらまつり。
・和歌山城の桜のライトアップ、さくらまつりの提灯、根来寺の花見など色々。
・海南市亀池公園のさくらまつりに行ったことがあります。

・愛知縣護國神社の桜まつり「護國の森」。その時期にしか出ない昔からの名物の出店。
・東北地方の桜の名所の取り組み。①弘前城、②角館、③北上天勝地。
・旅行で行った長くトンネルになって咲いていた有名な海津桜のコース。

・紀三井寺の街角ポスター、高津子山の桜を植えようキャンペーン。

・京都市蹴上の、今は使っていない路線を 桜の時期だけ一般でも歩けるようにしていること。
・安藤忠雄氏の講演会で寄付金を募ったりして桜の植樹を行う。大阪府にある狭山池。

問５－１　「知っている」と回答された方は、詳しくご記入ください。（ホームページ等がある場合は、ホームページアドレスもご記入いただければ幸いです。） （任意回答）
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・和歌の浦万葉薪能の会「高津子山を桜の山に」で 運営委員を務めており、 毎年のウォークではナビゲーターを務めています。

問６　桜に関するイベント、取り組みで、実施（実現）すれば楽しいなと思えるものがあれば、ご記入ください。（任意回答）                                     

・夜店 ・よさこいとのコラボ
・桜バル ・川から船に乗り桜を見たい

・桜の下でのお茶会。 ・紀ノ川を桜並木にする
・夜桜と居酒屋。 ・川遊び
・夜桜を使ったイベント。 ・食祭やお酒の試飲

・夜桜のライトアップ。 ・アクセスのいい場所
・夜桜、コンサート。 ・コスプレ大会

・夜桜、通り抜け。 ・コンサートやお祭り
・演奏会 ・素人のコンサート
・さくら祭り ・カラオケ大会

・お花見イベント ・和歌山の地酒ふるまいPR

・紀の川河川公園 ・花見のMAPがあるといい。
・せせらぎ公園に桜の名所を作る。 ・桜餅のふるまい

・メディアとのコラボイベント。
・シンプルにライトアップと屋台。

・地域との連携。（アドバイスと協働。）

・和歌山大学前駅の沿線に桜を植樹。
・音楽との融合、料理やカフェとのコラボ。
・お茶席などと違って、茶店程度のくつろげるお店。
・内堀川沿いに桜を咲かせて、船で遊覧させること。

・ライトアップとプロジェクションマッピング。

・夜店が多くてもいいのでは。

・ウォーキングしながら楽しむ催し。
・桜の咲いている所で物産品販売をすればどうですか。

・大声大会やけん玉大会の実施とかどうでしょうか。
・桜餅作り。抹茶を飲みながら花見したいのでお茶会とか。

・桜と和歌山地酒、または桜にまつわる和歌山のお酒とのイベント。
・四季の郷公園で日本国内でも屈指の桜の名所庭園を作ってください。
・和歌川沿いを一面の桜並木にし、屋形船で鑑賞できるようになればうれしいです。

・イベントにすると不法投棄ごみ、渋滞や駐車違反等で日常の仕事に差し支える。

・高遠城址公園のさくらまつり。http://takato-inacity.jp/h27/

・名古屋の山崎川のライトアップと市民の皆さまの取り組み。http://www.gokinjyo.jp/hanami/aichi03.html （広場を駐車場として開放、駐車料金は無料でした。皆さんとっても
親切でした。）

・大阪府寝屋川市の打上治水緑地、造幣局など。（大阪で約４０年いました。福島市では花見山公園。 ）
http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/osakathemuseum/sakura2013.html#hokusetsu http://www.f-kankou.jp/hanamiyama.htm



・山形の芋煮会のような屋外での飲食イベントが良いと思う。
・ゆっくりとしたスペースで楽しめる場所。宴会を出来る事ではない。
・桜の名所を巡りスタンプを集めるようなこと。

・南海電車の加太線の沿線にずらっと並んでればいい。
・いっぱいあるけど、教えてあげない。
・市民の大桜見を和歌山城で実施してほしいです。

・紀ノ川沿いに桜を植えて、屋形船で川からみたい。
・文化的なイベントを桜の見えるホテルで。例えばコンサートなど。
・西宮市の夙川のような桜祭りをすればどうでしょうか。

・若い人も楽しめるイベント。
・お琴の演奏会を和歌山城で。

・良く渋滞する道路にあると気分が和む。
・各自でお花見とかするので、特に要らない。
・和歌山電鐵（貴志川線）で回る親子で花見ツアー。安めで。

・広い公園で花見できると良いですね。
・和歌山城の桜の季節に合わせ、和歌山市内の古典芸能、祭りを城内で行う。

・桜の木の下で行う婚活イベントや桜の花を用いた作品展など。
・和歌山城でイベントしてほしい。写生会、花びらで作品作りなど。

・ガイドさんによる、和歌の解説と紹介。
・片男波のミチシオ祭りだったかな？あんな感じのマーケットを桜の時期にしてほしい。
・花見の宴会は区域を指定してほしい。酔客は目障り。

・桜の時期に、子連れでも出掛けられるお花見イベントがあればいい。

・昔の新堀の玉三郎や辻説法の総合イベントの実施。

・一番手っ取り早いのは芸能人を呼んでイベントを開催するのが盛り上がる。

・桜の種類が沢山あると嬉しい。 誰でも気軽に行ける場所にあると良い。
・場所取りして大騒ぎする花見は苦手です。自然な花見がしたいです。
・イベントは不要だが、家族で弁当を広げ、桜を愛でればよい。開花期間のみ駐車場の無料開放や屋台だけではなく、陶器市や骨董市などがあれば楽しいかも。
・色んな種類の桜を一度に見れるスポットが和歌山にもあれば。

・日本酒メーカーとコラボしての桜の木の下での試飲会。

・ライトアップ。 提灯ではなく、桜主体の桜を綺麗に見せるためのライトアップ。
・桜がきれいな場所に、車で気軽に行けるところが良いですね。

・桜祭りで夜店や昼間の屋台、即売会や植木市などあれば良い。

・和歌山市内で新たに植える場所もないので、河川敷を埋め尽くしたらどうでしょう。
・あれば良いとは思うが、他にはないような長距離な桜並木があればと思います。
・和歌山城にもっと桜の木を増やしませんか。桜の木オーナー制を検討して下さい。（団体、個人を問わず。）

・花より団子で、桜の木の枝に和菓子などを吊るして手を使わずにどれだけくわえられるか競争。
・ずいぶん前だけど、路面電車が走っていた頃のような「花電車」みたいなことがあればと思うが、無理なんでしょうね。

・大新公園さくら祭りが、２年ほど前からなくなってしまったので復活してほしい。

・以前、奈良の大和高田市の近くに住んでいましたが、毎年、桜の咲く頃、河川敷でお祭りがありました。良かったと思います。フリーマーケットもいいと思います。



・和歌山城は桜の名所なので商工祭りなど地域のイベントをしてほしい。
・貴志川線の沿線で桜巡りなどに取り組めばおもしろいと思う。一日乗り放題など。
・期間を設け、アピールするのが良いと思います。夜の照明等。市役所１４階の食堂開館時間の延長、スペースの拡充。
・最近、絵本マルシェやアーケードなどおしゃれなイベントが増えているので、桜の季節にそんなイベントがあれば参加したいです。

・駐車場の確保が必要だと思います。たかとり城まつり等では無料の駐車場からイベント会場までのバスが出ている。

・「高津子山に桜をのように」整備。 ライトアップ。 キレイな桜を、大阪城の様に宴会で壊したくないので、壊される前に景観を守るイベント等をする。
・「桜の下のビアガーデン。」 クラフトビールや地元のお酒などを、オシャレな雰囲気のビアガーデンで楽しめるお祭り。

・紀三井寺競技場の芝生上にステージを作り、和歌山の有名飲食街や、土産物、B級グルメ、コンクールを企画したら？国体と大会の出店が良かったです。

・造幣局の桜は本数が少ないです。まず後方のバックアップが必要だと思います。場所ごとに「今年の桜」、「ここだけの桜」 をあらかじめ選ぶ。
・桜はゆっくり見たいので、イベント等は考えた事がありませんでした。何かあると活性化に繋がるのかも知れませんが、今は思いつかないです。
・①ベストスポット写真コンテスト、②昼食場所などネットで予約できる（申込み抽選）、③臨時駐車場が十分にある（含むパーク＆ライド）。

・桜のハイシーズン中は和歌山駅（またはＪＲ和歌山駅、南海和歌山市駅）から出る観光名所巡り（和歌山城、和歌の浦、和歌山マリーナシティ、高野山など）のバスを出すべ
きだと養翠園を訪れたお客様が教えてくれました。「他の観光地に比べてバスの便が十分でなく、とても不便な思いをするが、来てみると立派なお城や庭園があるので驚いた」
と言っておられました。一日中乗り降り自由な観光地巡りのバスの運行をするべきだと思いました。

・子供が桜に触れ合えるイベント。花見と言っていい年の大人が飲んで騒ぐだけじゃなく、季節や春の訪れを感じさせられる参加型イベント。ゆるキャラがあってもいいし、桜を
用いた体験できるイベントなど。桜餅を作ったり。花火と夜桜のコラボも良い。

・高津子山で桜を育てる有志の存在を知るが、和歌公園入口から東照宮、天満宮の裏山を経て高津子山山頂まで桜のトンネルが出来れば素晴らしい。僅かながら、そのため
の勤労奉仕は厭わないが。

・外国から桜を見に来る観光客も増えているので、日本を感じさせる取り組みがあればと思います。和歌山城でもテキ屋の屋台だけでなく、お茶と和菓子が食べられるような出
店があったらいいなと思いました。

・花見客のカラオケがうるさいので禁止してほしい。代わりにお琴で「さくらさくら」の演奏（生演奏は無理でも、スピーカーで流すとか）。B１グランプリのような感じで「花見弁当グ
ランプリ」大会。

・毎年、桜の季節にお祭りをしてはどうですか。ぶらくり丁で桜をテーマにした食べ物や雑貨を売ったり、絵や写真のコンクールをしたり、さくら踊りを考案してみては。ぶらくり丁
の活性化にもなると思います。ぶらくり丁に桜を植えてください。

・南海和歌山市駅、ＪＲ和歌山駅、けやき大通り、ぶらくり丁経由で和歌山城までの周辺でのイベント等。駐車場の整備などを早急に検討する。紀三井寺周辺を駐車場の整
備。それとアクセスの問題点。

・以前お堀を舟でまわるイベントがありましたが、いつもあれば（特に桜の季節にあれば）いいなと思いました。他の地域で水辺に桜がとてもきれいな場所がありましたので。

・認知症の方や高齢者の方、介護されている方など、お花見をしながら歩く。お話をしながら外へ出ていただき、閉じこもりをなくし、地域で顔見知りになり安心安全な和歌山市
に。



問７　「桜で彩る和歌山市」プロジェクトについて、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。）

・紀ノ川周辺に桜があればいいなと思う。
・けやき大通りに植えてる銀杏並木を桜に変えるのが良い。

・ひっそりと市民が楽しめるものであってほしい。
・提灯を吊るのを止めたらいかがですか。
・大賛成です。ぜひ実現してください。

・頑張ってください。

・掘り起しかな？
・蒸気機関車の復活。
・花見の宴会は区域を指定してほしい。酔客は目障り。

・和歌山の気候を生かした取り組みをどんどんしてほしい。
・駐車場が少なすぎる。

・桜名所のスタンプラリー、フォトラリー等。
・もっとアピールが必要。

・そのプロジェクトはあまり知らないです。

・歴史を背負った花見風景の復活。(あればですが。）
・市民に行き渡るPR、広報活動も同時に行なってほしい。
・中途半端にしないで目指すは日本一、世界一。
・きいちゃんと一緒に花見ができるような企画をしてほしい。
・みんながマナーを守れ、且つ派手なプロジェクト。

・観客（ギャラリー）が沢山集まること、どうしたら集客できるかを考えること。

・和歌山城でのイベントはあるが、さらに増やしてほしい。　
・まちなかまで流れる河川脇を桜街道とする。
・わかやま市報等で広報すべき。何をしたいのかよくわからない。

・外国人の方のバスが駐車出来るように、場所の整備ときれいなトイレ。
・良い試みなのでぜひ継続させてください。桜は和歌山の誇りで、心が癒されます。

・県外へのアピールを含め、桜の時期にお城祭りのようなイベントを考えると良い。
・どれもこれも、一長一短でこれを繋げる様にできないか。
・観光バスを誘引できる駐車場作りと、平行した総合プロジェクト作りが必要。

・和歌山市の玄関口であるＪＲ和歌山駅前などに、もっと桜スポットがあればいいのでは。
・期間限定、夜桜照明。市役所１４階の食堂開館時間の延長、スペースの拡充。

・観光のイベントとして盛り上げるためにも、もっと桜の本数を増やすなり環境整備が必要。
・中央卸売市場の再開発、サイクリングロード計画と並行してメイン道路を桜並木に。
・桜で彩る和歌山市は良いと思いますが、コスト（税金）意識の元で行っていってほしい。
・桜街道や桜の通り抜け、イルミネーションとのコラボもいいです。

・年々、花見のマナーは悪化の傾向にある。マナーの悪い客を厳しく取り締まる必要あり。
・小さい川などの周りをコンクリート壁で仕切るのではなく、桜など大きい樹木を植えてほしい。

・いろいろな種類の桜が楽しめるようにしてほしい。駐車場を無料で用意してほしい。
・通るだけでも遠くから見るだけでも、名所になるような桜スポットがほしいです。



・和歌山市には桜が綺麗な所がたくさんあるので、これでイベントをすれば盛り上がると思いますよ。
・内堀川に沿って、なぜ、他に咲く花を植えないのか。金がないからか。世話ができないからか。
・こんなプロジェクトがあるとは知りませんでした。どんどんみんなの意見を反映して大きくしていってください。

・桜を選ぶ理由を知りたい。桜はどこにでもあることから、別の花（たとえば桃）などを検討してほしい。
・和歌山周遊桜バスを走らせましょう。バスの他に自転車、アシスト自転車、電動の自動車の貸し出しも検討して下さい。
・いっぱい桜の木を植えて、なおかつ和歌山ならではの食を取り入れたお店を構えて、和歌山以外のお客さんに来てもらいたいです。

・ショッピングモールの駐車場周辺に桜を植えて、人を集め、プロジェクトマッピング等を崖面に映す。

・やるんなら、中途半端なレベルはいけないと思います。成功させるにはある一定のレベルを超えないと、今の時代は結構、人の目も肥えてきている。
・桜の見れる場所やイベントの情報が、事前に聞いたりできると嬉しいし、いつも行く場所以外も行ってみたいと思うんじゃないかと思います。

・高津子山は整備（ボランティア）されつつあるが、 まだまだと感じています。ハイキングコース、桜の名所、公園等としてもっと活用すべきと思います。

・綺麗な桜はあると思うので、桜スポットの整備、美化、また清掃活動や有志でイベントをしている自体会に補助してあげたり、新しいインスピレーションを支援してあげてほし
い。

・すでに市内の観光名所には十分に植えられていると思う。桜にも寿命があるので植え替えを行い、開花状況などを知らせること。駐車場情報や交通整備、清掃活動などで良
い。桜の名所は競合が多いので、思い切ってPRに予算を割くべき。

・問４和歌山市内で「こんな場所に桜があればいいな」と思う場所はどこですか。について、道路の中央分離帯等に桜、というのはやめてほしい。散り際は見事でも、散った後
の花びらはドロドロになり、道路を汚くする。やはり公園や河川敷など、下が土で掃除をしなくても花びらが土に帰ったり、川に流れたりする場所で桜並木を作るというのが良い
と思います。

・和歌山城にはシーズンを問わず観光客が来るようになり、また、増加傾向にあると思います。特に桜の季節に集中的に催しものを検討して頂ければと思います。お城は和歌
山にとって観光資源としては最大のものであると思います。

・竹燈夜みたいに、桜の下に竹灯篭を置いてぼんやり照らす。夏のフラダンスショーみたいな桜をイメージした舞台。 (着物に桜柄、手品のネタに桜、桜の入った歌など。)

・スケール感が大切だと思うので、ポイントを絞って植栽してほしいと思います。その方が、沢山の桜が見れて楽しいです。種類の違う桜があっても楽しいです。まとまって咲くよ
うに開花時期も検討してください。

・どんなプロジェクトでも同じですが、一時だけにならないように大きいイベントより市内のパン屋さん、和菓子屋さん等、小さいお店に参加してもらって紹介を兼ねて発信し継続
できるようにしてほしいです。

・なぜ和歌山で桜なのか、紫陽花や向日葵ではいけないのか、理由がほしいと思います。桜の名所はすでに近隣どこにでもあり、和歌山らしい個性がほしいところです。

・いらない土地が余ってるんだから、都会にないくらいの桜密度を増やして。上手く桜を使ったまち興しに成功してる事例について、もっと外に目を向けて勉強しましょうや。

・桜の花の期間は短いです。咲くのが早い場所から奥手の桜まで、シリーズで回ってもらい、全て回ってもらったお客さんに菓子メーカーと相談して”桜饅頭”をプレゼント。

・桜に力を入れるのもいいですが、桜以外の花を観賞できる公園や神社仏閣が少ない。年間を通じて花を楽しめる総合計画を希望します。周辺の市町村との連携も必要だと
思います。

・忍者さんに活動いただき、イケメン忍者さんをたくさん採用し、若い方、外国の方、高齢の女性。可愛い忍者さんに、高齢の男性、未就学のお子さんなど、イベント開催で集
客、観光資源化する。

・道路周辺は車のスリップなど危険を伴う場合もあるかと思いますので、清掃なども簡単に行える特定の場所でのライトアップなど、人が集まりやすい環境整備が必要かと思い
ます。

・桜のハイシーズン中はＪＲ和歌山駅（または南海和歌山市駅）から出る観光名所巡り（和歌山城、和歌の浦、和歌山マリーナシティ、高野山など）のバスを出すべきだと、養翠
園を訪れたお客様が教えてくれました。「他の観光地に比べてバスの便が十分でなくとても不便な思いをするが、来てみると立派なお城や庭園があるので驚いた」と言っておら
れました。一日中乗り降り自由な観光地巡りのバスの運行をするべきだと思いました。これに加えて、JR和歌山駅周辺、和歌山城周辺で家族連れが気楽に食事できる場所が
少ない（探しにくい）という声もよく聞かれます。

・分散するのでなく、和歌山城や紀三井寺、和歌浦に集中すれば良いと思います。例えば、開花期間のみ駐車場の無料開放や、屋台だけではなく、陶器市や骨董市などでま
ず人集めが必要かと。



・２～３Km渡り両側に桜並木があり、桜のトンネルを車で通り抜られる情景。また、桜が散り始めれば、花びらを巻き上げながらトンネルを走る情景思い描くと心がワクワクして
きませんか。長嶋温泉の近くの田舎道で経験しました。

・和歌山県自体、本気で事を興そうと思っているのかその部分が理解できません。中途半端な物を作るならやめた方がいいですね。紫陽花が綺麗だと誘われてもガッカリ。全
て中途半端です。財政が無いのなら、作らない方がマシ。作るなら他県には無いようなものを何年分かの予算を組んで、「これで、どうだ。他にはないでしょう。」という物を作っ
て、県外の方々を呼べるような物を作ってください。

・桜の木の種類を混ぜて植えてみるのもいいのでは。例えば、子供の頃に行った京都の哲学の道の桜が八重桜で、色も薄ピンク、白、濃いピンクで背が低くトンネルになってい
たのが心に強く残っています。桜には毛虫が付き物です。その対策も必要では。

・あちこちへ分散させないで１ヶ所を桜でいっぱいにして、芸術作品のような街並みを作れると良いと思います。イベントも一日限りのものではなく、桜が咲いている時期を通じ
て行ってほしいです。和歌山城は出店などで賑わいますが、駐車場不足で混雑しているため、なかなか行く気になれません。イベント用の駐車場があると、集まりやすいので
はないかと思います。

・ソメイヨシノだけでは観光にならない。枝垂れ桜や牡丹桜を織り交ぜると情緒が出ると思う。苦言を一つ。四季の郷公園の２５年位の枝垂れ桜。１メートル５０センチ位で大きく
ならないように先を止めている。桜が泣いている様に感じたのは私だけだろうか。

・桜で彩る和歌山市プロジェクトとはどういうものか。不明なのでよくわかりませんが、桜の花の開花時期が短いので、もし公費投入するなら慎重にしなければと思います。観光
客が増加するのであれば意義はあるでしょう。

・一部の人が桜の下を占領してどんちゃん騒ぎをしてゴミをいっぱい出すのではなく、幸せな気持ちになれる、のんびりしたお祭りがあればいいなと思います。そこにおいしいお
料理やお酒があれば言うことはありません。

・市内は紀三井寺や和歌山城など、そこまで行かないと桜が見れない。でも人でいっぱいだし…という感覚があります。もっと身近な歩道などが桜並木になり、日常的に眺める
ことが出来ると嬉しいです。

・設問の回答とは違いますが、桜と言えば花見と連想します。花見をした後のゴミの問題とかもあるので、ゴミに関しては美化という意味で、きっちりしていただきたいですね。ま
ちの活性化は大事なことではありますが、人が集まると必然として、ゴミの量は増えますよね。まずは市民がそういった点で、ポイ捨て等無いようにしてもらいたいものです。

・数年前のことですが、紀ノ川河川敷にマイ桜（結婚記念日とか子供または孫の誕生の思い出）の苗木（個人購入で）を植えたらいいのではと。当時の県知事と市長に提言をし
ましたが、却下され悔しい思い出があります。小説でも有名な「紀ノ川」の河川敷に桜並木を想像してみてください。素晴らしいと思いませんか。

・紀の川北岸においてサイクリングロード建設中ですが、そのサイクリングロード沿いに桜並木があればと思います。また桜の植樹、管理をその地域に依頼し（補助金など必
要）、管理してもらい各地域からの花見などでのイベントで、地域活性化を計るのはいかがでしょうか。

・まず紀三井寺と紹介されますが、「こんなところもありますよ」と色々見どころを教えてもらえればいいなと思います。例えばインターネットで日替わりに紹介してくれたらなと思
います。（更新を頻繁にという希望です。）

☆お忙しい中、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。
本市では、「夢のある政策研究」のひとつとして「桜で彩る和歌山市プロジェクトチーム」を立ち上げ本年６月から調査研究しているところです。今回のアンケート結果について
は、イベントの企画やPR不足解消、また、SNS活用等の桜情報の発信などの提案に反映させ、随時実施に向けて検討してまいりたいと思います。今後とも皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。


