
 

               

 
 

「和歌山市人口ビジョン」 及び 

 「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定について 

～人口減少に歯止めをかける！和歌山市の創生に向けて～ 

 

全国的に少子高齢化が進む中、人口減少対策は待ったなしの喫緊の課題となってい

ます。 

本市においても、今後人口が急激に減少していく見込みであることから、人口減少

に歯止めをかけ、将来に向かって活力ある和歌山市を維持するための戦略の策定に取

り組んできたところです。 

 このたび、市民の皆様や、有識者の方々のご意見を踏まえ、「和歌山市人口ビジョン」

及び「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

 

 

  

 

 

 

 

担 当 課 企 画 課 

担 当 者 坂東、酒井 

電    話 （073）435 －1015 

内  線 ２４４８ 

資 料 提 供 

平成２７年１０月２７日 

中長期展望 

 

Ⅰ．人口の現状分析 

本市における人口の動向や将

来人口の推計を分析 

 

Ⅱ．人口の将来展望 

目指すべき将来の方向性や施

策の方向性を踏まえた人口の

将来展望 

 

基本目標と基本的方向性・具体的施策 

 

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を

呼び込む好循環を確立し、その好循環を支える「まち」

を元気にするために必要となる施策についての基本的

な計画を定めるもの 

 

≪基本目標≫ 
  

和歌山市人口ビジョン 
【対象期間：～2060年】 

和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
【平成 31年度までの 5か年計画】 

Ⅱ．和歌山市への新しいひとの流れをつくる 

Ⅲ．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

Ⅳ．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る 

Ⅰ．安定した雇用を創出する 



和歌山市人口ビジョン及び和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

 

 

１ 策定の経緯 

 平成 27 年 

5 月  第１回第５次和歌山市長期総合計画及び和歌山市版総合戦略策定本部会議 

の開催 

6 月～ 庁内の検討会議等において、人口ビジョン及び戦略の内容を議論 

9 月  第２回本部会議において、素案の承認 

第１回和歌山市長期総合計画審議会の開催 

    パブリックコメント、審議会委員への意見照会 

 

２ 総合戦略等に対する意見について（長期総合計画審議会委員、パブリックコメント） 

（１）件数等 

 人 数 件 数 

長期総合計画審議会委員 ９人 １８件 

パブリックコメント ９人 １６件 

合   計 １８人 ３４件 

 

（２）主な意見の内容等 

内 容 件 数 主な意見 

事業等の提案 ２８件 ・和歌山下津港を核に産業・観光の更なる拡充を行う 

・地理的条件や自然環境を生かした農業の形態を打ち出

すべき 

・関西国際空港に最も近い県庁所在地であり、多様な都

市機能を有しているというメリットを生かすべき 

・雨の日でも遊べる無料の屋内型公園施設を整備する 

・子どもの医療費を無料化する 

・防災・減災（国土強靭化）への取組は不可欠 

・文化財や歴史遺産を生かし、文化あふれるまちづくり

を目指す 

ＫＰＩの設定・検証 ６件 ・施策の効果測定を行うにあたっては、効果が短期又は

長期で出るものなのかを整理すべき 

・効果的なＰＤＣＡサイクルを構築すべき 

 



和歌山市人口ビジョン 
和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

平成２７年１０月２７日 
 

 



人口ビジョンと目指すべき将来の方向 
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人口ビジョンと目指すべき将来の方向 
 

 
    
       
       
       

 
     

 
 

 
 

 

  
    
  
    
     

１．安定した雇用を創出する 
２．和歌山市への新しいひとの流れをつくる 
３．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
４．時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る 

（万人） 

このまま何も対策をとらなければ、 
人口減少は今後ますます加速していく見込み 
（2040年：約28万人 、2060年：約21万人） 

人口減少、少子高齢化の進行 

 
   
   
   

急激な人口減少を抑え、 
  将来的に人口減少に歯止めをかける 
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約21万人 

約33～
36万人 

流出抑制・流入促進 
出生率の上昇 

約28万人 

和歌山市のポテンシャル 

 
      
  
 

 

観光客数の増加 企業進出数の増加 
・高速道路網の整備充実 
 や企業立地促進奨励金 
 制度の拡大を受けて、 
 企業の進出が増加 

・和歌山城、友ケ島、和歌祭 
 など豊富な歴史・文化遺産 
・海と山に囲まれた美しい自 
 然と豊かな食 
・外国人観光客数の増加 

交通網の充実 
・高速道路網の整備充実 
・特定重要港湾（和歌山 
  下津港湾） 
・関西国際空港までの 
 アクセスの良さ 

陸 

空 

海 

子育てしやすい環境 充実した医療環境 
・保育所定員に対する待機 
 児童数の割合0.1％ 
（全国平均  0.7％ 
   東京都特別区部4.3％) 
・人口10万人あたり小児科 
 医師数は 17.9人 
（全国平均12.8人） 

・市内に総合病院、公的 
 医療機関が集積 
・医療・介護に余力のある 
 41地域に選ばれる 

・県庁所在地として、公的 
 機関や商業・医療・福祉 
 施設などの高次の都市機 
 能が集積 

都市機能の集積 

5.5 
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和歌山市 全国平均 東京都 

特別区部 

大阪市 

救急告示病院数 
（人口10万人当たり） 

これらをさらに活かし、 
 ４つの基本目標に従って５年間の具体的な取組を進める 

そのために・・・ 

歯止めがかかる 

1980～2010年の 
30年間で約3万人減 

2010～2040年の 
30年間で約9万人減 

    

高齢者１人を２.４人 
で支えていた 

2010年 
  

高齢者１人を１.4人 
で支えることに 

2040年 

少子高齢化の進行 

 自治体として社会保障などを安定的に提供する 
さらに、 
 圏域を支える県都としての都市機能を維持する 

社会保障負担の増大 
必要なサービスを維持するために 

２つの
視点 

中部・関東方面へ 

全国・海外へ 
大阪方面へ 

臨海工場群 

徳島方面 
海外へ 特定重要港湾 

和歌山下津港 



「和歌山市人口ビジョン」「和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の全体像 

人口ビジョン 

人口減少対策 
 
急激な人口減少に歯
止めをかけ、将来的
に増加に転じさせる 
 
◎2060年には約21万

人にまで減少する
見込み 

 
 

 約33～36万人の 
 人口を確保 
 
★出生率の引き上げ 
 2020年：1.7 
 2030年：1.9 
 2040年：2.07 
 
★転出の抑制、転入

の促進により社会
増加に転じさせる 

まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015～2019年度の5か年） 

基本目標（数値目標） 主な重要業績評価指標
（ＫＰＩ） 

外国人宿泊者数：60,080人→ 220,000人 

企業誘致による新規雇用者数：420人 

医療・福祉関連の有効求人倍率： 
 2.20→1.0に近づける 

Ⅰ安定した雇用を創出
する 
◆雇用創出数 
    5年間で1800人 

転入者数：8,764人→9,200人 

新規学卒者の市内就職率： 
12.5％→14.0% 

市内大学及び専門学校進学者の割
合（市高）：17.8%→21.4% 

Ⅱ和歌山市への新しい
ひとの流れをつくる 
◆5か年累計の社会増減数
を転入超過に転じさせる 

婚姻数：1,994件→2,100件 

子育て世代包括支援センターの設
置数： 0→4 

保育所待機児童数：78人→0人 
若竹学級待機児童数：43人→0人 

Ⅲ若い世代の結婚・出
産・子育ての希望をか
なえる 
◆合計特殊出生率を上昇
させる 1.43 → 1.7 

まちなかの居住人口の比率： 
8.97%→9.1% 

災害情報の伝達率：
53.9%→95% 

生涯学習支援サービスに対し
ての満足度：9.9%→20% 

Ⅳ時代に合った地域を
つくり、安心な暮らし
を守る 
◆和歌山市がすみやすい
まちだと感じる市民の割
合を高める  
73.9％ → 80.0％ 

主な施策 

①企業誘致の推進 
企業誘致のためのインフラ整備、企業

立地促進奨励金制度 
②外国人観光客の誘客促進 
クルーズ客船誘致事業 
③労働需給の均衡 
有資格者の復職支援や施設見学会等の

開催 

①ＵＩＪターンを始めとした移住・定住の
推進 
移住を促進するための情報発信 
②市内就職の促進 
企業見学会の実施や都市部での企業説

明会の開催 
③高等教育機関等の充実 
大学誘致事業 

①結婚希望の実現 
婚活イベントへの助成等 
②安心して子どもを育てられるまちづくり 
３世代同居・近居の促進 
③子育て世帯の経済的負担の軽減 
こども医療費助成の対象の拡大 

①まちなか再生・地域拠点の整備 
立地適正化計画の策定 
②道路・公共交通ネットワークの整備 
交通結節点機能の向上 
③防災対策の充実 
防災行政無線等整備事業 
④生涯学習の推進 
生涯学習の場の充実 

2060年の人口展望 



＜基本目標Ⅰ＞安定した雇用を創出する 
数値目標  雇用創出数 ５年間で1,800人 

和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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●企業誘致のためのインフラ整備 
●企業立地促進奨励金制度の 

  活用 

企業との進出協定調印式 

●誘致活動の強化 

河西運輸㈱ 
（6/15指定） 

㈱ムロオ 
（6/23指定） 

㈱西日本建設物流 
（8/18指定） 

㈱サンオー 
（9/18指定） 

ライオンケミカル㈱ 
（8/13指定） 

・企業立地の相談窓口として｢企業支援のワンストップ窓口」を設置 
進出企業の中には本市へ
本社機能を移転する企業
も存在 

【企業誘致の推進】 

中部・関東方面へ 

全国・海外へ 

大阪方面へ 

臨海工場群 

徳島方面 
海外へ 

特定重要港湾 
和歌山下津港 

・東京事務所を拠点に首都圏における誘致活動を展開 

・陸 高速道路、海 特定重要港湾、空 関西国際空港の結節を充実させ、
大阪、中部、関東、四国などへの利便性を確保し、産業のポテンシャル
を向上させる 

陸 空 海 



和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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外国人観光客 ６万人→２２万人 
（H31目標） 

【外国人観光客の誘客促進】 

●ASEAN地域での商談会 
 及び旅行博覧会参加 

●クルーズ船誘致 

外国人観光客の推移 

●外国語表記の案内板設置 
 Free‐WiFiスポットの整備 

【観光資源の魅力向上】 

【観光消費の拡大】 

●和歌山城の周辺整備 

●海のサイクリングロードの 

  整備 

●観光バスツアーの助成 

●体験型観光の推進 

●免税店開設の促進 

●友ヶ島の整備 

●夜間景観形成計画の推進 
（夜間イルミネーション等） 



和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
＜基本目標Ⅱ＞和歌山市への新しいひとの流れをつくる 

数値目標  ５か年累計の社会増減数を転入超過に転じさせる 
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【インターンシップ・奨学金の充実】 

【大学の誘致】 

●市内に就職した場合の 

奨学金返還助成制度の 

創設検討 

●市内の事業者と協力し、インターンシップ

や職場見学等の充実 

企業説明会の様子 
・県外大学進学者率全国ワースト１ 
・９割が県外に流出 
・和歌山市には大学が少ない 

●専門的、技術的人材を育成する大学等の誘致 

大学の賑わいのイメージ 

●大学連携事業（公開講座、共同研究等） 
●対象（小学生、中学生及び高校生）に

応じたキャリア教育の推進 

若い世代の進学と就職を契機とした転出が 
顕著である。 

大学連携事業の様子 キャリア教育の様子 



和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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【移住・定住の推進】 

首都圏におけるわかやま 
移住・就職フェアの様子 

●都市部での就職情報の提供など、ＵＩＪターンの促進 

● 和歌山市の暮らしやすさを全国に発信  
 （都市部でのシティプロモーションの推進） 

●都市農村交流 （グリーンツーリズム） 

● 「くらし」「しごと」「すまい」の３つの側面をサポート 

医療介護体制が整っている地域として和歌山市が移住候補地
として公表されました（日本創生会議）  

暮らしやすい和歌山市！ 



和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
＜基本目標Ⅲ＞若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

数値目標  合計特殊出生率を上昇させる 1.43→1.7 
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【安心して子どもを産み育てられる環境づくり】 

※当市に提出された医療費無料化を求める要望書 
  

 

妊娠中や出産後のサポートとして特に必要なサービス〈複数回答〉 

「育児相談」「健康面での
相談」を望む声が多数 

●子育て世代包括支援センターを各保健セン  
  ターに設置 
  妊娠初期から子育て期までワンストップで支援 

   
   
   
   

●夜間・休日応急診療センターの機能充実     
  小児救急医療相談体制の充実 

希望する子ども数 2.28人 

予定する子ども数 1.5人 

●コミュニティセンター等の世代間交流の場   
 の充実 

＜差が生じる理由＞ 
約半数が子育てや教育にお
金がかかりすぎると回答 

【子育てにかかる経済的負担の軽減】 

●こども医療費の助成の対象を拡大 
   
●第３子以降への支援を充実 

必要に応じて高校
卒業まで支援 

※まち・ひと・しごと創生に関するアンケート 

●認定こども園の整備促進 

 
  
  
   

 
 
 

【出会いの場の創出】 

●婚活イベントへの助成等 



３世代同居・近居のメリット① 
子育てに適した環境 

３世代同居・近居のメリット② 
女性が働きやすい環境 

３世代同居・近居のメリット③ 
子どもの学力向上 
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３世代同居・近居のメリット④ 
高齢者の健康増進 

 育児に関する相談 

 家事や兄弟姉妹の世話などの支援 

 経済的なサポート 

 ３世代同居の方が子供の数が多い 
  １．８５人→２．０１人（和歌山市）  １．７８人→１．９８人(全国) 
   (夫婦と子供世帯)  (３世代同居)             (夫婦と子供世帯)  (３世代同居) 

 ３世代同居の割合が高い県ほど女性有業率が高い 

 共働き世帯は子どもの数が多い傾向 

 祖父母に勉強を見てもらうことができ、子どもの学力に

良い影響を与える 

 小・中学生の学力が高い秋田県は３世代同居率は高い  

 

 

  

 

６歳以下の子どもがいる世帯の３世代同居率 

秋 田 県 ３９％（全国２位）   

福 井 県 ３６％（全国５位） 

和歌山県 １６％（全国２９位） 

 孫と外出する機会が多くなる。 

 勉強を教えたり、本を読む機会 

 が多くなる。 

孫と活動する機会が増えることで祖父母の健康増進につながる 

和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【３世代同居・近居の推進】 
  ・新築やリフォーム費用への助成等  
     ・スカイタウンつつじが丘宅地分譲⇒親子等で複数区画購入時に割引 
     ・３世代が交流する場の演出 

スカイタウンつつじが丘 



和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略 
＜基本目標Ⅳ＞時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る 

数値目標  和歌山市が住みやすいまちだと感じる市民の割合を高める 73.9%→80% 
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【便利で暮らしやすいまちづくり】 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

＜まちなかエリア・・・ 民間活力による居住スペースを確保するとともに、 
                          便利で魅力のあるまちを形成し、まちなか居住を推進＞ 

 

けやき大通り市街地再開発事業 
「けやきガーデン」 

南海和歌山市駅周辺の再開発イメージ図 

マチドリの様子 

●大学誘致 

●和歌山城の周辺整備 
わかやま歴史館 

便利なまち 

魅力的なまち 

●にぎわいの創出 

居住スペースの確保 

●市街地再開発の推進  

 

 

 

 

 

●市民会館や市民図書館など公共施設の 
 再配置  

扇の芝復元予想風景 

まちなか河岸の様子 

和歌山城 

当市のシンボル和歌山城の北西 
市街地再開発事業 

 ・特定空き家等の除去後の 
 土地の有効活用 

 ・空き家、空き店舗等の再生 

●空き家、空き店舗の有効活用  

オフィス棟 市民図書館 駅施設・商業施設 
生活利便施設など 

南海和歌山ビル 

駅前広場 
市民会館 

市民図書館 

周辺再開発の推進 

リノベーションで再生した店舗 

倒壊の危険がある空き家 
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＜郊外エリア・・・利便性の高い地域拠点の形成＞ ＜ネットワークの充実・・・安心で移動しやすい  
                     まちづくり＞ 
●幹線道路網等の整備 

 

●公共交通の充実 
 ・新規路線開設を含めたバス路線の再編 
 ・貴志川線存続に向けた支援 
 ・地域バスの導入検討  

松島本渡線 

 

 
 

 ●学校や駅を中心に日常生活を支える機能  
  を誘導 
  ・居住や商業などを緩やかに誘導 
  ・駅前広場やアクセス道路の整備 
  ・コンビニでの住民票等の交付 

 ●文化や産業などの地域資源を活用したま  
  ちづくり   

地域拠点のまちづくりの例（山東地区） 

市駅和佐線 南港山東線 

住民が主体となったまちづくり活動 教育施設や公園施設 

地域資源 整備された駅前広場 

地域バス 

【都市のコンパクト化とネットワーク】 

 都市のコンパクト化と交
通ネットワークの整備を
進め、まちなかと郊外の
両方において利便性の高
いまちづくりを行います。 
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