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南海貴志川線存廃問題の経緯と
今後の展望

２００５．４．２１
LRT研究会

和歌山大学経済学部 辻本勝久
ktjapanh@emily.eco.wakayama-u.ac.jp

１．貴志川線と沿線地域の概要

貴志川線の概要（平成１６年度）

・営業キロ １４．３ｋｍ

・駅の数 １４駅

・年間輸送人員 １９２．６万人 （5277人/日）

・輸送密度 ３１２７人 （平成14年度）

・運転本数 平日９６本/日 休日７８本/日

・営業赤字 ５億６７０億円（平成15年度）

・営業係数 ２６２ (平成15年度)

・鉄道要員 ４２人

・固定資産 ２１億９２００万円（平成16年末）

土地６億5800万円、駅舎等15億3400万円

対H7年度
７０．２％
対前年度
９７．０％

貴志川線の経営状況（平成１５年度）

営業損益 －５億６７０万円 （赤字）

・少なくともここ１０年間、常に数億円ずつ赤字
が出ている。

・H13年度は４億1202万円、H14年度は４億6523万円の赤字

総人件費 ４億７０９４万円

営業収入 ３億１１９３万円

・営業収入で総人件費をまったくカバーできな
い状況が、少なくとも ここ１０年間、ずっと続い

ている。
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和歌山駅

貴志駅

和歌山市 貴志川町

貴志川線

海南市

年　月 記　　事

大正３年６月 山東軽便鉄道(株)設立

大正５年２月 大橋－山東間 8.2km開通

昭和６年４月 社名を和歌山鉄道(株)と改称

昭和８年８月 伊太祁曽－貴志間 6.3kmを延長開業

昭和32年11月 和歌山電気軌道(株)と合併

昭和36年３月 南海電気鉄道(株)と合併。南海貴志川線となる。

平成５年４月 ＡＴＳ、ＣＴＣを設置。

ワンマン運転開始。

ダイヤ改正。列車本数を平日６８本／日から９８本／日に増便。

ラッシュ時列車本数は、20分ヘッド→15分ヘッドに増加。

閑散時列車本数は、40分ヘッド→30ヘッドに増加。

平成11年５月 交通センター前駅を開業。

平成12年10月 日前宮・岡崎前駅　駅業務省力化。

平成16年９月 南海貴志川線廃止届提出（平成17年９月末廃止予定）

平成７年４月

和歌山駅

神前駅

吉
礼
駅

和歌山市内約11km中、約3.5kmのみが市街化区域内
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貴志川線沿線人口（左目盛） 和歌山市の人口（右目盛）

注１：貴志川線沿線とは、和歌山市宮、岡崎、三田、安原、西山東、東山東の各地区と
貴志川町全域である。

注２：2005年のデータは、和歌山市分は４月１日現在の国勢調査基準人口であり、貴
志川町分は３月末現在の住民基本台帳人口。他の年のデータは各年国勢調査人口。

沿線人口の推移
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沿線人口は伸びているのに・・・

貴志川線沿線の主要な道路

貴志川線

和歌山駅
和歌山都心

至貴志駅

和歌山橋本線
貴志川町長山

34.4km/h
２車線

和歌山橋本線
和歌山市森小手穂

23.4km/h
２車線

秋月海南線
和歌山市秋月

13.0km/h
２車線

和歌山野上線
和歌山市秋月

13.6km/h
２車線

和歌山野上線
和歌山市寺内

26.4km/h
２車線

凡例 観測地
点

観測区
間

路線名
調査地点名
混雑時平均旅行速度
車線数

岩出野上線
貴志川町神戸

33.9km/h
２車線

岩出海南線
和歌山市平尾

32.9km/h
２車線

平成11年度
道路交通センサスより

７：４１：５０

７：５２：１０

８：０６：４０

８：１５：２５

８：３６：００

２００４．１１．１５（月、雨天） のマイカー所要時間

貴志川線は、貴志～和歌山をラッシュ時でも３２分で走行

排気量３０００ｃｃ、１名乗車

貴志川町神戸交差点から県道１３号、
神前から日前宮、宮街道、国体道路
経由で和歌山駅前まで

（廃止代替バス想定ルート）
８：２９：５５

貴志駅付近から和歌山駅附近
まで 約５４分
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７：４０：２０

７：５２：３５

８：０６：２５

８：１２：２５

８：２４：３０

２００４．１１．１２（金、晴天） のマイカー所要時間

貴志川線は、貴志～和歌山をラッシュ時でも３２分で走行

排気量３０００ｃｃ、１名乗車

貴志川町神戸交差点から県道１３号、
神前から島精機前、湊神前線、国体
道路経由で和歌山駅前まで

貴志駅付近から和歌山駅附近
まで 約４４分

農道整備事業等 約45億1570万円

林道費 約30億5945万円

道路新設改良費 約392億2752万円

道路調査・維持費 約80億4521万円

街路事業費 約55億2800万円

高速道路建設費 約８億1460万円

交通安全施設維持整備費

約13億5131万円

約 ６２５億４１７９万円

和歌山県の道路整備・維持関係予算（Ｈ１４年度）

国や市町村の道路
関係予算を足せば、
額はもっと増えます

貴志川線沿線でH17年供用予定の主な道路と事業費

和歌山都市圏が抱える問題

１．自動車が無くては生活できないまちにな
りつつある。

２．郊外でミニ開発が乱立し、市街地と森林
や田園との境目があいまいになっている。

３．中心市街地が衰退している。

少子高齢化が進行し、財政状況が厳しくな
る中で、このようなまちづくりをこのまま持
続することはできるだろうか。
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和歌山都市圏の持続可能な発展とは

・宇沢弘文『地球温暖化を考える』(1995) 204-205頁
「持続可能な経済発展は、自然環境を保全し、社会環
境を安定的に維持しながら、経済発展を続けることを
意味します。」

・ライトマン『持続する都市 －都市デザインにおける環
境計画の運用－』(1999)
都市の持続可能性の判断指標として
①一人あたりのエコロジカルな（環境面での）影響が
少ないか減少させている都市
②一人あたりの富を減少させず生み出している都市
③人の健康の危険性を減少させ、汚染を最小化し、
再生可能な資源を最大限 に利用している都市

路面電車
やバスの
定時性
が低下

＜環境面＞
自動車諸公害、資源浪費

交通渋滞
の深刻化

公共交通
の衰退

悪循環

自動車交通量の増加
需要追随型
道路整備

悪循環

都市の拡散
（人口密度の低下）

＜経済面＞
財政へ悪影響、市街地衰退

＜社会面＞
事故、コミュニティ崩壊

出所：辻本作成

自動車依存型まちづくりは、いずれ行き詰まります

H16年度、通勤定期客の貴志川線離れが急加速

定期外の動きと対称的！
イベント頼みの体質へ？

２．今回の貴志川線存廃問題と

住民、行政の動向
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今回が初めてではなかった貴志川線の廃線危機

・1939（昭和14）年の廃線危機と住民運動
・当時の貴志川線は「瓦斯倫動車ヲ主体トシ蒸気機関車ヲ
補助機関トシテ旅客貨物ノ輸送ヲ経営」
・昭和初期・・・バスやトラックとの競合激化、戦時下でのガ
ソリン統制、車両故障の頻発、運行信頼性の低下、採算
が悪化
・鉄道省より毎年１万３千円の補助を得ながら数期無配当
・余談ですが戦艦大和は１億3780万円（現在価値で
約2600億円）

今回が初めてではなかった貴志川線の廃線危機(2)

・1939（昭和14）年の廃線危機と住民運動
・和歌山鉄道、全線の自動車専用道路化とバス・トラック
輸送への転換を模索
・地域住民は「反対地方民大会」を開催し、「交通機関本来
の使命を顧みず目前の営利打算に急なる余り、地方の
開発産業の振興を無視する企てなり」との反対決議案を
可決
・しかし株主総会で廃線、専用道化、バス・トラック転換可決
・沿線住民の陳情と、当局者による調査の結果、３ヶ月後、
バス転換は撤回され、電化による更正を目指すことに

（参考資料 武知京三「わが国軽便鉄道史の一側面－山東軽便鉄道の場合－」『歴史研究』第21号、1980年、61-85頁）

貴志川線存廃問題をめぐる住民と行政の動向（１）

・行政の取り組みが先行

・2003.10、南海、県・和歌山市・貴志川町に、廃線検討開始と伝達

・2003.11、南海社長による廃線方針説明

・和歌山市、貴志川町が対策協設置（2003.12）、ただちに署名活動と

利用状況調査を実施

・当初は盛り上がらなかった住民活動

・2004.2、初めての具体的活動（シンポジウムの開催）

・貴志川町で実施 町長も登壇 しかし、聴衆は数十名

・「批判型・受け身型」の住民活動から、「提案型・行動型」の活動

への転換が必要と発言（辻本基調講演）

・2004.4、南海貴志川線応援勝手連が活動を開始

・2004.8、貴志川線の未来を“つくる”会が設立され、会員募集を開始

・2004.8、WCAN貴志川線分科会の設立に向けた動きが始まる

・転機は2004年９月
・２日、NHK総合「難問解決 ご近所の底力」放映
・出演メンバーを中心に“つくる”会が本格始動し、10月
初めまでに会員数が2000名に達した

・８日、官製の「貴志川線存続に向けたシンポジウム」開催
・台風接近で警報発令 しかし聴衆600名

・２１日、市議会「南海貴志川線問題に関する具体案提示
を求める決議案」可決

・２１日、“つくる”会、存続を求める請願を市議会に提出
・２１日、WCAN貴志川線分科会（会長：辻本）が初会合
・専門家集団として活動するという方針を決定
・伊藤助教授提案により「日立電鉄線存続に向けた市民
報告書」の貴志川線版を作成することに決定

・２２日、市、存続時の収支シミュレーションを市議会で報告
・３０日、南海、鉄道事業法に基づく事業廃止届を提出

貴志川線存廃問題をめぐる住民と行政の動向（２）
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鉄道事業の退出規制と貴志川線

・2000年３月 鉄道事業の規制緩和
・退出規制が、許可制から、原則１年前の事前届出制

へ変更（１年経てば地元同意なくとも廃止可能）
・ 参入規制が免許制から安全確保などの資格要件だ

けをチェックする許可制へと変更
・運賃規制が認可制から上限認可制へ変更 等

・南海電鉄から沿線自治体へは、2004年９月に正式に廃線通
告がなされた。このままでは、2005年９月をもって廃線となる。

南
海
事
業
廃
止
以
降
の
交
通
手
段
案

鉄道

バス専用道を走るバス

一般道を走るバス

鉄道＋バス

（途中まで鉄道として残し、その先
を廃線しバスに転換）

南海貴志川線対策協議会「南海貴志川線沿線交通対策調査 概要報告書」p.16より作成 南海貴志川線対策協議会「南海貴志川線沿線交通対策調査 概要報告書」p.16より作成
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・2004年10月～12月 住民、お上頼みから次第に脱却
・10.02、“つくる”会が伊藤助教授を講師に勉強会
・10.22、“つくる”会幹部、和歌山県議会議員の勉強会に
オブザーバーとして参加し、存続を嘆願
・10.31、県、市、町、運輸局、南海が繰り返し非公式協議
を実施するも、「ほとんど話が進んでいない状態」との報道
（同日付読売朝刊）
・11.13、勝手連が駅評価ワークショップを開催
・11中旬、WCAN貴志川線分科会が並行道路の交通量と
朝夕の所要時間を調査
・11.22、市長が記者会見で、収支シミュレーションの結果、
赤字大幅減の可能性ありと発言。ただし長期的行政負担
は困難との従来の主張を繰り返した。
・11.29、運輸局による意見聴取が実施され、“つくる”会等
が参加。

貴志川線存廃問題をめぐる住民と行政の動向（３）

・2004年10月～12月 住民、お上頼みから次第に脱却（２）
・12.10、市長、沿線市街化調整区域の規制緩和意向表明
・12.12、“つくる”会、フォーラム開催。伊藤助教授がコー
ディネート。沿線小学生も学習結果を発表。参加者約800
名。WCAN貴志川線分科会は会場で報告書概要配布。
・12.13、市、運営シミュレーションの結果、１年目の赤字額
は土地等を公共が保有する上下分離方式で1.8億円まで
圧縮可能と公表。翌年１月にも引き継ぎ民間企業の公募
に入ることも公表。
・12.19、勝手連、竈山駅掃除イベント
・12.20、沿線の県立和歌山東高校で生徒らが討論会
・12.23、“つくる”会、甘露寺駅と西山口駅を美化。以後、４
月半ばまでに清掃イベントを計４回実施
・12.27、WCAN貴志川線分科会、「市民報告書」がほぼ
まとまる

貴志川線存廃問題をめぐる住民と行政の動向（４）

・2005年1月～2月 住民活動が更に活発化 行政決断後押し
・01.08、交通系と環境系の諸市民団体が会合し、大同団結
して「貴志川線存続住民会議」を結成することで合意。呼び
かけ人は“つくる”会事務局長
・01.20、WCAN貴志川線分科会、「貴志川線存続に向けた
市民報告書 －存続の費用対効果分析と再生プラン－」を
完成させ、公表。同線存続の社会的効果が初めて数値で
公表された
・01.23、交通系・環境系の諸団体が一堂に会して「貴志川線
存続住民会議」を初開催。費用対効果分析結果の説明や
コミュニティファンドの提案、毎月１回イベント実施による年
間旅客数200万人の維持の提案などがなされた
・01.30、「和歌山環境フォーラム2005」に“つくる”会が出展
・02.01、貴志川町いちご狩り協会が同線利用客２割引開始
・02.04、県・市・町、貴志川線支援の枠組みを決定

貴志川線存廃問題をめぐる住民と行政の動向（５） 貴志川線に対する支援の枠組み
（2005.2.4 県・市・町合意）

和歌山県

・和歌山市・貴志川町の鉄道用地取得費を補助金で全額負担

・将来の大規模修繕費として累計2.4億万円を上限に支出

・ただし、次の２条件付き

・県は鉄道運営の主体として参画しない

・両市町が10年以上の運行を担保する

和歌山市・貴志川町

・土地は市と町が保有する （運営事業者に固定資産税がかからない）

・運行事業者への赤字補てんについて、市が65％、町が35％の割合で、

8億2000万円を上限に10年間負担する

・県の協力のもと、運営を引き継ぐ民間事業者を公募する

・可能な限り民間の協力を得て、利用促進に努める
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・2005年2月～ 行政が存続活動に本腰。住民との連携も開始
・02.13、貴志川町長が存続基金２億円の設置を表明
・02.18、WCAN貴志川線分科会、市長・町長らに貴志川線
効率運営に向けた共同勉強会の設置を提案
・02.27、市・町と“つくる”会がそれぞれ沿線マップを作製し
街頭で配布。南海はこの日を「貴志川線の日」として全線
全区間を初乗り運賃とした
・03.上、「住民会議」中核メンバーが引き継ぎ事業者有力候
補をリストアップし、行政とも連携して打診活動を開始
・03.10、“つくる”会の活動、NHK総合番組にて再度放映
・03.22、公募締切。９者が応募。４月現在、選考中。
・04.01、市と町が連携し「貴志川線支援室」設置
・04.09、この日現在“つくる”会の会員数は6235名
・04.17、WCANコミュニティファンド分科会が立ち上がり、
当面の課題を貴志川線応援ファンド作りに設定。

貴志川線存廃問題をめぐる住民と行政の動向（６） 引き継ぎ応募者一覧

１．岡山電気軌道（岡山市、路面電車運行、資本金２億円）
２．「ことぶき食販」（高野口町、食販業）を中心とした企業連合
→沿線農地活用型の活性化策を提示
・出資額１００万円×２０社の連合を目指している
・沿線にファーマーズマーケットや家庭菜園を構想
・地域住民との連携を前面に打ち出している
３．日本レイト（大阪市、不動産、資本金１．２５億円）
→宅地開発を含めた沿線開発を提示
・和歌山市駅前に１４階建マンション「アリスト市駅前」保有
・大阪府中心に駅前マンションを展開
・公共交通志向型開発的な構想を持っている？？

上記以外に、東京都のエネルギー関連会社、大阪府内の企業
経営者、大阪府の個人、トラベル・プランニング・オフィス（東京
都、旅行業）、東京都の不動産業者、大阪府の自営業者

今後の展望

努力次第で黒字化の可能性も
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住民や地元研究者の関与方向
・住民団体や地元研究者の関与方向として
・企画提案
・貴志川線活性化策の企画と提案
・企画提案力で運営事業者を間接支援
・和歌山都市圏全体を視野に「和歌山モデル」提案も
・公共交通志向型まちづくりへの粘り強い誘導

・実働
・駅の清掃、プランター設置、イベントの実施、各種フォ
ーラムの実施、駅舎への図書コーナー設置等

・ライフスタイルの転換と貴志川線の利用
・啓発ビデオの作製

・資金提供
・コミュニティファンドによる設備改善
・外部経済の内部化
・貴志川線に「愛着」や「安心感」を持つ全国の方々
から広く寄付や投資を募る

和駅－市駅間高架化工事の無駄
現在の計画案
・通常の鉄道の勾配（３０‰）で紀和駅を含んだ1.7kmを高架化
・工事費51億円
・土地取得費数十億円

→１時間に１本程度の路線に、巨額の高架化工事は必要か？

代替案として
・LRTの勾配（８０‰）で市道と国道部分の２箇所をオーバーパス
・これにより、高架化工事の費用が大幅に削減される
・浮いた費用でＬＲＴ路線を市内中心部へ延ばす
・貴志川線、加太線、和歌山線、紀勢線から市内中心部へ
ＬＲＴ車両を直通運転
・これに合わせて、自動車依存型の都市づくりを抜本的に見
直し、市内中心部に都市機能を集中させてコンパクトシティ
を形成し、持続可能型都市圏を目指す

WCANで議論中のＬＲＴ化案（Ａ）

和歌山駅

市駅

城

都市機能を集
積させ、コン
パクトシティ化

WCANで議論中のＬＲＴ化案（Ｂ）

和歌山駅

市駅

城

都市機能を集
積させ、コン
パクトシティ化



11

以下、雑談に近くなります

パーク・アンド・ライド（Ｐ＆Ｒ）の推進

成功のための主な条件

１．駅周辺への十分な駐車場用地の確保

２．駐車料金の可能な限りの低廉化

３．所要時間面での利点が大きいこと

○ 出発地－－Ｐ＆Ｒ－－鉄道－－目的地 Ｐ＆Ｒで速く、正確・安全に

激しい道路混雑 移動でき、メリットが大きい

× 出発地－－Ｐ＆Ｒ－－鉄道－－目的地 Ｐ＆Ｒでもあまりメリットなし

混雑しない道路
あるいは

混雑区間が短い

大規模ＳＣ群と連携したパーク・アンド・ライド

町役場
大規模ＳＣ群

貴志駅

電車接続の
連絡バス等

・大規模ＳＣ群の駐車場を
パーク・アンド・ライド用駐車
場として活用

・駐車場と貴志駅との間を
電車に接続する連絡バスや
共用自転車等で結ぶ

・駐車場料金代わりにＳＣの
商品券を購入してもらう（Ｓ
Ｃで買い物をすれば駐車場
料金は実質無料になる）

・桃山町、野上町、海南市
等からも集客可能では？

広報活動が不足していませんか

①地域には、駅への経路を示す案内看板が

まったくといって良いほど設置されていません

②駅には、周辺のバス停や施設への案内図

がまったく設置されていません

③提案型の営業が求められています
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駅の位置を示す案内看板が・・・（１）

貴志駅はどこですか？？

幹線道路脇の坂を上ると貴志駅

しかし、案内看板が見あたりません

駅の位置を示す案内看板が・・・（２）

日前宮駅はどこですか？？

コンビニの脇を数十ｍ入ったところが日前宮駅

しかし、案内看板がどこにも見あたりません

ＪＲ和歌山線の各駅には、このような
手作りのバス停＆附近案内図が掲示
されています

提案型営業の必要性

・乗り慣れた人だけを相手にした商売や、利用促進運動では
限界があります。

・駅の位置や、電車への乗り方、上手な乗り継ぎ方法を
ご存じない方が沿線には多数存在するのでは。

・「この電車とあのバスをうまく利用すると、こういうことも
できます、ああいうこともできます」を所要時間や乗り継ぎ
方、運賃など示しながら提案し、自動車利用からの転換を
お願いしてはどうでしょう。
（このような方法を「心理学的アプローチ」といい、最大20～30％もの人の交通行
動が変わったとの実証結果もあります 詳しくは藤井聡『社会的ジレンマの処方箋』 ）
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バリアフリー（甘露寺前駅）

スロープが設置済

東口

中央口

⑨貴志川線

バリアフリー未対応の和歌山駅貴志川線ホーム

凡例

エレベータ エスカレータ

ＪＲ線

東口駅舎

自由通路の
エレベータ

貴志川線改札口

簡易な通路で結
べないか？

当面のバリアフリー対策として（１）

今の改札移動後の改札

新通路

当面のバリアフリー対策として（２）
改札口の位置を少し移動し、東口へ無
段差で移動できる新通路を設置
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関空バス

駐輪場
タクシー

自由通路の
エレベータ

新しい出入口

当面のバリアフリー対策として（３）

最低限の投資で、和歌山駅の全ての
ホームやバス乗り場、タクシー乗り場
等への無段差移動を実現できる

・デュアル・モード・ビークル（ＤＭＶ）の活用

・鉄道も道路も走ることができる新型車両

・ＪＲ北海道が試作車を公表。３年後の実用化が目指されている

・今ある鉄道路線や道路網を活用し、新規の施設整備費用を抑えつつ、準ドア

ツードア輸送も、ある程度の定時性確保も可能とする新しい交通システム

・ＤＭＶを導入すれば、自宅のすぐ近くから職場や病院などの近辺まで乗り換え

なしに、定時性高く、比較的高速に移動できる可能性あり。例えば貴志町内各地

からバスとして走ってきたＤＭＶが、貴志駅からは鉄道として和歌山駅まで高速で

走行し、和駅から日赤病院前やブラクリ丁等までバスとして直行することも可能。

・ＤＭＶの弱点は、①１台あたりの輸送力がバス程度であること ②道路を走行する
区間で渋滞に巻き込まれると、その影響が鉄道路線へと及ぶ ③床の高さが違う
ので、既存の鉄道のプラットホームをそのまま使うことができない。ホームを地面
すれすれまで削るか、既存ホームの横にＤＭＶ用の低いホームを新設する必要。

DMVにも興味津々

ご静聴有難うございました


