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資料編 

（１） 協議会の運営 
 
①第 1 回和歌山 21 世紀交通まちづくり協議会 

 

開催日時 

場所 

参加人数  

2007 年 7 月 18 日 14：30～16：30 

和歌山県自治会館 202 会議室 

24 名 

議事次第  １．開 会 

２．和歌山２１世紀型交通まちづくり協議会の運営について 

３．議 題 

・和歌山都市圏交通まちづくり基本計画（素案）の概要 

・本年度の社会実験の検討 

・加太線沿線住民向けモビリティ・マネジメントの実施結果

について 

・和歌山大学新入生向けモビリティ・マネジメントの実施結

果について 

・その他 

４．今後のスケジュール 

５．閉 会  
協議内容  和歌山都市圏交通まちづくり基本計画(素案)と社会実験の方

向性について協議を行った 

＜和歌山都市圏交通まちづくり基本計画(素案)について＞ 

・上位計画との連携（縦の連携）と交通政策、環境政策、道路

政策等との連携（横の連携）をとりながら策定する 

・交通まちづくりは、今ある公共交通サービスの向上や利用促

進等のため、既存のインフラをどのようにしていくかを考え

る 

・和歌山都市圏での交通まちづくりの理念を設定し、理念を目

指すことが出来るような目標とその指標の設定を行う 

＜社会実験について＞ 

・社会実験は 1 年間で計画ができるものを行い、1 市だけでは

く、周辺の 2～3 市で行っていく 

・社会実験は、和歌山都市圏全体を対象にするのは困難のため、

試験的に和歌山線等の一部で行い、その成果を受けて次年度

は全体へ広げていく  
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②第２回和歌山 21 世紀交通まちづくり協議会 

 

開催日時 

場所 

参加人数  

2007 年 9 月 12 日 14：30～16：30 

和歌山県民文化会館 大会議室 

26 名 

議事次第  １．開 会 

２．第１回和歌山２１世紀型交通まちづくり協議会の振り返り

３．議 題 

・和歌山都市圏交通まちづくり基本計画（素案）の基本理念

について 

・交通実態調査（案）と市民意識調査（案）について 

・本年度の社会実験実施検討（案）について 

・その他 

４．今後のスケジュール 

５．閉 会  
協議内容  和歌山都市圏交通まちづくり基本計画（素案）の基本理念、

交通実態調査、市民意識調査、社会実験の内容について協議を

行った 

＜和歌山都市圏交通まちづくり基本計画(素案)について＞ 

・「公共交通サービスカバー率」は高齢者、障害者向けとして

100ｍの指標を追加する 

・「公共交通の補助状況」を指標として追加し、行政への補助の

啓発を行う 

＜交通実態調査について＞ 

・バスサービス水準調査について、77 系統を 71 系統に変更す

る 

・「楽停・楽駅」の評価基準は、満たしている項目数で判断し、

「スーパー楽停」「準楽停」等の段階的な評価を行う 

＜市民意識調査について＞ 

・設問の中に、公共交通の維持のための補助金についての市民

の意識に関する問を追加する 

・実施対象を 18 才以上から、15 才以上に変更する 

・鉄道の利用促進項目の中に、バリアフリーに関する内容を追

加する 

＜社会実験について＞ 

・パークアンドライドは、ノーマイカーデーと日程を合わせて

行う  
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③第３回和歌山 21 世紀交通まちづくり協議会 

 

開催日時 

場所 

参加人数  

2007 年 11 月 28 日 14：30～16：30 

和歌山県自治会館 203 会議室 

27 名 

議事次第  １．開 会 

２．議 題 

・和歌山交通まちづくり達成度指標について 

・和歌山交通まちづくり市民意識調査の結果について 

・和歌山交通まちづくり交通実態調査の結果について 

・本年度の社会実験実施について 

・その他 

３．今後のスケジュール 

４．閉 会  
協議内容  和歌山交通まちづくり達成度指標、市民意識調査結果、交通実

態調査結果、社会実験実施について協議を行った 

＜和歌山交通まちづくり達成度指標について＞ 

・海外事例より「NOx・SPM 値」「公共交通の満足度」「自転車の

駐輪施設」を追加する 

・次回検討会で、指標の数値目標を設定する 

・情報を公開することで、市民意識の啓発につながり、公共交

通の利用を促すことになる事例もある 

＜市民意識調査結果・交通実態調査結果について＞ 

・今後継続して調査を行うために、安く・効率よく・担当者が

変わっても継続していけるような調査方法を確立していく 

＜社会実験について＞ 

・知事による定例会見で広報を行うとともに、市報への掲載や

広報チラシの配布を行う 

・駐車場の開設時間を始発に合わせてできる限り早い時間から

利用できるように努力する  
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④第４回和歌山 21 世紀交通まちづくり協議会 

 
 

開催日時 

場所 

参加人数  

2008 年 3 月 11 日 10：00～12：00 

和歌山県自治会館 203 会議室 

20 名 

議事次第  １．開 会 

２．議 題 

・第 3 回協議会の質疑事項について 

・JR 和歌山線パーク&ライド社会実験実施の結果について 

・次年度の方向性について 

・その他 

３．閉 会  
協議内容  第 3 回協議会質疑事項、パーク＆ライド社会実験結果、基本計

画策定に向けた課題、次年度の方向性について協議を行った 

＜第 3 回協議会質疑事項＞  
・道路の舗装の劣化等を指数で評価したデータは現在のところ

ない  
・肥満度と普段の利用交通の結果で 60 代以上の結果を使い、

今後、介護予防と交通とのリンクで情報発信ができないか  
＜JR 和歌山線パーク＆ライド社会実験結果について＞  
・鉄道の乗客数の変化において、学生の利用割合を考えると、

乗客数が増加したという考え方もできる  
・伊太祁曽駅でのパーク＆ライドでは、休日に予想を上回る程

の利用者がある  
・パーク＆ライドは今後発展させていく必要がある  
＜和歌山交通まちづくり基本計画策定に向けた課題について＞

・バス、鉄道の混雑度は定義を合わせ、目標値の表現を「ピー

ク・オフピークの平準化による適切な混雑度の達成」とする

・ノンステップバスの目標年度は、国の目標年度と合わせて平

成 22 年度とする  
・自転車専用レーンの指標の追加は、本計画を策定する際に検

討する  
・「温室効果ガス排出量」の現状値は、環境自治体会議が算出し

ている推計値を参照する  
＜次年度の方向性について＞  
・計画の素案は意見を踏まえ修正する  
・計画の本案策定は、市町村主体となり行い、協議会は和歌山

県が事務局となり、継続的に意見交換を行う  
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（２） 協議会の構成委員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所　　　属　 職　　　名 委員氏名

和歌山大学 経済学部　准教授 辻本　勝久

和歌山工業高等専門学校 環境都市工学科　准教授 伊藤　　 雅

和歌山市民ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ（WCAN） 事務局長 志場　久起

特定非営利活動法人わかやま環境ネットワーク 代表理事 重栖　隆

紀州えこなびと 事務局長 山本　将功

和歌山商工会議所 専務理事 内田　安生

西日本旅客鉄道㈱和歌山支社 総務企画室　企画・財務室長 清水　活志

南海電気鉄道㈱ 鉄道営業本部　統括部長 湯口　俊夫

和歌山電鐵㈱ 常務取締役 渡邉　寛人

和歌山バス㈱ 営業部　営業課長 原　義典

（社）和歌山県バス協会 会長　 井上　慎治

（社）和歌山県タクシー協会 会長　 岩橋　正典

和歌山県警察本部 交通部　交通企画課長 藤原　宏

和歌山県 企画部計画局　総合交通政策課長 百々　薫

　〃 県土整備部道路局　道路政策課長 尾花　正啓

和歌山市 企画部　交通政策課長 西野　彰夫

海南市 政策調整部　政策調整課長 岡本　芳伸

　〃 市民部　市民環境課長 武内　真二

紀の川市 企画部　交通政策課長 岩原　晃

岩出市 総務部　総務課長 佐伯　繁樹

和歌山河川国道事務所
調査第二課長

近畿運輸局　 企画観光部　計画調整官 緑川　和徳

　〃 交通環境部　消費者行政・情報課長 橋元　正己

　〃 鉄道部　計画課長 藪田　偉

　〃 自動車交通部　旅客第一課長 松川　隆男

　〃 和歌山運輸支局長 紺野　剛

和歌山運輸支局
首席運輸企画専門官（企画調整）
和歌山運輸支局
首席運輸企画専門官（輸送・監査）

　〃 村上　滋俊

　〃 安東　完爾

近畿地方整備局 田中　克己
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（３） 和歌山２１世紀型交通まちづくり協議会 設置要綱 
 
（設 置）  
第１条  和歌山市、海南市、紀の川市及び岩出市を中心とする和歌山都市圏におい

て、公共交通利用促進や持続可能な都市圏づくりについて取り組むべき具体

的方策を策定することを目的として、市民、経済団体、交通事業者、学識者

と行政の十分な連携のもと、和歌山２１世紀型交通まちづくり協議会（以下

「協議会」という。）を設置する。  
 
（検討事項）  
第２条  協議会は、次に掲げる事項を検討する。  

（１） 公共交通への利用転換の啓発に関すること。  
（２） 利用しやすい公共交通システムの形成に関すること。  
（３） 各種施策による公共交通のユニバーサル化に関すること。  
（４） その他持続可能な都市圏の形成に向けた交通施策に関すること。  

 
（組 織）  
第３条  委員は、別表に掲げる構成員で組織する。ただし、協議会が必要と認める

ときは、関係者に出席を求めることができる。  
 
（会 議）  
第４条  会議は座長が招集する。  

２．構成員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないとき

は、代理人に出席させることができる。  
 

（座 長）  
第５条  協議会に座長・副座長を置く。  

２．座長は、和歌山大学経済学部 辻本  勝久准教授をもって充て、協議会を

代表する。  
３．副座長は、和歌山工業高等専門学校環境都市工学科 伊藤  雅准教授をも

って充て、座長に事故があるときには、その職務を代行する。  
   
 
（事務局）  
第６条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。  

２ 事務局は、近畿運輸局和歌山運輸支局及び和歌山県企画部計画局総合交通

政策課が担当することとし、事務は、双方協議の上処理することとする。  
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（その他）  
第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会

において定める。  
 
 附 則  
 この要綱は、2006 年１月３１日から施行する。  
 附 則（2007 年３月２０日改正）  
 この要綱は、2007 年４月１日から施行する。  
 
 
 
 
 


