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５ 公共交通網を形成するための施策と事業 

５-１ 施策体系 

  各方針、施策方針に応じて進めていく施策の体系を以下に示す。 

 

図 ５-1 施策体系 

安心、安全、快適に利用できる公共交通の実現・・・基幹の形成、明確化と連動して、既存の利用者以外にも分かりやすく、使いやすい環境をつくる

長期(10年～）中期（～10年）短期（～５年）

基幹的公共交
通軸の活性化

公共交通の
維持、活性化

基幹的公共
交通軸への
アクセス向上

すべての人が
使いやすい

公共交通利用
環境の向上

観光地の回遊性の向上 ・・・各交通機関が連携することにより観光地のアクセス性や価値を高める

市民、民間事業所、交通事業者、行政等の役割分担と協働による公共交通の確保、維持・・・各主体の公共交通に対する意識を高め、積極的に関与、協働していく仕組みをつくる

⑮公共交通に関する分かりやすい情報提供：●情報を一元的にまとめたマップやホームページ等の提供

⑯ICカードやバスロケーションシステムの導入の推進：●バスロケーションシステムの導入／●ICカードの導入

⑱鉄道、バス、タクシーのバリアフリー化の推進：●駅のバリアフリー化の推進／●バリアフリー車両の導入促進

地域拠点等の公共交通利用環境の整備・・・ネットワークの仕分けや再編に対応した乗り継ぎ環境や路線へのアクセス環境を確保する
⑫路線間の乗り継ぎ環境の確保：●使いやすい、使いたくなる乗り継ぎ拠点づくり

⑬サイクル＆ライド、パーク＆ライド、キス＆ライドの促進：●駅やバス停周辺の自転車駐輪環境や商業施設等と連携したパーク&ライド駐車場の整備

⑭路線の位置付けやイメージの明確化：●基幹路線や中心部基幹区間の名
称、ナンバリング、カラーリング等の整理や見直し

⑰公共交通の待合環境の向上：●待合環境の整備や改善

⑲公共交通における安全対策やインフラ老朽化対策の推進：●駅やターミナル、線路等の補修、維持／●車両の更新

㉓鉄道駅及びバス停から観光地までをつなぐ交通手段の強化や形成：
●観光地間を周遊するための交通手段の連携／●観光地周遊バスの検討／●フリンジパーキングを活用した公共交通による手ぶら観光の促進

中心市街地の都市機能を支える公共交通利用環境の整備・・・中心市街地活性化施策を活かし、公共交通の利用需要を拡大するとともに各施策を公共交通と連携、連動させ、回遊性向上や自動車利用からの転換を図る

⑦自動車と公共交通の連携の促進：●都市交通施策と駐車場集約化の促進
●駐車場と公共交通等が連携した回遊促進

⑨自転車を活用した回遊性向上：●中心部の公共交通とシェアサイクルの連携
●自転車の安全で快適な走行、駐輪環境の整備

⑥中心部の公共交通利用環境の向上：
●中心拠点の駅等の環境整備や機能向上

⑧歩行空間の充実：●歩きたくなる魅力的な道路空間づくり

㉘モビリティ・マネジメントの展開 ：●企業や大学と連携したタイムリーな情報提供や利用促進の実施／●大学等と連携した公共交通による健康づくりプロモーション
の実施／●市民がまちと交通について考えて体験するイベントの実施／●交通を題材とした学校教育の深化や充実による交通まちづくりの基礎づくり（交通環境教
育）

㉙企業や商店等が公共交通に関わる仕組みづくり：●企業や商店等による路線育成組織（支援活動、イベント実施等）の設置検討

基幹的公共交通軸へつながる交通手段の確保 ・・・地域の移動手段を確保するとともに、基幹路線を活かす支線交通を官、民、地域の連携により確保していく

⑪公共交通不便地域における地域が主体となった地域内交通の導入検討：
●地域の意向を踏まえた地域バスやデマンド交通等の試行や導入
●多分野連携や地域資源を活用した移動手段の確保策の検討や導入

⑩官､民､地域連携によるネットワークの形成：●支線の形成検討／●新たな需要を取り込む路線の整備検討

交通によるおもてなしの創出 ・・・主に観光客を意識し、適切な情報発信や案内を行う
⑳観光分野との連携による公共交通に関する情報提供の充実：●拠点での案内充実／●ICTを活用した情報取得環境の充実

㉑多言語表記による外国人観光客への情報提供の充実：●駅やバス停での多言語による公共交通案内の充実

㉒公共交通従事者のホスピタリティの向上：●公共交通従事者のサービス向上や車内環境改善

㉚交通事業者間、交通事業者と店舗等が連携した企画切符の充実：●一日周遊切符等の販売

基幹的公共交通ネットワークの整備・・・基幹となるバスや鉄道路線を明確化し、連携強化を図る

●利用実態を踏まえた基幹バス路線の運行効率化／●中心部の乗り継ぎの利便性向上や拠点づくり

②公共交通の運営環境の向上：●基幹バス路線の機能向上の検討／●バス車両待機スペースの確保

⑤各交通事業者間のシームレスな乗り継ぎ環境の確保：●異なるモード間の乗り継ぎ環境整備の検討／●鉄道事業者間の乗り入れやシームレス化の検討

④ BRT､LRT等の新交通システムによる利便性向上の研究：●ネットワーク形成状況を踏まえた効果的なBRT､LRT等の導入研究

③大学開校に向けたサービス強化：●需要に応じた公共交通供給戦略の検討

基本方針

広域交流の促進・・・広域的交流を促進する

㉖和歌山徳島航路の維持と啓発：●徳島エリアと連携した広域周遊施策の検討

㉕高野山へのアクセス向上：●地域特性を活かした広域周遊施策の検討／●JR和歌山線の有効活用

㉔関西国際空港へのアクセス向上：●関西国際空港への公共交通の利便性向上

㉗サイクリング観光客の取り込み：●サイクリング客のアクセス、受け入れ環境確保の検討

①既存バス路線の仕分け、バス路線再編：●基幹路線や中心部基幹区間の設定
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５-２ 施策毎の内容 

５-２-１ 基幹的公共交通軸の活性化 

既存のネットワークをベースとして、基幹となる公共交通軸を構築、活性化するため、以下の施策方針により取組を

進める。 

○基幹的公共交通ネットワークの整備 

 ・・・ 基幹となるバスや鉄道路線を明確化し、連携強化を図る。 

○中心市街地の都市機能を支える公共交通利用環境の整備 

 ・・・ 中心市街地活性化施策を活かし、公共交通の利用需要を拡大するとともに各施策を公共交通と連携、

連動させ、回遊性向上や自動車利用からの転換を図る。 

これらに対して実施していく施策を次頁以降に示す。 
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基幹的公共交通ネットワークの整備 

施策① 既存バス路線の仕分け、バス路線再編 

①-１ 基幹路線や中心部基幹区間の設定 

目的 

・鉄道に加えて基幹となるバス路線を明確化し、支線等との連携強化を図ることで、運行効率性を向上させるととも

に、ネットワーク全体の運行状況や行き先を分かりやすくする。 

内容、方法 【連携施策：①-2、①-3、②-1、④-1、⑩-1、⑫-1、⑭-1、⑮-1】 

・鉄道路線及び運行本数が多く、幹となるバス路線（90本/日程度以上）を基幹路線とする。なお、鉄道基幹は

地域外各方面への長距離移動を、バスの基幹路線は地域内の主要な地点間の移動（短中距離）を担うことを

基本とする。（地点、ケースによってはこの限りではない） 

鉄道基幹：JR 阪和線、紀勢本線、和歌山線、南海本線、加太線、和歌山港線、和歌山電鐵貴志川線 

北部基幹：JR 和歌山駅～和歌山大学方面 

南部基幹：JR 和歌山駅、南海和歌山市駅～医大病院、和歌山マリーナシティ方面 

・また、中心部で特に運行本数が多く、移動、周遊の円滑化を図る区間を中心部基幹区間とする。 

中心部基幹区間：JR 和歌山駅～南海和歌山市駅、JR 和歌山駅～県庁 

・これらにより、ネットワーク全体の明確化や効率化につなげるとともに、利用の多い中心部内での移動に利用できる

路線の認知を向上させる。 

▼基幹路線の設定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現状】 

：基幹（鉄道）

：基幹（路線バス）

：中心拠点

：地域拠点

：その他（路線バス）

：その他（地域内交通）

：鉄道

：路線バス等

：中心拠点

：地域拠点

【基幹路線設定イメージ】 
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▼バス路線のうち基幹とする箇所のイメージ（基幹路線、中心部基幹区間） 

 

出典：公共交通情報マップ（ワッププラス 全市域版）に加筆 

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者等と連携しながら進める。 
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①-２ 利用実態を踏まえた基幹バス路線の運行効率化 

目的 

・利用実態に応じた基幹路線等の運行の見直しにより、効率化、利便性向上を図る。 

内容、方法 【連携施策：①-1、①-3、②-1、②-2、③-1、④-1、⑩-1、⑫-1、⑯-1、⑯-2】 

・ICカードやバスロケーションシステムの導入で蓄積される利用や運行実績のデータを有効活用し、需要や運行実態

に応じて基幹路線等の集約化や運行頻度の見直し、支線化等を行うことを検討する。 

・ICカードの導入も踏まえ、乗り継ぎ運賃割引（実施方法や負担方法）やダイヤ設定等の現実的なあり方を検

討、研究する。 

 

▼運行見直しによるサービス向上のイメージ例 

 

 

▼データを用いたバス運行効率化の検討、実施事例（イーグルバス（株）） 

  

出典：イーグルバス（株）ホームページ 

 

実施時期 

中期 

実施者 

交通事業者が中心となり、和歌山市と連携しながら検討、実施する。 

地域のニーズに適した
運行形態となっていない

郊外から直通するため、
それぞれの系統は頻度
が低い

まちなか付近で
重複し非効率

公共交通利用の
不便な地域が存在

まちなか

地域拠点

居住地域

居住地域

集落が点在

集落

・支線化により地域のニーズ
を具現化しやすくなる

・都心まで運行していた分を拠点で折
り返すことで頻度向上が可能
・まちなかの渋滞等が影響しない

・効率化や地域と
の連携により交
通を確保

まちなか

地域拠点

居住地域

居住地域

集落が点在

集落

渋滞による遅
れなどが郊外
部分まで影響

・端末部の影響がな
く、パターンダイヤなど
が設定しやすい
・集中的な設備投
資等が可能

支線化
により・・・
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①-３ 中心部の乗り継ぎの利便性向上や拠点づくり 

目的 

・郊外路線から中心部路線への乗り換え利用（中心部基幹区間での乗り換え等）を促す。 

内容、方法 【連携施策：①-1、①-2、②-1、③-1、④-1、⑦-1、⑯-2、⑰-1】 

・各方面から中心部基幹区間への乗り継ぎがしやすくなるよう、関連路線のダイヤ設定の検討を行う。 

・併せて、主な乗り継ぎポイントとなる箇所周辺における、利用者が乗り継ぎしやすい案内や環境確保、それに伴う

運行環境確保（将来的な路線の組み変えに伴う転回や待機スペースの確保等）について検討を行う。 

▼乗り継ぎポイントとなる箇所の例 

 

出典：公共交通情報マップ（ワッププラス 全市域版）に加筆 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者等と連携しながら進める。 
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施策② 公共交通の運営環境の向上 

②-1 基幹バス路線の機能向上の検討 

目的 

・基幹となるバス路線のサービス向上を図り、ネットワークとしての利便性を高める。 

内容、方法 【連携施策：①-1、①-2、①-3、②-2、③-1、④-1、⑧-1、⑨-2、⑭-1、】 

・基幹路線の通行する道路区間や、中心部基幹区間において、バスの走行速度を高めるため、主要渋滞箇所等

の渋滞対策や道路空間の走行環境改善を図る。 

・現在、けやき大通り等の基幹となる区間の一部においてバス優先レーンがあるが、幅員に余裕がある区間について

は、バス専用レーンや島式停留所なども含む専用走行空間の整備を検討するとともに、バス優先信号等を活用

し、基幹バス路線のさらなる定時性、速達性向上の検討を行う。 

・また、バスの運転手不足等を踏まえ、国の動向を注視しながら、基幹路線におけるバスの自動運転技術の効果を

検証し、バスの自動運転化を進めるための研究を行う。 

 

▼専用走行空間の整備事例（名古屋市、基幹バス） ▼バスレーン整備イメージ例（和歌山市けやき大通り） 

                                 ＜本線部へのバスレーン整備により円滑化するイメージ＞ 

 

  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

▼BRT 路線を利用したバス車両の自動運転実験事例（日立市） 

 

出典：国立研究開発法人産業技術総合研究所 

実施時期 

中期 

実施者 

行政と交通事業者が、連携して進める。 
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②-2 バス車両待機スペースの確保 

目的 

・基幹となるバス路線を強化していくうえで支障となる、待機スペース不足に対応する。 

内容、方法 【連携施策：①-2、②-1、③-1、⑥-1】 

・基幹となる路線の強化を図っていくには、起終点やターミナルとなっている箇所での待機や転回スペースを確保す

ることが必要となるが、例えばJR和歌山駅中央口ではバスの待機スペースが不足し、多客時間帯の増便が難し

い状況となっている。 

・これを踏まえ、JR和歌山駅等の基幹路線の起終点やターミナルにおける待機スペースの確保に向けた検討を行

う。 

・検討にあたっては、路線の運行状況を踏まえつつ、バースの活用方法の見直しやロータリー外への空間確保も含

めて、運行改善につながる取組を検討する。 

 

  ▼朝ピーク時の駅ロータリーの混雑状況（JR 和歌山駅） 

    

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者等と連携しながら進める。 
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施策③ 大学開校に向けたサービス強化 

③-１ 需要に応じた公共交通供給戦略の検討 

目的 

・既存の通勤、通学需要や、中心部に開校する大学等への通学需要に対し、適切なサービス供給を図るとともに、

公共交通利用者を拡大する。 

内容、方法 【連携施策：①-2、①-3、②-1、②-2、④-1、⑥-1、㉘-1】 

・朝夕ピーク時には、現在でも一部のバス路線で乗客が乗りきれずに次便待ちをする状況も発生している。今後、中

心部の大学開校に伴い増加すると考えられる需要に対し、混雑度が増すことが懸念される。一方、これらの需要に

適切に対応していくことで、利用の拡大を進められるものと考えられる。 

・これを踏まえ、需要が集中する大学や高校への通学、中心部への通勤における混雑状況、今後開校する大学で

想定される需要特性を把握、分析し、公共交通供給の対応方策（運行環境の確保、授業時間にあわせた柔

軟なサービスの調整や強化方法、柔軟な利用誘導や需要調整方法等）について検討、実施する。 

・また終電にあわせて大学や事業所から帰宅する需要へ対応していく方法について、地域等とも連携して検討する。 

 

▼帰宅需要に対し地域がバスを運行した事例（京都市）  ▼タクシーを活用し夜間需要に対応した事例（八戸市）  

  

出典：京都まちづくり交通研究所ホームページ         出典：八戸公共交通ポータルサイト 

実施時期 

短期 

実施者 

（ピークへ対応した供給）和歌山市と交通事業者等が連携しながら検討し、交通事業者が実施する。 

（終電までの需要対応）和歌山市と中心部の商店街や店舗、事業所、大学、交通事業者と連携して検討する。 
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施策④ BRT､LRT 等の新交通システムによる利便性向上の研究 

④-1 ネットワーク形成状況を踏まえた効果的な BRT､LRT 等の導入研究 

目的 

・中心市街地の回遊性を向上させるとともに、地域の活性化に資する交通手段の創出を目指す。 

内容、方法 【連携施策：①-1、①-2、①-3、②-1、③-1、⑥-1、㉓-1】 

・先進事例における整備効果等を踏まえ、既存の交通手段との競合によるネットワーク全体の非効率化を招くことな

く、相乗効果を発揮できるよう調和、連携を図りながらBRTやLRT等の交通手段を導入していく方法を研究してい

く。 

・中心部の道路整備による定時性、速達性の向上と連動させた中心部基幹区間のBRT化なども含め、柔軟に研究

を行う。 

 

▼BRT、LRT 導入事例（左：岐阜市 清流ライナー、右：富山ライトレール ポートラム） 

   

▼BRT 導入による効果事例（岐阜市清流ライナー） 

【導入前後の利用者数変化】 

 出典：国土交通省ホームページ 

【利用目的】 

   出典：国土交通省ホームページ 

 平日  （人/日） 



和歌山市地域公共交通網形成計画及び和歌山市都市・地域総合交通戦略（2019年3月） 

79 

▼LRT による観光に係る効果事例（富山ライトレール）【岩瀬地区 北前船廻船問屋「森家」の観覧者数の推移】 

 

 

出典：富山市             

 

▼LRT による経済効果の事例（富山ライトレール、富山地方鉄道セントラム） 

【公共交通沿線居住推進地区での社会動態の推移】 【富山ライトレール沿線地域の地価の動向】 

 

出典：富山市ホームページ  

出典：望月明彦/地方都市における公共交通整備と 

集約型都市構造形成に関する研究 
 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者や関係行政機関等と連携しながら進める。 

約３倍 

に増加 

※2006 年 富山ライトレール開業 
※2015 年 北陸新幹線開業 
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施策⑤ 各交通事業者間のシームレスな乗り継ぎ環境の確保 

⑤-1 異なるモード間の乗り継ぎ環境整備の検討 

目的 

・各モードの連携強化や一元的な乗り継ぎ情報を提供することにより、利用者の利便性向上を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑥-1、⑭-1、⑱-1、⑳-1、⑳-2、㉑-1】 

・鉄道↔バス等の乗り継ぎ利用パターンを考慮した、利用しやすいダイヤの設定を検討する。 

・また、各駅前の乗り換え案内環境の一元化、充実化等を検討する。 

 

▼駅での案内状況（左：JR 和歌山駅、右：南海和歌山市駅前） 

     

 

▼乗り継ぎ案内の事例（左：JR 金沢駅、右：JR 富山駅） 

   

実施時期 

中期 

実施者 

交通事業者が中心となり、和歌山市等と連携しながら進める。 
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⑤-2 鉄道事業者間の乗り入れやシームレス化の検討 

目的 

・市内の鉄道基幹ネットワークを活かした移動の円滑化を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑥-1、⑱-1】 

・和歌山市には３事業者７路線の鉄道が和歌山駅（JR、和歌山電鐵）と和歌山市駅（南海電鉄、JR）の

２つのターミナルに接続する形で運行されており、中心部を跨いで移動する場合、複数回の乗り換えが必要とな

る。 

・それぞれの路線の移動需要を踏まえ、また、事業者による設備や運用方法の相違など技術的な課題を整理した

上で、和歌山駅及び和歌山市駅における乗り入れや、入線ホーム変更による同一ホーム乗り換えなど乗り継ぎ

のシームレス化に向けた手法を検討する。 

実施時期 

中期 

実施者 

行政と交通事業者等が連携しながら進める。 
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中心市街地の都市機能を支える公共交通利用環境の整備 

施策⑥ 中心部の公共交通利用環境の向上 

⑥-1 中心拠点の駅等の環境整備や機能向上 

目的 

・関連施策と連携し、鉄道やバス、タクシーの利便性に加え、中心駅周辺の拠点性を高める。 

内容、方法 【連携施策：②-2、③-1、④-1、⑤-1、⑤-2、⑱-1、⑳-1、㉗-1、㉙-1】 

・本市の玄関口である南海和歌山市駅やJR和歌山駅等の拠点性を高めるため、鉄道やバス、タクシーの利用環

境及び乗り継ぎ環境を向上させる。 

・また、観光客も含む駅利用者が集まる空間として適切なあり方、機能を検討し、民間活力の導入も図りながら、

魅力や賑わい、拠点性の向上を図る。 

・併せて、基幹路線や中心部基幹区間に近接する店舗や事業所等と連携しつつまちのにぎわいを創出し、利用環

境の充実化を図る。 

 

▼南海和歌山市駅の再開発イメージ 

 

出典：和歌山市 

 

▼拠点駅前環境整備の事例（天理駅） 

    

提供：天理市 写真：太田拓実 

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者、基幹路線に近接する店舗や事業所、道路管理者等と連携しながら進める。 
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施策⑦ 自動車と公共交通の連携の促進 

⑦-1 都市交通施策と駐車場集約化の促進 

目的 

・安心、安全で楽しい歩行者空間を増やすことで、中心部の回遊性、滞在時間を向上させる。 

内容、方法 【連携施策：①-3、⑦-2、⑧-1、⑨-1、⑰-1、㉓-3】 

・現在中心部では、点在するコインパーキングがまちの魅力を低下させるとともに、歩行者等が安心、安全に回遊

できない状況になっている。 

・これを踏まえ、中心部への自動車の流入制限と高質な歩行者空間の創出を図るためのエリア設定を検討する。

また、中心部への自動車の流入制限として、フリンジパーキングの整備、通り抜けの抑制、許可車両だけが進入

できるような設定やゾーン30の区間の段階的な設定を検討する。 

・併せて、駐車場の集約により、新たに生み出された箇所に、飲食店、緑地、農地、菜園等の創出を図る。 

▼遊休不動産の状況 

 

出典：和歌山市立地適正化計画 

 

▼中心部エリアにおけるフリンジパーキング等を活用した歩行空間創出のイメージ 

 

出典：国土地理院地図に追記 

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市が中心となり、駐車場事業者、交通事業者、交通管理者等と連携しながら進める。 
  

市役所

城北地下
駐車場

本町公園、
地下駐車場

大新公園、
地下駐車場

(仮称)市民文化交流センター
開館予定
（平成33年）

市堀川

伏虎義務教育学校

中央駐車場

歩行者を優先すべき通りの
駐車場の統合や集約等促進

＋
歩行者空間化、
駐車場の立地や出入口規制

北駐車場

南海和歌山市駅

バスやシェアサイクル
とフリンジパーキング
を連携させた回遊促進

県立医科大学薬学部
開校予定
（平成33年）

和歌山信愛大学
教育学部開校予定
（平成31年）

けやき大通り
地下駐車場

JR和歌山駅

凡例

：歩行者空間の候補エリア

：シェアハウスやゲストハウス等の
立地を目指すエリア

：バス路線

：道路規制区間

：フリンジパーキング
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⑦-2 駐車場と公共交通等が連携した回遊促進 

目的 

・バス等の公共交通と連携させ、フリンジパーキングを用いた回遊行動を促す。 

内容、方法 【連携施策：⑦-1、⑧-1、⑨-1、⑭-1、⑰-1、⑳-2、㉓-3、㉚-1】 

・整備されるフリンジパーキング内において、最寄りのバス路線や発車時刻等の案内を実施する。 

・フリンジパーキング利用者が複数箇所を回遊、利用した場合の特典やサービス等の提供を検討する。 

 

 ▼フリンジパーキングからの公共交通案内イメージ例 

 

出典：国土地理院地図に追記 

 

       ▼複数箇所の回遊や利用によるインセンティブのイメージ例 

 

出典：国土地理院地図に追記        

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市が中心となり、フリンジパーキング運営会社、交通事業者等と連携しながら進める。 
 

文

現在地

フリンジパーキング

P

北の新地バス停

北の新地バス停

●ブラクリ丁・・・・・ 下車

●和歌山城・・・・ 下車

●県庁・・・・・・・・ 下車

●和歌山市駅・・ 下車

●雑賀崎・・・・・・ 下車

0 40424452

3330

8886

6160 160 161

23242526

本町２丁目

県庁前・県庁正門前

和歌山市駅

雑賀崎

20
公園前

121 122

●和歌山駅・・・・ 下車

●紀三井寺・・・・ 下車

●マリーナシティ・・ 下車

全てのバスが
和歌山駅に行きます

44

42

紀三井寺

和歌山駅

マリーナシティ

JR和歌山駅方面

和歌山城・市駅・雑賀崎方面

和歌山バス・和歌山バス那賀の路線が当日限り１日乗り放題！

沿線約30施設で特典が受けられるクーポン付き！

◆オトクな一日フリー乗車券のご案内◆

発売価格
大人券：1,000円
小児券：500円

利用方法
乗るとき・・・
降りるとき・・・

発売場所
南海和歌山市駅前発売所・・・
JR和歌山駅前発売所・・・・・・
紀伊駅前発売所・・・・・・・・・・・

大新公園フリンジパーキングからの交通案内

和歌山城
県庁

合同庁舎

市役所 市民会館

和歌山駅

和歌山市駅

本町公園
（フリンジパーキング化）

大新公園
（フリンジパーキング化）北駐車場

（フリンジパーキング化）

①市駅で図書館を利用 ②ぶらくり丁で食事

③和歌山駅でショッピング

まちなか施設の利用割引

子供向けプレゼント

まちなか回遊の
特典として・・・
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施策⑧ 歩行空間の充実 

⑧-1 歩きたくなる魅力的な道路空間づくり 

目的 

・魅力的で訪れたくなる道路空間をつくり、中心部の回遊行動を促す。 

内容、方法 【連携施策：②-1、⑦-1、⑦-2、⑨-2、㉘-3、㉙-1】 

・和歌山城などの人が集まるエリアや商店街、幅員に余裕がある道路において、歩行者を優先した道路空間の整備

を進める。 

 

▼歩行空間整備の検討（和歌山城前交流広場、市道中橋線） 

 

※人々が集い憩う空間を創出するため、和歌山城前の交流広場と市道中橋線の修景（無電柱化や歩道整備）に向けた設計に着手 

 

▼歩行空間の整備事例（神戸市）          ▼集い空間の整備事例（ストラスブール） 

    

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、道路管理者等と連携しながら進める。 
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施策⑨ 自転車を活用した回遊性向上 

⑨-1 中心部の公共交通とシェアサイクルの連携 

目的 

・シェアサイクルを活用し、公共交通の利用を促進する。 

内容、方法 【連携施策：⑦-1、⑦-2、⑨-2、⑳-2、㉗-1】 

・シェアサイクル等を実施する民間事業者が参入しやすい環境を整備することで、民間用地を確保しながら行政出

資を要しない事業を検討する。また、公共交通とシェアサイクルの連携利用がしやすいパターンを抽出、精査したう

えで、可能な箇所においては、駅やバス停近傍へのシェアサイクルポートの設置を検討、調整する。 

・併せて、公共交通とシェアサイクルを同日に利用した場合の割引やキャッシュバックの方策、公共交通とシェアサイク

ルを組み合わせた複合的な経路検索のシステムなど、情報ツールの整備も検討する。 

 

▼各地域で展開されている多様なシェアサイクル事業の事例       ▼公共交通とシェアサイクルの連携事例 

【HELLO CYCLING】      【PIPPA】 

   

 

 

 

実施時期 

短期 

実施者 

民間事業者が中心となり、交通事業者、行政等と連携しながら進める。 
  

出典：㈱阪神ステーションネットホームページ（左） 

㈱オーシャンブルースマート（右上段） 

宮崎市ホームページ（右下段） 

※鉄道事業者と連携し、駅のスペース

等を活用して展開 
 

※バス事業者が主体となり、公共空間も活用

しつつ事業を展開 
出典：国土交通省ホームページ 
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⑨-2 自転車の安全で快適な走行、駐輪環境の整備 

目的 

・シェアサイクルの活用と併せ、自転車利用環境を整備することで、自転車を活用した回遊性向上を進める。 

内容、方法 【連携施策：②-1、⑧-1、⑨-1】 

・中心部エリア内の自転車での回遊を促す走行環境や駐輪環境の整備を進める。 

 

▼自転車走行空間の整備状況（和歌山市けやき大通り）  

 

▼自転車走行空間の整備例（左：松山市花園町通り、右：岡山市市役所筋） 

   

 

▼駐輪施設の整備例（仙台市）           ▼路上駐輪施設の整備例（神戸市） 

   

出典：仙台市ホームページ 

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市が中心となり、道路管理者等と連携しながら進める。 
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５-２-２ 基幹的公共交通軸へのアクセス向上 

前項の基幹となる公共交通軸を活かして市域全体のネットワークを構築していくため、以下の施策方針により取組

を進める。 

○基幹的公共交通軸へつながる交通手段の確保 

 ・・・地域の移動手段を確保するとともに、基幹路線を活かす支線交通を官、民、地域の連携により確保してい

く。 

○地域拠点等の公共交通利用環境の整備 

 ・・・ネットワークの仕分けや再編に対応した乗り継ぎ環境や路線へのアクセス環境を確保する。 

これらに対して実施していく施策を次頁以降に示す。 
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基幹的公共交通軸へつながる交通手段の確保 

施策⑩ 官､民､地域連携によるネットワークの形成 
 

⑩-1 支線の形成検討 

目的 

・基幹路線を活かす支線交通を官､民､地域の連携により確保、形成する。 

内容、方法 【連携施策：①-1、①-2、⑩-2、⑪-1、⑪-2、⑫-1、⑬-1、⑯-2、㉓-1、㉓-2】 

・基幹バス路線の運行の効率化等を踏まえ、基幹路線につながり公共交通の利用を促す支線の形成を検討する。 

・ICカードの導入で蓄積される利用実態を踏まえて、非効率となっている区間や利用の偏りがある路線を把握し、分

離、接続するなどの検討を行う。この際、利用者に負担が少なく使いやすいネットワークとなるよう、見直しの対象と

する便、時間帯の設定等は柔軟に検討する。 

・民間事業者の事業として実施することが難しい場合、結節点周辺に立地する商業施設等の送迎サービスとの連

携や行政による支援（自治体、国）、行政による運行等も検討しながらネットワークを維持していく。 

 

▼利用に応じた支線路線の形成事例（ときがわ町） 

  

出典：イーグルバス（株） 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市と交通事業者が、地域等と連携しながら進める。 
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⑩-2 新たな需要を取り込む路線の整備検討 

目的 

・基幹路線を活かす支線交通を官民の連携により確保、形成する。 

内容、方法 【連携施策：⑩-1、㉘-1】 

・既存のネットワーク状況や新たな道路整備などを踏まえ、ニーズが見込まれる箇所や公共交通の骨格形成に必要

な箇所については、新規路線整備の検討を行う。 

 

▼新規路線を検討する箇所のイメージ例 

 

出典：国土地理院地図に追記 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者や地域等と連携しながら進める。 
   

雑賀崎方面 和歌浦方面

木の本・坂田方面

六十谷・楠見方面

海南・マリーナシティ方面

都市計画道路今福神前線
（H35年度事業完了）

凡例

鉄道のネットワーク

主なバスのネットワーク

岩出・紀の川方面

信愛大学・
風土記の丘方面

市中心部

都市の骨格形成にあたり
ネットワークが必要な区間
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施策⑪ 公共交通不便地域における地域が主体となった地域内交通の導入検討 

⑪-1 地域の意向を踏まえたデマンド交通等の試行や導入 

目的 

・地域が主体となり、持続可能な支線交通を検討、創出する。 

内容、方法 【連携施策：⑩-1、⑪-2、⑫-1、⑱-2】 

・既存バス路線の仕分けにより支線として整理する路線のうち、民間事業者による運行が困難と見込まれる地域

や、公共交通不便地域の特性を踏まえて特に新たな交通確保の必要性が高いエリア等から、地域バスやデマンド

交通など地域に適した交通手段を検討していく。 

・取組を進めるにあたっては、実証運行を行いながら導入に向けた検討を行う。また、地域のニーズや資源に応じると

ともに、インセンティブを高めるルール等を含めて検討する。 

・また、これらの状況を踏まえて適宜、既存のガイドラインの見直しや更新を行う。 

 

▼地域バスの仕組み 

 

出典：和歌山市       

  ▼インセンティブや地域の支援を考慮したルール設定イメージ例 

 

実施時期 

短期 

実施者 

（各地域での交通手段検討）和歌山市の支援のもと、地域が主体となり交通事業者等と連携しながら進める。 

（ガイドラインの見直し）和歌山市が中心となり、地域や交通事業者と連携しながら進める。 
  

・協議会の活動
をサポート

インセンティブの高い評価基準設定

地域に応じた柔軟な仕組みづくりの支援

地域住民における様々な活動の支援

検討・協議

準備

試験運行の実施

運行継続

終了

・多様な地域資源の活用による経費削減
の支援（福祉連携や送迎交通との連携
等、相談対応や関係機関との調整等）

・運賃収入以外の収入確保の支援（貨
客混載との連携等の相談対応）

・地域交通利用に対する多様な支援制度
（団体利用支援、介護予防教室での活
用等）

・交通事業者への委託時のインセンティブ
付与のため支援（事例紹介、アドバイス
等）

評価・判断 ・地域内での周知、啓発方法の支援（事
例紹介、アドバイス等）

・効果把握調査等の支援（アドバイス、経
費支援等）

・収支率を基準とした地域の自由度の高
い判断基準設定

・一定基準を達成した場合の運行経費
以外の支援実施（利用環境やWeb環
境の確保、アドバイザー派遣、地域活動
への活用調整等）

継続基準
以上

カット基準以下
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⑪-2 多分野連携や地域資源を活用した移動手段の確保策の検討や導入 

目的 

・地域の移動ニーズの量や特性、地域資源の状況に応じ、柔軟な形で交通手段を創出、維持していくことを促す。 

内容、方法 【連携施策：⑩-1、⑪-1、⑫-1、⑱-2、㉓-1、㉓-2】 

・地域バス、デマンド交通等の検討において、地域のニーズや資源の状況に応じて、既存事業者に配慮しつつ、より

多角的な連携や柔軟な運行のあり方について検討していく。 

 

▼考えられる連携分野や取組イメージ例 

分野／地域 取組イメージ例 実施事例 

観光 ・生活交通への観光客の取り込みによる交通の維持 ・埼玉県ときがわ町 

福祉 

 

・介護保険制度の枠組みを活用し、介護予防教室への送迎を

目的とした移動手段の確保 

（例：つれもて健康体操やシニアエクササイズを商業施設で実

施し送迎） 

・山口県防府市 

・社会福祉法人の余剰車両を活用した輸送 ・京都府南丹市 

商業 
・商業施設送迎バスとの連携 

（例：スーパー等の送迎交通の統合化） 

・新潟県新発田市 

 

▼介護予防教室への送迎を活用した移動手段の確保の事例（防府市） 

 

出典：防府市 

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市が中心となり、地域や交通事業者と連携しながら進める。 
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地域拠点等の公共交通利用環境の整備 

施策⑫ 路線間の乗り継ぎ環境の確保 

⑫-1 使いやすい、使いたくなる乗り継ぎ拠点づくり 

目的 

・基幹、支線の仕分けにより発生する乗り継ぎの負担感を軽減するとともに、地域拠点の形成を促す。 

内容、方法 【連携施策：①-1、①-2、⑩-1、⑪-1、⑪-2、⑬-1】 

・基幹、支線の仕分けに伴い発生する乗り継ぎポイントを、地域拠点の位置関係や周辺の商業施設、医療施設、

行政施設等の立地状況を踏まえて、交通利便性及び施設の集客性が高まるような施設へ設置することを検討す

る。（基幹路線においても、接続する支線がある便や運行時間に対する支障が少ない時間帯に乗り継ぎポイント

となる施設に乗り入れ、シームレスに接続する等、バランスを取りながら利便性を高める工夫を検討する。） 

・その他の地域拠点等も含め、地域の状況に応じて拠点内を移動、周遊しやすくする歩行環境整備や拠点性を高

める仕組み（自動運転や電動アシスト三輪のシェア等）の導入、施設と連携した健康づくり、介護予防の取組

（趣味、健康づくり教室の開催、健康歩行コースづくりや整備等）等の実施を検討する。 

 

▼基幹路線のイメージを踏まえて乗り継ぎ拠点づくりの検討が想定される箇所 

 

 

▼商店街内の送迎自転車サービス実施事例（武蔵村山市） 

     

出典：国土交通省    

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、商業施設等と連携しながら進める。 
  

延時、八幡前付近

六十谷付近

高松付近

：基幹（鉄道）

：基幹（路線バス）

：中心拠点

：地域拠点

：その他（路線バス）

：その他（地域内交通）
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施策⑬ サイクル＆ライド、パーク＆ライド、キス＆ライドの促進 

⑬-1 駅やバス停周辺の自転車駐輪環境や商業施設等と連携したパーク&ライド駐車場の整備 

目的 

・駅やバス停へのアクセス可能範囲を広げることで、公共交通の利用促進を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑩-1、⑫-1、㉘-1】 

・郊外部を中心に、駅やバス停近傍の道路空間や空き地の活用、民間施設との連携等により、駐車場、駐輪場の

整備を進める。 

・また、沿道の商業施設等と連携し、パーク＆ライドを促す環境やしくみの確保を進めるとともに、活用可能な駐車

場情報の発信なども検討する。 

 

▼道路空間を活用した駐輪場整備事例（高松市）▼パーク＆ライド、キス＆ライドの整備状況（和歌山電鐵伊太祈曽駅、JR 紀伊小倉駅）  

    

 

 

 

    

      

出典：高松市ホームページ                                      出典：和歌山市 

 

▼駅周辺の民間駐車場等と連携したパーク&ライド駐車場情報の発信事例（広島県） 

 

出典：広島県ホームページ         

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、道路管理者や交通事業者、沿道店舗等と連携しながら進める。 
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５-２-３ すべての人が使いやすい公共交通利用環境の向上 

市域のネットワーク構築と併せ、公共交通をすべての人が利用しやすいものとしていくため、以下の施策方針により取

組を進める。 

○安心、安全、快適に利用できる公共交通の実現 

 ・・・基幹の形成、明確化と連動して、既存の利用者以外にも分かりやすく、使いやすい環境をつくる。 

○交通によるおもてなしの創出 

 ・・・主に観光客を意識し、適切な情報発信や案内を行う。 

○観光地の回遊性の向上 

 ・・・各交通機関が連携することにより観光地のアクセス性や価値を高める。 

○広域交流の促進 

 ・・・広域的交流を促進する。 

  これらに対して実施していく施策を次頁以降に示す。 
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安心、安全、快適に利用できる公共交通の実現 

施策⑭ 路線の位置付けやイメージの明確化 

⑭-1 基幹路線や中心部基幹区間の名称、ナンバリング、カラーリング等の整理や見直し 

目的 

・基幹の形成と連動し、路線の情報が分かりやすく、使いやすい環境をつくる。 

内容、方法 【連携施策：①-1、②-1、⑤-1、⑦-2、⑮-1、⑳-1、㉑-1】 

・現在、JR和歌山駅や南海和歌山市駅では方面別のカラーを設定し案内しているが、系統番号は方面別に分け

られていない。また、同じ行き先でも複数の系統やルートがあり、どこを走っているか分からないという声が多い。 

・「乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン」（2018年10月／国土交通省）も参照しつつ、普

段バスを使わない方や外国人を含む観光客等にもバス路線の運行状況がより分かりやすくなるよう、基幹区間の

設定、整理と連動させたバス路線全体の名称、ナンバリング、カラーリングの方法、車両やバス停での分かりやすい

標示方法等を検討する。また、視覚的なイメージにより基幹区間を特化して認知させることも考慮した、ソフト媒体

での周知、ターミナル駅での案内やデジタルサイネージによる乗り場案内も進めていく。 

 

▼バスを利用しない理由           ▼路線別のカラーリング、ナンバリングの事例（八戸市） 

                       出典：国土交通省ホームページ 

▼乗合バスの運行系統のナンバリング等に関するガイドライン 

  出典：国土交通省ホームページ 

実施時期 

短期 

実施者 

和歌山市と交通事業者が連携して進める。 
  

54.8%

20.0%

51.0%

24.8%

24.7%

34.1%

32.7%

17.6%

16.8%

3.9%

2.4%

12.7%

9.8%

2.9%

2.9%

1.5%

14.9%

0% 20% 40% 60%

運行時刻や運行ルートを知らない

運行ルートが分かりにくい

他の交通手段の方が便利

乗り継ぎが面倒

荷物があると不便

目的地へ行けない

最寄りのバス停までが遠い

バスを降りたあとが遠い

運賃が高い

終発バスが速い

始発バスが遅い

時間通りに走らない

バス停に駐輪場がない

バス停が不快

車両に段差がある

車内が不快

その他

情報提供

他の交通

手段に劣る

ルート

ダイヤ

運賃

環境整備

出典：2015 年度地域公共交通の概況実態 
調査及び自転車活用検討業務報告書 
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施策⑮ 公共交通に関する分かりやすい情報提供 

⑮-１ 情報を一元的にまとめたマップやホームページ等の提供 

目的 

・各鉄道事業者やバス、タクシーなどといった複数の事業者の情報を一元的に提供することにより、利用者の利便性

向上を図る。 

内容、方法 【連携施策：①-1、⑭-1、⑯-1、⑳-1、⑳-2、㉘-1、㉘-2】 

・現在市で作成している公共交通情報マップ（ワッププラス）等を活用しつつ、鉄道、民間路線バス、行政や地域

対応のバス、タクシー、フェリー等の一元的な情報発信をさらに進めていく。 

・行政機関等が実施する催し（イベント、講演会等）の案内や施設所在地の案内等において、公共交通によるア

クセス情報の発信を行う。 

・また、すべての人が使いやすい利用環境を創出していくため、利用マナーやヘルプマーク等のルールの周知を行う。 

 ▼和歌山市で発行している公共交通マップ 

  

  出典：公共交通情報マップ（ワッププラス 全市域版）   

▼ホームページでの統合的な情報発信事例（愛知県） ▼ヘルプマーク 

 

出典：愛知県公共交通情報サイト 

 

出典：東京都福祉保健局 
 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者等と連携しながら進める。 
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施策⑯ IC カードやバスロケーションシステムの導入の推進 

⑯-１ バスロケーションシステムの導入 

目的 

・バス到着時刻や現在位置を提供し、利用者の不安解消や待ち時間の有効活用など、利便性向上を図る。 

内容、方法 【連携施策：①-2、⑮-1、⑰-1、⑳-1、⑳-2】 

・バスの走行位置情報を提供するシステムを導入する。各交通事業者のホームページやアプリでの発信、オープンデ

ータ化による一般検索サイトへの反映等、情報提供方法についても検討する。 

・また、バスロケーションシステムの導入によって蓄積されるデータを有効活用し、ダイヤの見直し等を行うことを検討す

る。 

 

▼バスロケーションシステムのイメージ（南海バス Bus-Vision） 

          ＜停留所での使い方＞ 

 

 

          ＜スマホでの案内画面＞ 

 

出典：南海バス 

 

実施時期 

長期 

実施者 

交通事業者が中心となり、行政が支援を行いながら進める 

  

<停留所での使い方> <スマホでの案内画面>

<停留所での使い方> <スマホでの案内画面>
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⑯-２ IC カードの導入 

目的 

・運賃支払いに係る負担軽減や、降りる直前まで運賃が分からないという不安の解消など、利用者の利便性向上を

図るとともに、乗降にかかる時間を短縮することによってバスの運行の定時性向上を図る。 

内容、方法 【連携施策：①-2、①-3、⑩-1、㉓-2、㉘-1、㉚-1】 

・全国相互利用可能な交通系ICカード（通称10カード）に対応したICカードを導入する。これを踏まえ、基幹と

支線の仕分け等に伴い発生する乗り継ぎの抵抗を緩和するため、乗り継ぎ運賃割引（実施方法や負担方法

等）やダイヤ設定について、現実的なあり方を検討、研究する。 

・また、バスロケーションシステムの導入も含めて蓄積されるデータを有効活用し、需要や運行実態に応じて基幹路

線等の集約化や運行頻度の見直し、支線化等を行うことを検討する。 

 

   ▼全国相互利用カード 

 

 

実施時期 

長期 

実施者 

交通事業者が中心となり、行政が支援を行いながら進める。 
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施策⑰ 公共交通の待合環境の向上 

⑰-1 待合環境の整備や改善 

目的 

・待合環境を改善することにより、利用者の利便性を向上させる。 

内容、方法 【連携施策：①-3、⑦-1、⑦-2、⑯-1】 

・ベンチや上屋などの待合空間を整備する。 

・また、本市では、現状、バス待ち空間を整備するためのスペースがあまりないことから、近接する民間施設等と連携

することで利便性を高められる箇所において、施設を所有する事業者や個人からの協力を得ながら、官民連携によ

る待合環境の整備を検討する。 

 

▼金融機関がベンチを設置した状況 

（和歌山市 高松のバス停） 

▼上屋のある商業施設に地元の自治会等がベンチを

設置した状況 

（和歌山市 労災病院前のバス停） 

  

 

▼広告事業者によるバス停設置状況（公園前） 

 

実施時期 

中期 

実施者 

交通事業者とバス停に近接する民間施設等が連携し、行政が支援を行いながら進める。 
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施策⑱ 鉄道、バス、タクシーのバリアフリー化の推進 

⑱-1 駅のバリアフリー化の推進 

目的 

・駅におけるバリアフリー化基準（移動等円滑化基準）への適合を図り、高齢者や障がい者などが公共交通の利

用をスムーズに行えるようにする。 

内容、方法 【連携施策：⑤-1、⑤-2、⑥-1、⑲-1、㉑-1】 

・駅に対するバリアフリー化の整備への支援を行う。 

 

▼バリアフリー化の推進に係る国の支援制度（地域公共交通バリア解消促進等事業） 

 

出典：国土交通省ホームページ 

実施時期 

長期 

実施者 

交通事業者が中心となり、行政が支援等を行いながら進める。 
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⑱-2 バリアフリー車両の導入促進 

目的 

・バリアフリー車両への代替を促進することにより、高齢者や障がい者などが公共交通の利用をスムーズに行えるよう

にする。 

内容、方法 【連携施策：⑪-1、⑪-2、⑲-2】 

・国による補助などを有効に活用しつつ、バリアフリー化基準に適合するノンステップバスやUDタクシーなどの車両への

代替ペースを早める方策を検討、推進する。 

 

    ▼車両のバリアフリー化にかかる国の支援制度（地域公共交通バリア解消促進等事業（バリアフリー化設備等整備事業）） 

 

出典：国土交通省ホームページ  

実施時期 

長期 

実施者 

交通事業者が中心となり、行政が支援等を行いながら進める。 
   

施策⑲ 公共交通における安全対策やインフラ老朽化対策の推進 

⑲-1 駅やターミナル、線路等の補修、維持 

目的 

・駅やターミナル等の改良によるバリアフリー化などの快適性向上や、線路等の鉄道施設の更新等により、地域公共

交通の確保維持を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑱-1】 

・駅舎やターミナル、線路等の鉄道施設において、現況を踏まえた計画的、段階的な改良、維持修繕を進める。実

施にあたっては、国等の支援を活用することを検討する。 

・また、鉄道事業の持続的な運営に向けて、状況に応じて、各鉄道事業者や沿線自治体等と連携しながら、必要

な支援のあり方について検討、見直しを行う。 

実施時期 

長期 

実施者 

交通事業者が中心となり、行政が支援等を行いながら進める。 
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⑲-2 車両の更新 

目的 

・車両更新による安全性、利便性向上により利用を促進する。 

内容、方法 【連携施策：⑱-2】 

・各交通事業者における保有車両の現状を踏まえ、計画的、段階的な更新を進める。 

・実施にあたっては、国等の支援を活用することを検討する。（鉄道、自動車、船舶等） 

 

▼鉄道に係る国の支援制度（地域公共交通バリア解消促進等事業（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業）） 

 

出典：国土交通省ホームページ           

実施時期 

長期 

実施者 

交通事業者が中心となり、行政が支援を行いながら進める。 
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交通によるおもてなしの創出 

施策⑳ 観光分野との連携による公共交通に関する情報提供の充実 

⑳-1 拠点での案内充実 

目的 

・主な結節拠点での案内により、分かりやすさの向上と、来訪者の満足度や印象の向上を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑤-1、⑥-1、⑭-1、⑮-1、⑯-1、⑳-2、㉑-1、㉓-1】 

・現在、JR和歌山駅や南海和歌山市駅に観光や交通に関する案内窓口が設置されている。また、バス乗り場では

バス事業者従業員による案内も行われているが、案内窓口が複数に分散するなど分かりにくい面もあると考えられ

る。 

・現在の取組を活かしながら、来訪者にとってより利便性、満足度が高まる案内、サポートのあり方について検討し、

対応を図る。 

 

▼鉄道駅での案内状況（左：JR 和歌山駅、右：南海和歌山市駅前） 

   

 

▼観光交通案内の拠点設置例（京都市）       ▼複数事業者の総合的案内所設置例（広島市） 

   

 

実施時期 

中期 

実施者 

行政と交通事業者等が連携して進める。 
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⑳-2 ICT を活用した情報取得環境の充実 

目的 

・利用者の視点から、各種モードを活用して公共交通を補完する案内を行うことで、移動の利便性を確保する。 

内容、方法 【連携施策：⑤-1、⑦-2、⑨-1、⑮-1、⑯-1、⑳-1、㉓-1】 

・和歌山バスでは、バス停が表示される地図を見ながら検索が可能なサービス「わかやま交通案内」を提供している。

また、一般のサービスにおいても様々な検索ツール等が提供されている。 

・タクシーに関しては、一般の配車アプリサービスを活用した事前確定運賃や相乗りタクシーの実証実験（2017年

度）等、利便性や活用性を高める検討を国が進めている。また、キャッシュレス決済の導入も進められている。 

・これらの各種ツールや全国の動向も踏まえ、ICTによる各種モードの利用案内や利用環境改善を効果的に進める

とともに、特にシェアサイクル等を含めてモードの連携の必要性が高い観光利用について、複数モードを連携させた

案内システムの可能性を検討する。 

▼地図を見ながら検索可能なサービス 

（和歌山バス わかやま交通案内） 

▼配車アプリを活用した事前確定運賃の実証実験 

 

出典：国土交通省ホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：和歌山バス 

▼タクシーでのキャッシュレス決済対応事例         ▼手段連携による情報提供の実施事例（札幌市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JapanTaxi 広告タブレット JapanTaxi Wallet 利用シーン  

                                                 出典：ヴァル研究所 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、検索サービスや配車アプリ等の提供者、交通事業者等と連携しながら進める。 
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施策㉑ 多言語表記による外国人観光客への情報提供の充実 

㉑-1 駅やバス停での多言語による公共交通案内の充実 

目的 

・外国人観光客にとって分かりやすい案内を行うことで、満足度や印象を向上させる。 

内容、方法 【連携施策：⑤-1、⑭-1、⑱-1、⑳-1、㉒-1、㉓-1】 

・鉄道やバスの行き先案内が外国語で表記されている駅やバス停もあるが、今後も駅の乗り継ぎ案内や各バス停で

の行き先案内等において、景観性にも配慮しつつ、外国語表記や外国人がよく訪れる目的地などの案内を実施す

る。 

 

▼外国人利用者に向けた公共交通案内情報表記の指針設定及び指針に基づく実施例（京都市） 

   

出典：京都市ホームページ（作成：京都市公共交通ネットワーク会議・外国語案内充実ワーキンググループ） 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市と交通事業者等が連携しながら進める。 
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施策㉒ 公共交通従事者のホスピタリティの向上 

㉒-1  公共交通従事者のサービス向上や車内環境改善 

目的 

・公共交通従事者の接客や車内環境の改善などにより、利用者にとっての快適性を向上させることで、利用促進を

図る。 

内容、方法 【連携施策：㉑-1、㉓-1】 

・乗務員の接客に関する講習等を行うとともに、路線バス車内での掲示や車内放送、公共交通アテンダントにより観

光地や主要な目的地の案内を行う等、来訪者が路線バスやタクシーを利用しやすい環境を整備する。 

・また、より質の高いサービスが来訪者等に適切に提供できるよう、ターミナル駅における優良ドライバー専用タクシー

乗り場の整備について検討を行う。 

・併せて、学生や住民と連携した案内マップの作成などの地域密着の取組により、来訪者の利用環境の改善を図る

とともに、地域住民の愛着を向上させることを検討する。 

 

▼車内放送を利用した案内の事例      ▼学生が作成したまち歩きバスマップ作成事例（松江市） 

（東急バス おもてなしガイドアプリ） 

      

出典：東急バスホームページ                     出典：中国運輸局ホームページ 

実施時期 

長期 

実施者 

和歌山市と交通事業者等が連携しながら進める。 
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観光地の回遊性の向上 

施策㉓ 鉄道駅及びバス停から観光地までをつなぐ交通手段の強化や形成 

㉓-1 観光地間を周遊するための交通手段の連携 

目的 

・点在する観光資源を、既存及び新たな交通資源を有効に活用して結び、アクセス性と魅力を高め観光活性化につ

なげるとともに、公共交通の利用者を増加させる。 

内容、方法 【連携施策：④-1、⑩-1、⑪-2、⑳-1、⑳-2、㉑-1、㉒-1、㉓-2、㉓-3、㉕-1、㉚-1】 

・点在する観光地への分かりやすいアクセスを考慮し、交通モードの特徴を活かした役割分担を検討する。 

・ラストワンマイルへの対応として、居住エリアと観光スポットが密接している和歌山市の特性を活かし、生活需要と観

光需要を融和させた地域交通の活用方法を検討するとともに、シェアサイクルや宿泊施設の送迎バスとも連携した

包括的な交通手段の確保策を検討する。 

・併せて、市域外の観光地も含めたアクセス情報について、路線バスや地域交通、シェアサイクル等複数のモードが混

在しても分かりやすく使いやすい一元的な情報発信を検討する。 

・また、シェアサイクルやタクシー等の交通機関を活用し、分散する観光資源を効率的に巡ることができるパッケージ商

品の販売について検討する。 

 

▼観光と連携したネットワークの形成のイメージ 

 

実施時期 

中期 

実施者 

交通事業者が中心となり、和歌山市や観光協会等と連携しながら進める。 
  

まちなか

分かりやすい交通手段を確保
（中心部基幹バス再編⇒BRT・
LRT等）し回遊の入り口とする

効果的な連携、情報発
信等による公共交通によ

る市域等の回遊

和歌山駅

中央卸売市場 ※5
（H34再整備予定）

和歌の浦 ※5

貴志川線 ※1

地域交通や送迎バス、
シェアサイクルと連携した
ラストワンマイルへの対応

地図出典：国土地理院
※１ 写真出典：和歌山電鐵

Designed by Eiji Mitooka+Don Design Associates

※２ 写真出典：和歌山市観光協会ホームページ
※３ 写真出典：和歌山県観光連盟ホームページ
※４ 写真出典：和歌山マリーナシティ
※５ 写真出典：和歌山市

高野山 ※3

加太・友ヶ島 ※2

紀三井寺 ※2

和歌山城 ※2

マリーナシティ ※4

雑賀崎 ※2
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㉓-2 観光地周遊バスの検討 

目的 

・主要観光資源への周遊促進を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑩-1、⑪-2、⑯-2、㉓-1】 

・和歌の浦の主要な歴史建造物や紀三井寺を周遊し、歴史的風致を体感できるような周遊バスの運行を試行、

検討する。 

▼歴史的風致維持向上計画 重点区域 

 

出典：和歌山市歴史的風致維持向上計画 

      ▼駅や観光地を周遊するバスの運行事例（川越市小江戸巡回バス） 

     

出典：イーグルバスホームページ 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、観光協会や交通事業者等と連携しながら進める。 
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㉓-3 フリンジパーキングを活用した公共交通による手ぶら観光の促進 

目的 

・自動車での来訪者に対しても、手ぶらでの観光周遊を可能とすることで、消費活動の活発化や滞在型観光の促

進を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑦-1、⑦-2、㉓-1、㉕-1、㉚-1】 

・中心部などにおいて駐車場を持たないホテルやゲストハウス等の宿泊施設と連携し、宿泊者に対しフリンジパーキン

グ及び公共交通を利用した周遊を促す特典等の設定を検討する。 

・宿泊施設への手荷物宅配サービスによる手ぶら観光の実施に向けた宅配事業者等との連携も検討する。 

 

▼宿泊施設と連携した半額利用券配布事例（富山市）▼事業者連携による手ぶら観光実施例 

       

出典：富山市                    出典：㈱ジェイティービー 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、フリンジパーキング運営会社や旅行会社、交通事業者等と連携しながら進める。 
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広域交流の促進 

施策㉔ 関西国際空港へのアクセス向上 

㉔-1 関西国際空港への公共交通の利便性向上 

目的 

・関西国際空港とのアクセス向上により訪日外国人を中心とした観光客の和歌山への移動需要を生みだす。 

内容、方法 【連携施策：㉗-1、㉚-1】 

・多くの訪日外国人が訪れている関西国際空港からのアクセスを考慮し、列車運行やダイヤの設定等による利便性

向上の検討を行う。 

実施時期 

中期 

実施者 

交通事業者が中心となり、和歌山市等と連携しながら進める。 

施策㉕ 高野山へのアクセス向上 

㉕-1 地域特性を活かした広域周遊施策の検討 

目的 

・外国人客が多い高野山等と和歌山市を結ぶ広域エリアの地域特性を活かした連携により観光需要を生みだす。 

内容、方法 【連携施策：㉓-1、㉓-3、㉕-2、㉗-1、㉚-1】 

・地域の自然や歴史に興味を持つ観光客の周遊を促すうえで、高野山等を含めて興味を引き出すことができる広

域連携のあり方を検討し、公共交通を活用した広域観光を推進する。 

・例えば、高野山や和歌山市に加え、紀ノ川市や吉野町、川上村等、流域に育まれた多様な資源を持つ紀の川の

取組と連携し、和歌山市から高野山までのサイクリング、公共交通利用、宿泊等を組み合わせた交流体験型移

動観光の商品検討、販売を行うことが考えられる。 

・また、高野山に来訪する歴史、文化に興味を持つ外国人観光客等が高野山から和歌山城下町までの歴史や文

化資源を体験しながら周遊する体験学習型観光等を推進することも考えられる。 

▼紀の川流域における地域活性化の取組（川上村 紀の川じるし）   出典：川上村ホームページ 

   

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、旅行会社等の民間事業者や交通事業者等と連携しながら進める。 
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㉕-2 JR 和歌山線の有効活用 

目的 

・和歌山市と橋本市を繋ぐJR和歌山線を活用することで、高野山等から和歌山への移動需要を生みだす。 

内容、方法 【連携施策：㉕-1、㉗-1、㉚-1】 

・新型車両の導入、ICOCAへの対応（2020年春予定）等を図り、JR和歌山線のサービスレベル向上を図ること

で、橋本市や高野山方面とのアクセス性を向上させる。 

 ▼新型車両イメージ（227 系）     ▼車載型 IC 改札機イメージ 

        出典：JR 西日本 

実施時期 

中期 

実施者 

西日本旅客鉄道が中心となり、和歌山市等と連携しながら進める。 
 

施策㉖ 和歌山徳島航路の維持と啓発 

㉖-1 徳島エリアと連携した広域周遊施策の検討 

目的 

・和歌山と徳島の地域間交流を支え、災害時にも重要な役割を担う和歌山徳島航路の維持、活性化を図る。 

内容、方法 【連携施策：㉚-1】 

・2009年度に設置した「和歌山徳島航路活性化協議会」において、事業者、和歌山と徳島の両県両市、その他

関係機関との協力体制を存続させ、引き続き様々な取組を行う。 

・過年度に引き続き、和歌山徳島航路の利用促進事業を実施する。 

▼和歌山市、徳島市、南海フェリーによる利用促進キャンペーン 

・自転車＆バイク（125cc 未満）無料キャンペーン）・乗用車の割引クーポン付き利用促進 

（2013 年～2015 年）                 （2016 年～2018 年） 

     

出典：和歌山市    

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山県及び徳島県、和歌山市、徳島市、南海フェリー、その他関係機関との協力体制により進める。 
  

IC改札機（入場）

乗車時にタッチ

列車に乗る場合

IC改札機（出場）

列車から降りる場合

降車時にタッチ
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施策㉗ サイクリング観光客の取り込み 

㉗-1 サイクリング客のアクセス、受け入れ環境確保の検討 

目的 

・和歌山周辺で展開されているサイクルツーリズムの取組を活かし、アクセス向上、サイクリング環境の確保を図ること

で、国内外のサイクリング観光客を取り込むとともに公共交通利用促進を図る。 

内容、方法 【連携施策：⑥-1、⑨-1、㉔-1、㉕-1、㉕-2】 

・和歌山市周辺では、和歌山県で進められているWAKAYAMA800や紀の川周遊サイクリング事業、国が整備を

進める太平洋岸自転車道（千葉県銚子市～和歌山市）等の多数の取組が展開されている。 

・和歌山市がこれらの端部となっている利点を活かし、関西国際空港からのアクセス向上の取組と連携を図りなが

ら、ターミナル駅等での受け入れ環境（組立や整備場）確保やサイクリング拠点（スタート地点のモニュメントやロ

ードバイクレンタサイクル）づくり、公共交通への自転車持ち込み環境確保等の、公共交通によるサイクリングのサ

ポート強化を検討する。 

 

▼県内のサイクリング事業実施状況（左：和歌山県サイクリング総合サイト RIDE ON WAKAYAMA、右：きのかわサイクルトレイン）  

 

  

 

 

 

 

 

 

                               出典：和歌山県ホームページ 

                                                        

 出典：JR 西日本ホームページ  

▼ターミナル駅への受入環境整備事例（米原駅）▼サイクリングターミナル整備事例（尾道市） 

   

出典：滋賀プラス・サイクル推進協議会             出典：ONOMICHI U2 ホームページ（左）  

㈱せとうちホールディングス（右） 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、交通事業者等と連携しながら進める。 
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５-２-４ 公共交通の維持、活性化 

ネットワーク構築や、使いやすさの向上と併せて、市民や地域との連携を深め公共交通を維持、活性化していくため、

以下の施策方針により取組を進める。 

○市民、民間事業所、交通事業者、行政等の役割分担と協働による公共交通の確保、維持 

 ・・・各主体の公共交通に対する意識を高め、積極的に関与、協働していく仕組みをつくる。 

これらに対して実施していく施策を次頁以降に示す。 
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市民、民間事業所、交通事業者、行政等の役割分担と協働による公共交通の確保、維持 

施策㉘ モビリティ・マネジメントの展開 

㉘-1 企業や大学と連携したタイムリーな情報提供や利用促進の実施 

目的 

・中心市街地への新たな通学者や通勤者の公共交通利用を効果的に促す。 

内容、方法 【連携施策：③-1、⑩-2、⑬-1、⑮-1、⑯-2、㉘-3、㉙-1】 

・2022年にかけて中心市街地に大学が立地し、約1,700名が新たに中心部へ通学することとなる。これらの通学

やその他通勤、中心部内での移動、活動をサポートするための情報提供の内容を検討、実施する。 

・また、新しく公共交通を利用し始めることが多い高校入学等のタイミングにおいても、公共交通の利用を促す情報

提供を行うとともに、行政機関が率先して公共交通を利用するためエコ通勤等の取組をさらに進める。 

  ▼企業や大学等への情報提供の取組イメージ例 

 取組イメージ 

行動特性を踏まえた

情報提供 

・入学や受験の検討時、入学手続き、下宿先検討時にタイムリーな情報提供（マッ

プ、時刻表、公共交通利用方法等）を実施 

・大学生や周辺通勤者の行動パターン（授業パターン、登下校時間、アルバイト、

サークル活動、学校単位でのイベント、飲み会等）を把握し、シェアサイクル等も活

用した公共交通の利用を促す情報提供や企画乗車券等の販売を検討 

・サービス面の課題（ピーク時の運行本数の限界）なども踏まえた、時差通学や中

心部での乗り換え等、賢い利用を促す情報提供 

利用の 

きっかけづくり 

・雨の日や真冬、真夏等、自転車利用に適さないタイミングをきっかけとした、バス利

用を促すための情報発信やキャンペーンを実施 

企業や大学の 

組織と連携した 

雰囲気づくり 

・企業や大学の安全管理、駐輪場、駐車場確保施策と連携、協働した、大学内

部での情報発信や継続的コミュニケーションの実施を検討 

→食堂での公共交通利用の安全面等のメリット情報の発信 

→バスの利用状況、実態の周知や常設型満足度調査 

→大学の封筒や企業の名刺への路線図、時刻表の掲載 等 

▼高校入学時の情報提供の事例（和歌山市）                         ▼エコ通勤優良事業所認証登録証（和歌山市）  

     

出典：和歌山市            出典：和歌山市 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市の支援のもと交通事業者が中心となり、企業や大学等と連携して実施。 
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㉘-2 大学等と連携した公共交通による健康づくりプロモーションの実施 

目的 

・新たに立地する大学の特性を活かしながら、健康に着目した利用促進やプロモーションを行う。 

内容、方法 【連携施策：⑮-1】 

・新たに中心部に立地する大学は医療関係の大学が多く、これらの研究やサークル活動と連携することで効率的、

効果的な情報提供や啓発を行うことができると考えられる。 

・これを踏まえ、医療機関や関連市民団体等に加え、大学やサークル等とも連携し、高齢者等へ公共交通による

健康効果に関する情報提供やプロモーションを行うことを検討する。大学等の研究、サークル活動への助成を行

い、取組を支援することも検討する。 

▼サークル活動における周知事例（弘前市）      ▼研究室等と連携した取組例（広島市） 

      

出典：H・O・T Managers サイト                  出典：国土交通省ホームページ 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市と大学、医療機関、市民団体等が連携して実施。 

 

㉘-3 市民がまちと交通について考えて体験するイベントの実施 

目的 

・市民が楽しみながら交通について考えるきっかけづくりを行う。 

内容、方法 【連携施策：⑧-1、㉘-1、㉙-1】 

・2015年より市駅前通りを緑と憩いの場にすることを目指して展開されている市駅“グリーングリーンプロジェクト”社

会実験が実施されている。 

・中心部のまちのあり方に対し自分ができることとしての交通行動をより多くの市民に考えてもらうため、これらのイベン

トと連携させた形でカーフリーデー等の交通やモビリティに関するイベントを行うことを検討する。 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市と地域団体、交通事業者等が連携して実施。 
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㉘-4 交通を題材とした学校教育の深化や充実による交通まちづくりの基礎づくり（交通環境教育） 

目的 

・子供のころから公共交通に親しみ、考える機会を増やすことで、公共交通利用や主体的な活動の素地づくりを行

う。 

内容、方法 【連携施策：㉙-1】 

・2017年3月の学習指導要領の改訂に伴い、社会と連携、協働して必要な資質や能力を育む「社会に開かれた

教育課程」の実現が求められている。 

・和歌山市においてこれまでにも実施されている乗り方教室などを活かし、子供にとって身近で社会とのつながりの窓

口となる公共交通の実物素材（車両や乗務員）の提供や授業実施のサポートを通じ、小学校教育等において

交通を扱う場面を増やしていくとともに、社会科や生活科の質的向上を支援する。 

▼2017 年 3 月の学習指導要領改訂の概要 

 

                  出典：文部科学省ホームページ（新しい学習指導要領の考え方） 

▼和歌山市での取組状況               ▼ツール提供によるサポート事例（札幌市） 

   

    

出典：和歌山大学教育学部付属小学校ホームページ                           出典：札幌市 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市、和歌山市教育委員会と交通事業者が連携して実施。 
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施策㉙ 企業や商店等が公共交通に関わる仕組みづくり 

㉙-1 企業や商店等による路線育成組織（支援活動、イベント実施等）の設置検討 

目的 

・沿線の企業や商店と連携することで、効果的、継続的に路線の利用促進や育成を行う。 

内容、方法 【連携施策：⑥-1、⑧-1、㉘-1、㉘-3、㉘-4】 

・基幹路線（鉄道、バス）等の沿線に立地する企業、店舗、大学等と連携し、路線の利用促進活動や育成、支

援を行うことを検討する。 

・路線の情報提供や啓発を行うだけでなく、既存の利用促進や支援の活動と連携しながら、各者が保有する媒体

や機会を活用した顧客への鉄道やバスの情報提供、待ち合い空間の提供、ブランディング等を組織的に展開する

ことを検討する。 

・また、まちづくりに関する各種の取組（例：グリーングリーンプロジェクト）との連動も考慮しつつ、路線の利用促進

を図るイベントへの参画、実施を検討する。 

 

▼取組のイメージ例 

 

実施時期 

中期 

実施者 

和歌山市が中心となり、企業や商店、交通事業者等と連携しながら進める。 
  

企業・店舗
（主に中心部）

来客従業員

まち

名刺や封筒等への公共交
通情報の記載、ホームペー
ジ等での統一的な情報発

信、ブランディング

情報提供・
エコ通勤
（従来）

待ち合い環境
提供

まちなかイベント時等
に各駅やバス停脇へ
企業や店舗が出店

（道路占用）

基幹路線等
（鉄道・バス）

通勤時
に利用

来訪時
に利用

行政

路線育成マネジメント
推進組織
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施策㉚ 交通事業者間、交通事業者と店舗等が連携した企画切符の充実 

㉚-1 一日周遊切符等の販売 

目的 

・交通事業者が連携し、使い方の提案とインセンティブ付与を行うことで利用者を増加させる。 

内容、方法 【連携施策：⑦-2、⑯-2、㉓-1、㉓-3、㉔-1、㉕-1、㉕-2、㉖-1】 

・複数の交通事業者が連携することでアクセスしやすくなる観光地について、現在販売されている企画切符での仕組

みや体制を活かし、施設や店舗とも連携してパック商品の組成、販売を行うことを検討する。 

▼現在販売されている企画切符の例（和歌山バス） 

    

出典：和歌山バス 

▼店舗等と連携したパッケージ商品販売事例（十勝バス） 

 

出典：十勝バスホームページ 

実施時期 

中期 

実施者 

交通事業者が観光施設や店舗等と連携しながら進める。 
 


