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研究会メンバー :

辻本 勝久(代衣)

成HIl 平日51:!

上野 災 l咲

WJI1IiJ 事谷_.

木ド 税:K

大 r'~ .'it~‘'法uコr

知l山 豊年生

中平 医俊

1.1.1下 光之助

竹問 3定耶

オブザーパー:

永尾 官tt
宏、場 久起

f花谷 H百f台

林 *割11

問中 る~行

手!f ~司 紀'i[i

fI:日 ~'史

7主畑 催予'J¥

5長 2量

平 成 26年度事業

-シンポジウム

和歌山大竿:総務停部教授

和歌山大学経済学総lf宣教授

和歌山大字経済学部特任助教

和歌山大学級光学部教授

和歌山社会経済研究所?iI務耳E事

和歌山社会経淡研究所研究部長

和欺山社会経済研究所研究総長

和歌山社会経済研究所主任研究員

和歌山社会経済研究所主任研究員

和敏山社会経済研究所研究員

事成 25年度事業報告f平成26早1ft事業

和歌山県企副総企悩政策局誠主主統ill-il!I!ま変

わかやま NPOセンター型PF>、事務局長

市民のノJわかやま理事

和歌山社会経済研究所研究員

神戸大学:大学院経済学研究科生

和歌山大学大学院経済学研究科生

平日曜k111大q_:大学院経済学研究科生

平日i歌山大学経済学部生

手口敏 ILI大学研究生

(注 irrii・lH舎については平成 25年度時点)

平成 26年度 和歌山地媛経済研究後事前シンポジウム

『持続可能なまちづくりを目織して~わかやま!LOHAS 2040-J 

(活動報告の記事を参照)

[メンバー 1

主査本下級夫

大pq 忠志

中古J< 阪俊

竹間 3庭珊i

{一財)和歌山社会経済研究所常務理!.'J~ 

(-jl{)和歌山社会総務研究所研究部長

(一財 )和歌山社会経済研究所主任研究員

{ー財)和J歌山社会経済研究所研究只
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平成 26 都度 'l~ lI'i

大~

足立

鈴木

中島

大井

永昔話

上里子

上野lli

中締

日洞i

-研究事業

失lX

.Mi/告

裕市E

正 l噂

述止柱

節 1台

災l咲

m士

正 |逢

翼手抱l:

利勝: 山大学総済 ~'f-: ~~i~ 教佼

拘歌山大学経済学部教授

和歌山大学級済当主古~I教綬

和歌山大学経済学部11ft教授

和歌山大学観光~:部准教綬

拘歌山大学観光学脅I1~I昨朗i

和歌山大学経済学部特任助教

和歌lli大学観光学部特任助手

和歌山商工会議所企業支綾部企岡 ・tJiiづくり支緩E主総長事Ilft.: 
和歌山術工会器産m企業支援部会蘭 ・ 街づくり支援毛主~J~

・和歌山市のまちづくり俄路と都市間交通網に隠する研究

(平成 25 年度より継続 、 研究般~!立 P.29 を参照 )

lメンバー 1

主代 辻本

iOi悶

足首問

却lllJ1 

中平

越正路

影山

# 

中浴

上野

上野山

l勝久

平日史

総一

4寄生

医俊

iU英

依也

秀司11

正経

1::咲

裕士

和歌山大学総詰等学ff世教授

和i欣IJ1大学経済学部Iffi教俊

和歌山大学観光学部教授

和歌山社会経済研究所研究部長

和歌山社会経済研究所主任研究員

和歌山社会経済研究所主任研究員

和歌山社会続済研究所主任研究良

和歌山社会経淡研究所研究員

和歌山陶工会議所企業支媛郷企画 ・術づくり支緩袋線長補佐

和歌山大学経済学部特任助教

和歌山大学:観光学部特任助手

- 和歌山都市関総合交通計画に関する研究

l研究員並旨と向的1

和歌山市には都市交通を総合的に扱う訪問が存在しない。和歌山市ではニれまで、 ~.(志

川線の再生や地主義パ Jえの導入、 六十谷!駅周辺地区のパリアフリ ー化、 和歌1I1大年:ilil駅の波

情といった施策が個別に線開され、一定の成果をき挙げてきてはいる。しかし今後は、人口

泌総化への対応、や1:I:l;m . 育児支緩(少子化打破) 、 都市 |目!鋭争 、 余剰感の出てきた道路~ I百l

の料配分、紹小梅自動)1;:， EV ~手といった新設術の実用化事111何等を見俄えつつ 、 より戦略

的 ・体系的な取り組みを進めることが駆めて1fI!il!となる。ま た、人 庄の臼常的な移動範閉

が市域を越えて広峻に拡大していることや、和歌山市が県都であることで車から 、周辺市町

も合めた都市凶レベルの悦点での取り組みも1fI要である.
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平成 26部俊明WJ 期事メンパー

そこで、この研究会では、わが倒のir/i初Irliで策定がi盆められている「都市 ・地域総合交

通戦時 j のZIr.o1Jや、笑|卦 の カ ウ ン ティレベルの自治体が策定する地方交通 Oi匝i(Local 

'l'ransport Plan : LTP)の事O"IJ~等を参考としながら 、 和歌山都市凶総合会・ i泊昔1・磁の理想像

を追求し 、交通まちづくり関連政策における理j{治的支柱を形成したい.

lメンバー l

代表 辻本 JlJ7久 相l:歓 111大1:(:経済学部教綬

勝間 和史 和理主11I大学経済学部機数綬

!貨問 裕一 事u 理~ III大学観光学部教綬

:JjJJはI 3野生 和歌山社会総務研究所研究部長

中平 医俊 手口敏111t:土会経済研究所主任研究f.l.

血路 軍主渓 和歌111i上会経済研究所主任研究員

影山 俄也 和 歌IIIf土会総務研究所主任研究員

林 ヲヰ司11 和悠:l1ti上会経済研究所研究員

rrm 五 |准 取1理k11t商工会議所企業支綾部企倒 ・ 街づくり xm~課長補佐

ロ紛 孝剖: 手口!歌山商工会議所企業支援部会商 ・f!jづくり支援護主本

七!l!f 災咲 和歌山大午:緩済学部特11::助教

上野山 裕 士 手口!歌山大学観光学("f¥~寺任助手

-刊行物

- 機関誌 f地減経済 j

・ 綴告 i'~

園ホームページによる広報

URL: http://www.eco.wakayama-u.ac.jp/wtkkk/ 

(平成 26年 9月 113興住)

l和歌山地機総務研究機械l!Pド]

J!ll事長吉村J)~久 和歌山大 学 経 済 竿 部 教 授 経 済 学 部 長

IiI'I草i!Fls:132 11t悶

現 :Jl~ 岡本

~t 1日

木下

荒升

l貨同

良1台

賢官i

{圭秀

.flt失

f詰幸

裕一

和歌山大学級光学部教授 観光学部長

和敏山商工会議所 専務理事

(一財)和歌山社会経済研究所 側理事長

(ー財)和敏山社会経済研究所 常務理事

和歌山大学経済学部教授

和歌山大学観光学部教授


