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入構許可
申請とは

自動車で通学を希望する学生は、本学規程に基づき、あらかじめ入構許可を受
けなければなりません。また学年を問わず授業を理由に一時入構は出来ません。
この入構許可は当該年度のみ有効であるため、年度更新が必要です。

（「国立大学法人和歌山大学構内交通規制実施規程」および学生便覧「ひとり歩き」参照）
申請受付は年間を通じて行っています。
許可されると、学生証を入構ゲートにかざすことで、自動的にゲートバーが

開き、スムーズに構内へ進入することが出来ます。
申請にあたり交通対策協力金の納付が必須ですが、これは、構内の交通環境施

設整備に役立てております。一般的な駐車料金に相当するものではありませんの
で、許可を得ることは駐車スペースを確保されることではありません。
同様に、構内駐車場で車庫証明を取得することは出来ません。
また、学部１・２年生については、大学規程により申請できません。ただし、

特段の事情がある場合は８頁を参考に申請を行って下さい。
許可を受けた後は、大学規程および一般の交通ルールを遵守して安全に走行し

（構内道路の制限速度は20km/h）、定められた駐車スペースに停める、道路上に
駐車しないなど迷惑にならないよう留意して下さい。

【１】

●用語●
申請者＝入構申請をする学生
申請書＝「入構許可申請書」
規 程＝「国立大学法人和歌山大学構内交通規制実施規程」
細 則＝「国立大学法人和歌山大学構内交通規制実施規程細則」
車検証＝「自動車検査証」



★申請手順
①：学生支援課カウンターに備え付けの申請書類セット(申請書・払込取扱票・申立書)を

持ち帰る。（15ページ参照）
②：ゆうちょ銀行にて、交通対策協力金の払込をする。（6ページ参照）
③：入構許可申請書に必要事項を記入する。（5ページ参照）
④：（車の名義が自分以外の場合）「申立書」に署名捺印する。（7ページ参照）
⑤：車検証をコピーする。（モノクロOK）
⑥：「学生証」＋「運転免許証」＋「交通対策協力金の領収証」をコピーする。（モノクロ可）
⑦：③④⑤⑥をホチキス留めして“入構申請ポスト”に投函、または郵送する（15ページ参照）

【２】
ここでいう身分の変更とは、学部変更や、学部から院に進学したこと等により学生番号が変更となる場合を指す。

（学生証によるゲート通過）

申請区分 対象者 2022年度の申請可能時期（予約を含む）

1.新 規 初めて申請する場合・
学生番号や身分が変わる場合

●年間：2022年 3/1 (予約)～2022年 9月末
●上半期のみ：2022年 3/1 (予約)～同年 9/19頃
●下半期のみ：2022年9/20 (予約)～ 2023年 3月

2.継続更新
2021年度に入構登録のあった方、
前年度より引き続き入構したい
場合・過去に入構許可を受けた
ことがある場合

基本的に上記と同じ。ただし、2022年4月22日（金）ま
でに申請した場合に限り、中断なくゲートが通過可能。
5/1以降、システムより自動的に登録抹消となる。
●5/1以降の申請は、ゲート通過可能まで1週間を要する。

3.車両変更 登録車両を変更したい方 随時受付

まずは申請資格があるか確認して下さい。
（学部１・２年生ではないこと（8ページ参照）
＊寮生・特別の事情のある方を除く）



★審査と結果
①提出された申請書などの内容に疑義があれば、学生支援課より連絡します。
（大学メールまたは電話にて）１週間経過までは、連絡に留意して下さい。

②その間は、警備員に交通対策協力金の領収書を提示し、申請中であることを伝え、
“一時入構”にて入構して下さい。

③申請に問題が無い（承認された）場合は、特に連絡をいたしません。

④申請書の提出から１週間後、「ゲートの通過方法」ページの通り、学生証を読取
機にかざして下さい。バーが上がれば審査完了（入構許可）です。

例： 審査OK

⑤もしエラーとなりバーが上がらない場合は、警備員に一時入構カードをもらって
入構して下さい。その後、学生支援課(学生センター)へ原因調査を依頼して下さい。
＊学生証が期限切れ・磁気不良の場合もバーが上がりません。

【３】

提出から承認

まで、１週間
かかります。

（学生証によるゲート通過）

月曜日に書類を
ポストイン

翌週の月曜日に
学生証で入構可能



提出書類まとめ

【４】

提出者 2
頁 名 称 書 式 備 考

全 員 ③ 「入構許可申請書」 大学指定 窓口で配付

⑤ 車検証（コピー） Ａ４版コピー モノクロ
コピー可

原本は受理
しません

※領収書は、
財務課で入金
台帳とチェッ
クします。

⑥

学生証（コピー） ３つをまとめて
Ａ４用紙１枚に
コピーする
（左図参照）
（用紙節約）

運転免許証
（コピー）

交通対策協力金の
領収書（コピー）

車の名義(所有者)が
申請者(学生)と異なる場合 ④ 「申立書」 大学指定 窓口で配付

署名捺印必要

並べて１枚にコピーする

学生証 交通対策協力金

領収書

運転
免許証



入構許可
申請書
記入要領

【電話】
連絡のつきや
すい携帯電話
番号を記入

太枠の中を
記入して下さい

【入構期間】
提出日または任意の日
から、翌年3/31まで

(卒業年の方は3/24)
* 学生証の有効期限が9/30
の場合など半期は9/30まで

【申請理由】
「通学のため」
または他に理由
があればそれを
記入

提出日を記入

【５】

記入ミスは二重取り消し線で
訂正して下さい。

【申請区分】
2ページを参考に選択する。



払込取扱票
記入要領

※もし書き損じた場合
や異なる金額で払込を
したい場合は、学生支
援課窓口で再度受け取
るか、ゆうちょ銀行に
備え付けの空白用紙に
必要事項を記入の上、
払込されても結構です。

「通信欄」・
「ご依頼人」(2箇所)
を記入して下さい。

記入漏れがあると
審査が遅れる事が
ありますのでご注意
下さい。

金額を確認して下さい。
（8,400円/4,200円の2種類があります）

【６】

最寄りのゆうちょ銀行 (2022年1月現在) (払込手数料必要)
(参考)和歌山向郵便局 (ATM 9-19時(平日・土日祝)

ふじと台郵便局 (ATM 9-20時(平日),9-19時(土日祝)
・大学構内ATM(大学会館前)は、払込取扱票・硬貨の取扱不可です。



申立書
記入要領

捺印を
お忘れなく

車の名義（所有者）が申請
者本人ではない場合、
家族・親戚名義の車であり、
この申立書の提出があれば
申請可能です。

「続柄」欄に、父・母・
兄・姉・弟・妹・祖父・
祖母・叔父・叔母などと
記入します。

※友人・他人の名義の車で
入構申請は出来ません。

【７】

提出日を記入

自分名義の
車ではない
場合、必ず
提出のこと。



申請者について

特に制限なく申請できます。

①病気・けが・障害等により、自動車を利用しなければ通学が困難な者。
保護者による運転（送迎）を含みます。

まずは、キャンパスライフサポートルームでの “支援登録”が必要です。
申請書を提出する前に、サポートルーム（南1号館4階）へお越しください。

②学生寮（紀雲寮・名草寮）の学生。

上記以外の学部１・２年生は、申請できません。（社会人学生を含む）

一人ずつ申請が必要です。交通対策協力金も一人ずつ必要です。

学部１・２年生

学部３年生以上・大学院生・非正規生（科目等履修生・特別聴講生・研究生等）

【８】

家族（親子・きょうだい等）で同じ車両で入構するとき



車について

申請者名義の車両ではない場合、必ず『申立書』をご提出下さい。（7ページ）

なお、家族・親戚以外（友人・他人等）の車は、原則として許可できません。

名義について

ひとりの学生が複数の車両を登録したいとき
入構許可申請書・車検証を2台分ご提出下さい。名義により申請書も必須です。
交通対策協力金は 8,400（または4,200）円で結構です。
（車両管理上、2台分であることを申請書に明記下さい）

いったん登録した車両を変更したいとき (買い替え、乗り換えなど）
申請書（種別は「3.車両変更」）と車検証コピーの再提出をお願いします。
また、名義により「申立書」の提出が必要です。
（交通対策協力金の再納入は不要です）

自賠責保険・任意保険は
必ず加入すること！

【９】



入構許可期間（申請期間）

在学期間が年度途中で満了の場合、または期間を区切る理由がある
場合を除き、原則として “１年間”の申請を受付します。

（開始）当該年度の４月１日または申請日から。
（終了）通常は、３月３１日まで。

ただし、卒業/修了年度の場合は、３月２４日まで。

ただし、次の場合は “半年間”の申請が可能です。

①学生証の有効期限が、当該年度の９月３０日までの場合
②前期に在学しておらず（留学・休学を含む）後期のみ在学となる場合
③９月２０日ごろ以降に、１０月１日以降の入構申請を行う場合

半年間（６カ月）の申請が可能な場合

申請日から当該年度の３月末日まで。年度申請が基本です。

【１０】



交通対策協力金
①年間８，４００円（「2022年 4/1 ～ 2023年 3/24」or「2022年 4/1～ 2023年 3/31）
②半年４，２００円（「2022年 4/1～ 9/30」or「2022年 10/1～ 2023年 3/31」）

●卒業/修了年度の学生は 2023年 3/24 まで
●これ以外の期間設定はありません。また月割計算もありません。

【１１】

誤って振込んだ場合や、年額納付後に理由があり入構期間が半期以下となった
場合は「返還申請」が出来ます。

（理由の例）①卒業/修了/休学/退学/留学 ②通学方法の変更
③寮生（学部1・2年生）の途中退寮 等

返還について

①書式「交通対策協力金返還申請書」を入手する。（学生支援課窓口で配付、
または「国立大学法人和歌山大学構内交通規制実施規程細則 別紙様式２」を
ダウンロードする）

②記入・捺印し、学生証・振込先通帳（キャッシュカードでも可）のコピーを
添付の上、学生支援課へ提出する。

③審査後、指定口座に返金します。通帳印字でご確認下さい。

返還申請方法

金 額



ゲートの通過方法

①ゲート手前までゆっくり進む。
② ICカード読み取り部分に学生証をかざす。
③ゲートバーが上がったら、ゆっくりと
前進し入構する。

★１台通過するごとにバーは下がります。
前の車に連なって通過しようとすると
バーが上がらず接触・破損の恐れがあります。

入構時

退出時
バーの前までゆっくり進み、バーが上がったら進んで下さい。
学生証をかざす必要はありません。また、１台通過するごとにバーは下がります。

警備員
呼び出し
ボタン

ゲートバー

【１２】



こんな時は／不正入構

○入構許可を受けていない友人に、許可を受けている自身の学生証を貸すこと。
○授業で定期的に登学しているにも関わらず、一時入構を繰り返すこと。 等
☞いずれも厳に慎むべきことです。場合によっては入構許可を取り消したり、今後
一切の許可を出来ないことがあります。“一時入構”は、あくまでも一時的な措置です。
日常的に車で登学する場合は、正式な入構許可申請を行って下さい。

こんな時は

【１３】

不正入構

①ゲートで学生証をかざしても、バーが上がらなかった
☞学生支援課に申し出て下さい。システムエラーか学生証エラーか調査します。

②学生証や学生番号が変わった ☞学生支援課（学生センター）へお問い合わせ下さい。
・紛失・再発行時は、入構に関して特段の手続きは不要です。
・院進学のため学生番号が変わる場合は、新番号による新規申請となります。
・卒業保留で学生証が変わる場合は、旧学生証では入構出来ない場合があります。

③入構・退出時、ゲートのバーや機械を壊してしまった☞弁償となる場合があります。



来年度の入構継続について/
内部進学者について

【１４】

●2021年度の入構許可者は、来年度の継続申請期間中（2022年4月1日～4月
30日）は、継続手続き前でもそのまま入構可能とする予定です。
この期間中に 2022年度の入構許可申請を行うと、途切れることなく入構を

継続できます。
2022年度の入構許可申請は、2022年3月1日から受付いたします。同年4月

22日までに手続きを行わない場合、5月以降、入構システムの登録は自動的
に抹消されます。 この後に申請した場合は、通常申請と同様、申請日より
１週間は“一時入構”して頂くことになりますのでご注意下さい。

●この継続方法は、新学期の窓口混雑を緩和するために毎年行っています。
2023年度の具体的な日程は、学年暦に合わせて設定します。
詳細は2023年2月頃、教育サポートシステムにてお知らせする予定です。

●2021年度学部4年生の方で、2022年度に大学院へ内部進学される場合、
2022年度の入構申請には院生の新学生証コピーの添付が必要となります。
2022年3月25日～申請(審査)完了までは一時入構をして下さい。



窓口案内

【１５】

部門 連絡先

学生支援課
（学生センター内）

【ＴＥＬ】073-457-7132
【メール】gakuseika@ml.wakayama-u.ac.jp

●申請用紙セット●

ひとり１袋ずつ
ご自由にお取り下さい。

●入構申請ポスト●

この専用ポストに
ホチキス留めした
申請書一式を

投函して下さい。

（ご質問がなければ
職員へのお声がけは
不要です）

学生センター内学生支援課カウンター

申請書類を郵送する場合（申込書類は折り畳み可）
〒640-8510 和歌山市栄谷930 和歌山大学学生支援課入構担当宛
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