
平成２７年度 予算と主要事業の概要 



平成２７年度 予算編成のポイント

★ＬＣＣの関西国際 
 空港発着便の増加 

★高野山の開創1200年 

★国による地方自治体  
 の取組支援策を活用 

★高速道路・都市計画 
 道路の整備による 
  道路環境の改善 

★紀の国わかやま国体・ 
 紀の国わかやま大会 
 開催による本市訪問 
 客の増加 

チャンスを活かし３つの重点戦略を推進
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◎ 財源を確保するため、国の平成２６年度補正予算による経済 
 対策を活用 
  （地方創生に関連した地域住民生活等緊急支援交付金、地域再生戦略交付金など） 

◎ 地方創生に関連する事業など、国の経済対策の事業着手を 
 早め、効果を早期に発現 

平成２７年度の新規事業の一部を当初から前倒しした 
１３か月予算を編成し、切れ目のない予算執行を行う 

平成２７年度 
当初予算 

平成２６年度 
補正予算 

（国補正分） 



企業立地奨励金制度の充実   
東京事務所の設置による首都圏での拠点づくり 14,482 
シニア・女性起業家支援制度の創設 1,250 
創業塾開催補助金の創設 800 

わかやまし産業戦略会議の設置 2,367 
地場産品「わかやまブランド」の育成 1,000 

  ・ＰＲなどの支援、アサリのブランド化 
地場産品の販路開拓への支援 1,240 
 
農家の収益性の向上対策に対する支援 16,721 
磯根漁業振興（種苗放流）への支援 200 
六次産業の育成 
薬草のまちづくり事業 3,000 

 
 

観光コンベンションビューローの新設 39,000 
大河ドラマ推進事業 1,920 
外国人観光客誘致の対策促進 15,330 

和歌山公園一体でのFree-WiFiスポットの整備  
和歌山公園内の観光案内看板を刷新  

和歌山城の魅力向上  
  ［岡公園の整備・史跡和歌山城整備計画の見直し等］ 
海辺のサイクリングロードの整備 15,000 
「和歌山市の夕日」をＰＲ 
 
 

観光を各産業と連携させることで、体験型観光など
新たな観光産業を確立する 

本市の多彩な観光資源や自然を有効に活用し、魅
力ある観光都市を目指す 

本市の多彩な観光資源や自然を有効に活用すると
ともに、魅力ある観光都市を目指す観光客の利便
性向上を図り、来訪者の満足度を高めるためにお
もてなしを充実する 

★薬草産業の育成に取組みます 
  ［栽培技術の確立と収益性の検討］ 

★一次産業の振興を図ります 
  ［農家の収益性向上対策に対する支援、種苗放流への支援］ 

★地場産品「わかやまブランド」を育成します 
  ［高糖度トマト・ブルーベリージャム・和歌浦産アサリ等］ 

 

 

１．企業誘致、地域産業の振興 

２．魅力ある観光産業の振興 

消費拡大による地域経済の活性化 

企業誘致の強化 

新規創業・既存市内企業への支援 

農林水産業の振興 

戦略的な産業振興 

外国人観光客の誘客 

中央卸売市場の観光市場化 

サイクリングロードを活用した観光振興 

魅力の発信 

 

3 
以下、各事業の金額については全体事業費を表示しているため、
その他の費用が含まれる場合があります。 
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新規  プレミアム付き商品券の発行  435,000千円 

 ①２，０００円お得な 

   「 」を発行 

   ・１冊12,000円分の商品券を10,000円で約17万セット販売 
      ⇒ １世帯あたり発行は５口まで（５万円まで）           

    ・利用可能期間は平成２７年７月中旬から１１月下旬を予定 

    ・発行効果を検証 

  ②子育て世帯には、発行部数を加算 

  ・中学生以下の子ども１人につき１口追加応募が可能 

   【例】４人家族、中学生以下の子どもが２人の場合       
      ⇒最大７口（７万円）応募可能 

  ※ 子ども応募分は、優先的に割り当て 

消費拡大による地域経済の活性化 

【内示資料 NO.1】  

 

元気わかやまプレミアム商品券 
 

¥１2，０００円 
有効期限：平成２７年○月○○日まで 

 
  発行：和歌山市 

「プレミアム付き商品券」イメージ図 



企業誘致の強化 
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拡充 

 交付対象業種すべてに大規模立地奨励金を適用 

より多くの立地を！ 民間用地への 
立地を促進 

増設等への奨励金の指定要件を大幅に緩和 

まちなか再生エリアに立地する小売業を支援 
空きビル等を活用するオフィス等を優遇 

用地取得費用の10％
を奨励金として交付 

交付対象業種をオフィス施設等にも拡大 

 市外からの企業誘致や市内企業既存企業の規模拡大を促進するため、企業立地促進奨励金制度の拡充を行う。  
【交付対象業種を拡大】まちなかの空きビル・空地への小売業の立地、オフィス誘致による市内の空きビル等の有効
活用を促進するため、現行制度の「物品製造事業」「物流関連事業」「特定サービス事業」「レクリエーション事業」に
加え、まちなかエリアの商業地域に立地する小売業（売場面積1000㎡以上）、植物工場、オフィス等を対象とする。
【指定要件を緩和】大幅に緩和して様々な企業が利用しやすい制度とし、新規立地及び増設の促進、市内企業の流
出防止を図る（改正後の要件：投下固定資産総額2000万円以上（増設の場合は1000万円以上）、用地面積要件なし、
市内在住新規雇用者（3保険加入、転勤転入者を含む）3人以上 ※ただし、雇用のみの奨励金の場合は総雇用者
数20人以上必要（まちなかエリアに限り3人以上）【大規模立地奨励金適用】現行制度では物品の製造事業のみに適
用していた大規模立地奨励金（投資額100億円以上）を交付対象全てに適用。【本社機能移転の優遇】市に本社機能
を移転する場合は、投下固定資産が2000万円以上、かつ市内在住新規雇用者（転勤転入者を含む）であれば大規
模立地奨励金と同等の奨励金を交付【用地取得奨励金の交付】民間の遊休地等への立地を促進するため、用地取
得費用の10％を交付 
 
  

まちなかエリアへの立地誘導 
★空まちなかエリアに立地する小売業を支援 
★きビルなどを活用するオフィス等を優遇 

 企業立地促進奨励金制度の拡充  33,008千円  

 東京事務所の設置  12,467千円  新規 

◆ 企業誘致やシティプロモーションの首都圏における拠点づくり 

 ＵＩＪターン就職の促進  12,073千円  新規 

◆ 首都圏企業や海外生産拠点を有する企業等への動向調査 

◆ ＵＩＪターン就職希望者に対するサポートや都市部での企業面談会等の開催 

和歌山市企業立地促進条例の
一部を改正する条例 

≪２月議会に上程≫ 

【内示資料 NO.3】  

【内示資料 NO.5】  

【内示資料 NO.4】  



新規創業・既存市内企業への支援 

 市内企業等が開発・製造するすぐれた新商品を新規性、優位性など
一定の基準で認定し、本市ホームページや市報等で積極的にＰＲを行
います。 
 新商品を認定し、企業の新たな取り組みを支援することで、開発意欲
の向上に繋げていきます。 

市内事業者や個人が開発・製造する優れた新商品を新規性、和歌山市らしさ等一定の基準で認定 

 
          創業支援事業（パンフレット製作）   100千円 

            ◎新規創業のための支援メニュー一覧が掲載された創業支援機関共通のパンフレットを作成 

          

          シニア・女性起業家支援制度の創設   938千円 

         ◎日本政策金融公庫から借入れを受けたシニア（55才以上）、女性の起業家に対する利子補給          

本市ホームページや市報等で積極的にＰＲ  

拡充 

 企業立地奨励金制度の充実〈再掲〉   33,008千円  【3】  

新規 

事業協同組合等が行う地域団体商標の出願にかかる費用を補助 
和歌山ラーメン 

【和歌山市での登録状況】 

紀州箪笥 

 地域ブランド化の推進  500千円 【9】  

新規  チャレンジ企業による新商品の認定  458千円 【10】  
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新規  創業支援事業  100千円 

【7】  

【6】  

新規  シニア・女性起業家支援制度の創設  938千円 

現在、国に申請している「和歌山市創業支援事業計画」に基づき、 
  関係機関と連携を図り、スムーズな創業実現に向けた支援を実施 

日本政策金融公庫のシニア・女性向け融資メニューを利用した起業家に対する利子補給 

【8】  新規  起業家支援資金保証料の補給  1,696千円 

起業家支援資金を利用する起業家が和歌山県信用保証協会に支払う保証料の一部を補給 

和歌山商工会議所

日本政策金融公庫和歌山支店

和歌山県信用保証協会

公益財団法人わかやま産業振興財団

申請

認定

国

和歌山県工業

技術センター

地域金融機関

・紀陽銀行

・きのくに信用金庫

和歌山市創業支援事業計画

和

歌

山

市

創業支援事業者

協力機関

創業に関する情報の一元化

企業立地促進奨励金制度の拡充〈再掲〉   33,008千円  【3】  【内示資料 NO.3】  

【内示資料 NO.10】  

【内示資料 NO.9】  

【内示資料 NO.8】  

【内示資料 NO.7】  

【内示資料 NO.6】  



農林水産業の振興 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

 

     野菜花き産地総合支援制度の活用･･・（農林水産課）5,577千円 

       ◎野菜産地の拡大と活性化を図り、農家の収益性の向上と安定供給、消費の拡大を県と 
                 連携して推進（省エネ・高品質・省力低コスト・流通の整備に対する助成） 

 

     純国産アサリの復活･･･（農林水産課）3,000千円 

      ◎県下有数の干潟である片男波干潟を純国産アサリの生育しやすい干潟にするためアサリの食害調査・駆除を実施     

その他主要事業 

新規 

栽培実証試験
予定作物 

 

・所得を増やしたい 

・遊休地を解消したい 

・担い手の問題 

・鳥獣害の問題 

・地域を活性化したい 

しかし、何
を栽培して
よいかわか
らない 

漢方薬品会社 

ミシマサイコ 

農業者 

契約栽培 

薬草の品目等のニーズ調査
と対象品目の栽培実証試験
を行い、栽培技術を確立 

新規 

農業者の収入安定・
新規就農者の増加等
による地域の活性化 

効能：生薬として用い  
   られ解熱・鎮痛 

 作用がある 

カンゾウ 

誘致 

◆ 野菜産地の拡大と活性化を図るため、農家の収益性の向上と安定供給、消費の   
   拡大を支援（省エネ・高品質・省力低コスト・流通の整備に対する補助） 

◆ 県下有数の干潟である片男波干潟を純国産アサリの生育しやすい干潟にする 
     ため､アサリの食害調査・駆除を実施  

新規  薬草産業の育成  2,957千円  【13】  

新規  野菜花き産地の支援･   5,577千円  【12】  

新規  純国産アサリの復活  3,000千円 【14】  
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【内示資料 NO.14】  

【内示資料 NO.12】  

【内示資料 NO.13】  



戦略的な産業振興 

本市産業の主要課題、施策の方向性について定める産業振興基本条例を制定 「和歌山市産業戦略会議」を設置し、産・官・学・
金融が戦略的な産業振興施策について集中的
に議論 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

特色１ 
★異なる産業分野が枠組みを超え連携することで、 
   和歌山市ブランドを育成し新産業を創出する 

特色２ 
★広域的な連携を強化し、観光の振興を目指す 

特色３ 
★具体的施策(地産地消・企業誘致・創業支援等） 
   を提示するとともに、事業活動の円滑な展開を 
   支援する（弊害の除去等）など市の責務を示す 

特色４ 
★和歌山市産業戦略会議を設置 

≪産・官・学・金融が連携し、戦略的な産業振興に  
 ついて集中的に議論≫ 

戦略的な産業振興施策の推進 地域経済の活性化 

新規  和歌山市産業戦略会議の設置  2,929千円 【2】  
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和歌山市産業振興基本条例 

≪２月議会に上程≫ 

和歌山市産業振興ビジョン 

◎講演会の開催 

⇒効果的な経営戦略の立案、 

企業価値の創造、企業再生 

論等をテーマに開催 

 

和歌山市 
産業戦略会議 

＜委員構成＞ 

  外部有識者８名 

・産業振興に関する学識経験者 

・関係行政機関 

・事業者 

・産業関係団体に属する者 

・教育機関等に属する者  

コーディネーター 

和歌山市産業戦略会議イメージ 

【内示資料 NO.2】  



外国人観光客の誘客 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

宿泊旅行統計調査より（出典：観光庁） 

★海外へのプロモーション 
    ・香港、台湾、韓国、タイ、マレーシアでの商談会に参加 
     ・広域的な観光ルートの提案 
       ・ファムトリップの誘致 

★関西国際空港からの誘客 
    ・関西国際空港を起点又は終点とする本市を周遊する 
     外国人向け観光ツアーに対し助成 

★外国人観光客の実態調査 

★民間との幅広い連携 

     ・産業ツーリズムへの取組 
       ・外国人観光客向けに免税店の紹介パンフレットを作成 

13,258  
8,124  7,473  6,056  

14,772  

22,517  

835  679  861  622  836  1,036  1,341  
0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

和歌山市（右軸） 全国（左軸） 

（万人） 外国人年間宿泊客数 （人） 

★観光と産業の連携・・・新規観光ルートの開拓に向け、工場   
見学等への取組みを行う地場産業事業者を支援 

★海外への売り込み・・・香港、台湾、韓国、タイ、マレーシアで
の商談会開催・広域的な観光ルートの提案 

★実態調査・・・誘客促進策に係る今後の施策検討のため、外
国人観光客の動向についての実態調査を実施 

★誘客の促進・・・関西国際空港を起点又は終点とする本市を
周遊する外国人向け観光ツアーに対しバス代金を助成 

★観光案内看板の整備 

    ・主要駅から観光地へ外国人観光客を誘導する看板を整備 
  ・和歌山城内の誘導看板を外国語表記・ユニバーサルデザインを採用したものに刷新 

★和歌山城内にFree-WiFiを整備 

                       

 外国人観光客の誘致の推進  46,932千円 【15】  

新規  外国人観光客のおもてなし向上 19,902千円 【16】  

拡充 
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60,080 

【内示資料 NO.16】  

【内示資料 NO.15】  



中央卸売市場の観光市場化 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

★観光と産業の連携・・・新規観光ルートの開拓に向け、工場   
見学等への取組みを行う地場産業事業者を支援 

★海外への売り込み・・・香港、台湾、韓国、タイ、マレーシアで
の商談会開催・広域的な観光ルートの提案 

★実態調査・・・誘客促進策に係る今後の施策検討のため、外
国人観光客の動向についての実態調査を実施 

★誘客の促進・・・関西国際空港を起点又は終点とする本市を
周遊する外国人向け観光ツアーに対しバス代金を助成 

★道の駅などの観光機能を持った施設として再整備を検討 

海外からのクルーズ客船 

道の駅イメージ 

 中央卸売市場の再整備   6,175千円  【19】  

10 
再整備イメージ図 

継続 【内示資料 NO.19】  



サイクリングロードを活用した観光振興 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

【18】  

11 

【21】      17,334千円  

【22】      760千円  

【20】      6,578千円  

サイクリングロードの整備新規 

15,000千円  【内示資料 NO.18】  

★海辺の景観を活かしたサイクリング 
 ロードのルートを選定し、整備に着手 

【内示資料 NO.19】  

【内示資料 NO.19】  【内示資料 NO.19】  

【内示資料 NO.19】  

サイクリングロードイメージ 

新規  サイクリングロードの整備 15,000千円 【内示資料 NO.18】  

★海辺の景観を活かしたサイクリングロードのルートを選定し、整備に着手 



魅力の発信 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

★観光と産業の連携・・・新規観光ルートの開拓に向け、工場   
見学等への取組みを行う地場産業事業者を支援 

★海外への売り込み・・・香港、台湾、韓国、タイ、マレーシアで
の商談会開催・広域的な観光ルートの提案 

★実態調査・・・誘客促進策に係る今後の施策検討のため、外
国人観光客の動向についての実態調査を実施 

★誘客の促進・・・関西国際空港を起点又は終点とする本市を
周遊する外国人向け観光ツアーに対しバス代金を助成 

★平成２８年の放映予定を見据えて真田幸村ゆかりの地を中心とした紀の川 
   沿い地域の魅力を発信し、和歌山への誘客を図る 

海外からのクルーズ客船 

新規 【17】  
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★ 「 」というキャッチフレーズのもと夕日スポット 
    マップを製作 

新規 夕日絶景スポットマップの作成   487千円  【24】  

新規 ロケ誘致の推進   10,600千円  【26】  

新規 魅力の掘り起こしと発信手法の共同研究   2,000千円  【28】  

★映画やテレビ等のロケーションの誘致により、映像を通して和歌山市の 
   街の魅力を発信するとともに観光誘客につなげる 

★大学生と連携し、本市の魅力の掘り起こしと発信手法等を研究 

新規 ふるさと納税返礼品の充実   9,875千円  【27】  

★返礼品を和歌山市に訪れたくなるような誘客効果のある品目に拡充 

大河ドラマ「真田丸」放映に向けた準備  960千円  【内示資料 NO.17】  

【内示資料 NO.24】  

【内示資料 NO.26】  

【内示資料 NO.27】  

【内示資料 NO.28】  



和歌山公園一体でのFree-WiFiスポットの整備  
和歌山公園内の観光案内看板を刷新  

１．中心市街地の活性化 

      ～居住・便利さ・賑わい～ 

２．コンパクトで便利な 
    暮らしやすいまちづくり 

伏虎中学校跡地への市民会館移転の検討 

   和歌山県立医科大学薬学部の誘致検討  

和歌山城周辺整備 

南海和歌山市駅周辺再生計画の検討 

ＪＲ和歌山駅周辺整備 

賑わい空間の創出 

夜の都市空間の演出 

 

 

住民と協働した地域のまちづくり 

多核型都市の形成 

道路・公共交通の充実 

松島本渡線 13 イルミネーションイメージ 

和歌山市駅周辺再生計画の検討 

和歌山駅周辺整備 

和歌山城周辺整備 

伏虎中学校跡地への市民会館移転の検討 
和歌山県立医科大学薬学部の誘致検討 



産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

伏虎中学校跡地への市民会館移転の検討 
和歌山県立医科大学薬学部の誘致検討  

伏虎中学校の跡地利用について、市民会
館移転や県立医科大学薬学部誘致を検
討するなど、和歌山城に面した良好な立
地条件を活かした土地利用構想を作成 

 伏虎中学校跡地利用基本構想の作成  9,126千円 

土地利用例のイメージ 

新規 
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和歌山市立学校条例の一部を
改正する条例 

≪２月議会に上程≫ 

【内示資料 NO.37】  



産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

和歌山城周辺整備 

●北汀丁再開発事業（予定） 

北汀丁再開発事業 45,600千円 【都市整備課】 

ポケットパークイメージ 

江戸時代の扇の芝 

長屋門イメージ 

●市街地再開発事業への補助 

45,600千円 ●南別館周辺の整備 

扇の芝復元予想風景 

●ポケットパークの整備 

●岡公園の整備 
102,435千円  

新規 48,884千円  

南別館イメージ 

●まちなか 
     再生計画の推進 

●史跡和歌山城整備計画の見直し 
新規 9,315千円 

新規 

新規 

95,333千円  新規 

【33】  

新規 9,008千円 
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【内示資料 NO.36】  

【内示資料 NO.32】  

【内示資料 NO.29】  

【内示資料 NO.33】  

【内示資料 NO.31】  

【内示資料 NO.35】  



産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

南海和歌山市駅周辺再生計画の検討 

●南海和歌山市駅周辺再開発、駅前広場等の検討 ●市民図書館の検討 

好立地を活かし、民間活力の導入も
含めた賑わいのある図書館の検討 

 まちなか再生計画の推進〈再掲〉  9,008千円 新規 
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【内示資料 NO.31】  



産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

ＪＲ和歌山駅周辺整備 

●貴志川線和歌山駅のバリアフリー化 
   及び南海和歌山市駅への乗り入れ   
   に係る関係機関との検討 

現況写真 

●ＪＲ和歌山駅周辺再開発の促進 ●わかちか広場の活用策の検討 

2,000千円 新規 
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●まちなかの魅力の創出 
  （イルミネーション計画） 

6,925千円 新規 

【内示資料 NO.38】  

【内示資料 NO.39】  

6,000千円 継続 【内示資料 P.60】  

継続 【内示資料 P.39】  500千円 

DESIGNED BY EIJI MITOOKA + DON DESIGN ASSOCIATES 



 
 
 
 
 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

産業振興条例 

賑わい空間の創出   

★おもてなし忍者の充実 

★国体開催に向けたイベントの開催 

★和歌山公園動物園１００周年イベント 
   ・整備計画の発表から100年が経過した動物園の歩みを、パネル展示や 
     動物ガイドで紹介 

★和歌山城を歩こう 
    ・クイズラリーなどのイベントを開催 

 

河岸商のイメージ 

 和歌山城下・まちなか河岸の開催  31,651千円  新規 

 和歌山城のイベントの拡充  40,066 千円 拡充 
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【内示資料 NO.34】  

【内示資料 NO.40】  

 

 昔の河岸商を再現し、城下町としての魅力を本市内外に発信 

 トライアルイベントとして、新規開業を目指す人が試行的に 
  出店する場を空き店舗や空き地に設ける 

○期    間 国体開催期間中の平成２７年９月２５日～３０日  

○場    所 城下町時代に市民の台所であった 
京橋市営駐車場周辺（納屋河岸付近） 

○概  要 



夜の都市空間の演出 

産 

コーディネーター 

・地域資源を活用し、本市の現状を踏まえた産業振興施
策を効果的に展開するため戦略を立てて運営ｆ 

・既存産業を守るとともに、多種多様な産業集積や創業の
促進に繋げるための産業振興施策の提案・検討 

官 金 学 

紀
の
川 

 
 

本町
公園 

汀
公
園 

 

 
 

     
県庁 

市民会館 

市民図書館 

市
役
所 

県立美術館 

大新公園 
WAKAYAMA  

MIO 

けやき
ガーデン 

ぶらくり丁
商店街 

和歌山公園 

ＪＲ   
和歌山駅 

イルミネーション位置図 

      
 
   

★まちなかの賑わいをイルミネーション等で演出するた 
   めのマスタープランを策定 

       
 
 
 
○期   間  平成27年9月25日～ 

        平成28年2月14日 
○場   所    西の丸周辺 

 
 
 
 
 
○期    間  平成27年9月25日～ 
        平成27年9月30日  
○場    所  京橋プロムナード   
      から京橋市営駐車場 

南海和歌山市駅 

 
城北小
学校 

目的：市街地の夜をイルミネーションで華やかに彩ることにより、人を惹きつけまちの   
   賑わいを創り出すことで、宿泊客の増加につなげ消費効果を生み出す。 
  

新規 拡充 
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新規 和歌山城下・まちなか 
河岸の開催〈再掲〉 

31,651千円 【内示資料 NO.40】 

40,066千円  【内示資料 NO.34】 
6,925千円  【内示資料 NO.39】 西の丸周辺イルミネーション〈再掲〉 

 イルミネーション計画の策定〈再掲〉 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.photolibrary.jp/search/?p=%CB%CC&ei=hXXBVOmLEIi3mwWU0YHYCg&bvm=bv.84349003,d.dGY&psig=AFQjCNELdn7AWtvYxIRZXOBhKE2KY9ZfTA&ust=1422051038920715


住民と協働した地域のまちづくり 

 

  

  

 

  

        

      

            

           

  

 

 
     

     

     

     

      

住民や地域コミュニティ、民間事業者など多様な主体と行政が                        
連携・協働した地域のまちづくりを推進  

★加太の鯛祭りなど集客イベント開催への補助 

43,311千円  拡充 【41】  【内示資料 NO.41】  

760千円  【内示資料 NO.22】 

6,578千円  【内示資料 NO.20】 

3,000千円  【内示資料 NO.14】〈再掲〉 

19,902千円  【内示資料 NO.16】〈再掲〉 

新規 

継続 

28,068千円  【内示資料 NO.23】 

1,029千円 【内示資料 P.57 】  
20 

★少年自然の家を広く一般の人々も利用できる施設へリニューアル    

新規 

新規 

新規 

新規 ★雑賀崎灯台など観光スポットの整備手法等の検討  

★和歌浦口バス停からの案内板の設置 

★片男波干潟復活に向けた取組  

★和歌浦まちづくりシンポジウムの開催 

★加太などの観光スポットの整備手法等の検討      新規 6,578千円   【内示資料 NO.20】 〈再掲〉 

 ★官民協働で進めてきた「砂山・今福のまちづくり」の整備事業に着手 

 ★道路や公園等の一体整備 

 ★砂山コミュニティ緑道の整備 



多核型都市の形成 
 
 
 
 
 

農業振興地域整備計画の見直し  7,200千円 新規 【42】  

自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図る  

   ため計画を見直し 

都市計画マスタープランの見直し  10,443千円 新規 
【43】  

少子高齢化社会の進展、中心市街地の空洞化など社会経済情勢等の    

   変化に対応したまちづくりを進めるためマスタープランを見直し 
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   ☆地域の中心となるエリアでは拠点機能の充実を図る 

   ☆市街化調整区域では農地等の生産性向上を図る 

和歌山市東部の地域生活拠点である紀伊小倉駅と整備中の小倉１８６号線    
     を接続する道路を新設し、駅前へ送迎車が乗り入れできるよう整備 

 地域の拠点駅の整備  3,867千円 新規 【44】  現 状 【内示資料 NO.44】  

【内示資料 NO.42】  

【内示資料 NO.43】  



道路・公共交通の充実 

南港山東線 

コスト削減や用地取得の迅速化による 
事業のスピードアップ 

松島本渡線 
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新規 湊神前線の事業化調査の実施 20,000千円  

【48】  

継続 松島本渡線・南港山東線・市駅小倉線の整備 

      1,169,372千円 

継続 中平井線の整備   978,534千円 

【45】  
【46】  

【47】  

コスト削減や用地取得の迅速化により事業のスピードアップを図る 

コスト削減や用地取得の迅速化により事業のスピードアップを図る 

     

     

 

 自転車と地域公共交通の活用の検討 2,348千円  新規 

       

    ①地域公共交通網形成計画策定に向け公共交通の概況実態調査を実施 

    ②自転車の活用方法（サイクル＆バスライド）の検討 
     

サイクル＆バスライド イメージ 

持続可能な地域公共交通ネットワークを形成  

【内示資料 NO.49】  

【内示資料 NO.45、46】  

【内示資料 NO.47】  

【内示資料 NO.48】  

国体開催時の市内都市計画道路ネットワーク 

市 事 業 中 路 線

市事業化予定路線

県 事 業 中 路 線

県事業化予定路線

国体開催までの供用



和歌山公園一体でのFree-WiFiスポットの整備  
和歌山公園内の観光案内看板を刷新  

１．子育てしやすい環境づくり、 
        未来を支える人づくり 

切れ目のない子育て支援 

教育の充実 

２．誰もが安心・安全・快適に 

      暮らせる社会への取組 

高齢者福祉の推進 

障害者福祉の推進 

健康都市わかやまへの取組 

３．災害に強い地域づくり 
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★わかやま若者希望会議（人口減少などをテーマにしたセミナー、ワークショップ） 

★前向き子育てプログラム（トリプルP普及に向けた研修、講演会など） 

★オリジナル子育て支援ブック作成 

★子育てママ再就職支援事業（再就職支援情報コーナーの設置など） 

★男性が家庭で輝く和歌山推進事業（育休助成金、父子手帳など） 

 地域公共交通網形成計画の検討を進めるにあたり、ま
ず、地域や公共交通の概況について実態調査を行い、現
状の問題点や課題を整理する。その中で、提案事業「元
気自転車プロジェクト」の一環として、自転車を活用したバ
スの利用促進を図るため、サイクル＆バスライド駐輪場の
ニーズ調査と整備可能なバス停の洗い出しを行い、拠点
となり得るバス停での駐輪場整備を検討していく。 

切れ目のない子育て支援 
西保健センターイメージ 

★私立認定こども園（５園）の整備への補助  

～結婚、妊娠・出産、子育てのしやすい環境整備～ 
 
 

     「切れ目ない子育て」を支援するため５つの事業を展開！ 

             ☆わかやま若者希望会議 

             ☆前向き子育てプログラム 

             ☆女性が輝く和歌山子育てママ再就職支援事業 

             ☆男性が家庭で輝く和歌山推進事業 

             ☆オリジナル子育て支援ブック作成 

新規 

入院医療費の無料化を中学生まで拡充  9,308千円    拡充 

浜宮小学校のプレハブ建設・７教室の増設 
プレミアム付き商品券の発行（子育て世帯優遇）〈再掲〉    435,000千円 

若竹学級 

拡充 児童虐待防止体制の強化  15,703千円  

★相談職員の増員と家事・育児援助のヘルパー派遣 

【54】  

【56】  

【52】  

【57】  

【1】  

【50】  

【58】  

複合施設のイメージ 
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和歌山市乳幼児等医療費の支給に
関する条例の一部を改正する条例 

≪２月議会に上程≫ 

新規 地域子育て拠点の整備  85,426千円 

★西保健センター、子育て支援施設、市民図書館分館の機能を 
  持つ複合施設の建設に着手 

【内示資料 NO.54】  

新規 認定こども園の整備   1,135,826千円 【内示資料 NO.50】  

新規 子ども子育て応援事業の実施  19,972千円   

★わかやま若者希望会議開催、前向き子育てプログラム、子育てママ再就職支援、オリ
ジナル子育て支援ブック 作成、男性が家庭で輝く和歌山推進の各事業を実施 

【内示資料 NO.56】  

【内示資料 NO.57】  

【内示資料 NO.1】  

【内示資料 NO.58】  

図書館分館 

子育て支援施設 

西保健センター 

若竹学級の増設  72,803千円  拡充 【内示資料 NO.52】  

★待機が生じている小学校について教室を増設 

★私立保育所・幼稚園の認定こども園化を促進するための施設整備を支援 



 
 
 
 
 

 地域公共交通網形成計画の検討を進めるにあたり、ま
ず、地域や公共交通の概況について実態調査を行い、現
状の問題点や課題を整理する。その中で、提案事業「元
気自転車プロジェクト」の一環として、自転車を活用したバ
スの利用促進を図るため、サイクル＆バスライド駐輪場の
ニーズ調査と整備可能なバス停の洗い出しを行い、拠点
となり得るバス停での駐輪場整備を検討していく。 

教育の充実 

小中一貫校完成予想図 

新規 

新規 学力向上に向けた放課後学習の充実   4,620千円 

新規 地域先達との協働・連携による学校教育力の充実 781千円  

★学校・先達が協働で子どもの学習や生活に必要な支援を行う「チーム学校」づくりの推進 

★教員ＯＢ等を活用した放課後学習を実施 

新規 

特別支援教育支援員等の増員  147,823千円 

★特別支援教育支援員、生徒指導補助員等を増員     

消防・防災教育の推進   1,465千円  

★防災学習センターに着衣着火時の対処法など学習できるコーナーを増設 

【60】  

【59】  

【63】  

【62】  

【64】  

【61】  

継続 
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小中一貫校完成予想図 

拡充 

小中一貫校の新築工事に着手  732,840千円 

  Ｈ２９   Ｈ２８   Ｈ２７ 

継続 【内示資料 NO.60】  

中学校へのエアコンの設置  363,429千円 拡充 

★２年生の普通教室にエアコン設置  

【内示資料 NO.59】  

【内示資料 NO.62】  

【内示資料 NO.61】  

【内示資料 NO.63】  

【内示資料 NO.64】  



  

 
 
 
 
 

新規 

 地域公共交通網形成計画の検討を進めるにあたり、ま
ず、地域や公共交通の概況について実態調査を行い、現
状の問題点や課題を整理する。その中で、提案事業「元
気自転車プロジェクト」の一環として、自転車を活用したバ
スの利用促進を図るため、サイクル＆バスライド駐輪場の
ニーズ調査と整備可能なバス停の洗い出しを行い、拠点
となり得るバス停での駐輪場整備を検討していく。 

高齢者への支援 

新規 

拡充 

予定 

              

◆住まい・医療・介護・予防・生活支援を住み慣れた地域  
  で一体的に提供するために、地域包括支援センターを 
  ８か所から１５か所に増設 

地域包括支援センターの拡充   362,999千円 拡充 

拡充 

シニアトレーニング 

認知症相談 

地域包括支援センター 

高齢者福祉の推進 

【65】  

【67】  

【66】  
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【内示資料 NO.65】  

              

◆認知症初期集中支援チームを設置して、認知症初期 
  の支援と自立生活をサポート 

認知症対策の推進    3,443千円  新規 【内示資料 NO.67】  

新規 

                                     436千円  
◆高齢者の介護支援ボランティア活動を支援し、 
  社会参加活動を通じた介護予防を推進 

つれもてサポート事業～ボランティアポイント～ 

【内示資料 NO.66】  

 ◆高齢者が要支援・要介護状態に陥らないように、 
     シニアトレーニングなどで介護予防を推進 

介護予防対策の実施  84,148千円 継続 【内示資料 P.79】  



２．安心・安全・快適に暮らせる社会への取組 

精神障害者家族への支援  1,030千円  

 

     スマートライフへの取組支援･･･24,000千円（環境政策課）                       
       ◎太陽光発電や電気自動車購入に対する補助 

     少年自然の家の建替え･･･28,068千円（学校教育課少年自然の家）               

    ◎利用者が安全・快適に利用できる施設への建替え、改修に着手 
 

      生活困窮者への自立支援…20,382千円（生活支援課） 
       ◎生活困窮者が自立して生活できるよう支援 
、 

その他主要事業 

 
 

事業内容 
☆ 精神疾患の早期発見・ 
早期治療を促進し、家族の
支え合いを活動の主軸に、
広く社会一般に向けた活動
を実施します。 

新規 

新規 

新規 

  

★精神障害者家族ピアサポート総合事業                                                          
   ・こころの家族電話相談、面会相談 
  ・家族ピア相談員の養成、・普及啓発 

★精神障害者アウトリーチ事業                                                          
   ・精神科医等が家庭訪問を行い、精神障害者の家族のスト 
  レスの軽減を図るとともに、治療の必要性等を判断し早期に 
  対応できる体制を整備 

新規 

障害者・高齢者を含むすべての人が使いやすいホームページを 
  目指すなど全体を再構築 

新規 

新規 

障害者の活動拠点であり、福祉避難所にも指定されている 
 「ふれ愛センター」の設備を更新 

継続 

手話通訳、要約筆記、盲ろう者通訳の養成・派遣を支援 

福祉避難所の整備  17,720千円  

コミュニケーション支援   13,903千円 

誰もが使いやすいホームページへ改訂  25,640千円 

障害者福祉の推進 障害者福祉の推進 

精神科医による家庭訪問 

精神障害者の家族による電話、面接相談 

ふれ愛センター 

継続 

公園トイレをオストメイト対応に更新 

公園トイレのバリアフリー化   47,533千円   

【68】  

【69】  

  

【70】  
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【内示資料 NO.68】  

【内示資料 P.45】  

【内示資料 NO.69】  

【内示資料 NO.70】  

【内示資料 P.62】  



２．安心・安全・快適に暮らせる社会への取組 

 

     スマートライフへの取組支援･･･24,000千円（環境政策課）                       
       ◎太陽光発電や電気自動車購入に対する補助 

     少年自然の家の建替え･･･28,068千円（学校教育課少年自然の家）               

    ◎利用者が安全・快適に利用できる施設への建替え、改修に着手 
 

      生活困窮者への自立支援…20,382千円（生活支援課） 
       ◎生活困窮者が自立して生活できるよう支援 
、 

その他主要事業 

☆ 精神疾患の早期発見・ 
早期治療を促進し、家族の
支え合いを活動の主軸に、
広く社会一般に向けた活動
を実施します。 

新規 

新規 

  

新規 

健康都市わかやまへの取組 

 
  
 ◎官民協働で進めてきた「砂山・今福のまちづくり」 の整備事業に着手 
 ◎道路や公園等の一体的整備 
 ◎砂山コミュニティ緑道の整備 

 

新規 

市民の健康増進のため、都市部の自転車走行空間にブルーラインや 
  案内板を整備 

サイクリングロードの整備〈再掲〉 15,000千円   

健康づくりに関する講演会や健康ウォーキングイベントを開催 

地域における健康づくりの推進 1,942千円  新規 【71】  

【18】  

がん検診の実施 272,283千円   

生活習慣病予防のための特定健診・特定保健指導 333,979千円   

継続 

継続 

早期発見・早期治療のためのがん検診を実施 

メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた生活習慣病予防のための 
  特定健診・特定保健指導を実施 
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【内示資料 NO.71】  

【内示資料 NO.18】  

【内示資料 P.51】  

【内示資料 P.72】  



 民間建築物の耐震改修の促進  

災害に強い地域づくり① 

 社会基盤の強化     

  住宅リフォーム補助 19,000千円 

    
    

  避難路沿道建築物調査 5,087千円 

    

新規 

Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

耐震改修工事に合わせて行う住宅リフォーム工事を３年間に限り補助 

避難路指定により沿道の建築物に耐震診断が義務化される対象建築物を 
  特定するための調査を実施 

新規 【72】  

【73】  

  橋梁の長寿命化及び耐震化対策 165,194千円 

    

継続 

橋梁の補修等を行うとともに、耐震化対策については災害時の緊急輸送路から順次実施 

【75】  

  六十谷水管橋の落橋防止装置の設置 119,254千円 

    

新規 

紀の川右岸側へ送水する唯一の送水管である六十谷水管橋に落橋防止装置を設置 

【78】  
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【74】    小・中学校体育館の吊天井の撤去 395,912千円 新規 

新規 和歌川終末処理場の長寿命化及び耐震化対策 326,000千円 

    特別高圧受電設備等の改築更新、他処理場からの汚泥受入設備の建設及び耐震化対策 

【76】  

【内示資料 NO.72】  

【内示資料 NO.73】  

【内示資料 NO.74】  

【内示資料 NO.75】  

【内示資料 NO.76】  

【内示資料 NO.78】  



 
 
 
 
 

災害に強い地域づくり② 

常襲化している松江地区の浸水への対策として、 
   雨水ポンプ場の建設工事に係る実施設計を行う 

前代川の改修  202,553千円  

    

継続 【81】  

吉礼地区の浸水被害を早期に解消するため前代川を改修     
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島橋地区の浸水対策及び既設ポンプ場の老朽化 
   対策のための建設工事に着手 

【82】  新規 永山川河川改修計画の策定  10,822千円  

    浸水被害が多発している永山川の治水計画の策定     

島橋雨水ポンプ場の建設  86,720千円 

    

継続 

【79】  

松江雨水ポンプ場の建設  65,000千円 

    

新規 【80】  

【内示資料 NO.79】  

【内示資料 NO.80】  

【内示資料 NO.81】  

【内示資料 NO.82】  



 
 
 
 
 

防災行政無線の再整備  15,000千円  

    

災害に強い地域づくり③ 

防災行政無線のデジタル化にあわせ、可聴範囲を拡大するために 
  必要な基本設計を実施 

【84】  新規 

地区避難計画の策定への支援  17,149千円  

    避難計画の策定を支援するため避難シミュレーション動画や内水ハザードマップを作成 

【85】  拡充 

31 

 

          岡崎団地の建替え計画の策定  28,168千円        
経年による老朽化と居住者の高齢化が進む岡崎団地を再編するための基本設計を実施 

         旧第二工場の解体  29,418千円      

          ◎旧第二工場の用地を南インターチェンジに近いという立地条件を活かした広域防災拠点として活用 

岡崎団地の建替計画の策定  28,168千円    

経年による老朽化と居住者の高齢化が進む岡崎団地を再編する 
  ための基本設計を実施 

旧清掃工場の解体  29,418千円     

旧清掃工場（第２工場）の用地を南インターチェンジに近いという立地条件を活かした広域 
    防災活動拠点として活用 

【77】  

【83】  

新規 

新規 

【内示資料 NO.84】  

【内示資料 NO.85】  

【内示資料 NO.77】  

【内示資料 NO.83】  



    ★ 競技会の開催（1,875,354千円） 
 
    ★ おもてなし事業等（59,807千円） 

     ◎無料ドリンクサービス 
      ◎食べ物のふるまい 
      ◎歓迎装飾 
      ◎記念品  
      ◎炬火イベント 
        ◎パンフレット等の製作 
      ◎まちなかイルミネーション〈再掲〉      
 
 

 

★ 国体を契機として市民の日常的な 
   スポーツ活動を促進 

★ 各種スポーツ大会や合宿の誘致等 
   施設を有効活用  

 

【90】  新規 

拡充 

継続 
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 広報啓発、市民運動 

73,391千円  【内示資料 NO.87】  

 ★花いっぱい運動  
 ★花いっぱい運動  

 ★屋外広告・のぼり旗など 
 ★公共交通広告・紙面広報  
 ★観戦促進 

 ★花いっぱい運動  
 ★きいちゃんＰＲ隊  

 主要道路（市道）の 
 舗装修繕 

82,964千円  【内示資料 NO.89】  

 公共施設の美化推進 

7,031千円  【内示資料 NO.90】  

 ★公共施設を活用し、施設管理者・ 
   地域住民・利用者・事業者等が 
     連携 して美化活動を実施 

 ★花いっぱい運動  

 ★屋外広告・のぼり旗など 
 ★公共交通広告・紙面広報  
 ★観戦促進 

 ★花いっぱい運動  
 ★きいちゃんＰＲ隊  

1,875,354千円  【内示資料 NO.86】  

    ★ 競技会の開催（1,875,354千円） 
 
    ★ おもてなし事業等（59,807千円） 

     ◎無料ドリンクサービス 
      ◎食べ物のふるまい 
      ◎歓迎装飾 
      ◎記念品  
      ◎炬火イベント 
        ◎パンフレット等の製作 
      ◎まちなかイルミネーション〈再掲〉      
 
 

 

 広報啓発、市民運動 

継続  競技会の開催 

59,807千円  【内示資料 NO.88】  

継続  おもてなし事業等 

 ★炬火イベント 

 ★記念品   

 ★歓迎装飾 

 ★無料ドリンクサービス 

 ★食べ物のふるまい  

 ★パンフレット等の製作  



 

総合戦略と連携した特定分野の個別事業計画 

 
本市の特性を踏まえ、人口減少に歯止めをかけるための方策を定めた５か年計画 
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地方における安定した雇
用を創出する 

国の長期ビジョン・総合戦略 

和歌山市版総合戦略 

地方への新しいひとの流
れをつくる 

若い世代の結婚・出産・子
育ての希望をかなえる 

時代に合った地域をつくり、
安心なくらしを守るとともに、
地域と地域を連携する 

基
本
目
標 

国の総合戦略を勘案 

人口の東京一極集中を是正するなど、人口減少に歯止めをかける。 

地域再生計画 

■ 外国人観光客をターゲットとした国際広域観光拠点都市の実現を目標とした計画を国に申請し、平成２６年度中の認定  

を目指す 

■ 地域再生戦略交付金を活用し、岡公園や少年自然の家の整備事業などを補正予算に計上して実施 

■ 重要業績評価指標（KPI）の設定 、 PDCAサイクルを通じて効果検証 

★ 国の総合戦略を踏まえ、平成２７年度の早期に和歌山市版総合戦略を策定 

★ 地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、ＵＩＪターン助成や少子化対策などの事業を補正予算に計上して実施 

★ 重要業績評価指標（KPI）の設定 、 PDCAサイクルを通じて効果検証 

特 定 の 分 野 を 取 り 出 し 

    地方創生の推進 
新規 和歌山市版総合戦略の策定  6,966千円  

    【内示資料 NO.92】  
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 ◎ 財源を確保するため、平成２７年度の新規事業のうち、地方創生先行 
   型など国補正を活用できる事業は、当初から前倒し 
   ⇒新規事業の事業期間を１３か月とし、当初予算の事業と切れ目なく 

    一体的に予算執行  
  ◎ 国の経済対策を早期に事業着手（特に「地域消費喚起・生活支援型」） 
 
 

                                                

１．平成２７年度の予算「13か月予算」の全体像 

借換えの対象となった元金償還金を除くと    

一般会計予算 

「13か月予算」 

1,529.5億円 

「13か月予算」 

対前年度を算出するための前年度予算額は、13か月予算との比較のため、平成25年度国
補正予算分を含める等の調整を行っています。 

                                                

国補正分 

9.9億円                                                 

平成27年度 

当初予算 

1,5１9.6億円 

対前年度＋40.2億円 

      （2.7%増） 

1,504.4億円 

対前年度＋15.1億円（1.0%増） 
計数はそれぞれ四捨五入によっているため、端数において合計と一致しない場合がありま
す。 

注１： 
 

注２： 
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（１）自主財源と依存財源の割合 

    一般会計歳入の状況 

○ 自主財源 705.6億円 

  構成比 46.1%（48.4%） 

○ 依存財源 823.9億円 

  構成比 53.9%（51.6%） 

自主財源 
46.1%  

依存財源 
53.9%  

個人市民税
11.6% 

法人市民税 
3.8% 

固定資産税
15.8% 

その他の税
6.4% 

繰入金3.5% 

諸収入2.1% 

使用料及び手

数料1.8% 
その他1.1% 

国庫支出金
21.5% 

市債12.9% 

地方交付税
8.0% 

県支出金6.2% 

地方消費税交

付金3.9% 

その他1.4% 

市税 
37.6% 

歳入総額 
１,５２９億円            

（ %）は前年度の割合 



    一般会計歳入の状況 
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（２）年度間増減 自主財源では 

○市税は＋3.3億円（＋0.6％） 

 ・景気の回復による法人市民税の増、設備投資の増に 
  よる税収増 

○その他（諸収入等）△19.3億円（△12.9%） 
 ・消防指令システム構築の受託収入△6.2億円 

 ・財政調整基金繰入金△9.1億円 
 

依存財源では 

○地方交付税 △2.0億円（△1.1％） 
 （臨時財政対策債を含む） 

○市債は＋7.4億円（＋5.6％） 

 ・借換債分(25.1億円) の増、建設事業債の減 

   

 
○地方消費税交付金は＋20.6億円（＋52.3％） 
 ・消費税増税の影響 

○国県支出金は＋28.4億円（＋7.2％） 

 ・施設型給付費の増＋13.4億円 

 ・認定こども園の整備補助の増＋4.9億円 

 ・国体開催に伴う交付金の増＋5.2億円 

    

借換債を除くと、113.5億円（△17.7億円）→ 実質・減 

18.1 19.9 

395.6 424.0 

39.4 
60.0 

131.2 
138.6 

70.2 
58.6 

767.7 

113.2 
122.8 

823.9 

149.3 
130.0 

721.6 
572.3 

575.6 
705.6 

その他 
依存財源 

国県 
支出金 

市債 

地方交 
付税等 

市税 

自主 
財源 

自主 
財源 

依存 
財源 

依存 
財源 

地方消費
税交付金 

その他 

平成２６年度 平成２７年度 

1,489.3億円 1,529.5億円 

△16.0億円（△2.2%） 

＋56.2億円（＋7.3%） 



    一般会計歳出の状況（性質別） 
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（１）性質別予算額の構成比  

義務的経費 

56.7% 

投資的経費 

10.6% 

その他 
32.7% 

扶助費 

27.6% 

人件費 

17.5% 

公債費 

11.6% 

普通建設 

10.6% 

繰出金 

15.9% 

物件費 

9.8% 

補助費等 

4.0% 

貸付金 

1.4% 
その他 

1.6% 

歳出総額 
１，５２９億

○義務的経費の割合は56.7％（55.8%） 
          

○投資的経費の割合は10.6％（12.7%） 
        

○その他の割合は32.7％（31.5%）       
        

◎ 割合の増加 
   公債費・物件費・補助費等・繰出金など 
  

◎ 割合の減少 
   建設事業費など 

（ %）は前年度の割合 



    一般会計歳出の状況（性質別） 
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（２）性質別予算額の年度間増減  

◆義務的経費 ＋36.7億円（＋4.4%） 
  ・扶助費 ＋10.4億円（＋2.5%）       
    障害者総合支援費  ＋2.6億円 
    施設型給付費    ＋7.9億円 

  ・人件費（人勧による増） ＋6.3億円（＋2.4%） 
   ・公債費は＋20億円（＋12.7%） 
    （借換えによる一括償還分 ＋25.1億円）                       

◆その他 ＋30.6億円（＋6.5%） 
  ・繰出金 ＋14.0億円（＋6.1%） 
    国保 ＋5.4億円 介護 ＋2.4億円      
    街路特会 ＋4.6億円 後期高齢 ＋0.8億円 

  ・物件費 ＋8.8億円（＋6.3%） 
                （がん検診・予防接種・教科書・システム改修など） 

  ・補助費等 ＋7.1億円（＋13.0%） 
    国体交付金 ＋14.5億円 臨時福祉給付金 △9.4億円      
    プレミアム商品券 ＋3.4億円 住宅新築奨励金 △1.5億円 

 

◆投資的経費は△27.1億円（△14.2%）      

    補助事業 △ 0.3億円 
    単独事業 △26.7億円 消防指令システム△13.7億円 
               道路（単独）事業△ 4.0億円など  

平成２６年度 平成２７年度 

1,489.3億円 1,529.5億円 

前年比＋40.2億円（＋2.7%） 
増 

減 

その他 

468.9 

22.9 23.6 

その他  

499.5 

21.1 21.1 
54.9 62.0 

140.8 149.6 

229.2 243.2 

投資的 

経費  

190.1 
190.1 163.0 

投資的 

経費  

163.0 

157.0 177.0 

義務的 

経費  

830.3 
261.2 267.5 

義務的 

経費  

867.0 

412.1 
422.5 扶助費 

人件費 

公債費 

普通建設 

繰出金 

物件費 

補助費等 



    一般会計歳出の状況（目的別） 
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（１）款別予算額の構成比 

○民生費の割合は42.2％（42.3%） 
  

○土木費の割合は13.4％（14.1%） 
  

○総務費の割合は 9.0％（ 7.8%） 
 

○公債費の割合は11.5％（10.5%） 
 

○消防費の割合は 2.9％（ 3.9%） 
  
 

民生費 

42.2% 

土木費 

13.4% 

公債費 

11.5% 

衛生費 

9.5% 

総務費 

9.0% 

教育費 

7.2% 

消防費 

2.9% 

商工費 

2.9% その他 1.4% 

歳出総額 
１，５２９億円 

◎ 割合増加 
   総務費・商工費・公債費など 
  

◎ 割合減少 
   土木費・消防費など 

（ %）は前年度の割合 



    一般会計歳出の状況（目的別） 
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（２）款別予算額の年度間増減  

 
  
 ◆総務費 ＋21.7億円（＋18.7%） …① 

 
 ◆民生費 ＋15.2億円（＋2.4%）  …② 

  
 ◆商工費 ＋3.6億円（＋8.8%）   …③ 
 

 ◆公債費 ＋20.0億円（＋12.7%） 
     
 
  
    
 

 
  
 ◆土木費 △5.1億円（△2.4%）  …④ 

 ◆消防費 △14.3億円（△24.5%） 
    ・消防指令システムの完成 △13.7億円 

民生費 

629.7 

民生費 

645.0 

土木費 

210.1 

土木費 

205.0 

公債費 

157.0 

公債費 

177.0 

衛生費 

145.3 

衛生費 

144.6 

総務費 

116.0 

総務費 

137.7 

教育費 

110.3 

教育費 

109.7 
商工費 41.3 

商工費 44.9 その他 79.6 
その他 65.6 

減 

前年比＋40.2億円（＋2.7%） 

◎ 借換えの対象となった元金償還金を除くと、 
  151.9億円（△5.1億円）→ 実質・減   

平成２６年度 平成２７年度 

1,489.3億円 1,529.5億円 
増 



① 総務費の年度間増減 

○国体開催に係る費用で ＋14.5億円 

○システム関連経費で  ＋4.8億円 

○国勢調査に係る費用で  ＋1.5億円  

平成２６年度 平成２７年度 

116.0億円 137.7億円 

その他 

74.7 

その他 

77.3 

補助費等 

14.3 

補助費等 

30.4 

物件費 

25.2 

物件費 

29.7 

建設事業費 
0.3 

建設事業費 
1.8 

前年比＋21.7億円（＋18.7%） 

その他 

47.8 

その他 

51.5 

繰出金 

136.7 

繰出金 

145.1 

建設事業費 

14.0 

建設事業費 

17.8 

補助費等 

24.3 

補助費等 

13.5 

扶助費 

406.9 

扶助費 

417.1 

② 民生費の 

年度間増減 

前年比＋15.3億円
（＋2.4%） 

平成２６年度 平成２７年度 

629.7億円 645.0億円 

○扶助費で 
＋10.2億円（＋2.5％） 
 ・障害者福祉関係経費の増 
         ＋2.7億円 
 ・児童福祉関係経費の増 
         ＋7.3億円 

○補助費等は 
△10.8億円（△44.4％） 
 ・臨時給付金（福祉・子 
  育て）の減  △9.4億円 
 

○建設事業費で 
＋3.8億円（＋27.1％） 
 ・こども園の整備＋6.4億円 
 ・文化会館の建設△4.1億円 
 

○繰出金は 
＋8.4億円（＋6.1％）    ・介護保険特会への繰出＋2.4億円 

              ・国民健康保険特会への繰出＋5.4億
円 
 

国体開催・システム関係・扶助費・国保特会への繰出金の増などによる増加 41 



      土木費の建設事業費を抑制 

      国補正を活用し、商工費を大幅アップ 

③ 商工費の年度間増減 

前年比＋3.6億円（＋8.8%） 

④ 土木費の年度間増減 

前年比△5.1億円（△2.4%） 
国補正で 
７億円 

その他 

33.3 
その他 

31.9 

繰出金 

91.0 

繰出金 

96.4 

建設事業費 

71.6 
建設事業費 

62.8 

物件費 

14.2 
物件費 

13.9 

平成２６年度 平成２７年度 

210.1億円 205.0億円 

○建設事業費で△8.8億円（△12.3％） 

○繰出金で＋5.4億円（＋5.9％） 
  ・下水道特会への繰出金＋0.8億円 
   ・街路特会への繰出金＋4.6億円 

特徴１ 

和歌山城公

園管理費 

6.9 

和歌山城公

園管理費 

6.3 

観光費 

4.4 
観光費 

4.7 

商工費 

30.0 

商工費 

33.9 

平成２６年度 平成２７年度 

41.3億円 44.9億円 

○商工費は＋3.9億円（＋13.0％） 
・H26国補正分＋4.9億（プレミアム商品券発行＋4.4億円など） 
・企業立地奨励金△0.6億 ・勤労者総合センターの空調整備△0.6億 

○観光費は＋0.3億円（＋6.8％） 
・H26国補正分＋0.9億（外国人誘客・魅力発信経費など） 
・友が島の観光トイレ整備終了△0.7億 

○和歌山公園管理費は△0.6億円（△8.7％） 
・H26国補正分＋1.2億（南別館周辺、岡公園整備、イベントなど） 
・歴史資料館の展示＋1.6億 ・南別館の耐震工事終了△3.2億 

42 



    建設事業費 
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（１）年度間増減 

 ◆土木費で△8.8億円 
 

 ◆消防費で△13.5億円 
  ・消防指令システムの完成 △13.7億円 

 ◆民生費で＋3.8億円 

 ・私立保育所・幼稚園の建替え等への補助 ＋6.4億円 

   H26 ３園 ⇒ H27 ５園 
          「認定こども園化を促進」 

土木費 

71.6 
土木費 

62.8 

衛生費 

60.2 衛生費 

58.3 

教育費 20.2 

教育費 18.4 

民生費 14.0 

民生費 17.8 

消防費 16.2 

消防費 2.7 

その他 7.9 

その他 3.0 

      土木費の建設事業費を抑制 

      認定こども園の整備費へ予算配分 

特徴２ 

前年比△27.1億円（△14.3%） 

増 

減 

平成２６年度 平成２７年度 

190.1億円 163.0億円 



    建設事業費 
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（２）補助と単独の割合 

      建設事業の見直し 
 

       ① 単独事業⇒補助事業へ振替え 
       ② 単独事業⇒国補正を活用 
 
         
        単独事業の大幅減 

        補助事業の割合が増加    

特徴３ 

単独事業 

71.8 
単独事業 

45.1 

補助事業 

118.2 

補助事業 

117.9 

平成２６年度 平成２７年度 

１９０．１億円 １６３．０億円 前年比△27.1億円（△14.3%） 

◆補助事業 △ 0.3億円（△ 0.3%） 
 
  

◆単独事業 △26.7億円（△37.2%）  

（  %）は構成比 

（62.2%） 

（37.8%） 

（72.3%） 

（27.7%） 



    基金繰入金・市債発行額  
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      市債発行額の減  △17.7億円  

  建設事業に係る市債（111.6⇒95.4）△16.2億円 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

H26 H27

財政調整基金繰入金の増減 

58.7億円 ⇒ 49.6億円   

市債の増減（臨財債を除く） 

衛生 33.6 衛生 35.9 

商工 2.9 商工 0.5 

土木 39.0 
土木 30.9 

公営住宅 4.4 

公営住宅 6.5 

消防 9.2 

消防 2.3 

教育 12.7 

教育 10.8 

その他 9.8 

その他 8.5 

退職手当 9.6 

退職手当 11.0 

行革推進 10.0 

行革推進 7.1 

借換債 0.0 
借換債 

25.1 

△9.1億円 

予算編成時の財源不足を補うための財源の減少 

       ① 財政調整基金繰入金     △9.1億円 
       ② 市債（19.6億円⇒18.1億円） △1.5億円 
          （行革推進債＋退職手当債） 

111.6 
億円 95.4 

億円 

特徴５ 

       財源不足額は前年度より減少  

      78.3億円⇒67.7億円 （△10.6億円） 

特徴４ 

（億円） 

※ 財源不足額＝歳出総額－下記①②を除く歳入総額 
平成２６年度 平成２７年度 

131.2億円 138.6億円 

 131.2億円 ⇒ 113.5億円   
借換債を除くと 



    特別会計等を含めた平成２７年度予算 
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4,019,976千円 152,947,634 千円 2.7％ 

○ 一般会計予算 

                                             増減率            増 減 額     

7,662,682千円 132,708,185 千円 6.1％ 

○ 特別会計予算 

                                             増減率            増 減 額     

 △1,359,711千円   17,434,569 千円 △7.2％ 

○ 公営企業会計予算 

                                          

10,322,947千円 

○ 予算合計 

303,090,388 千円 3.5％ 

増減率            増 減 額    

（1.0％） （1,512,176千円） 

 増減率            増 減 額    

（7,815,147千円） （2.7％） 

（  ）内は、借換えの対象となった元金償還金を除いた額です。    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


