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 行財政改革大綱と実施計画の関係            

行財政改革実施計画は、行財政改革大綱に示した行政運営の基本方針に基づ

いて行政が実施する様々な取組を定めたものです。 

実施する内容を５つの柱に整理し、様々な取組を計画的に実施することで、

効率的な行政運営を目指します。 

 

 

 

 

 

 取組項目の体系                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ はじめに 

行財政改革大綱 

（行政運営の基本方針） 

行財政改革実施計画 

（具体的な取組計画） 

≪大綱の中身を実際の取組として具体化≫ 

 
【
取
組
期
間
】
平
成
２
６
年
度
～
平
成
２
９
年
度
（
４
年
間
） 

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進 

Ⅴ 広域行政と地方分権の推進 

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進 

(１)組織体制の強化 

(２)定員管理の適正化 

(３)職員の意識改革 

Ⅳ 安定した財政構造の構築 

(１)特別会計等の健全化 

(２)財源の確保・創出 

(３)外郭団体の経営健全化 

Ⅱ 効率的な行政運営の推進 

(１)市民サービスの維持・向上 

(２)事務事業の効率化 

(４)市有財産の適切な管理活用 

(３)情報通信技術の活用 

 

５ 

つ 

の 

柱 
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２ 従来の計画と新しい計画 

約８８億円 
財政効果目標額 

◎ 給与カット・手当の見直し 

◎ 高金利の市債の借換え 

◎ 未利用地の活用及び処分 

◎ 市税等の徴収強化 

◎ 食肉処理業務の廃止 

◎ 民間委託の推進 

主な取組 

１２０人 
職員削減目標人数 

 
 

◎ 職員出前講座の推進 

◎ 各種計画策定等の過程の公開（パブリックコメントの推進） 

◎ サービスセンターの設置・地区会館の機能充実 

◎ 市税・国民健康保険料のコンビニ収納の実現 

市民サービスの維持・向上の主な取組 

 
 

◎ 小中学校校舎の耐震化 

◎ 若竹学級（学童保育）の充実 

◎ 老朽化施設の存廃・再編成・処分等の将来計画の検討 

◎ 広告料収入の確保   

◎ 市長事務部局と水道局の工事の合併入札の実施 

その他の主な取組 

平成２２年度～平成２５年度実施計画 ≪取組数：１５３≫ 

計画策定当初の取組数：１２４  取組追加：２９ 
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平成２6 年度～平成２9 年度実施計画 ≪取組数：８７≫ 

 
 

◎ 和歌山市協働推進計画の着実な実施 

◎ 広報手段最適化による市民サービスの充実  

◎ 個人情報の保護に配慮した市政情報の積極的な公開 

 

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進 

約３６億円 

財政効果目標額 

 

◎ マネジメントサイクルの充実 

◎ 情報システム最適化計画の推進 

◎ 市有施設等・都市基盤の老朽化対策 

Ⅱ 効率的な行政運営の推進 

主な取組 

 

 
 

◎ 公共下水道事業の経営の効率化 

◎ 未利用財産の活用・処分 

◎ 太陽光発電所設置運営事業 

Ⅳ 安定した財政構造の構築 

 

 
 

◎ 消防指令業務の共同運用 

◎ 他都市との連携による地方分権の推進 

Ⅴ 広域行政と地方分権の推進 

 

◎ 効率的な組織体制の構築 

◎ 定員管理の適正化【職員削減目標人数 １００人】 

◎ 人材育成の推進 

◎ 人事評価制度の活用 

 

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進 
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計画期間である平成２６年度から平成２９年度の４年間で、約３６億円の財

政効果額を目標に取組を推進します。 

※「定員管理の適正化」の効果額については「事業の民間委託」など、他の項目の効果額との重複を避け

るため、参考数値として掲げ、「Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進」の合計額には算入していませ

ん。また、国等の動向により計画策定時に効果額の予測が困難なものについては算入していません。 

  ５つの柱－小分類 取組 
項目数 

財政効果 
目標額 

(百万円) 

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進 8 0 

Ⅱ 効率的な行政運営の推進 39 710 

  （１）市民サービスの維持・向上 ８ 150 

 （２）事務事業の効率化 15 452 

  （３）情報通信技術の活用 2 0 

  （４）市有財産の適切な管理活用 14 108 

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進 7 204 

  （１）組織体制の強化 2 5 

  （２）定員管理の適正化 1 (740) 

  （３）職員の意識改革 4 199 

Ⅳ 安定した財政構造の構築 30 2,598 

  （１）特別会計等の健全化 14  1,100  

  （２）財源の確保・創出 10  1,483  

  （３）外郭団体の経営健全化 6 15 

Ⅴ 広域行政と地方分権の推進 3 67 

合計 87 3,579 

３ 体系別財政効果額 
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４ 重点項目 

    

老朽化施設や都市基盤の対策費用は今

後増大することが予想され、現在の施設

等をそのまま維持することは困難な状況

である。市の取組姿勢を明確化し、経営

という目線で今後の在り方を検討する。 

    

土地造成事業を始めとして、特別会計

全体では依然として多額の累積赤字を抱

えていることから、引き続き特別会計の

健全化に取り組む。また、水道事業にお

いては、引き続き有収率の向上対策を推

進する。 

７ 特別会計等の健全化 

    

良質な幼児教育・保育の提供と、保育

の量的拡大・確保を目指し、人口推計や

地域特性を捉え最も効率的なエリアを設

定し、和歌山市幼保連携型認定こども園

の適正な規模・配置を推進する。 

２ 幼保連携型認定こども園の推進 

   

未利用の公有財産（土地開発公社から

引継いだ未利用地を含む。）の有効活用を

図るため、活用及び処分に関する基準を

作成し、未利用公有財産の活用及び処分

を推進する。 

９ 未利用財産の活用・処分 

 

   

外郭団体への市の関与の在り方を検討

するとともに、各団体の自主的・自律的

な経営体制を確立するためのサポートを

行い、自立を促進する。 

10 外郭団体の経営健全化 

   

公共施設の整備等に係るコストの縮減

及び市民サービスの向上を図るため、公

民連携（ＰＰＰ）に関するガイドライン

を策定するなど、民間活力の導入を推進

していく。 

３ 民間活力の導入推進 

 

   

平成２７年度まで職員３，０００人体

制を維持し、その後、平成２９年４月１

日時点での職員数を２，９００人とする

ことを目標に、１００人の人員削減に取

り組み、定員の適正化に努める。 

６ 定員管理の適正化 

    

事務の効率化・重点化による歳出の抑

制、市税等の徴収強化などによる歳入の

確保、太陽光発電事業など市有財産を活

用した歳入の創出に取り組み、引き続き

財源の確保・創出に努める。 

８ 財源の確保・創出 

    

事業系ごみのうち自己搬入ごみの中に

は、資源化可能物や市外からのものな

ど、不適正なごみが混入されている可能

性もあることから、受け入れ段階での管

理を強化する。また、ごみ減量推進員制

度の導入によりごみ減量の普及啓発や情

報提供等を行い、ごみの減量と資源化を

推進する。 

１ ごみ減量の推進 

    

和歌山市営住宅長寿命化計画に基づ

き、老朽化が著しく、耐震性に問題のあ

る市営住宅について、再編を行い、入居

者の安心安全を確保するとともに、管理

の適正化を図る。 

５ 市営住宅の再編 

P.31 

P.55 

P.42 

P.54-58 

P.26 

P.36-37 

P.25 

P.47-53 

P.59-61 

４ 市有施設等・都市基盤の老朽化対策 P.33,35 
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 分類別取組項目                       

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進 ページ 

100010 和歌山市協働推進計画の着実な実施 13 

100020 審議会等への男女共同参画の推進 13 

100030 附属機関への公募委員の登用の拡充 14 

100040 市民意見募集（パブリックコメント）手続制度の徹底 14 

100050 職員出前講座の推進 15 

100060 インターネットモニターの活用 15 

100070 広報手段最適化による市民サービスの充実 16 

100080 個人情報の保護に配慮した市政情報の積極的な公開 16 

   

Ⅱ 効率的な行政運営の推進  

 （１）市民サービスの維持・向上  

201010 公共交通ネットワークの維持改善 19 

201020 「気くばり市役所」の推進 19 

201030 コンビニエンスストアの設置 20 

201040 南サービスセンター（仮称）の設置 20 

201050 図書館サービスの見直し 21 

201060 期日前投票所の拡充 21 

201070 今福共同墓地の環境整備 22 

201080 物品調達・業務委託関係の入札制度の見直し 22 

   

（２）事務事業の効率化  

202010 マネジメントサイクルの充実 23 

202020 職員提案による事務改善の実施 23 

５ 取組項目 
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202030 公文書の適正な管理 24 

202040 地球温暖化対策実行計画の推進 24 

202050 ごみ減量の推進 25 

202060 地域包括支援センターの運営体制の見直し 25 

202070 幼保連携型認定こども園の推進 26 

202080 商店街づくり補助金の見直し 26 

202090 商工業販路開拓補助金の見直し 27 

202100 森林公園・四季の郷公園の都市公園化の検討 27 

202110 住宅第１課所管の貸地及び転貸地の解消 28 

202120 住宅第２課所管の市営住宅管理の見直し 28 

202130 小学校・中学校の適正規模化 29 

202140 小学校給食調理業務等の委託の拡充 29 

202150 定期監査実施サイクルの短縮 30 

   

（３）情報通信技術の活用  

203010 情報システム最適化計画の推進 30 

203020 公共工事の電子入札拡大の検討 31 

   

（４）市有財産の適切な管理活用  

204010 民間活力の導入推進 31 

204020 指定管理者制度の活用 32 

204030 市営住宅への指定管理者制度導入の拡充 32 

204040 少年自然の家の運営体制の見直し 33 

204050 市有施設等の老朽化対策 33 

204060 旭学園の民設民営化の推進 34 

204070 共同作業場の有効活用 34 

204080 都市基盤の老朽化対策 35 

204090 公園の長寿命化 35 
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204100 道路（橋梁）の長寿命化 36 

204110 長寿命化計画による市営住宅の用途廃止 36 

204120 下水道施設の長寿命化 37 

204130 市営住宅の再編 37 

204140 小中学校既存施設の有効活用 38 

   

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進  

（１）組織体制の強化  

301010 効率的な組織体制の構築 41 

301020 消防局組織の再編 41 

   

（２）定員管理の適正化  

302010 定員管理の適正化 42 

   

（３）職員の意識改革  

303010 人材育成の推進 42 

303020 人事評価制度の活用 43 

303030 仕事ダイエット事業 43 

303040 女性職員の積極的な登用 44 

   

Ⅳ 安定した財政構造の構築  

（１）特別会計等の健全化  

401010 国民健康保険事業の安定経営 47 

401020 中央卸売市場事業に係る滞納・収納率向上対策 47 

401030 スカイタウンつつじが丘分譲地の販売促進 48 

401040 住宅新築資金・宅地取得資金・住宅改修資金貸付金の滞納・収納率向上対策 48 

401050 市営駐車場事業の経営健全化 49 

401060 公共下水道事業の経営の効率化 49 
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401070 公共下水道事業に係る滞納・収納率向上対策 50 

401080 公共下水道の水洗化率向上対策 50 

401090 集落排水事業の経営の効率化 51 

401100 集落排水事業に係る滞納・収納率向上対策 51 

401110 集落排水の水洗化率向上対策 52 

401120 介護保険事業の給付適正化 52 

401130 介護保険事業に係る滞納・収納率向上対策 53 

401140 有収率向上対策 53 

   

（２）財源の確保・創出  

402010 国等の助成制度の有効活用 54 

402020 使用料等の適正化 54 

402030 未利用財産の活用・処分 55 

402040 市有財産等を活用した歳入の創出 55 

402050 太陽光発電所設置運営事業 56 

402060 市税の滞納・収納率向上対策 56 

402070 税関係差し押さえ物件等の公売の実施 57 

402080 課税客体の的確な把握（事業所税） 57 

402090 課税客体の的確な把握（償却資産） 58 

402100 住宅使用料等の滞納・収納率向上対策 58 

   

（３）外郭団体の経営健全化  

403010 文化スポーツ振興財団への関与の見直し 59 

403020 夜間・休日急患対策協会への関与の見直し 59 

403030 社会福祉協議会への関与の見直し 60 

403040 シルバー人材センターへの関与の見直し 60 

403050 中小企業勤労者福祉サービスセンターへの関与の見直し 61 

403060 地場産業振興センターへの関与の見直し 61 
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Ⅴ 広域行政と地方分権の推進  

500010 広域行政の在り方の検討 65 

500020 消防指令業務の共同運用 65 

500030 他都市との連携による地方分権の推進 66 



Ⅰ　市民参画と市民協働の推進

11  



12  



政策等決定過程への女性の参画率 30％

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 市民環境局 市民部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　第２次和歌山市男女共生推進行動計画及び第３次和歌山市男女共生推進行動計
画（仮称）に基づき、審議会等における女性委員の登用を推進する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 審議会等への男女共同参画の推進 取組No. 100020

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　協働推進計画に基づき、和歌山市が抱える様々な地域課題の解決に主体的に関
わる人材の育成・支援を行い、市民がまちづくりに参画し、行政と共に協働でき
る環境づくりに努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 和歌山市協働推進計画の着実な実施 取組No. 100010

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 市民環境局 市民部
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パブリックコメントの実施件数

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　市が方針を定める基本的な計画を決定したり、市民等に対して権利を制限した
り義務を課したりする条例を定めるときには、その案及び資料等を周知し、市民
等から広く意見や情報を求める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名
市民意見募集（パブリックコメント）手続制度の徹
底

取組No. 100040

目標にする数
値（指標）等

公募委員の割合が10%以上の附属機関の
割合（公募できない附属機関を除く。）
100%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　附属機関の委員の選任に当たり、市民の積極的な市政への参画を促進するた
め、委員に求められる専門知識などに十分配慮しつつ公募委員の充実を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 附属機関への公募委員の登用の拡充 取組No. 100030

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部
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①年間アンケート実施回数 12回
②アンケートに対する回答者数 750人

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　インターネットモニターに対するアンケートの充実を図り、モニター数を増員
することで市民の声を広く聴く機会を拡充する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 インターネットモニターの活用 取組No. 100060

目標にする数
値（指標）等

年平均満足度 90%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　市民への説明責任を果たし、市民と行政の相互理解を図るため、市民のニーズ
にあった講座の設定を検討し、職員出前講座の充実を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 職員出前講座の推進 取組No. 100050

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部
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行政資料数

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 総務部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　市民ニーズの高い行政情報について、情報公開制度を充実し透明性を高め、個
人情報の保護に配慮しつつ、積極的に公開できる環境を整える。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 個人情報の保護に配慮した市政情報の積極的な公開 取組No. 100080

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　広報メディアの多様化、多機能化、多チャンネル化が進展するなかで、「市報
わかやま」「テレビ」「ラジオ」「ホームページ」等、多岐にわたる広報手段の
最適化を図り、より効率的で効果的な広報を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅰ 市民参画と市民協働の推進

取組名 広報手段最適化による市民サービスの充実 取組No. 100070

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部
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          Ⅱ　効率的な行政運営の推進
                 （１）市民サービスの維持・向上

                 （２）事務事業の効率化

                 （３）情報通信技術の活用

                 （４）市有財産の適切な管理活用
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

「気くばり診断」の取組調査結果
 100点満点中80点以上

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管
総務公室 総務部
財政局 財政部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　市民にとって利用しやすくわかりやすい「気くばり市役所」の実現に向けて、
「気くばり診断書」による診断を実施し、部署ごとに現状を点数化することによ
り、改善へとつなげる。
　また、窓口等の状況調査や「気くばり市役所」推進のための取組事例集の作成
及び活用を通じて、市民サービスの向上を推進する。
　そのほか、庁舎総合案内での対応力の向上や案内板の充実にも努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 「気くばり市役所」の推進 取組No. 201020

目標にする数
値（指標）等

①市内鉄道の年間輸送人数　　18,994,000人
②市内乗合バスの年間輸送人数 8,453,000人
③フェリーの年間輸送人数　　　 403,000人

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 検討 検討 検討

H29年度

取組内容
　公共交通事業者や関係行政機関と利用啓発、利便性・快適性向上、接続性向上
策及び交通ネットワークの維持改善策を協議・検討する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 公共交通ネットワークの維持改善 取組No. 201010

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

27,166 27,166

一部実施 実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 市民環境局 市民部

一部実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　効率的で効果的な行政サービスの提供を図るため、これまで雑賀支所・雑賀崎
支所・和歌浦支所・名草支所・田野支所で行ってきた窓口業務を充実させた機能
を持つ南サービスセンター（仮称）を建設する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 南サービスセンター（仮称）の設置 取組No. 201040

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

16,373 16,373 16,373 16,373

取組内容
　本庁舎１階売店を廃止し、コンビニエンスストアを設置することで、職員の福
利厚生を充実させるとともに市民サービス及び利便性の向上を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 コンビニエンスストアの設置 取組No. 201030

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管
総務公室 総務部
財政局 財政部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

検討 実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 選挙管理委員会事務局

検討

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　中長期的な視点に立って、期日前投票所の適正数や設置場所など期日前投票所
の在り方（拡充方針）について基本計画を策定する。
　なお、計画策定中であっても、拡充条件を充足する施設があれば、時期を前倒
しで実施を検討する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 期日前投票所の拡充 取組No. 201060

目標にする数
値（指標）等

①貸出資料数 1,430,000冊（市民図書館、コ
　ミュニティセンター図書室、学校図書室）
②入館者数 200,000人（市民図書館）

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 一部実施 実施 継続実施

H29年度

取組内容

　和歌山市民図書館において、以下の４点を検討・実施し、図書館サービスの向
上に努める。
①祝日に開館する。
②空きスペースを有効利用し、飲食スペースを設置する。
③駐車場の無料時間を１時間に延長するよう検討する。
④祝日開館実施後、職員数を削減できるかを検討する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 図書館サービスの見直し 取組No. 201050

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 教育委員会事務局 生涯学習部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  ■その他 所管 財政局 財政部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　競争性、透明性、経済性が担保できる一般競争入札を推進するとともに、法令
遵守の徹底に努める。また、地域要件等の競争参加条件を整備し、中小企業者の
育成及び利便性の向上を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 物品調達・業務委託関係の入札制度の見直し 取組No. 201080

目標にする数
値（指標）等

①管理料収納率 90%
②新規貸出率(貸出区画数／募集区画数) 90%
③使用者不明区画整理件数 年間60件

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 実施 継続実施 継続実施

H29年度

10,000 10,000 10,000

取組内容

　使って良かったと思っていただける墓地となるように、また周辺住民の方々か
らご理解とご協力を得られる墓地となるように環境整備を行う。整備は、作成済
みの墓地基本計画に沿って、擁壁改修、排水対策整備、駐車場整備、植栽を実施
する。そのほか、荒廃している墓（使用者不明区画）の解消による環境整備を進
め、返還特例制度の実施で将来の使用者不明区画の発生を抑制し、多区画貸出の
実施で区画の効率的な使用と新規貸出率の向上を目指す。また、整備に必要な資
金を確保するために、使用者負担として毎年度、管理料を徴収する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）市民サービスの維持・向上

取組名 今福共同墓地の環境整備 取組No. 201070

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 健康局 保険医療部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

提案・報告件数 300件

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 政策推進部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　良質な行政サービスを提供するため、職員の改善意識の向上に努め、全庁的に
自発的な事務改善を定着させるべく、他の自治体の先進事例や企業の取組みの調
査研究を行い、制度の「見直し」「改善」を図る。
　また、引き続き事務改善の好例については、全庁的に情報共有することに努め
る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 職員提案による事務改善の実施 取組No. 202020

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　各行政経営ツールを連携強化させることにより、マネジメントサイクルの充実
を図り、行政運営の効率化や目標達成への取組を進める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 マネジメントサイクルの充実 取組No. 202010

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 政策推進部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

①電気・ガス・燃料の使用により排出さ
　れるCO2排出量 平成24年度比6％削減
②事務事業の実施に伴うコピー用紙の使
　用量 平成24年度比3％削減

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 市民環境局 環境事業部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　和歌山市もひとつの事業者として、温室効果ガス排出量を削減するため、和歌
山市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、電気、ガス、燃料、コ
ピー用紙などの使用量の削減に取り組む。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 地球温暖化対策実行計画の推進 取組No. 202040

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 一部実施 一部実施 一部実施

H29年度

取組内容
　公文書等の管理に関する法律（平成２３年４月）の施行に伴い、公文書の保存
年数の見直しや歴史的・文化的価値のある公文書の選別、保存など公文書の適正
な管理に取り組む。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 公文書の適正な管理 取組No. 202030

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  ■その他 所管 総務公室 総務部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

検討 一部実施 実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 健康局 保険医療部

検討

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　高齢者が住み慣れた地域で自立した生活が送れるように、介護・福祉・健康・
医療などさまざまな方面から生活の安定のために必要な支援を行うことを目的と
して、全ての地域包括支援センターの委託化を含めた運営体制の見直しを行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 地域包括支援センターの運営体制の見直し 取組No. 202060

目標にする数
値（指標）等

１人１日当たりのごみ排出量（資源を除
く。）（平成23年度から32年度までの10
年間で約30％削減）
865g(H29年度)　775g(H32年度)

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容

　和歌山市一般廃棄物処理基本計画に基づき、平成３２年度までの１０年間で１
人１日当たりのごみ排出量（資源を除く。）の約３０％削減を目標と定めた。そ
のため、「ごみ減量推進員制度」の導入や「リリクル通信」の発行など、市民と
行政が連携し、ごみに関する意識の方向性を統一して取り組むことで３Ｒを推進
していく。
　また、事業系廃棄物に関しては、減量計画書の提出や、青岸清掃センターでの
受入時に搬入検査、展開検査を行い、排出者責任の原則の下、管理徹底を行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 ごみ減量の推進 取組No. 202050

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 市民環境局 環境事業部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

個店向けの補助金申請件数 10件

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

760 1,280 2,170 3,450

実施 実施 実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 まちづくり局 まちおこし部

実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　魅力ある商店街とその周辺には人が集まると考える。個々の個性ある店舗が自
立しながら全体集客の一部を担うような「魅力ある個店の集合体としての商店
街」を目指し、商店街全体向けの補助金から個店向けの補助金に移行していく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 商店街づくり補助金の見直し 取組No. 202080

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容

　平成２４年８月に子ども・子育て関連３法が国会で成立し、幼児期の学校教
育・保育や、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とした
“子ども・子育て支援新制度”が平成２７年度より運用されることとなった。そ
れに伴い、和歌山市においても良質な幼児教育・保育の提供と、保育の量的拡
大・確保を目指し、現状把握を行っている。
　今後、人口推計や地域特性を捉え最も効率的なエリアを設定する。また、行財
政運営の視点を踏まえながら、より効果的で良質な幼児教育・保育の提供を目指
した和歌山市幼保連携型認定こども園の適正規模配置を目指す。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 幼保連携型認定こども園の推進 取組No. 202070

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管
福祉局 こども未来部

教育委員会事務局 学校教育部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

検討 検討 検討

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 まちづくり局 農林水産部

検討

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　森林公園・四季の郷公園について、整備された区域について、都市公園化に向
けた検討を行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 森林公園・四季の郷公園の都市公園化の検討 取組No. 202100

目標にする数
値（指標）等

補助金交付件数 13件

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容

　本市の経済の活性化のため、中小企業者が販路拡大及び市場開拓を目指して、
県外の見本市や展示会に出品する場合に、その出品に係る経費の一部に対し、補
助金を交付している。
　同じ申請者が連続して補助金申請ができないように条件を変更するなど補助金
の見直しを行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 商工業販路開拓補助金の見直し 取組No. 202090

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 まちづくり局 まちおこし部

27  



Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

9,930 12,210 13,410

一部実施 一部実施 一部実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 建設局 住宅部

検討

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　旧地域改善向け公営住宅・改良住宅が建設された地域は、高齢化の進行、若年
中堅層の流出等による地域活力の低下などの課題が出てきており、地域住民から
誰もが安心して住み続けることのできる方策の早期実施を求められている。よっ
て、駐車場の整備や家賃減免の見直し、エレベーター管理人報償金の廃止は、今
後とも歴史的経緯を踏まえて、将来あるべき市営住宅の在り方や管理全般につい
て地域住民と協議し、問題点を整理しながら解決を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 住宅第２課所管の市営住宅管理の見直し 取組No. 202120

目標にする数
値（指標）等

転貸地上の市営団地の解消 5団地

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 一部実施 実施

H29年度

20,155 50,773 90,141 90,141

取組内容 　貸地の払下げ、転貸地契約の解消、賃借料の均衡を図る方向に進める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 住宅第１課所管の貸地及び転貸地の解消 取組No. 202110

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 建設局 住宅部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

民間委託数 3校

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

20,366 32,419 32,125 32,125

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 教育委員会事務局 学校教育部

実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容 　小学校給食調理員の退職者数に応じて単独調理校の民間委託を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 小学校給食調理業務等の委託の拡充 取組No. 202140

目標にする数
値（指標）等

適正規模化の検討・対応をおこなった学
校施設数 10校

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 一部実施 一部実施 実施

H29年度

40,532

取組内容

　児童生徒数の減少に伴う小中学校の小規模校化により、学校の活力や教育効果
を維持する上で様々な課題が生じている。適正規模化の検討対象となる学校につ
いて、どの様な方法が適しているか、現状や地域性を考慮し、調査・検討を進め
る。
　また、平成２９年４月開校の伏虎中学校区小中一貫校の設置事業を推進する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 小学校・中学校の適正規模化 取組No. 202130

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 教育委員会事務局 教育総務部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

一部実施 一部実施 一部実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  ■その他 所管 総務公室 総務部

一部実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　大型コンピュータシステムの再構築を主眼とした情報システム最適化計画を推
進し、ＩＴ関連経費の削減、市民サービスの向上、業務運用の効率化等を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）情報通信技術の活用

取組名 情報システム最適化計画の推進 取組No. 203010

目標にする数
値（指標）等

一年度当たりの実施対象課等の数 78

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容

　地方自治法第１９９条第４項に基づく定期監査は、４～５年かけて全部局を一
巡するサイクルで実施しているが、当該監査の実施サイクルを短縮し、全部局を
３年で一巡するようにする。(平成２５年度から実施して平成２７年度で全部局
一巡。以後継続して実施する。）

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）事務事業の効率化

取組名 定期監査実施サイクルの短縮 取組No. 202150

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 監査事務局
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

PPPガイドライン策定

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部

検討

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　公共施設の整備等に係るコストの縮減及び市民サービスの向上を図るため、民
間の資金やノウハウ等を活用する公民連携（ＰＰＰ）に関する基本的な考え方や
プロセス等をまとめたＰＰＰガイドラインを策定する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 民間活力の導入推進 取組No. 204010

目標にする数
値（指標）等

全体工事件数に対する電子入札の割合
50%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 拡大実施 継続実施 拡大実施

H29年度

取組内容
　業者の育成、利便性の向上により、入札・契約制度を改正する。
　入札及び契約のより一層の適正化の推進を図るため、競争性、透明性の更なる
向上や談合が行われにくい環境の整備を行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）情報通信技術の活用

取組名 公共工事の電子入札拡大の検討 取組No. 203020

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 建設局 建設総務部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

指定管理者制度の導入団地数 44団地

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

16,137 16,137 16,137 16,137

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 建設局 住宅部

実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　指定管理者制度を導入している市営住宅を１５団地から４４団地へ拡充し、市
営住宅の管理運営面でのさらなるサービス向上に努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 市営住宅への指定管理者制度導入の拡充 取組No. 204030

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　民間活力の導入や市民サービス向上の観点から、今後も指定管理者制度の活用
を図る。また、指定管理者による管理運営の適正を期するため、モニタリングの
実施を行い、適切な状況把握に努め、行政のチェック機能を強化する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 指定管理者制度の活用 取組No. 204020

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

①指針の策定
②年次計画の策定

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

検討 一部実施 実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 財政局 財政部

検討

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　老朽化施設の今後の在り方について基本的指針を策定し、老朽化施設の更新費
用の平準化及び長寿命化等を総合的に検討する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 市有施設等の老朽化対策 取組No. 204050

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 検討 実施 継続実施

H29年度

取組内容

　利用者が快適に過ごせるよう、老朽化した当施設の改修を行う。また、改修後
の運営・実施体制については以下の３点を検討する。
①少子化の影響により現在、小・中学生の利用者が減少傾向にあり、また、高校
　生・大学生からの利用したいとの問合せがあることから、利用率向上を図るた
　め、青年の利用ができるよう検討する。
②市民サービスの向上や経費削減を図るため、指定管理者制度導入について検討
　する。
③エアコンの設置など施設の整備を行うことから、使用料の見直しを検討する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 少年自然の家の運営体制の見直し 取組No. 204040

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 教育委員会事務局 学校教育部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

H27年度 H28年度 H29年度

検討

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 旭学園の民設民営化の推進 取組No. 204060

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 福祉局 こども未来部

取組内容

　児童養護施設和歌山市立旭学園が老朽化してきている中、施設を建替えること
で入所児童の生活環境の改善を図る。施設建替えの機会に、現在の指定管理者制
度から、民設民営方式に切り替える。
　国は児童養護施設のケア単位の小規模化と家庭的養護の推進を図っている。

スケジュール
H26年度

H29年度

21,716

一部実施 一部実施 実施

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 共同作業場の有効活用 取組No. 204070

取組内容
　国の補助金を活用して建設された共同作業場で、現在休止している施設につい
て、１０年経過後は補助金の返還なしで転用できるなど処分条件が緩和されてい
ることから、転用・譲渡も視野に入れつつ有効活用に努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

検討 検討 検討 一部実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 まちづくり局 まちおこし部

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

再整備を行う公園施設数 20

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 建設総務部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　都市公園における公園施設の管理について、従来の対症療法型管理から予防保
全型管理に転換することで、安全性を確保し、ライフサイクルコストを縮減する
ことを目的として策定された市所管の公園施設の長寿命化計画に基づき、施設整
備を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 公園の長寿命化 取組No. 204090

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 検討 検討 一部実施

H29年度

取組内容

　今後増大する都市基盤の老朽化に伴う更新投資需要と、新規の投資事業をあわ
せて検討し、本市の投資計画の全体方針を定める。
　具体的には、①新規より更新投資の優先、②各長寿命化計画の全体管理、③包
括民間委託などを検討していく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 都市基盤の老朽化対策 取組No. 204080

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 建設総務部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

用途廃止戸数 138戸（H26年度からH29年
度の4年間）

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

1,565 3,850 6,739 9,198

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 住宅部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　和歌山市営住宅長寿命化計画に「用途廃止を予定している団地」として記載の
ある市営住宅の用途廃止を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 長寿命化計画による市営住宅の用途廃止 取組No. 204110

目標にする数
値（指標）等

長寿命化を行う橋梁数 20橋（H26年度か
らH29年度の4年間）

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 道路部

取組内容

　従来の対症療法型管理から予防保全型管理に転換することで、安全性を確保
し、ライフサイクルコストを縮減することを目的として策定された橋梁長寿命化
計画に基づき、計画的・予防的に修繕を行うことで、橋梁の延命化、コスト縮減
を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 道路（橋梁）の長寿命化 取組No. 204100
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

Ⅱ 効率的な行政運営の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

一部実施 一部実施 一部実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 建設局 住宅部

一部実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　住環境の改善のため、和歌山市営住宅長寿命化計画に従い、市営住宅の再編を
行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 市営住宅の再編 取組No. 204130

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容

　従来の対症療法型管理から予防保全型管理に転換することで、安全性を確保す
る。このため、ライフサイクルコストを縮減することを目的として策定する各施
設の下水道長寿命化計画に基づき、下水処理場、ポンプ場及び管きょを計画的に
更新、また、長寿命化に伴う改築等の工事を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 下水道施設の長寿命化 取組No. 204120

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部
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Ⅱ 効率的な行政運営の推進

目標にする数
値（指標）等

有効活用を図る教室数の割合 100%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 一部実施 一部実施 一部実施

H29年度

取組内容
　教育の充実やサービス向上に向けて、今後、児童生徒数の減少により発生する
ことが予想される小中学校の余裕教室の有効活用について検討の上、実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（４）市有財産の適切な管理活用

取組名 小中学校既存施設の有効活用 取組No. 204140

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 教育委員会事務局 学校教育部
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      Ⅲ　行政体制の強化と人材育成の推進
           （１）組織体制の強化

           （２）定員管理の適正化

           （３）職員の意識改革
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Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

1,300 1,300 1,300 1,300

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 消防局

実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　近年大型化する災害や、増加する救急救助業務等に対応するため、消防局本部
事務の効率化を図るとともに、重複する分野を整理統合し、５消防署体制から３
消防署２消防分署体制へ移行することで、そのスケールメリットを生かして実動
部隊の増強を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）組織体制の強化

取組名 消防局組織の再編 取組No. 301020

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　市民ニーズ、権限委譲、定員管理に対応した組織体制の構築を進める。また、
市民にわかりやすい組織体制づくりを進める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）組織体制の強化

取組名 効率的な組織体制の構築 取組No. 301010

取組により
目指す成果

□財政健全化   ■サービス向上 □その他 所管 総務公室 政策推進部
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Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

「研修が役立った」と答えた受講職員の
割合 70%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管
総務公室 総務部

水道局 経営管理部

一部実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　限られた人員で最大の成果を挙げるため、職員研修の充実・多様化による職員
の職務遂行能力の向上を目指す。
　人材育成基本方針等に基づく研修体系の見直しを行うほか、必須研修・選択研
修等の拡充・強化を図るとともに、高度化・専門化する業務に対応するための実
務研修を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）職員の意識改革

取組名 人材育成の推進 取組No. 303010

目標にする数
値（指標）等

平成29年4月1日時点での職員数 2,900人

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

220,630 519,790

取組内容
　平成２７年度まで職員３，０００人体制を維持し、その後、平成２９年４月１
日時点での職員数を２，９００人とすることを目標に、１００人の人員削減に取
り組み、定員の適正化に努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）定員管理の適正化

取組名 定員管理の適正化 取組No. 302010

取組により
目指す成果

 ■財政健全化   ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 総務部
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Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

平成24年度比時間外総時間数の10%削減

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

28,413 42,620 56,826 71,033

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 総務部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　仕事に重要度を付け、重要度が低い仕事は短時間でこなし、市民サービス向上
や業務の効率化を図るための企画・立案等の重要度の高い仕事に集中すること
で、業務の効率化を図り、仕事全体の質を落とさずに時間外勤務などを減らし、
空いた時間を自分のスキルアップ、家族とのふれあい、地域活動への参加などに
活用することで、ワーク・ライフ・バランスを確保し、職員のモチベーションの
向上を目指す。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）職員の意識改革

取組名 仕事ダイエット事業 取組No. 303030

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
  職員の能力向上を図り、人材育成の活用を効果的に推進するために、「能力評
価」と「業績評価」を柱に、評価を点数化した人事評価制度を活用し、その結果
を平成２６年度から昇給に反映させる。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）職員の意識改革

取組名 人事評価制度の活用 取組No. 303020

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 総務部
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Ⅲ 行政体制の強化と人材育成の推進

目標にする数
値（指標）等

管理職職員に占める女性職員の割合 10%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容

　仕事と家庭を両立できるような、女性が働きやすい職場環境を整えるととも
に、職員のやる気や働きがいを引き出し、女性職員を管理職や班長職に積極的に
登用する。
　また、職員の意識改革や能力向上のため、引き続き研修を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）職員の意識改革

取組名 女性職員の積極的な登用 取組No. 303040

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 総務部
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            Ⅳ　安定した財政構造の構築
                   （１）特別会計等の健全化

                   （２）財源の確保・創出

                   （３）外郭団体の経営健全化
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Ⅳ 安定した財政構造の構築

Ⅳ 安定した財政構造の構築

収納率
現年分 99.30%　　滞納分 9.60%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

833 1,262 1,676 2,086

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 まちづくり局 農林水産部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　滞納業者に督促状、催告状及び呼出状を送付し納付を促す。また、戸別訪問に
よる徴収を行い、悪質な滞納業者に対して、債権回収対策課の協力を得ながら債
権管理に努め、保証金の充当等法適措置も視野に入れながら収納未済額の解消に
努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 中央卸売市場事業に係る滞納・収納率向上対策 取組No. 401020

目標にする数
値（指標）等

収納率
現年分 88.07%　　滞納分 24.30%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

5,985 11,547 16,664 21,329

取組内容
　滞納処分の強化及び収納率向上に向けた取組強化と医療費適正化に向けた方策
を実施する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 国民健康保険事業の安定経営 取組No. 401010

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 健康局 保険医療部
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Ⅳ 安定した財政構造の構築

Ⅳ 安定した財政構造の構築

収納率
①（住宅新築資金・宅地取得資金）
　　現年分 70.0%　　滞納分 7.0%
②（住宅改修資金）  滞納分 2.5%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

7,095 6,402 5,807 5,211

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管
市民環境局 市民部

建設局 住宅部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　和歌山県住宅新築資金等貸付金回収管理組合と連携し、住宅新築資金・宅地取
得資金・住宅改修資金貸付金の債権回収に努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名
住宅新築資金・宅地取得資金・住宅改修資金貸付金
の滞納・収納率向上対策

取組No. 401040

目標にする数
値（指標）等

販売事業進捗率 63.0%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

64,260 64,260 64,260 64,260

取組内容
　現地案内会の開催、新聞広告掲載、進出事業者調査等を行い、スカイタウンつ
つじが丘分譲地の販売促進を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 スカイタウンつつじが丘分譲地の販売促進 取組No. 401030

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 住宅部
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Ⅳ 安定した財政構造の構築

Ⅳ 安定した財政構造の構築

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

100,000 100,000 100,000 100,000

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　公共下水道の維持管理費等経費の削減による経営の効率化によって累積赤字の
解消を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 公共下水道事業の経営の効率化 取組No. 401060

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

実施 一部実施 一部実施 一部実施

H29年度

11,403 11,403 11,403 11,403

取組内容

　周辺民間駐車場の料金体系や利用者アンケートを調査・分析し、適切な料金改
定の検討・実施を行う。
　また、赤字が続く駐車場において休止・廃止等の検討も行い、市営駐車場の経
営健全化を図っていく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 市営駐車場事業の経営健全化 取組No. 401050

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 まちづくり局 都市計画部
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Ⅳ 安定した財政構造の構築

Ⅳ 安定した財政構造の構築

水洗化率 85%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

26,388 52,776 79,164 105,552

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　普及指導員が、平日の他、土日も未接続家庭を戸別訪問し、面談を多くするこ
とによって、公共下水道への理解と協力を求め水洗化（接続）の向上を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 公共下水道の水洗化率向上対策 取組No. 401080

目標にする数
値（指標）等

使用料収納率
現年分 99.5%　　滞納分 60.0%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

1,679 3,358 5,036 6,715

取組内容
　徴収専門員による戸別訪問、担当課職員による夜間電話催告、担当部職員によ
る特別徴収などを実施することで、下水道事業に係る滞納対策・収納率の向上を
図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 公共下水道事業に係る滞納・収納率向上対策 取組No. 401070

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部
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使用料収納率
現年分 99.3%　　滞納分 30.0%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

72 145 217 289

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　徴収専門員による戸別訪問、担当課職員による夜間電話催告及び戸別訪問など
を実施することで滞納対策・収納率の向上を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 集落排水事業に係る滞納・収納率向上対策 取組No. 401100

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 検討 実施 継続実施

H29年度

取組内容
　集落排水処理施設の維持管理について、個々の委託を包括的に業務委託するこ
とで歳出削減を図り、更なる経営の効率化を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 集落排水事業の経営の効率化 取組No. 401090

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部
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①点検件数 200件
②要指導件数 30件

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 健康局 保険医療部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容

　和歌山市の居宅介護支援事業所すべてに対して、ケアプランの提出を依頼し書
類上の点検を行い、結果を居宅介護支援事業所に報告する。この書類上の点検に
おいて、一部の事例を抽出しケアプランチェック（１回当たり３件　年間４回開
催　面談）を行う。また、国保連合会による縦覧点検、医療との突合による疑義
が示されている明細書の点検、給付適正化システムについても活用を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 介護保険事業の給付適正化 取組No. 401120

目標にする数
値（指標）等

水洗化率 74%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

641 1,282 1,923 2,564

取組内容
　普及指導員等による戸別訪問を実施することで、集落排水への理解と協力を求
め、水洗化（接続）の向上を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 集落排水の水洗化率向上対策 取組No. 401110

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 下水道部
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有収率 84.4%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

2,246 4,493 6,739 8,948

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 水道局 工務部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　有収率の向上を図るため、漏水の原因となる老朽化した給配水管等の布設替
え、漏水調査等を効率的かつ継続的に実施していく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 有収率向上対策 取組No. 401140

目標にする数
値（指標）等

収納率
現年分 98.26%　　滞納分 20.20%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

103 206 310 413

取組内容
　職員による電話催告や保険料徴収員による臨戸徴収などを実施し、介護保険料
の滞納・収納率向上対策を行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（１）特別会計等の健全化

取組名 介護保険事業に係る滞納・収納率向上対策 取組No. 401130

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 健康局 保険医療部
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財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

2,500 2,500 2,500 2,500

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 財政局 財政部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　自主財源の充実確保と公平・公正な受益者負担を図るため、適正賦課や使用料
等の減免の見直しなど、適正化を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 使用料等の適正化 取組No. 402020

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

10,000 10,000 10,000 10,000

実施 継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管
総務公室 政策推進部

財政局 財政部

取組内容
　国、県、その他の助成制度の調査研究を行い、市実施事業への有効活用を図る
とともに、ホームページなどを通じてＮＰＯなどの民間が活用できる助成制度の
情報提供を行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 国等の助成制度の有効活用 取組No. 402010
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財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

9,560 11,560 13,160 13,160

一部実施 実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管
財政局 財政部

水道局 経営管理部

一部実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　ネーミングライツや太陽光発電事業者の募集及び庁舎等広告媒体の拡充など、
市有財産等の活用を図り、歳入の創出を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 市有財産等を活用した歳入の創出 取組No. 402040

目標にする数
値（指標）等

処分面積 600㎡

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

一部実施 実施 継続実施 継続実施

H29年度

10,265 10,265 10,265 10,265

取組内容
　未利用の公有財産（土地開発公社から引継いだ未利用地を含む。）の有効活用
を図るため、活用及び処分に関する基準を作成し、未利用財産の活用及び処分を
推進する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 未利用財産の活用・処分 取組No. 402030

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 財政局 財政部
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収納率
現年分 99.4%　　滞納分 23.8%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

54,755 109,511 164,267 219,022

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 財政局 税務部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　納税の公平性の確保のため、市税の現年分・滞納分の収納率向上に向けて和歌
山地方税回収機構への滞納案件の移管、電話催告など様々な方策を検討・実施す
る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 市税の滞納・収納率向上対策 取組No. 402060

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

104,342 125,210 125,210 125,210

取組内容

　関西国際空港関連の土砂採取事業跡地内にある市有地を活用して、太陽光発電
所を誘致し、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用した事業を行う。
　和歌山市は民間事業者に太陽光発電所用地として貸与することで賃料収入を得
るとともに、再生可能エネルギーの普及啓発や環境教育等への活用につなげる。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 太陽光発電所設置運営事業 取組No. 402050

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 政策推進部
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財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

50,000 50,000 50,000 50,000

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 財政局 税務部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　市内の事業所、事務所等を現地調査し、事業所税の課税対象となっている未申
告者に対し申告納付指導を行い、課税客体を増やす。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 課税客体の的確な把握（事業所税） 取組No. 402080

目標にする数
値（指標）等

差押件数 3,000件以上

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

5,000 5,000 5,000 5,000

取組内容
　滞納処分時の差押物件等に対し、インターネット等で公売を実施し、税収確保
を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 税関係差し押さえ物件等の公売の実施 取組No. 402070

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 財政局 税務部
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収納率
現年分 97.0%　　滞納分 9.0%

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

9,366 19,052 29,139 40,025

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 建設局 住宅部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容 　住宅使用料等の催告業務、法的措置の強化を図り、収納率の向上に努める。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 住宅使用料等の滞納・収納率向上対策 取組No. 402100

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　課税客体を的確に把握することにより、未申告事業所を減らし、かつ、申告内
容の精査を行うことにより、課税の公平性を確立する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（２）財源の確保・創出

取組名 課税客体の的確な把握（償却資産） 取組No. 402090

取組により
目指す成果

■財政健全化  □サービス向上  □その他 所管 財政局 税務部
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財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

3,468 3,598 3,703 3,789

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 健康局 健康推進部

実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　市民が満足できる医療サービスの維持、質の向上に努めながら、交付金の削減
を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）外郭団体の経営健全化

取組名 夜間・休日急患対策協会への関与の見直し 取組No. 403020

目標にする数
値（指標）等

民間人理事の割合 2/3以上

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　外郭団体の自立に向けて市の関与の在り方を検討するとともに、文化スポーツ
振興財団職員の退職により生ずる指定管理者制度導入施設の今後の影響について
調査する。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）外郭団体の経営健全化

取組名 文化スポーツ振興財団への関与の見直し 取組No. 403010

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 総務公室 政策推進部
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財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 まちづくり局 まちおこし部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　シルバー人材センターへの市の関与の在り方を検討するとともに、経営改善や
広報活動に協力し、自立に向けてサポートしていく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）外郭団体の経営健全化

取組名 シルバー人材センターへの関与の見直し 取組No. 403040

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

検討 一部実施 一部実施 実施

H29年度

取組内容
　和歌山市社会福祉協議会が策定する地域福祉に関する活動計画に数値目標を設
定し、その達成率等を評価・検証していくことで、地域福祉（共助）の積極的な
推進を図るとともに、市の事業（公助）の在り方について検討していく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）外郭団体の経営健全化

取組名 社会福祉協議会への関与の見直し 取組No. 403030

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 福祉局 社会福祉部
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財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 まちづくり局 まちおこし部

継続実施

目標にする数
値（指標）等

取組内容
　地場産業振興センターへの市の関与の在り方を検討するとともに、物産展やセ
ミナーの内容を充実させるなど、地場産業の経営基盤の強化に繋がる事業の実施
を促していく。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）外郭団体の経営健全化

取組名 地場産業振興センターへの関与の見直し 取組No. 403060

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

H29年度

取組内容
　中小企業勤労者福祉サービスセンターへの市の関与の在り方を検討するととも
に、サービスの質の向上や会員増加に向けた取り組みを促すなど、自立に向けサ
ポートを行う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

（３）外郭団体の経営健全化

取組名
中小企業勤労者福祉サービスセンターへの関与の見
直し

取組No. 403050

取組により
目指す成果

□財政健全化  □サービス向上  ■その他 所管 まちづくり局 まちおこし部
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Ⅴ　広域行政と地方分権の推進
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H27年度 H28年度 H29年度

検討

Ⅴ 広域行政と地方分権の推進

取組名 広域行政の在り方の検討 取組No. 500010

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 総務公室 政策推進部

取組内容

　和歌山市及び周辺市町では、人口減少が進んでおり、現在単独の市町で提供で
きている行政サービスについては、今後広域的な対応の必要が生じていくものと
考えられる。そのため、医療、福祉等の生活機能を充実させるなど、安心して暮
らせる地域を形成するための広域行政の在り方について、検討していく。

スケジュール
H26年度

H29年度

検討 実施 継続実施

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度

Ⅴ 広域行政と地方分権の推進

取組名 消防指令業務の共同運用 取組No. 500020

取組内容

　和歌山市・那賀消防組合・海南市及び紀美野町の４消防本部の管轄区域におけ
る１１９番通報の受信及び消防車や救急車の無線管制等の通信指令業務などを共
同で運用することで、業務の効率化、消防力の効果的運用、人員の削減効果及び
費用面での節約効果等により、消防力の強化と住民サービスの向上を図る。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

一部実施

22,437

実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

■財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管 消防局

22,437

目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

22,437
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目標にする数
値（指標）等

財政効果見込み額（単位:千円）

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

継続実施 継続実施 継続実施 継続実施

取組により
目指す成果

□財政健全化  ■サービス向上  □その他 所管
総務公室 政策推進部

　　 総務部

取組内容

　全国の中核市等と連携し、権限や税財源の移譲に関して調査研究を行うととも
に、国等に対して要望活動を行い、移譲された権限等を活かした個性あるまちづ
くりにつなげる。
　また、幅広い知識を持った職員を育成し、市政運営を強化するため、他都市と
の人事交流を推進するとともに、引き続き被災地への職員の派遣など支援を行
う。

スケジュール
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅴ 広域行政と地方分権の推進

取組名 他都市との連携による地方分権の推進 取組No. 500030
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取組項目
No.

取組名 所管局 所管部 ページ

100030 附属機関への公募委員の登用の拡充 総務公室 政策推進部 14

100040
市民意見募集（パブリックコメント）手
続制度の徹底

総務公室 政策推進部 14

100050 職員出前講座の推進 総務公室 政策推進部 15

100060 インターネットモニターの活用 総務公室 政策推進部 15

100070
広報手段最適化による市民サービスの充
実

総務公室 政策推進部 16

201010 公共交通ネットワークの維持改善 総務公室 政策推進部 19

202010 マネジメントサイクルの充実 総務公室 政策推進部 23

202020 職員提案による事務改善の実施 総務公室 政策推進部 23

204010 民間活力の導入推進 総務公室 政策推進部 31

204020 指定管理者制度の活用 総務公室 政策推進部 32

301010 効率的な組織体制の構築 総務公室 政策推進部 41

402010 国等の助成制度の有効活用
総務公室
財政局

政策推進部
財政部

54

402050 太陽光発電所設置運営事業 総務公室 政策推進部 56

403010 文化スポーツ振興財団への関与の見直し 総務公室 政策推進部 59

500010 広域行政の在り方の検討 総務公室 政策推進部 65

500030 他都市との連携による地方分権の推進 総務公室
政策推進部
総務部

66

100080
個人情報の保護に配慮した市政情報の積
極的な公開

総務公室 総務部 16

201020 「気くばり市役所」の推進
総務公室
財政局

総務部
財政部

19

201030 コンビニエンスストアの設置
総務公室
財政局

総務部
財政部

20

202030 公文書の適正な管理 総務公室 総務部 24

203010 情報システム最適化計画の推進 総務公室 総務部 30

302010 定員管理の適正化 総務公室 総務部 42

部局別取組項目一覧
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303010 人材育成の推進
総務公室
水道局

総務部
経営管理部

42

303020 人事評価制度の活用 総務公室 総務部 43

303030 仕事ダイエット事業 総務公室 総務部 43

303040 女性職員の積極的な登用 総務公室 総務部 44

201080
物品調達・業務委託関係の入札制度の見
直し

財政局 財政部 22

204050 市有施設等の老朽化対策 財政局 財政部 33

402020 使用料等の適正化 財政局 財政部 54

402030 未利用財産の活用・処分 財政局 財政部 55

402040 市有財産等を活用した歳入の創出
財政局
水道局

財政部
経営管理部

55

402060 市税の滞納・収納率向上対策 財政局 税務部 56

402070 税関係差し押さえ物件等の公売の実施 財政局 税務部 57

402080 課税客体の的確な把握（事業所税） 財政局 税務部 57

402090 課税客体の的確な把握（償却資産） 財政局 税務部 58

100010 和歌山市協働推進計画の着実な実施 市民環境局 市民部 13

100020 審議会等への男女共同参画の推進 市民環境局 市民部 13

201040 南サービスセンター（仮称）の設置 市民環境局 市民部 20

401040
住宅新築資金・宅地取得資金・住宅改修
資金貸付金の滞納・収納率向上対策

市民環境局
建設局

市民部
住宅部

48

202040 地球温暖化対策実行計画の推進 市民環境局 環境事業部 24

202050 ごみ減量の推進 市民環境局 環境事業部 25

201070 今福共同墓地の環境整備 健康局 保険医療部 22

202060
地域包括支援センターの運営体制の見直
し

健康局 保険医療部 25

401010 国民健康保険事業の安定経営 健康局 保険医療部 47

401120 介護保険事業の給付適正化 健康局 保険医療部 52

401130
介護保険事業に係る滞納・収納率向上対
策

健康局 保険医療部 53
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403020
夜間・休日急患対策協会への関与の見直
し

健康局 健康推進部 59

403030 社会福祉協議会への関与の見直し 福祉局 社会福祉部 60

202070 幼保連携型認定こども園の推進
福祉局

教育委員会事務局
こども未来部
学校教育部

26

204060 旭学園の民設民営化の推進 福祉局 こども未来部 34

202080 商店街づくり補助金の見直し まちづくり局 まちおこし部 26

202090 商工業販路開拓補助金の見直し まちづくり局 まちおこし部 27

204070 共同作業場の有効活用 まちづくり局 まちおこし部 34

403040 シルバー人材センターへの関与の見直し まちづくり局 まちおこし部 60

403050
中小企業勤労者福祉サービスセンターへ
の関与の見直し

まちづくり局 まちおこし部 61

403060 地場産業振興センターへの関与の見直し まちづくり局 まちおこし部 61

202100
森林公園・四季の郷公園の都市公園化の
検討

まちづくり局 農林水産部 27

401020
中央卸売市場事業に係る滞納・収納率向
上対策

まちづくり局 農林水産部 47

401050 市営駐車場事業の経営健全化 まちづくり局 都市計画部 49

203020 公共工事の電子入札拡大の検討 建設局 建設総務部 31

204080 都市基盤の老朽化対策 建設局 建設総務部 35

204090 公園の長寿命化 建設局 建設総務部 35

204100 道路（橋梁）の長寿命化 建設局 道路部 36

202110 住宅第１課所管の貸地及び転貸地の解消 建設局 住宅部 28

202120 住宅第２課所管の市営住宅管理の見直し 建設局 住宅部 28

204030 市営住宅への指定管理者制度導入の拡充 建設局 住宅部 32

204110 長寿命化計画による市営住宅の用途廃止 建設局 住宅部 36

204130 市営住宅の再編 建設局 住宅部 37

401030
スカイタウンつつじが丘分譲地の販売促
進

建設局 住宅部 48

402100 住宅使用料等の滞納・収納率向上対策 建設局 住宅部 58
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204120 下水道施設の長寿命化 建設局 下水道部 37

401060 公共下水道事業の経営の効率化 建設局 下水道部 49

401070
公共下水道事業に係る滞納・収納率向上
対策

建設局 下水道部 50

401080 公共下水道の水洗化率向上対策 建設局 下水道部 50

401090 集落排水事業の経営の効率化 建設局 下水道部 51

401100
集落排水事業に係る滞納・収納率向上対
策

建設局 下水道部 51

401110 集落排水の水洗化率向上対策 建設局 下水道部 52

401140 有収率向上対策 水道局 工務部 53

301020 消防局組織の再編 消防局 消防局 41

500020 消防指令業務の共同運用 消防局 消防局 65

202130 小学校・中学校の適正規模化 教育委員会事務局 教育総務部 29

202140 小学校給食調理業務等の委託の拡充 教育委員会事務局 学校教育部 29

204040 少年自然の家の運営体制の見直し 教育委員会事務局 学校教育部 33

204140 小中学校既存施設の有効活用 教育委員会事務局 学校教育部 38

201050 図書館サービスの見直し 教育委員会事務局 生涯学習部 21

202150 定期監査実施サイクルの短縮 監査事務局 監査事務局 30

201060 期日前投票所の拡充 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 21
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