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　市職員の給与の現状や人件費等について、人事行政の
透明性を一層高めるために公表します。詳しい内容につ
いては、市ホームページでご覧ください。

　問 人事課 ℡ 435-1019人事行政の運営等の状況について

●特別職の報酬（平成 28 年４月１日現在）
区分 給料月額 期末手当（平成 27 年度）

市　長 103 万円
3.10 月分

副市長 82 万円
議　長 79 万円

4.20 月分副議長 72 万円
議　員 66 万円

※市長・副市長は、平成 28 年４月から平成 29 年３月の間
で上記給料月額から 5％減額しています。

●平成 27 年度　普通会計決算
歳出額　1,473 億 9,401 万 9 千円

人件費以外（82.5％）　
1,216 億 5,830 万５千円●職員給与費（年額）（普通会計・平成 27 年度決算）

１人あたり給与費　644 万４千円

※給料、職員手当（退職手当除く）、期末・勤勉手当を含む。
※ 55 歳以上の管理職の職員は 1.5％減額しています。
※期末・勤勉手当は６月 1.975 月分、12 月 2.225 月分。

●職員数の状況
正規職員 2,940 人（平成 28 年４月１日現在）
※平成 18 年４月１日より 564 人削減。

●平均給料月額・平均年齢（平成 28 年４月１日現在）

一般行政職　32 万 8,019 円・42.7 歳
技能労務職　31 万 4,945 円・48.4 歳

　平成 27 年度決算に基づく「健全化判断比率」等を算定しました。「健全化判
断比率」とは、地方公共団体の財政の早期健全化や再生の必要性を判断するため
の４つの財政指標で、値が大きくなるほど財政の悪化を示します。
　今後も国庫補助金の活用や行財政改革を進め、財政の健全化に努めていきます。

平成27年度財政状況の特徴
【一般会計】　地方消費税交付金の増などで黒字額が増
　　　　　　加しました。

【特別会計】　全体で累積赤字額は減少しました。しか
　　　　　　し、未だ約 114 億円の累積赤字を抱える
　　　　　　など、安心すべき水準ではありません。

資金不足比率の数値 
公営企業ごとの資金不足額を事業規模と比較し、経営状態の
悪化の度合いを示します。経営健全化基準（20.00）
を超えると経営の健全化を図る必要があります。

（主なもの）土地造成事業 12.2　下水道事業  ー 

■ 早期健全化基準（イエローカード）

自主的な改善努力により財政の健
全化を図るべき基準

■ 財政再生基準（レッドカード）

国等による厳格な管理のもとで確
実な財政再生を図るべき基準

財
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　※実質赤字比率と連結実質赤字比率の△は、黒字をマイナス表示した場合の数値です。

基準を
クリア！

実質赤字比率 ー
（△ 0.71）

一般会計等の実質赤字額
の、標準財政規模（一般財
源の規模）に対する比率

■ 11.25　■ 20.00

連結実質赤字比率 ー
（△ 8.08）

すべての会計の赤字や黒
字を合算した額の標準財
政規模に対する比率

■ 16.25　■ 30.00

実質公債費比率 
11.5

一般会計等が負担する
元利償還金等の標準財
政規模に対する比率

■ 25.0　■ 35.0

将来負担比率 
122.2

一般会計等が将来負担す
べき実質的な負債の標準
財政規模に対する比率

■ 350.0早 早 早財 財 早

基準を
クリア！

基準を
クリア！

基準を
クリア！

基準を
クリア！

財

　問 財政課 ℡ 435-1031早期健全化基準等をクリア（平成27年度）
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●健全化判断比率の数値

第１回

わかやま就職フェア
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問 県経営者協会（就職支援センター）℡ 497-8001

　市内の優良企業が参加する合同就職面談会を開催します。
●日時／ 12 月９日金　13 時～ 16 時
●場所／和歌山ビッグ愛１F
　　　　大ホール・展示ホール
●対象／一般求職者・平成 29 年３月
　　　　新規学校卒業予定者

わかやま市１DAY

インターンシップ
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問 県経営者協会（就職支援室）℡ 497-8115

　１日・半日の職業体験を開催します。経営者の話・オフィ
スや工場の見学・就業体験・先輩社員との交流などを通して、
市内の産業や企業の魅力を知ることができます。

●対象／大学１・２年生、短大１年生、高専２・３年生
●実施期間／平成 29 年２月 14 日火～３月 10 日金
●申込期間／平成 28 年 11 月 10 日木～ 12 月 28 日水
●申込方法／右の QR コードからアクセス

11 月１日から

「ポイ捨て防止重点区域」の指定
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04 問 自治振興課℡ 435-1011

　美化推進及び美観の保護に関する条例の一部を改正し、新たに「ポイ捨て防止重点区域」
を指定しました。重点区域では、①ポイ捨て②ペット等のふんの放置③指定喫煙場所以
外での路上喫煙が禁止となり、違反者には行政処分などが科せられることがあります。
　美しいまちづくりの推進にご理解・ご協力をお願いします。

奨学金返還助成制度

参画企業の募集
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問 政策調整課℡ 435-1013

　奨学金の貸与を受けた大学生などが、市内の事業所に
就職し３年以上勤務した際に、市と連携して奨学金の返
還を助成していただける企業を募集します。
●参画要件／①医療系、介護・福祉系の事業を行う法人
②勤務先が市内に有する事業所などで、平成 31 年度に専
門的職種を採用予定　③助成金の２分の１（４年制大学：
最大 50 万円、６年制大学：最大 75 万円）を出捐
●応募期限／所定の申請書を 12 月 28 日水までに
※詳細や申込書、応募方法は市 HP で（ID：1013323）

マイナンバーカードはお持ちですか？

コンビニ交付開始
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問 市民課℡ 435-1028

　平成 29 年２月から、全国のセブンイレブン・ローソン・
ファミリーマート・サークルＫサンクスに設置の端末（マ
ルチコピー機）で、住民票の写しや戸籍全部・個人事項証
明書などの各種証明書が取得できるようになります。
　コンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードが必
要になります。マイナンバーカードを
お持ちでない方は申請をお願いします。
※住民基本台帳カード（みらいカード）
やわかやまカードでは、交付できません。
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和歌山駅前交差点北ノ新地交差点

JR和歌山駅周辺

和歌山城

26

24

42

西汀丁交差点 公園前交差点

県庁前交差点

和歌山公園周辺

南海
和歌
山市
駅

24

宇治交差点

船大工町交差点

南海和歌山市駅周辺

ポイ捨て防止
重点区域

指定喫煙場所

　これからの和歌山市について、市民の皆さんと尾花市
長が一緒に考える機会として「市政報告会」を開催し、
市政に関する課題を話し合います。会場が満員の場合は
対象地区にお住まいの方が優先となりますので、ご理解・
ご協力をお願いします。

● 11 月の開催予定
対象地区 日時 場所

三　田 11/11 金
19 時 30 分～ 20 時 30 分 三田連絡所

小　倉 11/14 月
19 時～ 20 時 小倉支所

和　佐 11/16 水
19 時～ 20 時 和佐支所

西和佐 11/22 火
19 時～ 20 時 西和佐支所

市政報告会を開催！
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問 広報広聴課 ℡ 435-1009

　当日、手話通訳や要約筆記が必要な方は、10 日前まで
に広報広聴課へご連絡ください。
FAX：431-2931　E-mail:koho@city.wakayama.lg.jp

人件費（17.5％）257 億 3,571 万 4 千円


