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平成29年度予算

安定した雇用を生み出す
産業が元気なまち

住みたいと選ばれる
魅力あふれるまち

子供たちが
いきいきと育つまち

誰もが安心して
住み続けられる持続可能なまち

“きらり 輝く元気和歌山市” を実現するために目指す 4つの将来都市像

平成29年度は、目指すべき将来都市像の実現に向けて策定する
「第５次和歌山市長期総合計画（平成29年度～38年度）」のスタートの年

・地域資源を生かし、文化活動やスポーツに親しむ
・個性と多様性のある地域づくり
・都市機能が集積し、幅広い世代が行き交う中心市街地

・製造業等の発展、サービス産業の労働生産性の向上
・新規創業、企業立地の促進
・地域産品の開発等による域内消費拡大

・安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる環境の整備
・女性の職場復帰、男性育児休暇が取得し易い職場づくり
・社会で活躍できる確かな学力を身に付ける教育環境

・歩いて暮らせる拠点を形成し、交通ネットワークで結ぶ
・都市基盤の整備・管理、医療・福祉の充実
・災害復旧・復興計画の策定、安全な社会の実現

１

２

３

４

地域包括ケアシステムの構築

未来に向けた成長のために動き始めた主な取組

企業立地環境の整備、インバウンド対策の強化 まちなかへの大学誘致、まちなか拠点の整備

子育て環境日本一への取組

“きらり輝く元気和歌山市”の実現に向けて、

時代の潮流を捉えつつ、これまでの取組を本格化させる

平成29年度予算は「未来に向けた成長を確かなものにする予算」



①安定した雇用を生み出す

産業が元気なまち

海外交流と地域産業の国際化の推進、観光消費の拡大により、活力あるまちを目指す

製造業の労働生産性
東京特別区・政令指定都市・中核市ＴＯＰ３

ランク 市名 労働生産性

１ 豊田市 3,575万円

２ 和歌山市 2,635万円

３ 大分市 2,575万円

• 産業国際化への取組

• 既存産業の振興と新たな事業の創出

• 農林水産業の活性化

3つの

施策

地域産業の競争力強化
海外交流と産業の国際化の推進、農産品

のブランド力向上等により、産業の成長

を促進します

• 瀬戸内海国立公園における観光の強化

• 触れる、感じる観光へ

2つの

施策

観光消費拡大に向けた取組
受入体制の整備、体験型観光の推進に

より国内外の観光消費を拡大します

経済産業省「平成26年工業統計調査」より

3

労働生産性が高い和歌山市の製造業の業種 ＴＯＰ３
（従業者数1,000人以上の業種）

ランク 業種名 指数（全国平均＝１）

１ はん用機械器具製造業 4.77

２ 鉄鋼業 3.12

３ 化学工業 1.27
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①安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

産業国際化への取組

姉妹・友好都市との交流を推進するとともに

本市の魅力や地場産品などを海外に向けてＰＲし、戦略的に施策を展開していきます

和歌山市の魅力海外発信事業＜新規＞2,052千円

外務省主催の地域の魅力発信セミナーに参加して和歌山市をＰＲ

姉妹都市等への物産・観光ＰＲ事業＜新規＞1,281千円

姉妹都市等において和歌山コーナーを設け、和歌山産品や観光等の

パンフレットを設置

台湾との交流事業＜拡充＞8,161千円

本市にゆかりのある台北市の紀州庵が創建100周年を迎えることに合わ

せ、同施設にて本市の観光等をＰＲ
創建１００周年を迎える

紀州庵（台北市）

外務省主催セミナーで
和歌山市の魅力を海外に発信

国際交流課：435-1010

【内示資料№１】

【内示資料№２】

【内示資料№３】

①都市間交流の推進

②外国人観光客の誘客拡大

③産業の海外展開（輸出、投資、誘致等）

国際化への
取組の柱

国際交流課：435-1010

国際交流課：435-1010
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①安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

既存産業の振興と新たな事業の創出

既存産業の更なる成長促進、地産地消の推進のための基盤づくり

新たな事業やイノベーションの起こりやすい環境づくりを推進します

企業立地促進奨励金＜拡充＞78,793千円

ＩＴなどの特定サービス事業（ホテル、旅館を除く）を対象にしたオフィス

奨励金の新設、設置奨励金・雇用奨励金の拡充など、企業にとってより魅力

的な制度に改正

市産品の消費促進への取組＜拡充＞

市産品の魅力をアピールし、地産地消の意識の醸成につなげる

とともに、市としても優先的な購入、活用を推進

産業政策課：435-1040
調 達 課：435-1033
建設総務課：435-1085

産業政策課：435-1040

立地協定調印式

地場産業振興拠点の整備

・わかちか広場のリニューアル＜継続＞86,062千円

地場産品の販売所や展示コーナー等の設置、地場産フェアや朝市

などの開催により、消費拡大と賑わい創出を図るとともに、レン

タサイクル、荷物の一時預かりサービス、Ｗｉ‐Ｆｉなど観光客の

利便性を向上させる交流拠点としての整備を実施

・けやき大通り地下駐車場の利用促進＜新規＞617千円

わかちか広場のリニューアルオープンに合わせ、けやき大通り地下

駐車場の30分無料化の社会実験を実施

商工振興課：435-1233

都市整備課：435-1082

わかちか広場 リニューアルイメージ

けやき大通り地下駐車場

【内示資料№４】

【内示資料№５】
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①安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

遊休農地の解消・活用の更なる促進＜新規＞5,603千円

新たに農地利用最適化推進委員を設置し、農地パトロールを強化するとと

もに、新しい地図システムを導入し遊休農地や貸借の情報等を地図化する

ことで、遊休農地の発生防止・解消、農地利用集積化を促進

中央卸売市場の基本設計に着手＜新規＞61,742千円

市場整備基本計画でまとめた市場整備コンセプトに基づき、

基本設計を実施

薬草産地化の推進＜継続＞4,642千円
薬草の産地化を推進するために、栽培技術の確立に取り組む
とともに、農家での薬用シソの実践的栽培試験を実施

潮干狩りの復活＜継続＞3,545千円
平成27年度から実施している国産アサリによる潮干狩りの復活
の取組や成果を発表するとともに、地元小学生による試験的な
潮干狩りを実施

市場整備専門家会議
（仮称）
（専門家）

市場整備基本
設計業務

（管理事務所）
（コンサル）

市場整備
推進会議

（場内８団体の
代表メンバー）

協議

アドバイス

開設者
（市）

市場内

業者

農林水産業の活性化

農林水産業の生産性・ブランド力の向上、生産基盤の充実、担い手育成

に取り組み活性化を推進します

農業委員会事務局：435-1147

農林水産課：435-1049

農林水産課：435-1049

中央卸売市場：431-3161

多くの家族づれに人気が高かった
片男波干潟の潮干狩りの様子

薬草の栽培実験の様子
左：薬用シソ 右：ミシマサイコ

中央卸売市場の基本設計実施体制

【内示資料№６】

【内示資料№７】
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①安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

瀬戸内海国立公園における観光の強化

青少年国際交流施設の整備＜継続＞382,132千円

これまでの小中学生を対象とした学校及び社会教育団体だけでなく、青年（外国

人を含め）まで利用できる国際交流自然体験施設へのリニューアル工事を実施

完成イメージ

台場・砲台跡の整備
・雑賀崎台場の活用を検討＜新規＞

案内板を設置するなど、県史跡 雑賀崎台場の活用を図る

・加太砲台建物の保存修理＜新規＞29,439千円

・深山砲台跡の活用＜継続＞

紀淡海峡を一望できる展望台がある深山砲台跡の案内板改修を国に働きかける

とともに、周辺道路への標識設置を検討

文化振興課：435-1194

学校教育課：435-1139
青少年国際交流施設準備事務所：459-2107

観光課：435-1234

日本遺産認定への取組
万葉の時代からの和歌の聖地であるという歴史性

を生かし、価値ある文化遺産が点在する「和歌の

浦」の魅力を国内外へ効果的に発信できるよう、

日本遺産の認定を目指す 文化振興課：435-1194
博物館：423-0003
観光課：435-1234

不老橋（紀州藩10代治宝が、

和歌祭の御成道として整備）

妹背山から見た干潟（和歌川の

河口に立地する海浜の景勝地）

「和歌の浦」を代表する文化遺産

紀州東照宮（初代藩主徳川頼

宣が家康を祀るために造営）

瀬戸内海国立公園における豊かな自然や観光資源を活用し、

国内外の観光客を誘致するとともに、世界水準の国立公園を目指します

2月補正

2月補正

深山砲台跡

文化振興課：435-1194

【内示資料№８】
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①安定した雇用を生み出す産業が元気なまち

触れる、感じる観光へ

本市の歴史、文化、産業の魅力を体験できる機会を設けることで

観光客の増加、消費の拡大を図ります

体験型観光の推進

・甲冑で巡る歴史体験＜新規＞2,132千円

欧米人を中心に人気が高まっている「サムライ文化」を

体験できるよう、忍者や甲冑などの衣装を身に着けて、

和歌山城等を巡る歴史体験事業を実施

・観光資源開発の推進＜新規＞5,000千円

茶道体験、農業体験、サイクリングツアー等の体験型

旅行商品の企画・販売を支援 観光課：435-1234

観光課：435-1234

憧れの忍者・侍など
貴重な「本物」体験

中央卸売市場：431-3161
四季の郷公園

四季の郷公園のリニューアル整備の推進＜継続＞19,332千円

・基本計画の検討＜継続＞
四季の郷公園の魅力を向上させ、農業体験型観光の導入や地産地消を
推進するため、レストラン、農産物直売所などの整備を検討

・「道の駅」整備を検討＜新規＞
四季の郷公園のリニューアル整備に合わせて、「道の駅」登録を視野に
入れた整備を検討

農林水産課：435-1049

【内示資料№９】

【内示資料№１０】

外国人の間で人気の
高まっている茶道体験

中央卸売市場に隣接する「道の駅」の整備を促進＜継続＞

市場と相乗効果のある「道の駅」地域振興施設について、施設整備コンセプト
を策定し、事業者の募集を実施



②住みたいと選ばれる
魅力あふれるまち

歴史・文化遺産の活用、大学と地域の連携によるまちなかの賑わい創出を図る

歴史・文化のまちづくり
歴史・文化を生かしたまちづくりを推進します

• 文化の振興と魅力発信

• 魅力ある和歌山城へ

• 地域資源を生かしたまちづくり

3つの

施策

まちなかの賑わい創出と利便性の向上
中心市街地の都市機能を向上し居住を推進します

• ３大学を生かしたまちなか活性化

• まちなかの魅力向上

2つの

施策

生涯学習・スポーツの振興
生涯学習・スポーツを楽しめる環境を整備します

• 生涯学習とスポーツの振興
1つの

施策
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

文化の振興と魅力発信

2020年東京オリンピック・パラリンピック、2021年国民文化祭に向けて、

文化の振興と魅力の発信に取り組みます

南方熊楠生誕１５０周年記念事業＜継続＞300千円

南方熊楠ゆかりの地を巡るフィールドワークの開催やマップを作成し、本市が熊楠の

生誕の地であることを内外にPR 文化振興課：435-1194

文化的風土の醸成＜新規＞ 2,168千円

有吉佐和子氏や、本市出身の著名な作家を身近に触れられるよう取り組むことで、文

化的風土の醸成を図る 文化振興課：435-1194

陸奥宗光没後１２０年事業＜新規＞500千円

陸奥宗光没後120年を迎え、改めて宗光の功績を広く市民に知らしめ、市民のふ

るさと意識の高揚につなげるとともに内外にPR 文化振興課：435-1194

東京都杉並区にある有吉佐和子邸

陸奥宗光の銅像（岡公園）

南方熊楠生誕地の碑（橋丁）

【内示資料№１１】

【内示資料№１２】
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

魅力ある和歌山城へ

和歌山城及び周辺のブランド化を積極的に進め、

歴史・文化が薫る城下町としての魅力向上に取り組みます

ビュースポットの整備
・本丸御殿跡の一部に天守閣を望む新たなスポットを整備

＜新規＞8,422千円

・天守閣前売店リニューアルに合わせて樹木を伐採

＜継続＞3,158千円

長屋門の活用＜新規＞1,375千円

岡公園に移築された江戸時代の武家屋敷長屋門を一般公開。

パネル展示等を行い、本市の新しい歴史・文化資産として活用

大奥・能舞台の復元＜新規＞1,111千円

二の丸大奥、西の丸能舞台等の整備に向けて、基本資料の

収集・検討を行い、構想を具体化

扇の芝の整備＜拡充＞791千円

文化財の史跡指定を目指し実測図作成のための測量を実施する

とともに、和歌山公園に追加するための都市計画変更を行う

整備中の長屋門の様子

能舞台

上水道管理事務所：472-3913
和歌山城整備企画課：435-1044

和歌山城整備企画課：435-1044

大奥中奥奥
紀州御殿

扇の芝整備イメージ

和歌山城整備企画課：435-1044

本丸御殿跡

和歌山城整備企画課：435-1044

表

和歌山城整備企画課：435-1044

【内示資料№１３】

【内示資料№１４】

【内示資料№１５】

【内示資料№１６】
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

地域資源を生かしたまちづくり

地域住民のまちづくり活動を支援し、歴史、文化、自然などの

地域特性を生かした、個性的で多様な魅力を持つ地域づくりを進めます

景観計画の促進への取組＜継続＞

地域の活性化につながる景観づくりを目指した景観計画の見直しや、新たな景観

拠点の創出、景観まちづくりに取り組む市民団体･地区に対する支援制度等を構築

都市再生課：435-1048

景勝地〝和歌の浦〟歴史・文化のまちづくり＜拡充＞6,372千円

歴史・文化を有する和歌の浦の魅力向上・活性化を目指し、和歌の浦を重点区域と

して、歴史まちづくり法に基づく「歴史的風致維持向上計画」を策定し、歴史・文

化を生かしたまちづくりを推進 都市再生課：435-1048

地域まちづくりへの支援＜新規＞2,992千円

便利で魅力的なまちづくりを進めるため、地域のまちづくりに関する普及啓発・活

動支援、ワークショップ開催等を通じて、地域の特色を生かしたまちづくりを支援

都市再生課：435-1048

地域の歴史資料室の整備＜継続＞30,080千円

平井遺跡や雑賀衆に関する歴史資料を展示する機能も兼ね備えた

地域交流の拠点となる複合施設（平井文化会館・児童館）の実施設計に着手 人権同和施策課：435-1058
子育て支援課：435-1329
文化振興課：435-1194

【内示資料№１７】

【内示資料№１８】
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

３大学を生かしたまちなか活性化

まちなかへの誘致が決まった３大学の効果をまちなか活性化につなげるため

地域との連携強化やまちなか居住を促進します

和歌山城

和歌山市駅

半径１ｋｍ圏内に

３つの大学が誕生

（学生数約１３００人）

平成31年4月開校

本町小学校跡地

（仮称）和歌山信愛大学

教育学部

平成33年4月開校

伏虎中学校跡地

県立医科大学薬学部

東京医療保健大学

（仮称）和歌山看護学部

平成30年4月開校

雄湊小学校跡地

市民会館
（仮称）市民文化

交流センター

大学と地域の連携によるまちづくり

商店街、企業、地域との交流促進に

向けた取組を検討

校舎改修費に係る補助等

＜新規＞399,224千円

本市への
就職、定住

大学生が
まちづくり

活動の担い手に

大学と地域等との
関わりを促進する
仕組みづくり

本市への
愛着

うち2月補正320,811千円

伏虎義務教育学校

政策調整課：435-1213

本町認定こども園

こども総合支援センター

【内示資料№１９】
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

伏虎義務教育学校

県立医科大学薬学部（再掲）

東京医療保健大学
（仮称）和歌山看護学部（再掲）

まちなかの魅力向上①

中心市街地の都市機能を充実させ、便利で魅力的なまちを形成するために

官民連携した様々なプロジェクトを推進します

北汀丁地区第一種市街地再開発事業

＜継続＞424,044千円

和歌山市駅前地区第一種市街地再開発事業

＜継続＞990,212千円

市民会館（仮称）市民文化交流センターの移転＜継続＞

平成30年度
平成33年度

平成31年度

都市再生課：435-1048

水辺を生かしたまちづくり

友田町四丁目地区第一種市街地

再開発事業＜継続＞754,832千円
（仮称）和歌山信愛大学

教育学部（再掲）

都市再生課：435-1048

都市再生課：435-1048

平成31年度

平成30年度

平成33年度

平成31年度

和歌山駅

大学誘致

市営駐車場

再開発

リノベーション

事業化物件
本町認定こども園

こども総合支援センター

和歌山市駅

和歌山城

文化振興課：435-1194
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

まちなかの魅力向上②

中心市街地の都市機能を充実させ、便利で魅力的なまちを形成するために

官民連携した様々なプロジェクトを推進します

まちなかの市営駐車場の利活用の検討＜新規＞

・本町地下駐車場＜新規＞7,202千円：再開に向けた耐震診断の実施

・大新地下駐車場＜継続＞：民間事業者の提案を踏まえた運営者の公募の検討

・けやき大通り地下駐車場の利用促進＜新規＞617千円：30分無料の社会実験を実施（再掲）

・京橋駐車場＜新規＞：にぎわい創出などの活用方法を検討

・中央駐車場・北駐車場＜新規＞：まちなかの駐車場需要を踏まえ拡張・改良を検討

都市再生課：435-1048

水辺を生かしたまちづくり＜拡充＞8,500千円
京橋駐車場を中心とした市堀川沿いの水辺空間を生かした社会実験等を実施

まちなか再生に向けたまちづくり手法の検討＜新規＞3,240千円
まちなかの魅力向上のために、建物の老朽化や遊休化が顕著な地区を中心に、

再開発を含むまちづくりの手法について検討

都市整備課：435-1082

政策調整課：435-1013

リノベーションスクールの開催＜継続＞11,191千円
リノベーションスクールを継続して開催し、まちづくりの担い手育成と遊休不

動産の活用・再生を図る 商工振興課：435-1233

本町地下駐車場

市堀川

リノベーション一例

【内示資料№２０】

【内示資料№２１】

【内示資料№２２】
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②住みたいと選ばれる魅力あふれるまち

生涯学習とスポーツの振興

学習の機会が確保され、文化やスポーツを気軽に楽しめる環境を整備します

生涯学習の場の充実

・（仮称）南コミュニティセンターの設置＜新規＞264,749千円

サービスセンターを併設したコミュニティセンターの平成30年度中の開設を目指し

地場産業振興センターの建物の改修を実施

・市民図書館西分館の活用＜継続＞52,932千円

平成29年5月にオープンする西保健センター及び子育て拠点施設を併設した

市民図書館西分館において生涯学習の充実を図る

生涯スポーツの振興

ジュニアスポーツ教室の開催＜拡充＞857千円

「アルテリーヴォ和歌山」に加え、「和歌山トライアンズ」、「堺ブレイザーズ」

と競技種目が異なるチームのトップアスリートによるジュニアスポーツスクールを

開催

紀の川緑地将来構想の策定への取組＜新規＞
紀の川緑地の現状把握と将来構想を策定

生涯学習課：435-1138
自治振興課：435-1011

市民図書館：432-0010

スポーツ振興課：435-1364

公園緑地課：435-1076
スポーツ振興課：435‐1364

【内示資料№２３】

【内示資料№２４】



1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

和歌山市 和歌山県 全国

子育て環境日本一への挑戦

安心して子供を産み育てられる環境を整える

など子育て環境日本一への挑戦を続けます

③子供たちが
いきいきと育つまち

子供たちの確かな成長への取組

未来を支える子供たちの確かな成長を

促すための環境整備を進めます

合計特殊出生率

• 子育てを支える環境づくり

• 子供の健やかな成長を促す環境整備

• 安全・安心な教育環境の整備

• 社会を生き抜く子供たちの学力の育成

• 地域や家庭における教育力の向上

2つの

施策

3つの

施策

出生率のさらなる
上昇を目指す

安心して子供を産み育てられる環境、子供たちの健全な成長を支える環境を整える

昭和45年以来

県平均を上回った

17
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③子供たちがいきいきと育つまち

子育てを支える環境づくり

家庭や企業、地域で取り組む子育て環境づくりに取り組みます

病児保育環境の充実

・病児保育施設の設置＜新規＞19,065千円

新たに病児保育事業を行う事業者等に対する施設整備費を補助

・病児保育の充実＜拡充＞26,149千円

病児保育の対象児童を小学校卒業まで拡大

経済的負担の軽減＜新規＞9,522千円

・幼児教育の段階的無償化

市民税非課税世帯の第2子の保育料無償化 等

・事業所内保育施設保育料の第３子以降無償化

事業所内保育施設に通う第3子以降の保育料を無償にし、多子世帯の経済的負担を軽減

子育てを支援する環境づくり

・子育てひろばの実施＜継続＞6,933千円

親の学びである「子育てひろば」を充実

・前向き子育てプログラムの推進＜継続＞1,275千円

児童虐待の未然防止のため、適切な養育をするための子育て方法の普及を図る

前向き子育てプログラムによるグループワークやファシリテーターフォローアップ研修の実施

保育こども園課：435-1064

子育て支援課：435-1329

保育こども園課：435-1064

保育こども園課：435-1064

こども総合支援センター：402-7830

子育て支援課：435-1329

【内示資料№２５】

【内示資料№２６】

【内示資料№２７】
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③子供たちがいきいきと育つまち

子供の健やかな成長を促す環境整備

子育て支援のための施設整備等により、

子供が健やかに育つことができる環境づくりに取り組みます

”待機児童ゼロ”への取組
年度途中の 0～2歳児の待機児童の増加に対応するため、

・公立保育所において保育室の改修と保育士の確保等による受け入れ児童数の増加を図る＜継続＞34,957千円
・民間の保育所や幼稚園において認定こども園への移行時に定員増を要請

本町認定こども園・こども総合支援センター複合施設の整備＜新規＞95,352千円

本町小学校跡地の一部に平成32年4月の開設を目指し、基本設計及び実施設計を実施

認定こども園等の整備促進＜継続＞490,014千円

私立保育所・認定こども園の施設整備を促進するため、３園の整備を支援

河西ほほえみセンターの開設＜継続＞61,125千円（一部再掲）

西保健センター、地域子育て支援拠点施設、市民図書館西分館からなる複合施設

「河西ほほえみセンター」が平成29年5月にオープンし、近接の体育館、

市民プールや商業施設と合わせ、河西地区の子育て拠点が完成

放課後児童健全育成事業（若竹学級）の推進＜拡充＞79,424千円
１１教室の増設 ： 雑賀、四箇郷、和歌浦、宮前、名草、西和佐、

直川、山口、安原、伏虎１、伏虎２

河西ほほえみセンター

子育て支援課：435-1329
こども総合支援センター：402-7830

子育て支援課：435-1329

地域保健課：488-5105
子育て支援課：435-1329
市民図書館：432-0010

青少年課：435-1235

子育て支援課：435-1329
保育こども園課：435-1064

【内示資料№２８】

【内示資料№２９】
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③子供たちがいきいきと育つまち

小･中学校校舎外壁の改修＜継続＞152,825千円

外壁等を改修し、非構造部材の耐震化や施設の防災機能強化を図る

通学路の整備

・ビッグデータを活用した交通安全対策＜新規＞205,845千円

ビッグデータ（ブレーキ情報や速度超過）を活用し、桑山井戸線はじめ4路線の歩道整備等に着手

・通学路合同点検の拡充＜拡充＞

各機関の関係者による通学路の危険箇所等の現場点検を拡充

小学校浄水型プールへの改築＜継続＞284,938千円

岡崎小学校の改築工事及び紀伊小学校の改築工事に係る実施設計業務を委託

学校適正規模化検討の促進＜継続＞

各学校の児童生徒の推移や施設の老朽化などの現状、学校を取り巻く地域環境を総合的に

考慮した小中学校の適正規模化に向けた検討を促進

安全・安心な教育環境の整備

教育や学習方法の多様性に対応した施設、設備の充実を図ることで、

安心、快適な教育環境を整備します

小学校の全ての普通教室への空調設置＜拡充＞2,237,248千円

子供たちの熱中症対策や快適な教育環境の実現のため、小学校における1年生から4年生までの

普通教室に空調設備を設置することで、全ての普通教室への空調設置が実現

教育政策課：435-1135

教育施設課：435-1136

教育施設課：435-1136

教育施設課：435-1136

2月補正

道路政策課：435-1328
道路建設課：435‐1087
道路用地課：435‐1074

保健給食管理課：435-1137

2月補正

うち 2月補正272,905千円

【内示資料№３０】

【内示資料№３１】
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③子供たちがいきいきと育つまち

社会を生き抜く子供たちの学力の育成

子供たちが、将来の夢や目標を実現するために必要な

「確かな学力」を身に付けるとともに、たくましく生きぬく力を育みます

学力向上の推進
・放課後フォローアップ事業の充実＜継続＞4,620千円
放課後に教員と指導員が連携して補充学習の拡充

・中学校における学び合いの授業づくり事業＜継続＞1,011千円
主体的・対話的で深い学びの視点で授業改善を実施

特別支援教育の充実
・特別支援教育支援員、介助員等の充実＜継続＞133,601千円
障害のある児童生徒が在籍する学級において、児童生徒や教員を支援する

ことにより学級運営の円滑を図る

・幼児教育・保育における支援＜新規＞2,890千円
個別支援が必要な園児が在籍する園への「幼稚園特別支援教育補助員」の

配置を促進

不登校対策の推進
・不登校児童生徒訪問支援事業＜拡充＞7,775千円
家庭訪問をして子供の学習支援や保護者への相談活動を実施

・不登校児童生徒の学校復帰支援事業＜継続＞442千円
不登校の小中学生が安心して過ごせる居場所となり、学習や体験を通して

自立を目指した支援を実施

学校教育課：435-1139

学校教育課：435-1139

教職員課：435-1196

教育研究所：435-1192

学校教育課：435-1139
子ども支援センター：402-7830

学校教育課：435-1139
子ども支援センター：402-7830

【内示資料№３２】

【内示資料№３３】
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③子供たちがいきいきと育つまち

地域や家庭における教育力の向上

地域における教育の充実や家庭環境における教育の充実を図ります

地域で支える教育力

・コミュニティ・スクールの導入＜新規＞950千円

学校運営協議会モデル校を指定し、先進校の視察を実施

・地域先達との協働・連携＜継続＞796千円
学校･地域先達がつながりを深め、相互充足感を味わいながら子供の学習や運動、

生活を支援する環境を創り、子供の心身ともに健やかな成長、学力向上を図る

・土曜学習の推進＜継続＞11,059千円

地域の子供たちの休業土曜日等における様々な体験活動や体験教室などを

計画・実施し、子供たちに活動の機会や場を提供

保護者を支える環境づくり
家庭教育支援条例に基づき家庭教育の支援を推進

・家庭教育の支援＜新規＞785千円

条例の趣旨を市民の方に周知・啓発するための講演会の開催やパンフレットの作成、

担い手講座や親子食育講座等の実施

・不登校児童生徒訪問支援事業＜拡充＞7,775千円（再掲）

家庭訪問をして子供の学習支援や保護者への相談活動をすることにより

家庭教育の支援を充実

学校教育課：435-1139

教育研究所：435-1192

コミュニティ・スクール

（学校運営協議会制度）モデル校の目的

学校運営に地域の声を反映することにより、学校

のマネジメント力を向上させ、地域住民等が学校

の教育活動を多様な方法で支援することで、地域

と学校が支えあい、コミュニティの拠点となり得

る地域コミュニティ学校のモデルを構築

生涯学習課：435-1138

生涯学習課：435-1138

学校教育課：435-1139
子ども支援センター：402-7830

【内示資料№３４】

【内示資料№３５】

【内示資料№３３】



④ 誰もが安心して
住み続けられる持続可能なまち

誰もが生涯安心して暮らせる社会づくり、人口減少や災害に対応した環境づくりを進める

健康長寿の社会づくり

誰もが生涯安心して暮らせる社会、地域

づくりを進めます

安全・安心な環境づくり

人口減少や高まる災害リスクに対応した

安全・安心な環境づくりを進めます

• 健康長寿の推進

• 生涯安心して暮らせる社会づくり

• 障害者が安心して暮らせる社会の実現

• 人と動物が共生できる社会の実現

• 「歩いて暮らせる」利便性の高いまちづくり

• 都市機能や市民生活を支える道路網の整備

• 豊かな暮らしを支える住環境の整備

• 災害に強いまちづくり

• 消防防災体制の充実強化

4つの

施策

5つの

施策
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

健康長寿の推進

健康維持のための活動を促進するとともに、疾病予防の充実を図ることで、

全ての市民が生き活きと元気に暮らすことができる地域社会を目指します

運動教室の充実＜拡充＞4,986千円

メタボリックシンドローム及び生活習慣病を予防するための運動教室の年間の

開催回数を10会場で12回から17回に拡充

地域保健医療計画の策定＜継続＞145千円

健康づくり、疾病予防、救急医療など包括的な保健医療体制を整備し、

より豊かな地域生活を支援するための計画を策定

街角歯科健診＜新規＞260千円

市内街角において、歯科健診、歯科保健指導、唾液潜血反応検査等を実施し、

歯科疾患予防を啓発

老人クラブ活動への支援＜継続＞17,365 千円

健康づくりや社会奉仕活動、教養の向上などを行うため

自主的に活動を行っている老人クラブの活動を支援

高齢者・地域福祉課：435-1063

総務企画課：488-5102

地域保健課：488-5105

国保年金課：435-1215【内示資料№３６】

【内示資料№３８】
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

介護予防・日常生活支援総合事業の実施＜拡充＞754,065千円
・予防給付として提供されていた訪問介護及び通所介護が市の事業として「介護予防・生活支援サービス事業(現行相当と緩和型の

サービス)」を実施

・高齢者自身が介護予防に努めるように「一般介護予防事業（WAKAYAMAつれもて健康体操、わかやまシニアエクササイズ市民ボ

ランティア養成講座など)」を実施

生涯安心して暮らせる社会づくり

高齢になっても住み慣れた地域で安全・安心に暮らせる社会を目指します

地域包括支援課：435-1197

救急ワークステーションの運用＜継続＞

日赤病院において、医師が救急車に同乗するドクターカー

の運用を24時間365日体制で実施

高齢者・地域福祉課：435-1063

警防課：428-0119

地域包括
支援センター

NPO法人等

高齢者が独居になっても
安心して暮らせる社会づくり

かかりつけ医

見守り・配食

見守り見守り

介護サービス事業者

宅配、新聞配達
コンビニ、
配食サービス

民生委員・
地域見守り協力員など

病院

防犯カメラ

介護サービス（訪問介護等）
相談医療

医療・救急

生活支援

防犯カメラの設置＜拡充＞14,221千円

警察と協力し、犯罪等の発生が多い地域への設置

地域の見守り活動の推進＜継続＞9,430千円

・高齢者等へのさりげない見守り活動を行う地域見守り協力員

の制度の普及を図る

・民間事業者との連携による見守り強化を実施

緊急通報システムの設置促進＜継続＞32,370千円

ペンダント型送信機による通報で警備会社が駆け付け対応

等を行う緊急通報システムの普及を促進

平成27年度の救助件数 170件

高齢者・地域福祉課：435-1063

地域安全課：435-1005

見守り 見守り

【内示資料№３７】

【内示資料№３９】 緊急通報
システム
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

障害者が安心して暮らせる社会の実現

障害者への生活支援、就労支援により、地域で安心して働き暮らしていける社会を目指します

グループホームや就労施設の整備推進＜継続＞48,000千円

障害者が住みなれた地域で安心して暮らせるようにグループホーム等の整備

を行う社会福祉法人等に対して整備費用の一部を補助

働く場の確保・開拓など就労支援の取組強化＜継続＞6,405千円

・障害者就労支援事業所との連携強化や障害者就労・生活支援センターと連携し、

障害者の職場開拓を実施

・インターンシップ助成金を支給することにより、就労希望者の体験雇用や受入

予定企業への支援を実施

・一般就労した障害者に対する奨励金の給付
障害者支援課：435-1060

障害者支援課：435-1060

手話施策の推進＜新規＞359千円

・どこでも手話電話サービス事業

インターネットを利用して聴覚障害者と手話通訳者を映像で結び、

手話通訳者が聴覚障害者の代わりに電話をかけるサービス

・手話観光案内・手話講座の動画配信

聴覚障害者による手話での観光案内・手話講座の動画を制作

・手話ポスターコンクール

小学生、中学生及び高校生を対象に、手話の普及・啓発にかかるポスターコンクールを実施

・手話トレーナー派遣事業

ベテランの手話通訳者が経験の浅い手話通訳者を現場で指導し、技術向上を図る

聴覚障害者

電話先

手話通訳者
（市役所）

インターネット

電
話

（自分では電話できない）

【内示資料№４０】 障害者支援課：435-1060
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

人と動物が共生できる社会の実現

命を大切にし、優しさのあふれる、人と動物の共生する社会の実現を目指します

動物愛護センター実施設計

既存犬舎解体撤去実施設計

旧西保健センター解体工事

H29年度

動物愛護センター建設工事

及び開設

H30年度

既存犬舎解体撤去

H31年度

完成イメージ図

（仮称）動物愛護センターの整備＜新規＞69,643千円

動物愛護の拠点施設として、収容された犬、猫を適切に管理し、できるだけ生存の機会を与え

ることを目的として新たに動物愛護センターを整備

生活保健課：488-5114

地域猫対策の推進＜継続＞

不幸な猫をなくすために地域猫対策を実施

（市の役割）・個人や団体からの申請に対する地域猫対策認定

・地域猫対策の普及啓発

（県の役割）・地域猫対策の認定を受けた者への不妊去勢手術費用などの

助成等

・地域猫対策の普及啓発

～地域猫対策～
地域猫対策とは野良猫に不妊去
勢手術を施すとともに、給餌及
び給水、排せつ物の適正な処理
を行う活動

収容数の増加 譲渡機会の増加 殺処分の減少

愛護センター整備により・・・

生活保健課：488-5114

【内示資料№４１】
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

立地適正化計画の策定＜継続＞13,500千円

居住誘導により人口密度を維持するエリア（居住誘導区域）を決定

地域公共交通網形成計画の策定検討＜継続＞234千円

中心部へのアクセス向上等、地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの構築

を目指し、まちづくりと連携した地域公共交通網形成計画の策定に向けた検討を行う

デマンド型乗合タクシー導入に向けた検討＜新規＞1,396千円

交通不便地域における移動手段確保に向け、実証運行調査を実施

「歩いて暮らせる」利便性の高いまちづくり

人口減少下でも「コンパクトで便利なまち」を目指し、まちづくり全体のビジョンを

定めるとともに都市機能・居住の誘導、公共交通ネットワークの充実に取り組みます

交通政策課：435-1016

交通政策課：435-1016

都市計画課：435-1228

多様な地域拠点のある都市へ

コンパクトで便利なまちのビジョンづくり

持続可能な公共交通のビジョンづくり

都市計画
マスタープラン

市街化調整区域を含む
都市全体の土地利用等
の整備方針を設定

立地適正化計画
（市街化区域）

生活利便施設
を維持誘導する区域
と人口密度を維持
する区域を設定

開発条例
（市街化調整区域）

鉄道駅や公共施設周辺
エリアに居住と日常
生活施設を維持誘導

コンパクトシティ＋ネットワーク

中心拠点

地域拠点

地域拠点
スーパー

診療所

各計画を連携させ、郊外を含む
都市全体のまちづくりを推進

H28年度
策定

H28年度都市機能
誘導区域策定

地域公共
交通網形成計画

まちづくりと連携した
面的な地域公共交通
ネットワークを構築

H27年度
策定

【内示資料№４２】
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

都市機能や市民生活を支える道路網の整備

安心して住み続けられる持続可能なまちを目指し、

幹線道路等のネットワークの充実や生活道路の整備、道路の適正管理を進めます

都市計画道路の整備＜拡充＞667,007千円

・有本中島線（有本～宮北）、今福神前線（今福～堀止）

の新規２路線及び南港山東線（秋葉町工区）はじめ継続

３路線を整備

生活道路の整備＜拡充＞685,136千円

・加納新日線はじめ新規5路線及び継続13路線を整備

道路の適正管理＜拡充＞664,888千円

・橋梁の長寿命化・耐震化対策

・トンネル等の道路施設の点検及び老朽化対策

南港山東線橋梁点検生活道路の整備

道路政策課：435-1328 道路建設課：435-1087 道路用地課：435-1074
道路管理課：435-1088 第二阪和・京奈和・街路建設事務所：435-1077

【内示資料№４３】

【内示資料№４４】

【内示資料№４５】
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

空家活用の推進＜新規＞19,500千円

市営住宅の整備＜拡充＞1,176,176千円

・和歌山市営住宅長寿命化計画に基づき、老朽化した建物や耐震性が乏しい

建物を順次更新、団地の集約や再編を行うことによる居住機能の再生を実施

公共下水道事業 ＜継続＞1,593,668千円

・下水道普及率向上に向け、効率的・効果的な汚水整備を促進

公園施設の長寿命化 ＜継続＞202,538千円
・御手洗池公園橋梁撤去更新工事

・公園のトイレ撤去・更新（バリアフリー化）

・公園の木製遊具撤去・更新

豊かな暮らしを支える住環境の整備

国土強靭化計画等により、災害に強いまちづくりを進めるとともに、

空き家を増やさないための施策を総合的かつ計画的に推進します

○空家等対策

協議会の設立

○空家等対策計画

の策定・公表

H28年度

〇市内全域の空家実態調査を完了

〇利活用を図るための具体策を策定

〇特定空家を順次認定

〇公的利用の活用基準を策定

H29年度

空家対策課：435-1091

住宅第１課：435-1098
住宅第２課：435-1103

下水道経営課：435-1093

公園緑地課：435-1076

【内示資料№４６】

【内示資料№４７】

岡崎団地整備イメージ
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

和田川流域の浸水対策＜拡充＞192,642千円

・前代川：早期完了に向けて河川改修を継続

・永山川：準用河川改修事業に着手し、抜本的な河川改修を実施＜新規＞

防災行政無線の再整備＜拡充＞50,000千円

平成28年度策定の基本設計に基づき、拡声子局を

現在の140局から220局を目途に再整備を実施し、

デジタル化と可聴範囲の拡大を図る（平成33年度完了）

災害時協力井戸制度の推進＜新規＞

大規模災害発生時の生活用水の確保を図るため、

「災害時協力井戸」の登録を働きかけ

住宅の耐震改修の促進＜拡充＞316,033千円

・昭和56年5月以前の未耐震住宅全約34,000戸の所有者等への

耐震化の普及啓発活動に着手し、改修件数の増加を図る＜新規＞

・平成29年度の耐震改修補助額を15万円上乗せ＜新規＞

災害に強いまちづくり

災害に強いまちづくりを進めることで、災害による被害を最小限に食い止めます

総合防災課：435-1199

河川港湾課：435-1090

災害時協力井戸
飲料水として提供するものでは

ありません。
トイレ・掃除・洗濯などに使用

してください。

和歌山市

地域安全課：435-1005

基本設計

H28年度

〇実施設計

〇親局の設置

H29年度

〇アナログ機の更新

〇デジタル機の更新

〇デジタル機の新設

H30～H32年度

〇デジタル機の改修

H33年度

建築指導課：435-1100

【内示資料№４８】

【内示資料№４９】

【内示資料№５０】

災害時協力井戸があることを示す
プレートのイメージ
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④誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち

消防防災体制の充実強化

消防力の充実を図ることで、市民の安全・安心を守るとともに、

災害時の被害を最小限に食い止めます

広域防災活動拠点の整備方針の検討＜継続＞

平成30年度に解体が完了する旧清掃工場跡地への

建設に向けた方針を検討

南消防分署の移転＜継続＞16,100千円

現在建設中で災害時は活動拠点にもなる新庁舎に移転

防火水槽の簡易耐震化の推進＜拡充＞14,688千円

大規模地震発生時でも、消防水利を確保するため、

防火水槽の簡易耐震化を推進

消防団施設の整備促進＜拡充＞25,299千円

・貴志分団ふじと台班の新設

・楠見分団平井器具庫の移設

広域防災活動拠点

災害時における緊急消防援助隊等の広域防災拠点として

現場指揮機能、ベースキャンプ機能等を備えた施設
緊急消防援助隊の活動

警防課：428-0119

消防総務課：426-0119

消防総務課：426-0119

消防総務課：426-0119

南消防分署イメージ

【内示資料№５１】

【内示資料№５２】
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平成２９年度予算の概要

146,243,290 千円 △0.5％

○ 一般会計予算

135,254,766 千円 1.8％

○ 特別会計予算

19,417,786 千円 12.5％

○ 公営企業会計予算

○ 予算合計

300,915,842 千円 1.3％

増減率 増 減 額

（△0.7％）（△965,024千円）

増減率 増 減 額

（1,903,791千円）（0.6％）

（ ）内は、借換えの対象となった元金償還金を除いた額です。

（0.5％） （711,589千円）

増減率 増 減 額

増減率 増 減 額

△756,924千円

2,444,289千円

2,157,226千円

3,844,591千円
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一般会計歳出の状況（目的別）①

（１）款別予算額の構成比
○民生費の割合は45.6％
（44.6%）

○土木費の割合は15.4％
（14.3%）

○公債費の割合は10.4％
（10.3%）

○教育費の割合は 7.6％
（ 9.3%）

○総務費の割合は 7.3％
（ 7.5%）

（ %）は前年度の割合

◎ 割合が増加
民生費・土木費・公債費など

◎ 割合が減少
教育費・総務費・衛生費など

民生費 45.6%

土木費 15.4%

公債費 10.4%

教育費 7.6%

総務費 7.3%

衛生費 6.3%

消防費 3.2%

商工費 2.7%
その他 1.5%

歳出総額
１，４６２億円
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一般会計歳出の状況（目的別）②

（２）款別予算額の年度間増減

◆教育費 △25.0億円（△18.3%）
・小中一貫校の整備 △36.2億円
・伏虎中学校跡地整備 +5.6億円
・市民図書館新館の整備 +7.7億円

◆衛生費 △ 9.1億円（△ 9.0%）
・汚泥再生処理センター整備 △3.5億円
・西保健センター整備 △4.3億円

前年比△7.6億円
（△0.5%）

◆民生費 ＋11.6億円（＋ 1.8%）
・こども医療費拡充の通年化 ＋2.8億円
・児童福祉関連扶助費 ＋7.3億円
・障害者福祉関連扶助費 ＋4.5億円

◆土木費 ＋15.3億円（＋ 7.3%）
・市街地再開発事業 ＋9.2億円
・岡崎、汐見市営住宅の整備 +5.4億円

◆公債費 ＋ 1.4億円（＋ 0.9%）
・借換えによる一括償還分 ＋2.1億円

◆商工費 ＋ 2.7億円（＋ 7.3%）
・わかちか広場の整備 ＋0.9億円
・企業立地促進奨励金 ＋0.4億円

平成２８年度 平成２９年度

1,470.0億円 1,462.4億円 増

民生費 655.1 民生費 666.7

土木費 210.4 土木費 225.7

公債費 151.0
公債費 152.4

教育費 136.4 教育費 111.4

総務費 110.0 総務費 107.1

衛生費 101.8 衛生費 92.6

商工費 36.8 商工費 39.6

その他 68.5 その他 66.9

減
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一般会計歳出の状況（性質別）①

（１）性質別予算額の構成比

○義務的経費の割合 59.3％
（58.2%）

○投資的経費の割合 8.5％
（9.8%）

○その他の割合 32.2％
（32.0%）

（ %）は前年度の割合

◎ 割合が増加
扶助費・繰出金など

◎ 割合が減少
人件費・普通建設など

義務的経費

59.3%

投資的経費

8.5%

その他

32.2%

扶助費

31.0%

人件費

17.9%
公債費

10.4%

普通建設

8.5%

繰出金

17.0%

物件費

10.1%

補助費等 2.2%

貸付金 1.4%
その他 1.5%

歳出総額
１，４６２億円
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その他
470.9

25.0 21.7

その他
471.0

21.1 21.1
34.2 32.4

145.6 147.1

245.0 248.7

投資的
経費

143.8
143.8 124.5

投資的
経費

124.5

151.0 152.4

義務的
経費

855.3

266.3 261.7

義務的
経費

866.9

438.0 452.8

一般会計歳出の状況（性質別）②

（２）性質別予算額の年度間増減
平成２８年度 平成２９年度

1,470.0億円 1,462.4億円

扶助費

人件費

公債費

投資的
経費

繰出金

物件費

補助費等

前年比△7.6億円
（△0.5%）

◆義務的経費 ＋11.6億円（＋1.4%）
・扶助費 ＋14.8億円（＋3.4%）

こども医療費拡充の通年化 ＋2.8億円

児童福祉関連扶助費 ＋7.3億円

障害者福祉関連扶助費 ＋4.5億円

・人件費 △4.6億円（△1.7%）
・公債費 ＋1.4億円（＋0.9%）

（借換えによる一括償還分 ＋2.1億円）

◆投資的経費 △19.3億円（△13.4%）
市民図書館新館の整備 ＋7.7億

市街地再開発事業 ＋9.2億

青岸ストックヤードの整備 ＋6.2億円

小中一貫校の整備 △36.2億円

河西ほほえみセンターの整備 △6.7億円

◆その他 ＋0.1億円（＋0.02%）
・補助費等 △1.7億円（△5.2%）

臨時福祉給付金 △2.9億円

・繰出金 ＋3.7億円（＋1.5%）
国保△1.6億円 介護＋1.5億円 後期高齢＋1.7億円
下水道＋1.4億円 市場＋0.8億円
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一般会計歳入の状況①

（１）自主財源と依存財源の割合

○ 自主財源 713.8億円
構成比 48.8%（ 48.0 %）

○ 依存財源 748.6億円
構成比 51.2%（ 52.0 %）

（ %）は前年度の割合

自主財源

48.8% 

依存財源

51.2% 

個人市民税

12.4%

法人市民税

3.2%

固定資産税

17.0%

その他の税

6.9%

繰入金4.2%

諸収入2.3%
使用料及び

手数料1.8%その他1.0%

国庫支出金

21.4%

市債

9.5%

地方交付税

7.2%

県支出金6.8%

地方消費税

交付金4.4%

その他1.9%

市税

39.5%

歳入総額
１，４６２億円
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27.9 27.3

402.5 413.3

75.7 63.9

86.2 68.5

55.8 69.9

764.5

116.4 105.7

748.6

134.7 135.5

705.5

570.8 578.3

713.8

自主
財源 自主

財源

依存
財源

依存

財源

（２）年度間増減

平成２８年度 平成２９年度

1,470.0億円 1,462.4億円

市税

地方
交付税

その他
自主財源

市債

地方消費
税交付金

国県
支出金

その他
依存財源

自主財源 +8.3億円（＋1.2％）

○市税 +7.5億円（+1.3％）
・固定資産税（新増築家屋）の増等

○その他（繰入金等）＋0.8億円（+0.6%）
・財政調整基金繰入金 △4.1億円

・未来のまちづくり基金繰入金 ＋3.5億円

依存財源 △15.9億円（△2.1％）

○地方交付税 +3.4億円（+2.0％）

（臨時財政対策債を含む）

○市債 △17.7億円（△20.5％）

・建設事業債の減

○地方消費税交付金 △11.8億円（△15.6％）
・消費の影響等による減

○国県支出金 +10.8億円（+2.7％）

・小中一貫校建設補助 △4.8億円

・市街地再開発補助 ＋4.4億円

・扶助費の増に伴う増加

一般会計歳入の状況②


