
主な条例議案 ①

和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との
調和に関する条例の制定

和歌山市介護保険条例の一部改正

和歌山市都市公園条例の一部改正

本市の環境と調和のとれた大規模な太陽光発電設備※の設置について、事業者の
事前協議や市長の許可制度など、必要な事項を定めることにより、生活環境、
景観その他の自然環境の維持を図ります。

※事業区域の面積が25ha以上

平成３０年度から平成３２年度までの第７期介護保険事業計画期間の保険料率を
定めます。（保険料は据え置き）

四季の郷公園を平成３０年度から都市公園として運用を開始します。



主な条例議案 ②

和歌山市中央卸売市場業務条例の一部改正

和歌山市景観条例の一部改正

輸出による市場機能を強化するために、卸売業者、仲卸業者の取引におい
て、輸出を行うことを目的とした場合の規制や制限を緩和するなどの改正を
行います。

地域住民等による良好な景観形成の取組をより一層活発化するために、
「景観まちづくり推進団体」の認定と、「景観まちづくり推進地区」の指定制
度を設けます。



和歌山市
平成30年2月16日

平成30年度

予算と主要事業の概要
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平成30年度予算

平成30年度予算は 「未来に向けた成長を加速させる予算」

誰もが安心して
住み続けられる持続可能なまち4

・健康体操の参加者増加など健康づくりの普及

・市駅和佐線、南港山東線など市内幹線道路の整備

・地区津波避難計画の策定、地域での避難訓練の開催

安定した雇用を
生み出す産業が元気なまち1

・企業立地件数の大幅な増加

・「絶景の宝庫 和歌の浦」の日本遺産認定

住みたいと選ばれる
魅力があふれるまち2

・まちなかへの3大学誘致

・文化・芸術の拠点となる公共施設の整備

子供たちが
いきいきと育つまち3

・年度当初での待機児童”ゼロ”に向けた整備

・小中学校への空調設置、小中一貫校の開校

これまで進めてきた取組により、本市に様々な成長が見え始めています。

“きらり 輝く元気和歌山市” を実現するために定める 長期総合計画 4つの分野別目標 と 見え始めた成長

時代の変化や課題を踏まえ、将来のために必要な取組を更に推進

平成30年度は、まちなかでの大学開校や青少年国際交流センターのオープンなどこれまでの取組が大きく動き出します。
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安定した雇用を生み出す
産業が元気なまち

2. 観光地としての魅力向上
「絶景の宝庫和歌の浦」の日本遺産認定など地域の

魅力を高める取組を進めてきました。和歌山城、和歌

の浦、加太を中心に観光地としての魅力を高める取組

を加速させます。

① 和歌山城の魅力向上と賑わい創出

② 和歌山城周辺の回遊性向上

③ 和歌の浦の更なる魅力創出

④ 日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」の魅力発信

⑤ 加太の魅力を生かした移住・定住促進

⑥ 観光消費の拡大

1. 地域産業の活性化
過去3年で本市への企業立地は飛躍的に増加しまし

た。企業立地の更なる促進、販路開拓への支援、人材

の確保など地域産業の振興に向けた取組を加速させま

す。

① 市内企業の成長支援

② 産業の海外展開の促進

③ 農水産物の魅力発信拠点の整備

④ 産業を支える「人」の確保

取組を加速させる4つの施策 取組を加速させる6つの施策

分野別目標１
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●増設や設備投資への支援＜拡充＞100,355千円（内示資料№1）

用地取得期間の制限を一部緩和するなど

企業立地促進奨励金の拡充により新規

雇用を伴う企業の増設や設備投資を支援

●3インターチェンジ周辺

への企業立地を促進＜継続＞

和歌山北IC

和歌山IC

（仮称）
和歌山南
スマートIC

凡例
工業地域

企業誘致ゾーン

投下資本額
（億円）
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増設や設備投資への支援
（企業立地促進奨励金制度）

●若手起業家の支援＜新規＞
空き公共施設を活用した新規創業スペースの検討

●シニア・女性起業家支援資金利子補給事業＜継続＞4,544千円
日本政策金融公庫のシニア・女性起業家支援資金利用者に利子補給を実施

平成30年度末の南スマートICの開通により
工業地域から高速道路へのアクセス向上が期待でき

関西国際空港も更に近くに

産業政策課

市内企業の成長支援
設備投資を後押しする奨励金制度の拡充、地産地消の推進、海外への販路開拓の支援など

市内企業の成長を支援することで地域産業の活性化を図ります。

施策①

増設や

設備投資

への支援

1-1.地域産業の活性化

地産地消

の推進

●金融機関等と連携した
生産性向上セミナーの開催＜新規＞225千円（内示資料№3）

サービス産業の生産性の向上にかかる各種セミナーを実施

●ワーク･ライフ･バランスの推進＜継続＞1,000千円
企業の人材確保や生産性向上につながるワーク･ライフ・バランスの
重要性を啓発するイクボス養成講座を実施

生産性・

職場環境

の改善

起業支援

商工振興課

産業政策課

子育て支援課

過去3年間で30社、240人以上の雇用
80億円以上の投資を創出

約24億円

9社(9）約22億円

10社(8）

約7.8億円

2社(2）

約0.2億円

1社(0)

約3.2億円

2社(2）

約36億円

11社(8）

※カッコ内は
市内企業の内数

※投下資本は家屋と償却資産の合計（平成26年度以降は予定額） （1月末時点）

●市産品登録制度による地産地消の推進＜継続＞
市産品のPRに加え、公共調達の際に優先的な購入・活用を推進

●チャレンジ新商品認定事業＜拡充＞493千円（内示資料№2）

・優れた新商品を「チャレンジ新商品」として認定し、PR等の支援を実施

・認定商品から年間大賞を選定して支援を実施

産業政策課

産業政策課
建設総務課
調達課

政策調整課

奨励金を活用して建設された工場

和歌山北IC周辺ゾーンで、物流会社立地
に係る地区計画が都市計画決定済
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●地域コンテンツ管理・販売システムの導入＜新規＞4,622千円（内示資料№8）

観光協会（DMO）が運営するサイトに、体験型観光商品の予約や

物販ができるシステムを導入し、地域における観光消費の拡大を推進

●ビジネスチャンスの創出を支援＜拡充＞9,500千円（内示資料№9）

国内外の展示会等への出展、新商品の広告宣伝等にかかる費用を補助

●リッチモンド和歌山フェア開催＜新規＞2,515千円（内示資料№5）

現地スーパーで和歌山フェアを開催し、販路開拓を目指す

●事業者と商社等へのマッチング会の開催＜拡充＞920千円（内示資料№6）

海外バイヤーを招へいし、中央卸売市場の事業者等のマッチング機会を創出

●農林水産事業者等への海外販路開拓を支援＜新規＞510千円（内示資料№7）

輸出の手続きなど食品の海外販路開拓支援のサービスを利用するための経費を補助

産業の海外展開の促進
海外への販路開拓の支援や姉妹都市等との交流を生かしたフェアの実施など、

本市の地場産品等の戦略的な海外展開に向けた取組を充実していきます。

●国際戦略担当アドバイザーの活用＜新規＞4,390千円（内示資料№4）

輸出専門知識のあるアドバイザーを採用し、海外輸出に取り組む事業者をサポート

市場での海外バイヤーとの商談

国際交流課

国際交流課

中央卸売市場

商工振興課

農林水産課

海外展示会への出展

① ”市だからできる”独自性のある取組を実施

② 関係機関と連携し、そのノウハウ等を有効活用

③ 都市間交流、観光誘客、産業振興を一体的に推進

国際戦略の考え方

サポート

体制の強化

販路開拓

の機会創出

施策②

1-1.地域産業の活性化

市場等での

食品輸出

を促進

姉妹都市

との連携

観光課
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●中央卸売市場の再整備＜継続＞203,621千円
・2019年度からの工事着手に向け実施設計を実施

・再整備により発生する余剰地については、道の駅等を整備

●四季の郷公園のリニューアル＜継続＞46,639千円
駐車場拡張のための土地取得を行い、続いて整備する農産物直売所や

レストラン等と合わせて道の駅の登録を進める

農水産物の魅力発信拠点の整備
中央卸売市場の再整備と道の駅の整備を進めることで、農水産物の魅力発信や販売を促進します。

新ネイチャーセンター

農園・フラワーエリア

サンサンハウス

手作り花壇

自然観察の森

農産物直売所
道の駅

新レストラン

タケノコ山
農園

中央卸売市場

農林水産課

施策③

1-1.地域産業の活性化

四季の郷公園整備イメージ

平成31年 ダイアモンド・プリンセスが寄港予定
（全長290m 約12万トン 乗員乗客約4,400人）

和歌山下津港本港
国への働きかけにより、岸壁や泊地が整備され、

10万トンを超える大型船が入港できる環境を確保

発信拠点

の整備

中央卸売市場整備イメージ（基本計画時）

道の駅直売所イメージ
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●ロボカップジュニア・

ジャパンオープン2018和歌山大会の開催＜新規＞
科学技術の向上や子供たちの科学への関心を深めるため、

県、和歌山大学、和歌山商工会議所と連携して実施

（ 2018年3月31日、4月1日開催）

●わかやま就職応援プロジェクト

＜拡充＞8,991千円（内示資料№10）

市内企業の魅力紹介やマッチング強化により市内就職を促進

産業を支える「人」の確保
本市の産業を支える人材の育成と確保を図るため、

幅広い世代に対して様々な就職支援を行うとともに、女性の活躍の促進を図ります。

合同企業説明会 カフェ交流会

産業政策課

●女性の就職を支援＜拡充＞3,985千円（内示資料№11）

・女性の就職を支援するため託児所付き企業面談会を実施

・企業と女性のマッチングをより強化するため

１DAYインターンシップを新たに実施

施策④

人材の育成

と確保

女性の

活躍支援

1-1.地域産業の活性化

商工振興課

学生×企業 カフェ交流会
気軽な雰囲気でカフェをしながら意見交換を行う新しい就活スタイル

企業ウォッチング
学生が働く現場を見学
・高校１・２年生向け『高校生就職支援事業』
・大学３年生向け『わかやま企業ウォッチング』

１ＤＡＹインターンシップ
・大学１・２年生を対象にした１日又は半日の「職業体験」
・課題解決型インターンシップ（平成30年度～）
・外国人留学生向けインターンシップ（平成30年度～）

就職セミナー
学生・保護者対象に市内企業の底力・和歌山で働き暮らす魅力を紹介

都市部での合同企業説明会
市内優良企業が参加する都市部での就職フェアの開催

魅力発見パンフレット
和歌山市の「世界に誇れる産業」「暮らしやすさ」が満載の情報冊子
を作成し、各種イベントで学生等に配布

技術人材

育成の

環境づくり

産業政策課
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●2018子どもなかよしまつり・音楽大行進

＜拡充＞7,279千円（内示資料№16）

和歌山城の魅力向上と賑わい創出
城内の復元などの整備を進めるとともに、天守閣再建60周年に向けて記念事業を実施することで

多くの人を呼び込み、賑わいのある魅力あふれる和歌山城を目指します。

●扇の芝の整備＜拡充＞55,280千円（内示資料№12）

用地取得など整備事業に着手

●西の丸（能舞台）復元整備

＜拡充＞5,787千円（内示資料№13）

西の丸能舞台復元に向けて、発掘調査に着手

●和歌山城内の魅力向上＜拡充＞

・飲食ができる天守閣前売店が4月にリニューアルオープン

・和歌山公園動物園のふれあい体験の充実

・城内の整備（吹上口広場の芝生化、砂の丸広場トイレ

設計業務委託）＜新規＞5,481千円（内示資料№14）

●天守閣再建60周年事業

＜新規＞5,647千円（内示資料№15）

・仮設イベントステージの設置

・記念イベント（天守閣の特別ライトアップ 等）

・民間企業と連携したプロモーション

施策①

整備・復元

・魅力向上

賑わい創出

1-2. 観光地としての魅力向上

扇の芝

吹上口

二の丸

青少年課・文化振興課

天守閣

砂の丸

大奥復元イメージ
（発掘調査完了）

西の丸

和歌山城整備企画課

能舞台復元イメージ
（発掘調査に着手）

東京ディズニーリゾート® 35周年
スペシャルパレードが特別参加

天守閣前売店のイメージ

扇の芝整備イメージ

和歌山城
整備企画課

和歌山城整備企画課

和歌山城整備企画課
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●（仮称）和歌山城前広場及び

市道中橋線の整備＜新規＞20,664千円（内示資料№17）

人々が集い憩う空間を創出するため、和歌山城前の交流広場と

市道中橋線の修景（無電柱化や歩道整備）に向けた設計に着手

●京橋親水公園の整備検討＜新規＞

和歌山城周辺の回遊性向上
歴史・文化資源を生かした城下町の形成により、和歌山城周辺の回遊性を高め、滞在時間の延長と消費の促進を図ります。

和歌山城

リノベーション物件

施策②

新たな

賑わい空間

の創出

都市再生課

市民会館
の移転

水辺の活用
（京橋親水公園）

中橋線から見た和歌山城

公園緑地課

1-2. 観光地としての魅力向上

（仮称）和歌山城前広場のイメージ

水辺空間の活用
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●官民連携による

雑賀崎観光拠点整備＜新規＞24,617千円（内示資料№23）

雑賀崎の古民家を改修して、観光拠点及び地域交流などの

複合的機能を備えた施設の整備を官民連携で実施

●雑賀崎灯台の周辺整備＜継続＞16,670千円
夕陽の絶景スポットである雑賀崎灯台の周辺整備を実施

●雑賀崎漁港内観光駐車場の整備＜新規＞10,530千円（内示資料№24）

漁港内観光の利便性の向上や漁船からの

直接販売の混雑等の解消のため駐車場を整備

和歌の浦の更なる魅力創出
和歌の浦の修景整備など景観の向上、観光拠点になる新たな魅力創出などの更なる魅力向上を進めます。

農林水産課

施策③

1-2. 観光地としての魅力向上

雑賀崎漁港

改修する古民家

●歴史まちづくりの普及啓発等を推進＜新規＞3,996千円（内示資料№19）

シンポジウムの開催などにより歴史まちづくりの普及を促進

雑賀崎灯台

景観の

向上

新たな

魅力創出

政策調整課

利便性の

向上

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）

に基づく「和歌山市歴史的風致維持向上計画」の認定に向けた手続き中

観光課

地域での

機運醸成
都市再生課

歴まち計画重点区域

雑賀崎古民家 整備予定の雑賀崎灯台
周辺の空き地

和歌浦観光
遊歩道

観光遊歩道

都市再生課

観光課

●和歌浦観光遊歩道整備計画の策定
＜新規＞4,230千円（内示資料№21）

和歌浦漁港から田ノ浦漁港の海岸線における

観光遊歩道の整備に向けた設計を実施

●和歌の浦街なみ環境整備計画の策定＜新規＞8,424千円（内示資料№22）

和歌の浦及び紀三井寺周辺の街なみを調査・把握する

とともに、修景整備のための整備方針、事業計画を策定
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●日本遺産魅力発信推進事業＜新規＞

・和歌の浦ライトアップ
夜間の周遊を促進するため、夜間景観を創出

・日本遺産拠点の整備
周辺施設でのパネル展示、ガイドブック配置、観光案内

・関西国際空港でのPR
関空に到着した外国人観光客に対してPR

●アマルフィ市との交流推進＜新規＞8,078千円（内示資料№20）

雑賀崎の景観がイタリアのアマルフィに似ていることから、

和歌の浦一体の観光振興や都市再生のきっかけとなるよう、

アマルフィ市との交流を推進

●和歌祭400年に向けた取組
＜拡充・新規＞9,999千円（内示資料№18）

2022年に迎える和歌祭開催400年に向け、渡御行列の

充実、衣装の製作、外国語対応したＨＰを制作

日本遺産「絶景の宝庫 和歌の浦」の魅力発信
日本遺産事業を活用した和歌の浦の魅力向上や魅力発信への取組を進めます。

開催400年に向けて和歌祭を更に充実させるとともに、アマルフィ市との交流推進による魅力発信を進めます。

観海閣と海禅院多宝塔のライトアップ

観光課

国際交流課

施策④

国内外

への発信

都市間交流

の推進

雑賀崎のまちなみ

和歌祭（神輿おろし）

1-2. 観光地としての魅力向上

観光課
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●青少年国際交流センターの開館＜継続＞1,263,557千円
従来からの小中学生の利用に加え、青年が国際交流活動や

文化芸術活動、スポーツ合宿などを行える施設にリニューアル

加太の魅力を生かした移住・定住促進
加太を核とした自然、まちなみ、スポーツ、文化・芸術を思う存分に楽しめるまちづくりを進め、

観光振興や定住促進につなげます。

●東京大学 加太分室 ～東京大学 地域ラボ 加太～ の設置
＜新規＞18,000千円（内示資料№25）

・加太をモデルに、地域活性化の研究を行うための空き家を活用した

現地駐在型拠点の設置を支援

・東京大学川添研究室が地域と連携して行う産品やまちづくりに対する

デザインの検討、空き家の利活用など地域活性化に向けた研究を支援

●加太スポーツ公園構想の検討＜新規＞5,022千円（内示資料№26）

コスモパーク加太における多目的スポーツ公園設置の検討を行うための調査を実施

施策⑤

スポーツ振興課

政策調整課

青少年国際交流
施設準備事務所

1-2. 観光地としての魅力向上

川添研究室による調査の様子

まちづくり

の促進

スポーツ

の促進

交流施設

の整備

平成30年度にオープン予定の青少年国際交流センター

つつじが丘テニスコート

空き家を活用したオフィスの事例

えび祭り（加太春日神社例大祭）
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・和歌山公園動物園でのふれあい体験＜拡充＞（再掲）
各種イベントや動物とのふれあい体験を充実させることで、

滞留時間の延長、満足感の向上を図る

・浪早ビーチでダイビング体験＜新規＞1,560千円（内示資料№28）

オフシーズンのビーチを利用して、初心者ダイバーが楽しめる

マリン体験観光を実施

●和歌山体験型観光の強化＜拡充＞
これまでの甲冑を着用しながら和歌山城及び周辺を巡る

歴史体験事業や新たに漁業体験事業、文化体験事業を構

築し、観光客の誘客を図る

観光消費の拡大
体験型観光の充実を図るとともに、ウェブサイトを活用した誘客を推進することで、

観光客の増加、消費の拡大を図ります。

●地域コンテンツ管理・

販売システムの導入（再掲）＜新規＞4,622千円（内示資料№8）

観光協会（DMO）が運営するサイトに、体験型観光商品の予約や

物販ができるシステムを導入し、地域における観光消費の拡大を推進

観光課

施策⑥

ウェブを

活用した

誘客

体験型観光

の強化

観光課

農林水産課

1-2. 観光地としての魅力向上

甲冑体験

動物園でのふれあいイメージ

和歌山城整備企画課
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住みたいと選ばれる
魅力があふれるまち

2. 地域の魅力向上
各地域の個性や多様性を生かした魅力ある地域づくり

に取り組んできました。

文化、スポーツのビッグイベントに向けた市民の機運

醸成など交流人口の増加や移住につなげる取組を加速

させます。

① 地域の特色を生かしたまちづくり

② 自転車を活用したまちづくり

③ 文化・芸術とスポーツの環境づくり

1. まちなかの活性化
誘致が決定した３大学は、開校に向けた準備が進んで

おり、４月には１校目となる大学が開校します。

大学と地域の交流・連携の推進、官民連携によるまち

なかエリアの価値向上による居住の促進などの取組を

加速させます。

① 大学連携の推進

② まちなかの新たな活動拠点の整備

③ 官・民によるまちなかエリアの価値向上・居住の促進

取組を加速させる3つの施策 取組を加速させる3つの施策

分野別目標２

担当課欄には、平成３０年度の担当課を表示した上で、変更がある場合は平成２９年度の担当課を括弧書きしています。
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●まちなか大学と地域との交流促進＜新規＞
地域活性化につながるよう地域との連携・交流を促進

大学連携の推進
4月に開校する東京医療保健大学和歌山看護学部をはじめ、誘致が決定した３大学は開校に向け準備が進んでいます。

誘致効果を最大限享受するため、学生と地域との交流・連携を推進し、本市への愛着醸成を図り、定住につなげます。

2-1. まちなかの活性化

施策①

政策調整課

本市への愛着
就職・定住へ

・祭りやイベントへの参加
・大学スペースの開放、貸出
・専門性を生かした交流

学生と地域との交流機会の創出

after

シェアハウスとゲストハウスの交流機能を生かし、
インバウンドと学生や地域との交流を創出

before

2018年4月 開校 2019年4月 開校 2021年4月 開校

東京医療保健大学

和歌山看護学部＜継続＞

(仮称)和歌山信愛大学教育学部

＜継続＞305,648千円

和歌山県医科大学薬学部＜継続＞

学生数600人薬剤師学生数320人保育士等看護師等 学生数360人

1 2 3本町小学校跡地雄湊小学校跡地 伏虎中学校跡地

大学と地域

の交流・

連携の推進

開校に

向けた準備

例：ゲストハウス【RICO】
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●市駅前自転車駐車場の整備＜継続＞46,722千円
仮設自転車駐車場のリース及び新設する自転車駐車場の取得

●新市民図書館の整備＜継続＞903,274千円
実施設計をもとに建設工事に着手＜2019年度開館予定＞

・書架等の設置＜新規＞28,923千円（内示資料№29）

書架・什器の設計及び製造に着手

●市民会館（仮称）市民文化交流センターの整備
＜継続＞105,760千円

まちなかの新たな活動拠点の整備
人が集まり、交流し、新たな活動へと発展するコミュニティ形成の場等として、

新たな拠点を整備することでまちなか活性化を促進します。

市民図書館

文化振興課

まちなみ景観課
（都市整備課）

施策②

2-1. まちなかの活性化

和歌山市駅前地区第一種市街地再開発事業

南海

和歌山市駅

庭園やステージを配する屋上

放課後の子供の居場所や利用者の交流の場としての役割も担う憩いの広場（イメージ）

伏虎中学校

跡地 市民会館の移転・新設に向け、

実施設計を実施

＜2021年4月開館予定＞

館内イメージ
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●リノベーションまちづくり＜継続＞ 12,929千円
遊休不動産を対象とするリノベーションスクールを開催

●水辺を生かしたまちづくり＜継続＞8,000千円
官民連携により市堀川水辺ビジョンを策定

●民主導による公共空間の有効活用に向けた活動支援
＜新規＞1,000千円（内示資料№32）

都市再生推進法人が実施する社会実験に対し交付金を交付

●市街地再開発の促進＜継続＞2,997,950千円
【北汀丁地区】 商業・福祉・住宅、専門学校の複合施設を整備

【和歌山市駅前地区】図書館・商業・ホテル・駐車場等の複合施設を整備

【友田町四丁目地区】商業・病院・住宅の複合施設を整備

官・民によるまちなかエリアの価値向上・居住の促進

まちなかエリアの価値向上を図るため、官民連携によるまちづくりや遊休不動産等の動向調査等を実施します。

また、住宅や医療・福祉・商業等の都市機能の立地により、まちなか居住を促進します。

友田町四丁目地区北汀丁地区

社会実験のイメージ

まちなか

居住の促進

施策③

2-1. まちなかの活性化

エリア

価値向上

政策調整課

リノベーション事例

都市再生課

1

2

市役所

（仮称）和歌山信愛大学

認定こども園
＋こども総合支援センター

新市民会館

県立医科大学薬学部
至JR和歌山駅→

中
橋

3

都市再生課（商工振興課）

都市再生課

●まちなか市営駐車場の再整備
和歌山城や周辺施設利用者の増加に伴う需要増を見越し、駐車場を整備

①大新地下駐車場の再開＜継続＞

②北駐車場建設に向けた準備＜新規＞536千円（内示資料№30）

③本町地下駐車場の再開準備＜継続＞

●駐車場・遊休不動産動向調査

＜新規＞7,809千円（内示資料№31）

遊休不動産等の詳細な調査・分析により活用物件の

発掘・利活用を進め、街なみの連続性確保・賑わいや都市魅力を創出

まちなみ景観課（都市整備課）

都市再生課
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●南コミュニティセンター・サービスセンターの開館＜継続＞
コミュニティセンター、サービスセンター、子育て交流スペース、カフェ、

日本遺産展示コーナー等の機能を兼ね備えた複合的な施設として５月開館予定

●杭の瀬児童館・福祉館の複合化＜継続＞430,622千円
児童福祉や地域福祉の役割を持った地域交流の拠点となる複合施設を建設

●平井文化会館・児童館の複合化＜継続＞50,016千円
平井遺跡・雑賀衆に関する歴史資料室としての機能も

兼ね備えた複合施設を整備

●景観まちづくり推進団体等の認定＜新規＞
景観まちづくり活動を自主的に行う市民団体等を「景観まちづくり推進団体」

として認定する制度を新たに創設

●大規模な太陽光発電設備の設置と環境の調和＜新規＞
生活環境や景観その他の自然環境への影響が懸念される大規模な太陽光発電

設備について、本市の環境と調和がとれるよう、必要な措置を講じる

地域の特色を生かしたまちづくり
地域活動の核となる拠点を整備し、地域コミュニティの形成を図るとともに

地域のまちづくり活動の支援等により、歴史・文化・自然など地域の特性を生かしたまちづくりを推進します。

●地域のまちづくり活動の支援＜継続＞4,023千円
地域まちづくりイベント等の普及啓発活動やワークショップ・フィールドワーク

を通じた地域資源の発掘等、地域特性を生かした市民主体のまちづくり活動を支援

都市再生課

人権同和施策課
子育て支援課
文化振興課

生涯学習課・自治振興課

地域活動の

拠点形成

地域の

まちづくり

活動の推進

施策①

2-2. 地域の魅力向上

子育て支援課

平井文化会館・児童館完成イメージ

まちなみ景観課（都市再生課）

杭の瀬児童館・福祉館完成イメージ

景観・

自然環境等

の維持 環境政策課
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●「スマートサイクルシティわかやま」の実現＜新規＞

～ シェアサイクルの導入 ～
公共交通機関と連携し、民間のシェアサイクル事業を推進

自転車を活用したまちづくり
官民連携によるシェアサイクルを新たに導入し、公共交通の利便性の増進等につなげます。

さらに、自転車活用推進計画の策定を目指し、自転車活用に向けた市民の機運醸成を図り、広域観光の振興に努めます。

施策②

2-2. 地域の魅力向上

政策調整課・交通政策課

自転車活用

の推進

官民連携

による

利用促進

「太平洋岸自転車道」

「京奈和自転車道」

「新たな泉州・和歌山

サイクルルート」

「ぐるっと大阪湾ルート」

「大和川自転車道」

「アワイチ」
堺市・徳島市・甲南大学と連携したネットワークの構築

平成28年度より、堺市・甲南大学による『 KONANプレ
ミアプロジェクト「関西湾岸ネットワークの構築シンポ
ジウム」 』に参画。地域資源をつなぐ広域サイクリング
ルートの検討等を通じ、関西湾岸の活性化を目指す

H30.1.29 本市での開催の様子

政策調整課・スポーツ振興課・道路政策課

●自転車活用の推進＜新規＞757千円（内示資料№33）

サイクリングマップの作成、シンポジウムの開催などにより、

自転車に対する市民の機運醸成を図るとともに、「自転車活用

推進計画」の策定を目指す

●サイクリングロードの整備促進＜継続＞
海のサイクリングロードのネットワークを推進

【シェアサイクル】

市民の日常生活に…

③観光振興

①公共交通の

利便性向上

④環境・美観形成

点在する名所巡りに…放置自転車の解消に…

CO2削減に…

道路政策課
スポーツ振興課

マイカーから

「公共交通プラス自転車」への転換

従来のレンタサイクルとは違い、

点在する専用駐輪場（サイクル

ポート）で、いつでも自転車を

借りたり、返したりできる自転

車共有システム

②中心市街地の

回遊性向上

４つの目的

市街地でのビジネスに…
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●スポーツキャンプへのサポート＜継続＞1,500千円
ホストタウンとして登録されているカナダ競泳チームの事前合宿を支援

●加太スポーツ公園構想の検討（再掲）＜新規＞5,022千円（内示資料№26）

コスモパーク加太における多目的スポーツ公園設置の検討を行うための調査を実施

コスモパーク加太付近への多目的スポーツ公園設置の検討を行うための調査を実施

●つつじが丘テニスコート駐車場・公園の整備検討＜新規＞

●ねんりんピックの推進＜新規＞5,703千円（内示資料№34）

ねんりんピック紀の国わかやま2019の開催に向け準備を推進

文化・芸術とスポーツの環境づくり
地域に点在する文化・スポーツ資源を有効に活用し、地域の魅力向上につなげるため、組織を改正するとともに、

ねんりんピック等に向けた市民の機運醸成など、誰もが文化・芸術・スポーツ活動を楽しめる環境づくりを進めます。

●国民文化祭開催に向けた準備＜新規＞
「第３６回国民文化祭・わかやま２０２１（仮称）」開催に向け、

専門部署を立ち上げ、先催都市の視察や主催事業計画の検討

●和歌祭400年に向けた取組（再掲）

＜拡充・新規＞9,999千円（内示資料№18）

2022年に迎える和歌祭開催400年に向け、渡御行列の充実、

衣装の製作、外国語対応したHPを制作

●青少年国際交流センターの開館（再掲）＜継続＞1,263,557千円

従来からの小中学生の利用に加え、青年が国際交流活動や

文化芸術活動、スポーツ合宿などを行える施設にリニューアル

青少年国際交流
施設準備事務所

文化振興課

観光課

施策③

2-2. 地域の魅力向上

青少年国際交流センター（イメージ）

スポーツ振興課

文化・芸術

が薫る

まちづくり

2018 パンパシフィック水泳選手権（東京）
2020 東京オリンピック・パラリンピック

スポーツ

環境の充実

和歌祭

競泳カナダチームの
合宿スケジュール

公園緑地課
スポーツ振興課
住宅政策課
政策調整課

スポーツ振興課
（高齢者・地域福祉課）

ねんりんピックの種目に

なっているゲートボール

スポーツ振興課
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子供たちが
いきいきと育つまち

2. 教育環境の充実
平成29年度は、4月に伏虎義務教育学校が開校し、年

度内に市立小中学校普通教室への空調設置が完了しま

す。トイレの洋式化や地域との交流促進など教育環境

の充実に向けた取組を加速させます。

① 確かな学力の育成

② 安全・安心の学校づくり

③ 子供たちの成長を支える環境づくり

1. 子育て環境の充実
年度当初での待機児童ゼロを目指せる状況になり、年

度途中の待機児童も減少しています。保育体制の強化

や更なる経済的支援など子育て環境の充実に向けた取

組を加速させます。

① 子育て支援と子供教育の拠点づくり

② 妊娠期からの切れ目のない子育て支援

③ 子育て環境の整備と経済的支援

取組を加速させる3つの施策 取組を加速させる3つの施策

分野別目標３
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本町公園

花･花館
本町市営駐車場

子育て支援と子供教育の拠点づくり
認定こども園、こども総合支援センター、保育士育成のための大学を集約させることで、

まちなかへの子育て支援と子供教育の拠点づくりを進めます。

3-1. 子育て環境の充実

施策①

●子育て支援・子供教育の拠点整備

・（仮称）本町認定こども園・こども総合支援センター複合施設整備＜継続＞576,727千円

・（仮称）和歌山信愛大学教育学部＜継続＞305,648千円
本町小学校跡地への開校に向け、大学・地域との協議等を実施

子育て

拠点整備

子育て支援課

政策調整課

複合施設整備イメージ

大学

（仮称）和歌山信愛大学教育学部整備イメージ

まちなかの緑に囲まれた地に“子育て支援とこども教育の拠点”が誕生！

2019年開校

2020年開設

有吉佐和子邸の復元検討

複合施設
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●妊産婦健康診査事業＜継続＞287,125千円
母体の健康管理、産後うつの予防を図るため妊産婦健診を実施

●こんにちは赤ちゃん事業・新生児訪問事業＜継続＞10,130千円
生後早期に自宅を訪問し、支援を実施

妊娠期からの切れ目のない子育て支援
安心して出産・育児ができる環境づくりを推進し、子供たちの健やかな育ちを支援します。

妊娠・子育て世帯に対する経済負担の軽減、経済的な問題を抱える子供への生活支援を行います。

3-1. 子育て環境の充実

施策②

●産後ケア（育児不安のある産婦へのサポート）＜継続＞5,652千円
心身の不調、育児不安等がある産婦に対し、医療機関等にて支援

●子育て世代包括支援センター＜継続＞15,180千円
市内４か所の保健センター内で、相談員（助産師、保健師等）による

妊娠や子育てについての相談、母子手帳の交付等を実施

地域保健課

地域保健課妊娠期から

の健康支援

地域保健課

●乳幼児健康診査・発達相談＜継続＞45,695千円
4･10か月、1歳6か月、3歳児等の健診と発達面の相談を実施

地域保健課

地域保健課

●“こうのとり政策”の推進＜継続＞17,013千円
結婚、妊娠・出産、子育てに関する不安・負担を軽減し、

安心して子供を産み育てる環境づくりに向けた支援を充実

安心できる

子育て環境

づくり 子育て支援課

●地域子育て支援拠点施設＜継続＞74,621千円
市内13か所で、未就園児を対象に、

親子の交流や情報提供・育児相談、子育て講座等を実施

●子育てひろば＜継続＞5,745千円
各コミュニティセンターで、未就園児を対象に、

手遊びやふれあいあそび・おはなし・簡単なおもちゃ作りなどを実施

子育て相談

・交流拠点

子育て支援課

・三世代同居・近居促進事業

・しあわせたく３（さん）未来ギフト事業

・和歌山市ハッピーウエディング事業

・男性子育て推進事業

・前向き子育てプログラム

子育て支援・子供教育の拠点

子育て世代包括支援センター

地域子育て支援拠点施設

子育て支援課
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●保育費用の助成を拡充＜拡充＞27,626千円（内示資料№36）

現在第３子以降を対象に実施している保育料等の無償化を
一定の所得制限のもと第２子まで拡充

●こども医療費の助成＜継続＞1,174,393千円
中学卒業までの子供の保険診療医療に係る費用の自己負担分を助成

●子供の生活に関する実態調査 ＜新規＞2,754千円（内示資料№37）

子供の生活実態や学習環境などを把握するため、子供と

その保護者に対し和歌山県と共同でアンケート調査を実施

●不妊治療助成事業＜継続＞93,220千円
特定･一般不妊治療等を行った治療費の一部を助成

●私立認定こども園の整備＜継続＞ 674,048千円
4園の整備を支援

●公立認定こども園の整備

・（仮称）芦原認定こども園＜継続＞285,291千円

・（仮称）本町認定こども園＜継続＞576,727千円
（こども総合支援センター分を含む）

子育て環境の整備と経済的支援
官民連携して保育施設の整備を進めることで、待機児童の減少を目指すとともに

子育てにかかる経済的負担の軽減を図ります。

待機児童

ゼロに

向けて

3-1. 子育て環境の充実

施策③

子育て支援課

（仮称）芦原認定こども園整備イメージ

保育こども園課

こども家庭課

経済負担の

軽減等

子育て支援課

地域保健課

●若竹学級の充実＜拡充＞46,555千円（内示資料№35）

新たに６教室（宮、松江、楠見、楠見東、野崎西、伏虎）

を整備することで待機児童の発生防止を図る

青少年課
3
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●放課後フォローアップ事業＜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を実施（小学校）

確かな学力の育成
子供たちの確かな学力を育成するため、学習支援体制の強化と教員の授業力強化を図ります。

●基礎学習の充実＜継続＞
授業前、授業後等の15分程度で、算数、国語、読書などの学習を実施

●学習ノート「紀州っ子 学びノート」

の活用＜継続＞5,346千円
小学生の読む力、書く力、伝え合う力を伸ばすための学習ノートを配布

●中学校における

学び合いの授業づくり事業＜継続＞1,127千円
主体的、対話的で深い学びの実現を目指した授業改善を実施

●和歌山市小中学校授業研究会事業＜新規＞69千円（内示資料№38）

教育委員会や教科研究会が推薦するスペシャリストによる授業を公開し、

経験の浅い教員を中心に小中学校の教員が合同で学ぶ研究会の実施

学力の

向上

授業力の

向上

学校教育課

学校教育課

教育研究所

3-2. 教育環境の充実

施策①

学校教育課

ふるさとの歴史、文化、自然、偉人先人などについても学べるよう工夫

南方熊楠陸奥宗光和歌山城 友ヶ島

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

H28 H29

国語A 国語B

算数A 算数B

-10

-8

-6

-4

-2

0

H28 H29

国語A 国語B

算数A 算数B

全国学力・学習状況調査における
平均正答率の全国平均との差（和歌山市）

平成29年度は、小・中学校ともに向上

教育研究所

小学校 中学校
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●いじめ等の相談体制を調査研究＜新規＞9,679千円（内示資料№40）

文部科学省のSNSを活用した相談体制の構築事業を活用し、

いじめ等に関する悩みを抱える生徒に対する相談体制を調査研究

安全・安心の学校づくり
子供たちが快適、安全な環境で学べるよう整備を進めるとともに、

悩みや不安を解消するためのサポート体制の充実を図ります。

トイレ洋式化率

小学校27.5%

中学校25.2%
（平成29年4月時点）

●トイレの洋式化＜拡充＞484,794千円（内示資料№39）

快適な学校環境づくりのため、トイレの洋式化を加速的に推進

・平成29年度 5校 ⇒ 平成30年度 10校

●校舎の外壁改修＜継続＞165,646千円
安全な学校づくりのため、老朽化した校舎の外壁改修を実施

・野崎小学校をはじめ3校で実施

●ブロック塀の改修＜継続＞181,137千円
安全な学校づくりのため、老朽化したブロック塀の改修を実施

・砂山小学校をはじめ5校で実施

学校施設

の整備

相談体制の

充実

学校教育課・少年センター

教育施設課

教育施設課

教育施設課

学校教育課・子ども支援センター

3-2. 教育環境の充実

施策②

全小中学校への空調整備が
平成29年度で完了

⇒ トイレの洋式化を重点化

・電話や来所により、18歳までの子供や保護者、教師に対して

学校生活、発達に関すること、子育て不安などの相談を実施

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーにより、

学校や家庭訪問による心理や福祉に関する相談の実施

・適応指導教室に通う不登校児童生徒への学習指導や活動に

おける社会性の育成を目指した支援

2月補正

2月補正

●教育相談・適応指導教室での指導＜継続＞27,907千円
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●コミュニティ・スクールの推進＜拡充＞1,238千円（内示資料№41）

保護者や地域住民からなる学校運営協議会を設立し、地域住民等による学習支援や

交流活動など、地域と学校が共に協働しながら子供たちの豊かな成長を支える取組を

構築し、「地域とともにある学校づくり」を進める

●地域先達との協働・連携＜継続＞619千円
学校と地域先達がつながりを深め、子供の心身の成長、

学力向上を支援する環境づくりを促進

●「親としての学び」支援のための

学習プログラム開発＜新規＞1,132千円（内示資料№42）

保護者が子供の発達段階に応じた家庭教育や子育ての知識を学ぶための

講座・研修会等で使用する学習プログラムを開発

●家庭教育支援事業の充実、

支援者の発掘及び育成＜継続＞543千円

地域と

進める

学校づくり

親子を

支える

環境づくり

子供たちの成長を支える環境づくり
地域で子供たちを支える環境づくり、親の成長を促す環境づくりを進めることで、

子供たちの確かな成長を支えます。

平成29年度

小中学校22校で設置

平成30年度

新たに小中学校30校に設置予定

（平成31年度までに、市立学校全69校で設置予定）

学校教育課

地域の見守り隊の方々などを
招いての交流会

地域の人々と給食を
食べながら交流

地域の人々との交流

学校教育課

3-2. 教育環境の充実

生涯学習課

施策③

教育研究所

・「家庭教育基礎講座」等の受講による支援員のスキルアップを図る

・家庭教育に関する講座を開催し、支援者を発掘

・早寝早起き朝ごはんシールの配布

・親子食育講座の開催
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誰もが安心して
住み続けられる持続可能なまち

① 健康長寿の促進
② 生涯安心して暮らせる地域づくり
③ 障害者・生活困窮者を支える

環境づくり
④ 自殺対策の強化と動物愛護の推進

取組を加速化させる4つの施策

① 浸水対策の強化と促進

② 住宅耐震化等の促進

③ 空家等対策の推進

④ 防災力の強化

取組を加速化させる4つの施策

① 公共交通ネットワークの充実

② 地域を支える道路網の整備

③ 良好な住環境の促進

取組を加速化させる3つの施策

3. 安全対策の強化
南海トラフ巨大地震等に備え、建物耐

震化の促進や津波避難計画の策定、防

災訓練等を実施しました。

豪雨災害による浸水対策や空き家等の

対策強化、防災行政無線の整備着手な

ど地域の安全対策を加速させます。

2. 生活基盤の充実
交通アクセスの向上や新たな公共交通

システムの導入検討を実施しました。

持続可能な公共交通ネットワークの構

築や住環境の整備促進など住みよいま

ちの実現に向けた取組を加速させま

す。

分野別目標４

担当課欄には、平成３０年度の担当課を表示した上で、変更がある場合は平成２９年度の担当課を括弧書きしています。

1. 暮らしの安心確保
高齢者の通いの場の創出や総合事業へ

の移行、障害を理由とする差別や障害

のある方に対する社会的障壁の解消等

に取り組んできました。

2025年に到来する超高齢化社会に対

応するため、医療と介護の連携や地域

で支え合う環境づくり等を加速させま

す。
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●WAKAYAMAつれもて健康体操＜継続＞4,068千円
週1回以上、5人以上で活動するグループに対して、リハビリ専門職が活動を支援

●市民ボランティア養成講座（シニアエクササイズ）＜継続＞11,836千円
介護予防のための運動プログラムを学び、介護予防ボランティアリーダーを養成

●自主活動移行教室＜継続＞25,085千円
接骨院（整骨院）等で筋力トレーニング等を行い、教室終了後は自主的な運動へ移行

●国保運動教室＜継続＞4,934千円
メタボや生活習慣病予防のため、健康運動指導士とともに運動の知識や技術を学ぶ

●健康応援フェア・健康ウォーキング＜継続＞1,391千円
生活習慣病予防策として、健康ウォーキングイベント及びサポーター養成講座等を開催

●がん検診の実施＜継続＞211,495千円
胃がん（ピロリ菌検査を含む）・肺がん・大腸がん・子宮がん・乳がん検診を実施

＜無料検診：子宮がん（20歳）・乳がん（40歳）＞

●まちぐるみの糖尿病予防対策事業＜継続＞348千円
関係機関が連携し、まちぐるみで糖尿病予防事業を実施

●糖尿病性腎症の重症化予防＜新規＞10,591千円（内示資料№43）

・糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者等に対し、受診勧奨・保健指導を実施

・糖尿病性腎症で通院する患者のうち重症化するリスクの高い方に対し、保健指導を実施

健康長寿の促進
2025年の超高齢化社会の到来に備え、介護予防のための健康づくりや生活習慣病等の予防対策により、

健康長寿を促進します。

4-1. 暮らしの安心確保

施策①

地域包括支援課

国保年金課

生活習慣病

等予防対策

の推進

健康づくり

の推進

地域保健課

地域保健課

地域包括支援課

地域包括支援課

がん検診無料クーポン券
（子宮がん・乳がん）

地域保健課

国保年金課
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かかりつけ医

●地域包括支援センターの運営

＜継続＞374,129千円
市内15か所のセンターで、専門職が介護・福祉・健康

などの面から高齢者の生活を支援

●介護予防・日常生活支援の推進
（一部再掲）＜継続＞1,437,993千円
地域の多様な主体を活用した高齢者の生活支援を実施

●生活支援体制の整備＜継続＞12,917千円
ボランティア・NPO等地域の多様な主体による生活支援

サービスの提供体制を構築するため、生活支援コーディ

ネーターと協議体による地域ニーズに応じたサービスの

開発・提供を実施

●認知症施策の充実＜継続＞24,114千円
認知症への理解を深めるための普及啓発を行うとともに、

認知症高齢者見守り支援事業等を実施することにより、

認知症の人やその家族を支援

生涯安心して暮らせる地域づくり
高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らすことができるよう、

住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指します。

地域包括支援課

地域包括支援センター〈15か所〉

（高齢者の総合相談窓口）

わかやま市在宅医療
推進安心ネットワーク

在宅医療・介護連携推進センター〈5か所〉

市医師会在宅医療サポートセンター〈1か所〉

施策②

4-1. 暮らしの安心確保

生活支援・介護予防

自治会や
ボランティア

への参加

活動の場
の提供

介護 医療

生活支援
（掃除、買い物等）

235円／回

（自己負担1割の方）

地域ニーズの把握、担い手の養成、支援サービスの開発 等

●安心して在宅医療・介護が受けられる

地域づくり＜拡充＞35,893千円（内示資料№44）

在宅医療提供体制の構築のため市医師会在宅医療サポート

センターや在宅医療・介護連携推進センター、市医師会、

市歯科医師会、市薬剤師会等と連携し、構築した「わかや

ま市在宅医療推進安心ネットワーク」を更に推進し、在宅

医療・介護の連携による切れ目のない支援体制の充実を図る

地域包括支援課・総務企画課

医療・介護

の連携

地域包括

ケアの推進

市内どこでも必要なサービスが
受けられる環境

介護サービス
の提供

医療サービス
の提供

NPO・ボランティア・民間企業 等

生活支援コーディネーター・協議体

地域包括ケアシステムのイメージ

多様な主体によるサービス提供

診
療
所

看護師

薬剤師歯科医師

通所・入所 通院・入院

・ケアマネージャー
・保健師
・社会福祉士

医療の側面から
連携を支援

連携

介護予防のための

健康体操 等

介護の側面から
連携を支援
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障害者・生活困窮者を支える環境づくり
障害者の働く意欲と能力に応じた就労支援や相談支援体制の強化など障害福祉サービスの整備を推進するとともに、

生活困窮者の一般就労に向けた支援を強化します。

●障害者差別解消推進及び手話施策の推進 ＜継続＞36,710千円
・障害の正しい理解、啓発に向け、ポスターコンクールを開催

・意思疎通支援のためのコミュニケーションツールの作成

・経験の浅い手話通訳者育成のため、手話トレーナー派遣事業等の手話施策を実施 等

●基幹相談支援センターの設置＜新規＞18,000千円（内示資料№47）

障害福祉従事者の育成と高度な相談支援体制を構築

●障害児者への相談支援＜継続＞30,000千円
障害児者の方々に係る生活や仕事等の相談に対する必要な支援を実施

●働く場の確保・開拓など就労支援の取組強化＜継続＞6,214千円
一般就労者数の増加を目的に、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターと連携

●グループホームや就労施設の整備推進＜継続＞56,200千円
グループホーム等の整備を行う社会福祉法人等に対し、整備費用の一部を補助

●障害児への支援＜拡充＞1,160千円（内示資料№46）

現在第３子以降を対象に実施している児童発達支援センターの無償化を

一定の所得制限のもと第２子まで拡充

●在宅透析の助成＜新規＞624千円（内示資料№45）

腎臓機能障害者の社会参加を促進するため、助成金（水道料金の基本料金相当）

を交付し在宅血液透析を推進

障害者支援課

障害者支援

の推進

生活困窮者

支援の充実

施策③

4-1. 暮らしの安心確保

●生活困窮者の自立支援＜拡充＞1,142千円（内示資料№48）

適切な生活習慣や社会的能力の形成、就労体験等を通じた訓練など、

一般就労に向けた支援を実施

生活支援課

2月補正34,024千円
当初 22,176千円
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自殺対策の強化と動物愛護の推進
誰もが心豊かに安心して暮らせるよう、包括的な支援を推進する自殺対策計画を策定するとともに、人と動物が共生できる豊

かな社会の実現に向けて動物愛護センターの整備を行うことで、命の大切さと思いやりを育みます。

施策④

4-1. 暮らしの安心確保

殺処分ゼロ

を目指して

●動物愛護センター施設整備事業＜継続＞282,649千円
動物愛護行政の拠点施設として、動物愛護教育等の充実による動物愛護思想の普及啓発
及び収容された犬、猫を適切に管理すること等による譲渡事業を推進

完成イメージ

・いのちの大切さを伝える施設

・人と動物の正しいかかわり方を学ぶ施設

・動物にやさしい施設

殺処分の減少

基本コンセプト

生活保健課

●地域自殺対策の強化・自殺対策計画の策定＜拡充＞11,990千円（内示資料№49）

市の実情に応じた自殺対策計画を策定し、効果的に自殺対策を推進するため、

和歌山市いのち支える自殺対策推進協議会を設置。自殺対策を「生きることの

包括的な支援」として関係機関と有機的な連携を図り総合的に取り組む

保健対策課

若年層の自殺対策専門研修会の様子

自殺の減少

を目指して
家庭問題 健康問題

経済・
生活問題

勤務問題 男女問題 学校問題

20.5% 67.9% 21.6% 12.1% 4.7% 2.0%

自殺者の原因・動機

※厚生労働省 平成28年 自殺の統計 より作成
・原因・動機が明らかに推定できる自殺者16,297人のうち、これらの問題のうち少なくとも１つ以上の原因・動機となっていた割合

（自殺の多くは多様かつ複合的な要因が連鎖して起きており、自殺者1人につき、３つまで計上可能としているため、総数は100％を超える）
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●バスロケーションシステム導入補助

＜新規＞13,334千円（内示資料№50）

和歌山バスによるバスロケーションシステムの導入に対し、

国、県とともに支援し、利便性向上と利用促進を図る

居住誘導区域

公共交通ネットワークの充実
持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、公共交通機関の利便性を向上し、利用促進に取組むとともに、

地域公共交通網形成計画を策定することにより、コンパクトで便利なまちを目指します。

交通政策課

持続可能な

公共交通

ネットワー

クの構築

4-2. 生活基盤の充実

施策①

バスの

利便性向上

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H28

路線バス年間利用者数推移（万人）

（年度）

854.8

GPS等で
現在地を特定

バスロケーションシステム

接近情報

位置情報

バス利用者の端末機器

集約型

まちづくり

●立地適正化計画の策定（居住誘導区域）＜継続＞
都市機能誘導区域に続き、今年度は居住誘導区域・誘導施策を設定

都市計画課

人口減少下においても一定のエ
リアで人口密度を維持すること
で生活サービスやコミュニティ
が持続的に確保されるよう、居
住を誘導すべき地域

接近情報

主要バス停付近の施設内に
デジタルサイネージを設置 QR

コード

3,059

●地域公共交通網形成計画の策定＜新規＞7,413千円（内示資料№51）

「地域にとって望ましい公共交通網の姿」を明らかにするマスタープランとして

交通事業者等との協議の上で策定

●加太地区デマンド型乗合タクシー運営支援＜新規＞1,197千円（内示資料№52）

交通不便地域の移動手段を確保するため、地域が主体で計画・運営する

デマンド型乗合タクシーを支援
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有本松島線をはじめ

新規7路線及び継続22路線

●生活道路・通学路の整備

＜拡充＞864,631千円（内示資料№53）

●道路の適正管理

＜継続＞1,715,418千円

●都市計画道路の整備＜継続＞916,681千円
今福神前線（今福～堀止）、有本中島線（黒田～納定）をはじめ継続4路

線

地域を支える道路網の整備
都市計画道路や地域の生活道路の整備、道路の適正管理を着実に進めることで、地域の安全・安心・便利な生活を支えます。

県
道
岩
出
海
南
線

ＪＲ紀勢本線

紀三井寺駅
和医大

国
体
道
路

大
浦
街
道

貴志川線

県庁◎ 和歌山城

本
町
和
歌
浦
線

和
歌
山
駅

臨
港
道
路

宮街道

岩出市

川
辺
橋

紀の川

JR和歌山線

和歌山南SIC(仮称)

和歌山IC

市駅和佐線

紀ノ川駅

紀伊駅

◎市役所

和歌山北IC

宮前駅

阪和自動車道

和歌山
市駅

三年坂通

今福神前線

県道和歌山橋本線

中平井線

紀の川市

六十谷駅

和歌山大学前駅

有本中島線

第
二
阪
和
国
道

和
佐
山
口
線

竃山神社

紀和駅

南港山東線
凡例： 市事業

県事業

橋梁点検

生活道路の整備

都市計画道路整備網図

都市計画道路の整備

施策②

4-2. 生活基盤の充実

道路政策課・道路建設課
道路管理課・用地課（道路用地課）

道路政策課・道路建設課・用地課（道路用地課）
街路建設課（第二阪和・京奈和・街路建設事務所）

道路建設課・道路管理課

・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
道路の

耐震化と

長寿命化

道路整備

2月補正100,000千円
当初 764,631千円

https://www.google.co.jp/search?sa=X&hl=ja&biw=1366&bih=534&q=fertility+rate+in+japan&tbm=isch&tbs=simg:CAQSWxpZCxCo1NgEGgIIAQwLELCMpwgaMgowCAESCqwGhgbeBq0G1QYaIPyoZ73Bl49FpH-M1qu1Ma_1TeNm8HNf2SsSUQJnoSlRKDAsQjq7-CBoKCggIARIErus-Jgw&ei=RZTMUs32FIzNkQWPkoHICQ&ved=0CCYQwg4oAA
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   放流

 

風呂 台所 ﾄｲﾚ

合併処理浄化槽

配管設備についても補助対象とする

今　回　追　加　分

現行の補助対象

（単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換）

（浄化槽設置）

今回追加分

風
呂

台
所

ト
イ
レ

合併処理
浄化槽

現行の補助対象
（浄化槽設置）

放流

配管設備についても補助対象とする
（単独処理浄化槽又は汲み取り便槽からの転換）

●公共下水道の整備促進＜継続＞2,035,046千円
・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

・公共下水道施設（汚水）の耐震化

●合併処理浄化槽補助拡充＜拡充＞60,000千円（内示資料№54）

配管設備工事への追加補助（上限30万円）により、

合併浄化槽への転換を促進

●上下水道事業への民間活力の

導入可能性調査＜新規＞ 50,000千円
上下水道の経営診断や民間活力の導入可能性調査を実施

●市営住宅の整備＜継続＞1,243,637千円
和歌山市営住宅長寿命化計画により整備を推進

・岡崎団地は、地域居住機能再生推進事業補助金を活用

し、団地の集約や再編により居住機能を再生

・汐見住宅は、老朽化や耐震性が乏しいため更新

●公園施設の長寿命化＜継続＞127,761千円
老朽化施設の更新やトイレのバリアフリー化を実施

良好な住環境の促進
市営住宅や公園の整備等による住みよいまちづくりや生活排水対策を推進するとともに、

上下水道の効率化に向けた調査を実施することで、豊かな暮らしを支えます。

平成30年度完成予定の汐見更新住宅

バリアフリー化された公園のトイレ

住宅第１課・住宅第２課

公園緑地課

施策③

4-2. 生活基盤の充実

生活排水

対策の推進

浄化衛生課

下水道企画課（下水道経営課）下水道建設課・下水道施設課

住みよい

まちづくり

の推進

●東和歌山第二地区土地区画整理事業＜継続＞46,421千円
年度内の事業の完了を目指し、換地清算を実施 まちなみ景観課（区画整理課）

岡崎団地の建替

上下水道の

効率化

2月補正32,000千円
当初 95,761千円

経理課（水道経理課）
下水道企画課（下水道経営課）

和歌川終末処理場の改築
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●準用河川改修事業＜継続＞401,740千円
和田川流域の前代川、永山川及び平尾川については、

国補正等により前倒し、早期に抜本的な河川改修を実施

●普通河川事業＜継続＞54,634千円
浸水状況に応じた河川改修及び適切な維持管理を実施

●洪水ハザードマップ（紀の川、和田川及び亀の川）

の作成＜新規＞20,213千円（内示資料№55）

河川を管理する国、県が想定最大規模の降雨による浸水想定区域等を

公表することに伴い、避難体制等の充実・強化を図るため、

洪水ハザードマップを作成

浸水対策の強化と促進
近年多発している浸水被害への対策として、河川改修や洪水ハザードマップの作成を進めるとともに

下水道施設の整備等により、災害に強いまちづくりを推進します。

浸水状況(H29.10.23)

●雨水排水施設の整備＜継続＞1,678,928千円
浸水対策のため、和田川雨水簡易ポンプ場など雨水排水施設を整備

●下水道施設（雨水）の耐震化＜継続＞357,741千円
長寿命化も含め、災害に強い施設を確保

河川港湾課

下水道建設課・下水道施設課

施策①

下水道施設

の整備

(雨水対策)

河川改修

の推進等

4-3. 安全対策の強化

第１回紀の川流域における浸水対策検討会（H30.1.26）

前代川改修の状況

河川港湾課

河川港湾課

和田川雨水簡易ポンプ場の完成イメージ

2月補正210,000千円
当初 191,740千円

2月補正320,000千円
当初 1,358,928千円

下水道建設課・下水道施設課



36

●未耐震住宅 約34,000戸への戸別訪問等の実施＜継続＞
未耐震住宅の所有者等への耐震化の普及啓発を実施

●耐震改修及び同時に行うリフォーム補助＜継続＞143,000千円
・改修工事費 （最大110万円）

・リフォーム費用の1/5（最大10万円） ※H32年度まで

●現地建替補助＜拡充＞54,000千円（内示資料№56）

工事費 最大110万円＋10万円 ※H32年度まで

●転居に伴う除却補助＜新規＞2,000千円（内示資料№57）

市内移転に伴う旧住居除却工事費の1/5（最大20万円）

※H32年度まで

住宅耐震化等の促進
住宅の耐震化率を向上させるため、戸別訪問の実施等を通じた情報発信を強化し、

耐震改修の補助制度を拡充するとともに、住宅に関する安全対策を充実させます。

住宅政策課（建築指導課）

耐震補強の様子

耐震ベッド
設置事例

フェンス
設置事例

住宅耐震化

の促進

4-3. 安全対策の強化

施策②

住宅の

安全対策

●耐震ベッド・シェルター設置補助＜拡充＞2,562千円（内示資料№58）

設置費用の2/3＋1/6（10万円まで）（最大36万6千円） ※H32年度まで

●ブロック塀の除却改修補助＜継続＞ 5,000千円
道路に面した危険なブロック塀等の除去改修補助（最大10万円）

●家具転倒防止用固定金具取り付け支援＜継続＞5,314千円
支援を要する方に対し、固定金具取付け作業員を派遣

●感震ブレーカー設置補助＜新規＞1,000千円（内示資料№59）

支援を要する方に対し、感震ブレーカーの購入及び取付け費を補助(最大１万円)

地域安全課

地域安全課

27 31 

52 

116 

80 
71 

78 

95 

138 

10

30

50

70

90

110

130

150

（件） 住宅耐震改修件数（年度別）
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●相談体制の強化、空き家バンクへの登録促進＜拡充＞

●特定空家等への対策の促進＜新規＞

空家等対策の推進
専門家団体と連携・協力した相談窓口の設置や空き家バンクへの登録を通じた流通促進、

空き家を活用した同居・近居補助の拡充により、利活用を推進するとともに、特定空家等への対策を本格化させます。

特定空家等に対する措置

命 令 行政代執行

是
正
完
了

未然防止

と

利活用

空家対策課

施策③

【相談窓口】・和歌山市住宅部空家対策課
・（一社）和歌山県不動産鑑定士協会
・県司法書士会
・県土地家屋調査士会
・（公社）全日本不動産協会和歌山県本部
・（公社）和歌山県宅地建物取引業協会
・建築三団体まちづくり協議会
・（一社）ミチル空間プロジェクト

4-3. 安全対策の強化

所有者等からの相談・アンケートの実施

専門家団体との連携・協力
相談窓口

特定空家等

の対策

空き家バンク
への登録

発生の抑制・流通・リノベーションの促進

特定空家等の認定

助言・指導

勧 告 税特例の解除

除却

危険な空き家の減少

専門家団体との連携・協力

・特定空家等の認定と是正の勧告等＜新規＞

勧告によっても是正されない特定空家等に対して固定資産税の

住宅用地特例を解除するなど危険な空き家の解消を促進

・除却支援＜継続＞24,000千円

特定空家等のうち、除却が必要な空き家に対し、その費用の

2/3を補助（上限60万円）

流通等の促進
・専門家団体との連携による相談窓口の設置＜拡充＞

・利活用の促進＜拡充＞

①空き家を活用した地域交流拠点等への支援＜継続＞4,000千円

②空き家を活用した同居・近居補助＜拡充＞4,000千円（内示資料№60）

・対象を三世代から二世代に拡充

・空き家の増改築に係る費用の1/2を補助

（三世代上限30万円・二世代上限10万円）
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防災力の強化
防災力の向上のため、防災行政無線の再整備や広域防災活動拠点の整備等を進めるとともに、

地域の防災・減災機能強化のため、狭あい道路の解消に取り組みます。

●防災行政無線の再整備〈継続〉319,680千円

拡声子局の更新と未設置個所への新設に着手し、可聴範囲の拡大を図る

総合防災課

140局 222局

拡声子局

新設の拡声子局

既設の拡声子局（更新）

82局増設

●広域防災活動拠点の整備

＜新規＞61,456千円（内示資料№61）

万が一、本市で大規模災害が発生した場合、全国から支援に

駆け付けてくれる消防機関等を受け入れる施設を（仮称）和

歌山南スマートICに隣接した岡崎第2工場跡地に整備するため

設計業務を実施

施策④

4-3. 安全対策の強化

●狭あい道路の拡幅整備＜新規＞3,000千円（内示資料№62）

狭あい道路拡幅時の後退部分の舗装整備費を補助

○1㎡当り3千円（最大10万円）

平成30年度から整備に着手
（平成33年度まで）

●松下体育館、市民温水プールの防災対策
＜継続＞359,090千円

●消防車両の更新＜継続＞174,294千円
複雑多様化する各種災害に備え、救助工作車Ⅱ型の更新、

高規格救急車の更新、災害対応指令車の更新等を実施

防 災

消 防

建築指導課

消防総務課・生涯学習課

警防課

スポーツ振興課

(仮称)和歌山南スマートIC整備イメージ
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平成３０年度予算の概要

150,999,802 千円 ＋3.3％

○ 一般会計予算

97,894,867 千円 △27.6％

○ 特別会計予算

41,665,235 千円 ＋114.6％

○ 公営企業会計予算

○ 予算合計

290,559,904 千円 △3.4％

増減率 増 減 額

（＋2.6％）（＋3,845,212千円）

増減率 増 減 額

（△8,663,238千円）（△2.9％）

（ ）内は、借換えの対象となった元金償還金を除いた額です。

（△25.6％）（△33,710,199千円）

増減率 増 減 額

増減率 増 減 額

＋4,756,512千円

△37,359,899千円

22,247,449千円

△ 10,355,938千円

（21,201,749千円）（＋109.2％）
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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44.2％
（45.6%）

○公債費の割合は10.6％
（10.4%）

○土木費の割合は10.5％
（15.4%）

○総務費の割合は 8.4％
（ 7.3%）

○教育費の割合は 7.4％
（ 7.6%）

（ %）は前年度の割合

◎ 割合が増加
総務費・諸支出金など

◎ 割合が減少
土木費・衛生費・商工費など

民生費 44.2%

公債費 10.6%

土木費 10.5%

総務費 8.4%

教育費 7.4%

衛生費 6.0%

諸支出金 5.9%

消防費 3.1% 商工費 2.5% その他 1.4%

歳出総額
１,５１０億円
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◆教育費 △0.0億円（△0.0%）
・機構改革に伴う文化スポーツ費△18.8億円
・青少年国際交流センター整備費＋12.6億円

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

◆土木費 △67.1億円（△29.7%）
・下水道事業に対する繰出金

（諸支出金へ）△76.2億円
◆衛生費 △ 2.3億円（△ 2.5%）
・青岸ストックヤード整備 △6.5億円
・動物愛護センター整備 ＋1.8億円

前年比＋47.6億円
（＋3.3%）

◆民生費 ＋1.2億円（＋ 0.2%）
・障害者福祉関連扶助費 ＋3.9億円
・生活保護扶助費 △8.3億円
・認定こども園整備費 ＋7.7億円

◆公債費 ＋ 7.9億円（＋ 5.2%）
・ 借換えによる一括償還分 ＋9.1億円

◆総務費 ＋20.4億円（＋19.1％）
・機構改革に伴う文化スポーツ費＋18.8億円
・防災行政無線再整備費 ＋2.7億円

◆諸支出金 ＋86.4億円（＋2,756.7%）
・下水道事業に対する負担 ＋82.1億円

増

減
民生費 666.7 民生費 667.9

公債費 152.4 公債費 160.3

土木費 225.7
土木費 158.6

教育費 111.4

教育費 111.4

総務費 107.1
総務費 127.5

衛生費 92.6
衛生費 90.3

諸支出金 3.1 諸支出金89.5

その他 103.4
その他 104.5

平成２９年度 平成３０年度

1,462.4億円 1,510.0億円
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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 57.2％
（59.3%）

○投資的経費の割合 11.4％
（ 8.5%）

○その他の割合 31.4％
（32.2%）

（ %）は前年度の割合

◎ 割合が増加
補助費等・普通建設など

◎ 割合が減少
人件費・繰出金など

義務的経費

57.2%

投資的経費

11.4%

その他

31.4%

扶助費

29.7%

人件費

16.9%

公債費

10.6%

普通建設

11.4%

繰出金

11.1%

物件費

9.8%

補助費等

7.4%

貸付金

1.4%

その他

1.7%

歳出総額
１,５１０億円
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その他

147.1

32.4

248.7

投資的経費

124.5
124.5

義務的
経費

866.9

152.4

261.7

452.8

その他

147.5

111.7

168.2

投資的経費

172.2
172.2

義務的
経費

863.0

160.3

254.4

448.3

物件費

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２９年度 平成３０年度

1,462.4億円 1,510.0億円

扶助費

人件費

公債費

普通建設

繰出金

補助費等

前年比＋47.6億円
（＋3.3%）

◆義務的経費 △3.9億円（△0.4%）

・扶助費 △4.5億円（△1.0%）

障害者福祉関連扶助費 ＋3.9億円

児童福祉関連扶助費 ＋0.2億円

生活保護扶助費 △8.3億円

・人件費 △7.3億円（△2.8%）

・公債費 ＋7.9億円（＋5.2%）

借換えによる一括償還分 ＋9.1億円

◆投資的経費 ＋47.7億円（＋38.3%）

・子育て･教育･福祉施設整備 ＋40.3億円
認定こども園、青少年国際交流センターなど

・防災減災対策事業 ＋ 8.8億円
公共施設の地震対策事業、広域防災活動拠点整備など

・基盤整備など △ 1.3億円

◆その他 ＋3.8億円（＋0.8%）

・補助費等 ＋79.3億円（244.8%）

下水道事業に対する負担 ＋82.1億円

・繰出金 △80.5億円（△32.4%）

国保△1.7億円 介護△1.2億円 後期高齢＋1.2億円
下水道△76.2億円 街路事業△1.6億円

471.0 474.8
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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 711.3億円
構成比 47.1%（ 48.8 %）

○ 依存財源 798.7億円
構成比 52.9%（ 51.2 %）

（ %）は前年度の割合

歳入総額
１,５１０億円

市税
38.2%

法人市民税
3.4％

個人市民税
12.3％

固定資産税
16.0％

その他の税
6.5％

繰入金
3.9％

国庫支出金
21.1％

市債
11.5％

地方交付税
7.2％

県支出金
6.8％

その他
1.6％地方消費税交付金

4.7％

諸収入
2.2％使用料及び手数料

1.9％

その他
0.9％

依存財源
52.9％

自主財源
47.1％
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一般会計歳入の状況②
（２）年度間増減

平成２９年度 平成３０年度

1,462.4億円 1,510.0億円

自主財源 △2.5億円（△0.3％）

○市税 △0.2億円（△0.0％）
・固定資産税（主に償却資産）の減等

○その他（繰入金等）△2.3億円（△1.7%）
・財政調整基金繰入金 △1.6億円

・未来のまちづくり基金繰入金 △1.5億円

依存財源 ＋50.1億円（＋6.7％）

○地方交付税 △5.５億円（△3.1％）

（臨時財政対策債を含む）

○市債 ＋43.2億円（＋62.9％）

・建設事業債の増 ＋34.0億円

・借換債の増 ＋9.1億円

○地方消費税交付金 ＋7.4億円（+11.6％）
・地方消費税の制度見直しによる増

○国県支出金 +7.4億円（+1.8％）

・都市再構築戦略補助 ＋4.5億円
（仮称）本町認定こども園等整備 ＋2.1億円

南海和歌山市駅前広場の整備 ＋1.8億円

・市街地再開発補助 +6.2億円27.3 24.9

413.3 420.7

63.9 71.3

68.5
111.7

69.9
62.0

748.6

105.7
108.1

798.7

135.5
133.2

713.8

578.3
578.1

711.3

自主
財源

自主
財源

依存
財源

依存
財源

市税

その他
自主財源

地方
交付税等

地方消費
税交付金

市債

国県
支出金

その他
依存財源


