
Ⅰ 平成31年度予算編成の基本的な考え方 

 

 

本県を取り巻く状況は、本格的な人口減少社会の到来や、大規模災害の発生への対応、経済社会の

グローバル化の進展、情報通信技術等の急速な進歩など大きく変動しており、このような状況の変化

に適切かつ迅速に対応していくため、平成29年４月に和歌山県長期総合計画を新たに策定し、「ひと

を育む」「しごとを創る」「いのちを守る」「くらしやすさを高める」「地域を創る」の５つの柱に基づ

き新たな施策を進めてきたところです。 

 

長期総合計画の３年目に当たる平成 31 年度の予算編成に当たっては、持続可能な行財政運営を確

保するための取組を着実に進める一方、長期総合計画に掲げられている本県がめざす将来像「『世界

とつながる 愛着ある元気な和歌山』～県民みんなが楽しく暮らすために～」の実現に向けて、５つ

の施策体系全体の底上げを図り、これまで進めてきた取組を力強く発展させるため、重点的な編成作

業を行いました。 

 

また、平成 31 年度は、今後の行財政運営の方向性を定めた中期行財政経営プランの３年目に当た

り、「長期総合計画の実現」と「将来にわたる持続可能な行財政運営の確保」の両立を図るため、同

プランに掲げる取組を着実に実行することとし、人件費の抑制、事務事業評価に基づく既存事業の見

直し及び繰上償還の実施による公債費の縮減等により歳出の抑制を図るとともに、国の交付金等を最

大限有効に活用することで歳入を確保し、県の実質的な負担である一般財源の縮減に努めました。 

 

その結果、社会保障関係経費が増加する中、長期総合計画の実現のために必要な施策に重点的に予

算を充てながらも、歳出と歳入の最終的な差である収支不足額を最大限抑制し、財政調整基金及び県

債管理基金の取崩し額を縮減することにより、自然災害等不測の事態に備えるための両基金の残高に

ついて、中期行財政経営プランで定めた水準を上回る額を確保することができたところです。 

 

しかしながら、今後、高齢化に伴い増加する社会保障関係経費や公共施設等の老朽化、さらには国

の財政健全化に向けた動向による地方財政への影響などに対応していく必要があります。このため、 

今後とも、中期行財政経営プラン等に基づき行財政改革努力を重ね、いかなる不測の事態にも対応で 

きるよう、筋肉質な財政構造とすべく不断の取組を進めてまいります。 
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Ⅱ　歳入歳出予算のすがた（一般会計）

 1．予 算 規 模

対前年度▲4億円、▲0.1％

26 27 28 29 30 31年度

(百万円) 568,137     587,155     575,204     565,527     553,499     553,066      

0.2         3.3         ▲ 2.0      ▲ 1.7      ▲ 2.1      ▲ 0.1       

 2．歳　　　入

　(1)  県　　　税

　　　対前年度＋8億円、＋0.9％

26 27 28 29 30 31年度

〔98,509〕 〔107,958〕 〔108,591〕 〔105,940〕 〔106,454〕 〔108,073〕
82,953  92,621  94,810  91,639  92,702  93,546  

〔7,131〕 〔9,449〕 〔633〕 〔▲ 2,651〕 〔514〕 〔1,619〕
4,126  9,668  2,189  ▲ 3,171  1,063  844  

う ち 960  310  2,562  ▲ 1,540  640  ▲ 430  

〔4,154〕 〔1,319〕 〔▲ 628〕 〔1,209〕 〔1,012〕 〔1,802〕
1,149  1,538  928  689  1,561  1,027  

う ち 187  ▲ 95  ▲ 364  ▲ 82  ▲ 62  137  

う ち 2,007  7,519  ▲ 589  ▲ 1,812  ▲ 1,229  186  

〔7.8〕 〔9.6〕 〔0.6〕 〔▲ 2.4〕 〔0.5〕 〔1.5〕
5.2  11.7  2.4  ▲ 3.3  1.2  0.9  

14.6  15.8  16.5  16.2  16.7  16.9  

　　※〔 〕内は、地方法人特別譲与税を含めた場合

  (2)  地方交付税

 　　　対前年度＋18億円、＋1.1％

26 27 28 29 30 31年度

<193,100> <186,700> <190,100> <191,700> <188,300> <187,100> 
159,100  160,700  166,100  167,700  165,300  167,100  

<▲ 1.5> <▲ 3.3> <1.8> <0.8> <▲ 1.8> <▲ 0.6> 
▲ 0.6  1.0  3.4  1.0  ▲ 1.4  1.1  

歳入予算に占める割合 28.0  27.4  28.9  29.7  29.9  30.2  

※< >内は、臨時財政対策債を含めた場合

  (3)  県　　　債

     　対前年度＋41億円、＋5.8％

26 27 28 29 30 31年度

<52,206> <63,896> 〈58,254〉 <51,204> <46,600> <53,669> 
86,206  89,896  82,254  75,204  69,600  73,669  

う ち 34,000  26,000  24,000  24,000  23,000  20,000  

う ち 5,800  8,256  4,700  3,600  3,830  3,700  

う ち 4,775  5,775  5,100  3,700  3,970  5,300  

<1.1> <22.4> <▲ 8.8> <▲ 12.1> <▲ 9.0> <15.2> 
▲ 1.6  4.3  ▲ 8.5  ▲ 8.6  ▲ 7.5  5.8  

歳入予算に占める割合 15.2  15.3  14.3  13.3  12.6  13.3  

　　※< >内は、臨時財政対策債を除いた場合

(％)

(％)

当 初 予 算 額 (百万円 )

臨 時 財 政 対 策 債

退 職 手 当 債

行 政 改 革 推 進 債

対 前 年 度 比 (％)

対 前 年 度 比 (％)

個 人 県 民 税

う ち 法 人 2 税

県 民 税 利 子 割

地 方 消 費 税

対 前 年 度 比 (％)

歳入予算に占める割合 (％)

当 初 予 算 額 (百万円 )

対前年度増減額 (百万円 )

当 初 予 算 額

対 前 年 度 伸 び 率

(％)

当 初 予 算 額 (百万円 )
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 3．歳　　出

(1)　義務的経費

　対前年度＋6億円、＋0.2％

※義務的経費は、人件費、公債費、扶助費の総額

(2)　政策的経費

　対前年度▲10億円、▲0.3％

▼上記のうち投資的経費

　投資的経費全体で、対前年度▲0.1％、普通建設単独は＋26.8％

19.2        19.2         

うち普通建設単独 (％)
5.2         4.0         5.1         3.7         3.6         4.6          

歳出予算に占める割合 (％)
20.7        21.2        20.1        18.2        

3.5         ▲ 0.1       

うち普通建設単独 (％)
22.0        ▲ 20.6     24.8        ▲ 28.6     ▲ 4.6      26.8         

伸 び 率 (％)
3.0         5.7         ▲ 7.3      ▲ 11.1     

106,209      

うち普通建設単独
29,637      23,539      29,374      20,976      20,012      25,368       

当 初 予 算 額 （ 百 万 円 ）
117,840     124,564     115,520     102,645     106,268     

58.7        58.6         

26 27 28 29 30 31年度

歳出予算に占める割合 (％) 59.6        60.8        60.0        58.6        

31年度

当 初 予 算 額 （ 百 万 円 ） 338,447     356,875     344,927     331,531     325,090     324,099      

26 27 28 29 30

25.3        25.1         

う ち 公 債 費 (％) 12.8        12.5        12.6        13.7        12.8        13.0         

う ち 人 件 費 (％) 25.0        23.9        24.5        24.7        

26 27 28 29 30 31年度

228,966      

歳出予算に占める割合 (％) 40.4        39.2        40.0        41.4        41.3        41.4         

当 初 予 算 額 （ 百 万 円 ） 229,690     230,279     230,277     233,996     228,409     

( 百 万 円 )

( 百 万

( 百 万

( 百 万

( 百 万

( 百 万 円 )

( 百 万 円 )

( 百 万 円 )
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4．財政状況

 (1)  県債残高等の推移 （単位：百万円）

26 27 28 29 30 31年度

77,532    79,893    77,413      67,015      100,481     73,669      

986,110   999,909   1,013,626   1,015,833   1,050,595   1,059,539   

982       996       1,019       1,042       1,077       1,087       

74,126    77,405    73,891      73,869      73,550      71,855      

62,012    66,095    63,695      64,808      65,720      64,725      

※30年度は決算見込み、31年度は当初予算額による見込み

※新宮港港湾整備事業の県営港湾施設管理特別会計への移行及び県立医科大学の独立行政法人化による県立医科大学附属病院特別会計　　　
　廃止に伴い、18年度末残高46,525百万円増

 (2)  基金年度末残高の推移 　　（単位：百万円）

26 27 28 29 30 31年度

4,080     4,087     4,091       4,094       4,096       3,207       

17,702    17,733    17,750      17,762      17,771      17,776      

21,782    21,819    21,841      21,855      21,866      20,983      

59,100    52,255    52,616      53,868      52,156      46,049      

80,881    74,075    74,456      75,723      74,022      67,032      

※30年度は決算見込み、31年度は当初予算額による見込み

 (3)  財政指標の推移（普通会計決算ベース）

24 25 26 27 28 29年度

0.297  0.299  0.307  0.320  0.327  0.330  

(％) 91.2  90.5  92.2  92.3  92.5  92.1  

(％) 22.4  21.4  21.6  22.7  22.1  23.3  

－ － － － － － 

－ － － － － － 

(％) 12.3  12.1  11.3  10.6  9.5  8.7  

(％) 186.7  189.5  188.3  187.9  193.9  196.0  

※実質赤字比率・連結実質赤字比率は黒字の場合“－”

将 来 負 担 比 率

公 債 費 負 担 比 率

実 質 赤 字 比 率 (％)

連 結 実 質 赤 字 比 率 (％)

実 質 公 債 費 比 率

経 常 収 支 比 率

県 債 発 行 額

年 度 末 県 債 残 高

　県民一人当たり（千円）

公 債 費 (元利償還金)

う ち 元 金

財 政 調 整 基 金

県 債 管 理 基 金

小 計

そ の 他 基 金

合 計

財 政 力 指 数
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教育費

(19.9％)

1,099億円

商工費

(14.0％)

775億円

土木費

(13.2％)

728億円

農林水産業費

(4.4％) 245億円

公債費

(13.0％)

719億円

民生費

(13.7％)

756億円

諸支出金

(6.8％) 374億円

総務費

(5.1％) 281億円

警察費

(5.2％) 289億円

衛生費

(2.4％) 131億円

労働費・災害復旧費等

(2.3％) 132億円

歳 出
5,531億円

歳出・目的別

自主財源

(40.3％)

2,229

億円依存財源

(59.7％)

3,302

億円

県税

(16.9％)

935億円

諸収入

(14.1％)

781億円
地方消費税清算金

(6.0％)   333億円

繰入金

(1.8％)   97億円

使用料及び手数料

(1.2％)   63億円

分担金及び負担金

(0.2％)   13億円
財産収入等

(0.1％) 5億円

地方交付税

(30.2％)   1,671億円

県 債

(13.3％)

737億円

国庫支出金

(12.9％)

714億円

地方譲与税等

(3.3％) 181億円

歳 入
5,531億円

歳入の状況

義務的経費

(41.4％)

2,290

億円

政策的経費

(58.6％)

3,241億円

人件費

(25.1％)

1,388億円

公債費

(13.0％)

719億円

扶助費

(3.3％)183億円

補助費等

(21.3％)

1,179億円

貸付金

(13.0％)

718億円

積立金

(0.4％)  21億円

維持補修費・繰出金等

(4.7％)   261億円

投資的経費

(19.2％)

1,062億円

歳 出
5,531億円

歳出・性質別
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Ⅲ 主要施策の内容 

            （単位：千円） 
 
１. ひとを育む 
 
●未来を拓く子どもを育てる環境づくり 
 

①子どもが心豊かにたくましく育つ環境づくり 

 

紀州っ子いっぱいサポート（福祉保健部子ども未来課）                        ３４５,３３５ 

多子世帯を育てる世帯の経済的負担を軽減するため、第２子の一部と第３子以降の無償化や、就学前児童の一時預か 

り等の利用料助成を行う市町村を支援 

 

在宅育児支援（福祉保健部子ども未来課）                              ２８２,２９６ 

多子を育てる世帯を増やすため、第２子以降の０歳児を在宅で育てる家庭を支援 

 

子ども･子育て支援（福祉保健部子ども未来課）                                       ３,５５７,０６８ 

妊娠・出産・子育て等に関する相談にワンストップで対応する体制を県内全域で構築するため、「子育て世代包括支 

援センター」を設置する市町村を支援するとともに、私立の認定こども園や保育所の運営に要する経費（国の幼児教 

育無償化影響分を含む）の負担、地域子ども・子育て支援事業等を実施 

 

私立学校振興（幼児教育無償化影響分）（企画部文化学術課）                                   １８１,４３０ 

国の幼児教育無償化に伴い、私立幼稚園の保護者負担軽減を図るため、保育料及び預かり保育利用料を支援 

 

地域少子化対策強化（福祉保健部子ども未来課）                                          ２,５００ 

結婚や妊娠・出産、乳児期を中心とする子育てなどに温かい社会づくりを進めるため、地域の実情と課題に応じた少 

子化対策事業を展開する市町村を支援 

 

こうのとりサポート（福祉保健部健康推進課）                                            ９５,３６３ 

不妊に悩む夫婦に対して経済的な負担等を軽減するため、国の特定不妊治療費助成制度を活用して支援するとともに、 

県単独で助成額の上乗せや一般不妊治療費(不育症を含む)への助成等の支援を実施 

 

結婚・子育て応援企業支援（福祉保健部子ども未来課）                                       ３,３７８ 

仕事と家庭を両立しやすい環境づくりを進めるため、「わかやま結婚・子育て応援企業同盟」の参加企業同士が意見 

交換する機会を提供するとともに、参加企業の取組を周知 

 

女性の活躍促進（環境生活部青少年・男女共同参画課）                                        ５,７２３ 

企業等における男女共同参画促進のための意識啓発と女性のキャリアアップを支援するとともに、女性の活躍に積極 

的に取り組む企業・団体を組織化し（女性活躍企業同盟）、企業等における取組を推進 

 

わかやま結婚支援（福祉保健部子ども未来課）                                            ２２,１４６ 

未婚化・晩婚化による少子化の流れを変えるため、県内各地域において出会いの場の創設を促進し、全県的な結婚サ 

ポート体制づくりを推進 

 

小児医療連携緊急措置（福祉保健部医務課）                                            ８,５００ 

東牟婁地域全体の小児救急・小児医療体制の充実を図るため、新宮市立医療センターの小児科医確保を支援 

 

安心して子育てできる医療体制（福祉保健部医務課）                                        ４３,１２６ 

休日、夜間における小児救急医療の体制整備や小児科医、看護師による電話相談などを実施 
 
 ・  あんしん子育て救急整備 

 ・ 子ども救急相談ダイヤル（♯８０００） 

２６,６１７

１６,５０９
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乳幼児医療費助成（福祉保健部健康推進課）                                           ６９２,１７８ 

子育て世帯の経済的負担の軽減のため、乳幼児医療費の自己負担分への助成を行う市町村を支援 

 

保育所施設整備支援（福祉保健部子ども未来課）                                           ２６１,６７６ 

子供を安心して育てることができる環境を整備するため、保育所や認定こども園の整備を支援 
 
 ・  子育て支援特別対策（保育所・認定こども園（保育所機能部分等）の施設整備） 

 ・ 認定こども園施設整備(幼稚園機能部分等の施設整備) 

３３,６４７

２２８,０２９
 

 

病院内保育所設置促進（福祉保健部医務課）                                             ６８,５１７ 

病院及び診療所における医療従事者を確保するため、病院等が病院内に設ける保育施設の設置及び運営に対する支援 

 

保育士人材確保（福祉保健部子ども未来課）                                             ３３,１０４ 

保育士資格の新規取得者の確保、保育士の離職防止、潜在保育士の再就職支援を実施 

 

次世代育成支援関係職員研修（福祉保健部子ども未来課）                                       ２,７７１ 

次代を担う子供の教育、保育に携わる職員の資質向上を図る研修会を開催 

 

子育て支援員養成（福祉保健部子ども未来課）                                            ６,１２８ 

多様な子育てニーズに対応するための担い手確保のため、子育て支援員を養成 

 

和歌山こども食堂支援（福祉保健部子ども未来課）                                           ６００ 

食事の提供等により子供の居場所づくりを行う団体を支援 

 

子どもの居場所づくり（教育委員会生涯学習課）                                          １８,３５３ 

放課後等、ひとりで過ごさなければならない子供への学習支援や、大人との交流を実施するための「子どもの居場所」 

を開設する市町村を支援 

 

和歌山県大学生等進学給付金（教育委員会生涯学習課）                                       ９６,２５８ 

意欲と能力が高いにも関わらず経済的な理由により進学を断念することなく安心して学べるよう、低所得世帯の学生 

に対して大学生等進学給付金を支給 

 

地域ふれあいルーム推進（教育委員会生涯学習課）                                         １６,４７４ 

放課後や週末等における子供の安全・安心な活動拠点として、地域の方々の参画を得て放課後子ども教室及び土曜日 

等子ども教室を設置する市町村を支援 

 

わかやまひとり親家庭アシスト（福祉保健部子ども未来課）                                      ５,８９３ 

就労時の養育サービスに対する補助を行うとともに、自立に向けた相談体制の強化のため、ひとり親家庭見守り支援 

員を設置し、ひとり親家庭の就労と経済的安定を推進 

 

母子家庭等就業・自立支援（福祉保健部子ども未来課）                                       ２４,４７４ 

ひとり親家庭の親の就業・自立のため、母子家庭等就業・自立支援センターにおいて研修や相談を行うとともに、就 

業に必要な資格習得のための給付金及び入学準備金・就業準備金の貸付を実施 

 

きのくにコミュニティスクール推進（教育委員会義務教育課他）                                  ３０,８９７ 

学力の向上やいじめ、不登校など様々な教育課題に取り組むため、地域住民、保護者等が一定の責任と権限をもって 

学校運営に参画するコミュニティスクールを小・中学校及び県立学校に導入 
 
 ・ きのくにコミュニティスクール推進（教育委員会義務教育課） 
・ きのくにコミュニティスクール推進（教育委員会県立学校教育課） 
・ きのくに共育コミュニティ（教育委員会生涯学習課） 

６,００３
１０,６８７

     １４,２０７
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②子どもたち一人一人が志高く未来を創り出す力を育む教育の推進 

 

きのくにＩＣＴ教育（ステップアッププログラム）（商工観光労働部企業振興課）             ５,９００ 

きのくにＩＣＴ教育（教育委員会県立学校教育課・義務教育課）                   １７５,３４８      

小学校から高校まで体系化したプログラミング教育を実施するとともに、ＩＣＴ人材の育成を強化するため、中高生 

のＩＣＴ関連の課外活動を支援 

 

(新)学びのセーフティネット（長期欠席児童生徒支援）（教育委員会義務教育課）             ４２,６１５ 

長期欠席児童生徒に対しＩＣＴを活用した個別学習支援や訪問支援員による学習支援を実施 

 

ＩＣＴ活用教育推進プロジェクト（教育委員会総務課）                                     １７２,３６１ 

教員のＩＣＴ活用指導力を向上させるための研修等を実施するとともに、校務用パソコンを整備 

 

不登校等総合対策（教育委員会義務教育課）                                           ３４４,５８１ 

不登校問題等の未然防止、早期発見、早期対応、復帰支援のため、教育相談体制の充実や不登校児童生徒支援員の拡 

充等、有識者会議の提言を反映した施策を推進 

 

きのくに学力向上総合戦略（教育委員会教育センター学びの丘）                                   ２０,６６５ 

児童生徒の学力・学習状況を的確に把握するため、県統一の学習到達度調査を全ての小中学校で実施するとともに、 

小中学校教員の授業力向上につながる研修を開催 

また、若手教員の授業力向上や次代を担う管理職の学校経営力向上を図るため、授業マニュアルの普及や先進地域へ 

の職員派遣を実施 

 

きのくに学力定着フォローアップ（教育委員会教育センター学びの丘）                                １１,４６２ 

優れた教育実践力を持つ退職教員等をアドバイザーとして課題のある学校に派遣し、授業改善など学力向上のための 

取組を支援 

 

わかやまふるさと検定（教育委員会義務教育課）                                          ３,３７９ 

ふるさと和歌山についての興味や関心、理解を深めるため、県内の中高生を対象に「わかやま何でも帳」等から出題 

する「わかやまふるさと検定」を実施 

 

挑戦！わかやまの歴史（教育委員会文化遺産課）                                          ６,２７４ 

歴史や文化財に興味を持つ子供たちの知識を更に深め、郷土の歴史を将来に伝える人材として育成するため、和歌山 

の歴史等に関するクイズ大会の開催や県立博物館において「けんぱく・こどもゼミ」を運営 

 

学校教育運営管理（道徳教育分）（教育委員会義務教育課）                                     ２,２０４ 

道徳教育の充実を図るため、道徳教育を推進する教師を対象にした研修及び研究協力地域での研究を実施 

 

(新)依存症予防教育（教育委員会健康体育課）                                            ５,９５４ 

児童生徒及び保護者に対して依存症予防教育・啓発を行うことで、ギャンブル依存、スマホ依存、喫煙・飲酒・薬物 

依存等の依存症を予防 

 

幼児教育総合プロジェクト（教育委員会義務教育課）                                        ８,９０２ 

幼稚園・保育所・認定こども園の保育内容の充実を図るとともに、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続に向けた 

取組を推進 

 

和歌山県立医科大学薬学部設置（福祉保健部医務課）                                      ２,８４２,３６４ 

和歌山県立医科大学に薬学部を設置するため、施設整備等を実施 

 

地域医療推進施設設備等整備（リハビリ系大学への施設整備支援）（福祉保健部医務課）            ２００,０００ 

県が誘致を行ったリハビリ系大学が行う施設整備を支援 
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きのくにコミュニティスクール推進（教育委員会義務教育課他）【再掲】                              ３０,８９７ 

学力の向上やいじめ、不登校など様々な教育課題に取り組むため、地域住民、保護者等が一定の責任と権限をもって 

学校運営に参画するコミュニティスクールを小・中学校及び県立学校に導入 
 
 ・ きのくにコミュニティスクール推進（教育委員会義務教育課） 
・ きのくにコミュニティスクール推進（教育委員会県立学校教育課） 
・ きのくに共育コミュニティ（教育委員会生涯学習課） 

６,００３
１０,６８７

     １４,２０７
 

 

国際人育成プロジェクト（教育委員会県立学校教育課）                                      １４５,７７２ 

国際人育成プロジェクト（教育委員会義務教育課）                                         ２９,８５０ 

世界で活躍できる人材（国際人）を育成するため、教員の英語力向上や県立学校における英語教育環境の充実など、 

「実践的な英語力向上」に向けた取組を総合的に推進 

 

学校図書館の充実（教育委員会義務教育課）                                            １,８０７ 

「ことばの力」向上プログラム(学校司書の資質能力向上) （教育委員会義務教育課）                  １,０１０ 

学校図書館の昼休み・放課後の全校開館と児童生徒の読書活動を充実させるシステムを構築するため、図書館ボラン 

ティアや図書館担当教員等に対する研修会などを実施 

 

運動部活動推進(教員の負担軽減に向けた取組）（教育委員会健康体育課）               ２５,１０８ 

顧問教員が一人で指導している中学校運動部に対して、部活動指導員を派遣することで、より安全かつ効果的な活動 

を確保するとともに、教員の負担を軽減 

 

スクール・サポート・スタッフ配置（教育委員会学校人事課）                                   ６５,７２０ 

学習指導要領の改訂等により拡大する教員の負担軽減等を図るため、事務的な補助業務などを行うサポートスタッフ 

を配置 

 

南紀・はまゆう支援学校再編整備（教育委員会総務課）                                     １７３,６８５ 

南紀支援学校・はまゆう支援学校の統合に伴い、段階的に新校舎を建設し、安心、安全な学習環境を整備 

 

●みんなが活躍できる社会づくり 
 

①誰もが働きやすく、多様な人生を楽しめる社会づくり 

 
(新)学びのセーフティネット（学び直し講座）（教育委員会生涯学習課）                            １５,５５７ 

年齢又は国籍等にかかわりなく、義務教育未終了者、日本語支援が必要な人（在留外国人のうち「日本人の配偶者等」 

「定住者」等）など学び直しを希望する社会人を対象とした「学び直し講座」を開設 

 

結婚・子育て応援企業支援（福祉保健部子ども未来課）【再掲】                                   ３,３７８ 

仕事と家庭を両立しやすい環境づくりを進めるため、「わかやま結婚・子育て応援企業同盟」の参加企業同士が意見 

交換する機会を提供するとともに、参加企業の取組を周知 

 

女性の活躍促進（環境生活部青少年・男女共同参画課）【再掲】                                    ５,７２３ 

企業等における男女共同参画促進のための意識啓発と女性のキャリアアップを支援するとともに、女性の活躍に積極 

的に取り組む企業・団体を組織化し（女性活躍企業同盟）、企業等における取組を推進 

 

和歌山再就職支援「就活サイクル」プロジェクト（商工観光労働部労働政策課）                       ８５,２７２ 

女性や高齢者、ＵＩターン希望者等の再就職を希望する者を支援するために開設した「再就職支援センター」の運営 

を行い、求人から採用までのスケジュールがわかる和歌山独自の就活サイクルを浸透させ、若年求職者の就職を支援 

する「ジョブカフェわかやま」とともに総合的な就職支援策を展開 

 

働き方改革推進（商工観光労働部労働政策課）                                            ７,３６２ 

企業における働きやすい雇用環境の整備やテレワークの普及など、地域に根ざした「働き方改革」の取組を促進 

 

若者自立支援（環境生活部青少年・男女共同参画課）                                         ３７,５７８ 

ニートなどの若者の自立支援を強化するため、若者総合相談窓口と職業的な自立支援を行う地域若者サポートステー 

ションを一体的に運用し、各地域の若者支援のネットワークを活用した総合的支援を実施 
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わかやま元気シニア生きがいバンク（福祉保健部長寿社会課）                                    ９,７３４ 

社会参加を希望する高齢者と高齢者を活用したい企業・団体等が登録する「わかやま元気シニア生きがいバンク」を 

通して、両者のマッチングを支援することで、高齢者の活躍できる仕組みを推進 

 
②共に支え合う地域社会づくり 
 

県民運動推進（環境生活部県民生活課）                                              ２９,６００ 

ねんりんピック、国民文化祭等の開催に向けて、来県される方を美しく誇れる和歌山でお出迎えするため、ごみ拾い 

をスポーツやＳＮＳと組み合わせた美化活動や花いっぱい運動を実施 

 
③健康で心豊かにすごせる社会づくり 
 

みんなで実践！健康づくり運動ポイント（福祉保健部健康推進課）                                  ３,７１７ 

生涯にわたり健康を維持するため、運動習慣の定着を図り、自治会など地域コミュニティに密着した健康づくりを推 

進 

 

健康長寿わかやま県民運動推進（福祉保健部健康推進課）                                      ２,７１９ 

県民の健康意識の高揚を図るため、わかやま健康推進事業所の認定やマンガを取り入れた教材を活用し、学校等での 

健康教育等を実施 

 

健康長寿のための地域･職域連携（福祉保健部健康推進課）                        １１,９４７ 

「健康長寿日本一わかやま」を実現するため、地域・職域・学校等が一体となった健康づくり運動を展開するととも 

に、地域に根ざした健康づくりを進めるため、健康推進員制度を地域に浸透させるなど、県民総参加の健康づくり運 

動を推進 

 

(新)子供のむし歯ゼロ推進（福祉保健部健康推進課）                            １,５６４ 

「子供のむし歯ゼロ」を実現するため、フッ化物塗布やフッ化物洗口を促進するとともに、妊娠期から学齢期に至る 

まで切れ目ない歯科保健施策を展開 

 

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会開催（福祉保健部ねんりんピック推進課）           １,２０３,７７７ 

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会（愛称：ねんりんピック紀の国わかやま２０１９）を円滑に運営するため、開催 

準備を総合的に進めるとともに、各交流大会会場市町実行委員会等を支援 

 

マスターズスポーツ推進（教育委員会スポーツ課）                           １８,６４７ 

スポーツを核とした「元気な和歌山」を実現するため、「ワールドマスターズゲームズ 2021 関西」の開催準備を進め 

るとともに、各スポーツ大会等と連携した「関西マスターズスポーツフェスティバル」を開催 

 

さあ スポーツだ！プロジェクト（教育委員会スポーツ課）                                     ７,８８２ 

生涯にわたってスポーツに親しむ気運を醸成するため、わかやまリレーマラソンの開催やマスターズスポーツ体験会 

を実施 

 

スポーツキャンプ誘致の推進（教育委員会スポーツ課）                                         ９,９７１ 

ラグビーワールドカップ 2019 公認キャンプ及び東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ誘 

致を推進 

 

スポーツ好循環の創出（教育委員会スポーツ課・健康体育課）                                   ２８０,０２３ 

紀の国わかやま国体における男女総合優勝で得られた成果を活かし、国体後も高い競技力を維持向上するため、ジュ 

ニア・少年強化、成年強化、指導者養成、医・科学サポートの４本柱を中心にスポーツ好循環を創出 
 

①  ジュニア育成・少年強化システムの構築 
 ②  成年選手強化への支援 
 ③  優れた指導者の養成・活用システムの構築 
 ④  スポーツ医・科学サポートの内容充実 

１４１,２３７
９６,８６２
１５,８８４
２６,０４０
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(新)わかやまスケートパーク（仮称）整備（教育委員会スポーツ課）                                ５０,６６６       

県民のスポーツに触れ合う機会の創出並びにスケートボード競技の競技力向上及び裾野の拡大を図るため、和歌山市 

内にスケートパークを整備 

 

和歌山・海プロジェクト（教育委員会健康体育課）                                          ３,１２４ 

海を身近に感じ、海の素晴らしさを知る子供を育成するため、小中学校（特別支援学校を含む）の児童生徒を対象に 

学校や海でのヨット体験を実施 

 

全国高等学校総合体育大会ヨット競技大会開催（教育委員会健康体育課）                 ２１,２７０ 

２０２４年まで和歌山県において固定開催が決定している全国高等学校総合体育大会（インターハイ）ヨット競技大 

会を開催 

 

障害者スポーツ振興（福祉保健部障害福祉課）                                            ２４,２２６ 

障害者スポーツの振興、障害者の自立及び社会参加を促進するため、全国障害者スポーツ大会への選手団派遣や各種 

スポーツ大会を開催 

 

国民文化祭準備（企画部文化学術課）                                              ３５,４６３ 

第３６回国民文化祭・わかやま２０２１に向けて、開・閉会式や分野別交流事業などの事業別実施計画の策定や気運 

醸成を図るための各種広報活動を実施 

 

文化振興事業委託（南葵音楽文庫関係分除く）（企画部文化学術課）                                ５５,６２８ 

第３６回国民文化祭・わかやま２０２１に向けて、県内の文化芸術活動を促進し、優れた芸術に触れ合う機会を充実 

 

全国障害者芸術・文化祭わかやま大会準備（福祉保健部障害福祉課）                                 ５,５９７ 

第２１回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会に向けて、実施計画の策定等開催準備を推進 

 

障害者芸術文化活動推進（福祉保健部障害福祉課）                                         ４,７２４ 

第２１回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会に向けて、障害者作品展や障害福祉サービス事業所等の職員を対象と 

した芸術活動に関する研修会を開催 

 

全国高等学校総合文化祭開催準備（教育委員会県立学校教育課）                                  ２８,９０５ 

第４５回全国高等学校総合文化祭和歌山大会に向けて、実行委員会を設立し、開催に向けた準備と気運醸成を図るた 

めの各種広報活動を実施 

 

(新)芸術に親しもう！（県立近代美術館）                                            ７,６４６ 

近代美術館への来館が困難な地域の生徒を対象に美術作品を身近に親しみ、芸術を体験する機会を創出 

 

(新)大規模展覧会「プラハの煌めき  チェコのジャポニスム」（仮称）（県立近代美術館）             ４４,９３４ 

プラハ国立美術館の協力のもと、日本の美術がチェコの近代美術に与えた影響を紹介する特別展を開催 

 

(新)南葵音楽文庫グランドオープン記念（企画部文化学術課他）                                 ７９,０９６ 

南葵音楽文庫の全ての資料を公開するのに合わせ、オーケストラコンサート、シンポジウム、企画展の開催、序曲《徳 

川頼貞》（吹奏楽版）の生演奏音源の制作・配付、関連書籍を出版 
 

・  文化振興事業委託（南葵音楽文庫関係分）（企画部文化学術課） 
 ・  偉人顕彰シンポジウム（企画部文化学術課） 
 ・  南葵音楽文庫関連（企画部文化学術課） 
 ・  南葵音楽文庫（県立図書館） 
・ 展覧会開催（南葵音楽文庫関係）（県立博物館） 

８,５００
１０,６５０

１,９００
５７,２７４

７７２
 

 

(新)外交史料展（企画部文化学術課）                                              ６,５０４ 

外務省外交史料館所蔵の貴重な外交史料の展示と関連するシンポジウムを開催 
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④人権尊重社会の実現 
 

(新)インターネット上の人権侵害対策（企画部人権政策課）                        ６,０００ 

インターネット上の人権侵害を防止するための啓発等を行うとともに、差別的な情報のモニタリングを実施 

 

(新)学びのセーフティネット（学び直し講座）（教育委員会生涯学習課）【再掲】                    １５,５５７ 

年齢又は国籍等にかかわりなく、義務教育未終了者、日本語支援が必要な人（在留外国人のうち「日本人の配偶者等」 

「定住者」等）など学び直しを希望する社会人を対象とした「学び直し講座」を開設 

 

 
２. しごとを創る 
 
●県内企業の成長力強化 
 

①中小企業の競争力強化 

 

(新)きのくにリカレント教育推進（商工観光労働部産業技術政策課）                                 ２,３３６ 

県内企業において、ＩｏＴ等の技術に精通した人材を育成するため、大学等教育機関が実施するＩｏＴ等に関するリ 

カレント教育プログラムの開発を支援 

 

和歌山ＩｏＴ等導入促進プロジェクト（商工観光労働部産業技術政策課）                              ４,３９８ 

ＩｏＴ等の先端技術を導入し、生産工程の効率化等事業の生産性向上に努める事業者に対し、ＩＴ専門家による支援 

チームを編成し派遣 

 

バス利便性向上促進（企画部総合交通政策課）                                          ６３,１９０ 

バス利用者の利便性を向上し、公共交通の利用促進・維持確保を図るため、交通系ＩＣカードの利用を可能とするシ 

ステムを導入する路線バス事業者を支援 

 

ジェトロ和歌山貿易情報センター運営（商工観光労働部企業振興課）                                １６,０００ 

県内企業の海外ビジネス展開を支援するため、日本貿易振興機構（ジェトロ）和歌山貿易情報センターの運営を支援 

 

和歌山産品販促支援（商工観光労働部企業振興課）                                        ５４,５８２ 

県内企業が持つ優れた商品や技術力を積極的に売り出すため、国内外の著名な展示会への出展や大企業・海外企業と 

の商談会の開催などを支援 

 

国際経済交流支援（商工観光労働部企業振興課）                                          ８,７１７ 

本県経済の国際化を推進するため、貿易や投資相談など県内企業の海外市場進出を支援 

 

中小企業等支援（商工観光労働部企業振興課）                                           １３,５３９ 

産地組合、企業及び製品を総合的に紹介する多言語ウェブサイト等の作成など、県内中小企業等の更なるビジネス拡 

大を支援する取組を推進 

 

ｅコマース推進（商工観光労働部商工振興課）                                            ２,８７２ 

ＥＣ市場への県内事業者の参入拡大と事業者の競争力強化・売上拡大を目指し、講習会や商談会の開催などの支援を 

実施 

 

中小企業融資制度実施（商工観光労働部商工振興課）                                   ６８,２０６,１６９ 

県内中小企業者の経営安定化や事業活性化を図るため、新規融資枠９００億円を確保し、自然災害等被災事業者を支 

援するための資金の充実を図るとともに、防災対策への取組を支援する資金や小規模事業者向け資金の拡充など制度 

改正を実施 

 

地域産業活性化促進（商工観光労働部工業技術センター）                                      １２４,６６７ 

県内企業の技術力、研究開発力の向上を図るため、地域の中核的研究施設である工業技術センターが総合的な研究開 

発、受託試験、技術相談・指導、技術研修、情報提供等を実施 
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コア技術確立（商工観光労働部工業技術センター）                                         ９,７１４ 

県内企業のニーズや市場調査等に基づいてテーマ化した今後５～１０年先の県内企業の成長に必要と考えられるコア 

技術の研究開発を推進 

 

先駆的産業技術研究開発支援（商工観光労働部産業技術政策課）                                  １８３,７９１ 

新技術創出推進条例を踏まえ、県内企業が自ら有するシーズをもとに、先端的産業分野で国内外に打って出る意欲的 

な研究開発を支援 

 

わかやま中小企業元気ファンド（事業主体(公財)わかやま産業振興財団）                《４,５００万円程度》 

県内企業が行う地域資源（農林水産物、産地の技術、観光資源）を活用した新商品・サービスの開発や販路開拓事業 

等を支援 

 

わかやま農商工連携ファンド（事業主体(公財)わかやま産業振興財団）                《２,５００万円程度》 

地域経済の中核である農林漁業者と中小企業者が連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品・新サー 

ビスの開発や販路開拓事業等を支援 

 

未来企業育成（商工観光労働部産業技術政策課）                                          １７,８９４ 

新技術の創出を目指す県内中小企業者・小規模企業者による産学官連携の共同研究を支援 

 

事業承継サポート（商工観光労働部商工振興課）                                           ７１８ 

後継者確保や資金調達など課題が多岐にわたる事業承継について、円滑な承継が実施できるよう事業承継に係る多角 

的なサポート体制等により経営者を支援 

 

中小企業省エネ対策促進（商工観光労働部産業技術政策課）                                    １５,１１５ 

省エネ診断を受けて、一定の効果が認められる中小企業の省エネ設備の導入を支援 

 

和歌山県若手中核人材確保強化（商工観光労働部労働政策課）                    （債務負担 ５０,０００） 

県内の製造業やＩＴ産業の企業が、優秀な理工系・情報系の学生を確保するため、大学等を卒業後、当該企業に３年 

間従事した者に対して奨学金の返還金の一部を助成 

 

成長企業支援（商工観光労働部企業振興課）                                             ４３,９６９ 

地域の中小企業が持つ潜在成長力を発揮させるため、プロフェッショナル人材戦略拠点を設置し、企業のプロ人材確 

保等を支援 

 

ものづくり改善支援（商工観光労働部企業振興課）                                          ９,０８４ 

企業の経営基盤の安定・強化を図り、新事業へのチャレンジを後押しするため、企業の改善すべきポイントを見いだ 

す「ものづくり経営改善インストラクター」を養成し、県内企業に派遣 

 

優良県産品（プレミア和歌山）振興（商工観光労働部企業振興課）                                  ４６,０３５ 

県産品の販売促進及びブランド化を図るため、優良県産品（プレミア和歌山）の推奨を行うとともに、首都圏でのＰ 

Ｒと販路開拓支援等を実施 

 

サービス産業県外市場開拓支援（商工観光労働部商工振興課）                                     １,３７４ 

更なる市場拡大を目指し、県外の大消費地へ進出を図るサービス産業事業者を支援 

 
②新たな産業の創出 

 

ＩＣＴ企業誘致推進（商工観光労働部企業立地課）                                   《１３.７億円の内数》 

県内へのさらなるＩＣＴ企業の誘致と集積を図るため、民間事業者が実施するＩＣＴオフィスの整備に対する支援制 

度を創設 

 

(新)わかやま版ＰＦＩ支援による貸付金（商工観光労働部商工観光労働総務課）                ２,１００,０００ 

新たな産業の振興と雇用の創出を図るため、「わかやま版ＰＦＩ」による融資制度を活用し、小型ロケット射場建設 

に対する支援を実施 
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わかやまスタートアップ創出（商工観光労働部産業技術政策課）                                    ３,６６１ 

県内経済の活性化・担い手の裾野拡張のため、県内での創業者を対象に、経営戦略・経営実務など様々な観点からハ 

ンズオン支援等を実施 

 

企業立地促進対策(助成・融資分)（商工観光労働部企業立地課）【一部再掲】                     １,４３５,０８３ 

あやの台北部用地開発（商工観光労働部企業立地課）                                       ６３,５２６ 

県内への企業立地を促進し、産業の振興や雇用の拡大を図るため、新たに立地する企業や増設を行う企業に対して助 

成及び融資等を実施するとともに、南海電気鉄道（株）、橋本市及び県で共同開発するあやの台北部用地の造成工事 

等について、事業主体の橋本市を支援 

 

木質バイオマス発電支援対策（商工観光労働部産業技術政策課）                                   ２９,２６０ 

木質バイオマス発電所の立地に向けて、林業関係者及び発電事業者に対して燃料調達に要する経費を支援 

 
③産業を支える人材の育成・確保 

 

地方創生に資する「仕事・移住支援の強化」（商工観光労働部労働政策課他）             １４３,８２６ 

人口減少に伴う人手不足解消や地域課題の解決を図るため、国や市町村と連携し、全国マッチングサイトと連携した 

ＵＩターン希望者の移住・就職や起業を支援 
 
・ 和歌山再就職支援「就活サイクル」プロジェクト(ＵＩターン就職支援の強化) 

（商工観光労働部労働政策課）【一部再掲】 
・（新）地域課題解決型起業支援（商工観光労働部企業振興課） 
・ 移住・定住大作戦（移住者起業支援分）（企画部移住定住推進課） 

７０,１０２
６３,７２４

     １０,０００
 

 

産業を支える人づくりプロジェクト（商工観光労働部労働政策課）                                  ６２,０２６ 

企業の成長を支える人材確保のため、企業と高校が連携した人材育成や、応募前サマー企業ガイダンスの開催により、 

高校生の県内就職を促進するとともに、就職支援協定締結大学と連携した合同企業説明会の開催やスマートフォン向 

け就職情報アプリの開発など県外に進学した大学生等のＵＩターン就職促進対策を強化 

 

きのくにＩＣＴ教育（ステップアッププログラム）（商工観光労働部企業振興課）【再掲】                ５,９００ 

きのくにＩＣＴ教育（教育委員会県立学校教育課・義務教育課）【再掲】                            １７５,３４８       

小学校から高校まで体系化したプログラミング教育を実施するとともに、ＩＣＴ人材の育成を強化するため、中高生 

のＩＣＴ関連の課外活動を支援 

 

働き方改革推進（商工観光労働部労働政策課）【再掲】                                        ７,３６２ 

企業における働きやすい雇用環境の整備やテレワークの普及など、地域に根ざした「働き方改革」の取組を促進 

 

和歌山県若手中核人材確保強化（商工観光労働部労働政策課）【再掲】               （債務負担 ５０,０００） 

県内の製造業やＩＴ産業の企業が、優秀な理工系・情報系の学生を確保するため、大学等を卒業後、当該企業に３年 

間従事した者に対して奨学金の返還金の一部を助成 

 

わかやま塾（商工観光労働部企業振興課）                                              ５,６０３ 

将来、和歌山県を支え、世界にはばたくグローバル人材を育成するため、「わかやま塾」を開催 

 

●農林水産業の振興 
 
①農業の振興 

 

多様な流通ツールを活用した県産品の販路拡大（農林水産部食品流通課他）                              ３,０２９ 

フリーマーケットアプリやＷｅｂカタログギフトサービスの活用、海外向けオーナー認証制度の創設など、多様化し 

た流通ツールの活用により、県産品の販路拡大を支援  
 
・ 高級ブランド新構築（販路拡大分）（農林水産部食品流通課） 
・ わかやまブランド支援（販路拡大分）（農林水産部食品流通課） 
・ 優良県産品（プレミア和歌山）振興(販路拡大分)（商工観光労働部企業振興課）【一部再掲】 

２,０００
５２９
 ５００
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高級ブランド新構築（農林水産部食品流通課）【一部再掲】                                     １３,９０７ 

ＪＡとの協働体制により「わかやま産」農産物のブランド力を高める効果的なＰＲ活動を実施するとともに、大手企 

業とのコラボレーションにより県産食材のブランドイメージを全国に発信 

 

和歌山県農水産物･加工食品輸出促進（農林水産部食品流通課）                      ２９,１２４ 

海外の展示商談会への出展や百貨店での和歌山フェアの開催、海外市場調査の実施等、海外の販路開拓に向けた取組 

を促進 

 

「おいしい！健康わかやま」定着ＰＲ戦略（農林水産部食品流通課）                                  ６,８９８ 

イメージキャラクター等の活用により、マスメディア対策を充実し、「わかやま産品」のブランド向上とＰＲ対策を 

強化 

 

国内大型展示会出展（農林水産部食品流通課）                                           ３４,３７５ 

ＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ、スーパーマーケット・トレードショー等の国内大型展示商談会や消費者向けイベントへの 

出展参加により、県産農水産物・加工食品等の認知度向上を図るとともに、新たな販路拡大を促進 

 

(新)次世代野菜花き産地パワーアップ（農林水産部果樹園芸課）                                １９９,０００ 

野菜花き産出額の増加を図るため、高い生産性が特徴のオランダ農業をモデルとした新技術の導入や災害に強い施設 

園芸用ハウスの整備等、生産から流通、販売までの取組を総合的に支援 

 

(新)日本一の果樹産地づくり（農林水産部果樹園芸課）                                    １１６,２４３ 

日本一の果樹産地の競争力を更に強化するため、産地と高級百貨店等マーケットが連携し、戦略品種の早期産地化や 

輸出専用産地の育成、生産対策の強化への取組を総合的に支援 

 

みかん厳選出荷促進（農林水産部果樹園芸課）                                            ２１,０００ 

みかんの市場評価を高めるため、品質の劣るみかんを加工用に仕向ける取組を支援 

 

農業経営発展サポート（農林水産部経営支援課）                                          ９,２４１ 

農業経営者の経営発展意欲を高めるセミナー・車座座談会の開催、わかやま農業ＭＢＡ塾の開催及び専門アドバイザ 

ー派遣等による総合的な農業経営支援により、強い経営体を育成 

 

６次産業化推進（農林水産部農林水産総務課）                                          １３２,０３４ 

農業経営の多角化を推進するため、６次産業化に取り組む農林漁業者等に対する支援体制を整備するとともに、新商 

品開発・販路開拓の取組や加工・販売施設等の整備を支援 

 

農業活性化支援（農林水産部果樹園芸課）                                            ８８７,６４２ 

農業の活性化を図るため、生産振興施設等の整備を支援 

 

農地流動化支援（農林水産部経営支援課）                                             ７１,０４４ 

農地中間管理機構と各地域の農地活用協議会が連携して実施する農地の流動化に関する取組を支援し、担い手への農 

地集積を促進 

 

農作物鳥獣害防止総合対策（農林水産部果樹園芸課）                                           ４５４,３６５ 

野生鳥獣による農作物被害を減少させるため、捕獲を重点に、防護、育成、環境整備を総合的に推進 

 

(新)わかやまジビエ需要拡大（農林水産部畜産課）                                      １９,２６５ 

わかやまジビエの需要拡大を図るため、首都圏での販路開拓、県内レストランや学校給食等での利用拡大に加え、県 

内量販店等での販売促進など家庭での消費拡大をめざす取組や情報発信を強化 
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学校給食での和歌山産品利用拡大プロジェクト（農林水産部果樹園芸課他）                ４６,７６３ 

学校給食での県産食材の使用割合を高めるため、県産農水産物の提供やジビエの導入支援、学校給食向けの新規加工 

品の開発等を実施 
 
 ・ 学校給食での和歌山産品利用推進（農林水産部果樹園芸課） 
・  わかやまジビエ需要拡大(学校給食分)（農林水産部畜産課）【一部再掲】 
・  水産業振興(学校給食分)（農林水産部水産振興課） 

 ・ 保健体育・給食管理運営(学校給食分)（教育委員会健康体育課） 

  １９,８１３
    ７,６７３

１６,６９８
 ２,５７９

 

 

(新)和牛生産拡大支援（農林水産部畜産課）                               ６,８２３ 

県産和牛の生産拡大を図るため、赤身和牛の新たなブランド化や和牛増頭を促進するための仕組みを構築するととも 

に、熊野牛の品質向上を支援 

 

農林水産業競争力アップ技術開発（農林水産部農林水産総務課）                                  ５４,０１５ 

農林水産業の競争力を強化し、生産者の所得向上と地域の活性化を図るため、試験研究機関が総力を挙げて新たな実 

用技術の開発を加速化 

 

グリーンツーリズム推進（農林水産部果樹園芸課）                                          ７,１２３ 

農林水産業と観光を融合したグリーンツーリズムを推進するため、体験・交流施設等の整備や地域による情報発信活 

動などを支援 

 
②林業の振興 

 

林業の担い手対策と森林整備の推進（農林水産部林業振興課）                                   ９６,２０３ 

森林環境譲与税（仮称）を活用して、森林の適切な管理を図るため、最新技術を導入し、担い手対策を強化するとと 

もに、森林整備等を行う市町村を支援 
 
 ・（新）「わかやまの森」次世代人材確保支援 
・（新）森の守り人支援 
・  農林大学校林業研修部（森林環境譲与税（仮称）分） 
・  森林・林業雇用総合対策（森林環境譲与税（仮称）分） 

  ２０,１７３
    ５４,５３７

１５,３５６
 ６,１３７

 

 

補助林道（農林水産部林業振興課）                                               ７５３,４１７ 

地域林業の振興及び山村の総合的な整備を行うため、市町村が実施する林道の新設、改良及び舗装を支援 

 

低コスト林業基盤整備サポート（農林水産部林業振興課）                                      ７７,７２６ 

低コスト作業システム整備（農林水産部林業振興課）                                        ２０,２３４ 

森林路網整備促進（農林水産部林業振興課）                                           ３４,７５０ 

作業道の整備や高性能林業機械の導入、新たな架線集材技術の普及、路網整備を支援することにより低コスト林業を 

推進 

 

紀州材販路拡大支援（農林水産部林業振興課）                                            １４,４５４ 

紀州材需要拡大対策支援（農林水産部林業振興課）                                        １１６,３５７ 

公共建築物や住宅への木材利用促進や県外への販路拡大などの取組を支援することにより、紀州材の需要拡大を総合 

的に推進 

 

東京五輪 2020・紀州材ブランドＰＲ（農林水産部林業振興課）                                      ６,８４３ 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック選手村ビレッジプラザへ紀州材を提供することを通じて、「紀州材ブランド」 

のＰＲを推進 

 

森林環境保全整備（農林水産部森林整備課）                                           ７６４,４６６ 

健全な森林を造成するため、植栽や育林、間伐などの森林整備を行い、森林機能の回復・増進を図るとともに、持続 

可能な森林経営を促進 

 

森林資源循環利用促進（農林水産部森林整備課）                                         ２５０,０００ 

意欲と能力のある経営体が実施する主伐時の集材と再造林の一貫作業や搬出間伐等に対する支援により、森林資源の 

循環利用を促進 
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「企業の森」推進（農林水産部森林整備課）                                               ２,６９７ 

企業がＣＳＲ活動として県内で取り組む森林保全活動をサポートするとともに、環境展への参加等により企業等の誘 

致を図り、民間資本を活用した森林づくりを推進 

 

一般治山（農林水産部森林整備課）                                             １,７８７,８３０ 

豪雨災害等自然災害により荒廃した山地の復旧や、地すべり防止の抑制工の実施及び森林整備による災害に強い森づ 

くりを推進 

 

紀の国森づくり基金活用（農林水産部森林整備課）                                        ３９９,６５０ 

紀の国森づくり税を活用し、森林を県民の財産として守り育て次の世代に引き継ぐため、森林整備を積極的に推進す 

るとともに、森林の公有林化、子供達への森林学習及び県民が幅広く参加するための公募事業等を推進 

 
③水産業の振興 

 

(新)次代につなぐ漁村づくり支援（農林水産部水産振興課）                                    １６,８２３ 

漁村の将来像の実現に向けた実施計画に基づき、漁協が実施する漁業担い手の確保・育成を支援 

 

(新)産地市場の拠点化支援（農林水産部水産振興課）                                      １０,５００ 

産地市場の拠点化に向け、水産物の集約化と市場機能強化を促進する取組を支援 

 

漁業複合経営グループ創出（農林水産部水産振興課）                                       １２,８３６ 

漁家所得の向上を図るため、漁業者グループの複合経営を支援 

 

水産基盤整備（農林水産部水産振興課）                                             ２９６,５４７ 

水産資源の維持・増大及び漁業操業の効率化を図るため、魚礁設置等の沿岸漁場整備を推進 

 

ブルーツーリズム推進（農林水産部水産振興課）                                                ４,９６２ 

漁村が持つ豊かな観光資源を活用し、漁家所得の向上を図る体験・交流施設の整備等の取組を支援 

 
●観光の振興 

 

ジオパーク推進（環境生活部環境生活総務課）                                          ４６１,４５０ 

ユネスコ世界ジオパーク認定に向け、研究活動、教育普及活動を支援するとともに、南紀熊野ジオパークセンターを 

開設し、センターを核とした誘客ネットワークの整備を支援 

 

(新)世界遺産登録１５周年記念特別周遊（商工観光労働部観光振興課）                              ２７,３００ 

世界遺産登録１５周年を契機としたキャンペーンや情報発信により、本県への誘客促進を図るとともに、多様な和歌 

山の楽しみ方を提案し、長期滞在化を推進 

 

世界遺産等推進（商工観光労働部観光振興課）                                          ３１,３４６ 

世界遺産の適切な保全などの推進や三県（和歌山県、三重県、奈良県）連携による世界遺産地域内の周遊促進に加え、 

日本遺産を活用した誘客施策を展開 

 

「水の国、わかやま。」キャンペーン（商工観光労働部観光振興課）                                 ２７,０００ 

「水」をテーマにまだ知られていない「和歌山の魅力」を発信するため、世界遺産をはじめとするブランドと組み合 

わせて売り出すことにより、新たな誘客施策を展開 

 

熊野古道周遊拡大（商工観光労働部観光振興課）                                          １７,９８２ 

熊野古道の周遊拡大や滞在時間の延長を図るため、大辺路ルートの受け入れ環境整備や熊野古道沿いの新たな見どこ 

ろを創出 

 

わかやま歴史物語（商工観光労働部観光振興課）                                           ３２,４００ 

神話の時代から近代に至る豊富な歴史・文化を１００の旅モデルとして地域と協働で作成し、和歌山ならではの食・ 

温泉・体験なども含めた「わかやまの歴史の楽しみ方」を提案することにより、新たな客層を開拓し、周遊促進を図 

る施策を展開 
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サイクリングロード利用促進（企画部地域政策課）                                        １４,１４８ 

サイクリング王国わかやま（商工観光労働部観光振興課）                                      ２１,０００ 

県内全域で地域の魅力を満喫できる「サイクリング王国わかやま」を全国に発信するため、案内ツールの作成やサイ 

クリストに優しい宿の拡大、サイクリングイベントを実施するとともに、イベント情報や観光情報の発信などプロモ 

ーション活動を展開 

 

(新)自転車通行空間の確保（サイクリングロード整備分）（県土整備部道路政策課・道路建設課）    １８７,０００ 

観光振興や地域活性化を図るため、自転車道の専用化、直線化などサイクリングロードの整備を推進 

 

グリーンツーリズム推進（農林水産部果樹園芸課）【再掲】                                      ７,１２３ 

ブルーツーリズム推進（農林水産部水産振興課）【再掲】                                            ４,９６２ 

農林水産業と観光を融合したグリーンツーリズム(ブルーツーリズム)を推進するため、体験・交流施設等の整備や地 

域による情報発信活動などを支援 

 

ＦＩＴ（外国人個人観光客）誘客促進（商工観光労働部観光交流課）                                 ３３,０２４ 

国際観光推進（商工観光労働部観光交流課）                                            ６８,１７２ 

外国人観光客の誘致を図るため、東アジア、東南アジア及び欧米豪などをターゲットに、世界的なニュースサイト・ 

ＴＶ番組・旅行ガイドブック等各種メディアを活用しつつ、対象市場の嗜好を踏まえた戦略的なプロモーションを展 

開 

 

教育旅行誘致推進（商工観光労働部観光交流課）                                         １７,８８６ 

将来の来県リピーターとなることが期待できる若年層市場を開拓するため、体験交流型プログラム「ほんまもん体験」 

を活用した教育旅行誘致活動を展開 

 

インバウンド観光戦略（商工観光労働部観光交流課）                                       １９,５１５ 

外国人観光客の長期滞在型周遊観光を促進し、旅行消費額を増やすため、新規市場の開拓や富裕層等をターゲットと 

した誘客活動を展開 

 

外国人観光客受入環境整備（商工観光労働部観光交流課）                                     １７,８３５ 

急増するＦＩＴ（外国人個人観光客）が、快適・安全に県内を周遊できる環境を整備するため、和歌山県版通訳ガイ 

ドの育成や消費額拡大に向けた取組を実施 

 

観光施設整備補助（商工観光労働部観光交流課）                                         ３０,０００ 

トイレ整備など環境・景観に配慮した観光地整備を進める市町村を支援 

 

インバウンド受入サービス高度化（商工観光労働部観光交流課）                                       ２,８５１ 

外国人観光客が県内を円滑・快適に過ごすための受入環境整備の一環として、多言語電話通訳サービスを実施 

 

インバウンド受入環境高度化（商工観光労働部観光交流課）                                        １３,０００ 

ＦＩＴ（外国人個人観光客）の増加に伴い公共交通機関を利用した移動の利便性を向上させるため、バス停等交通拠 

点における環境整備を行うと共に、公共交通やレンタカーを活用した新たな観光ルートの情報発信を行うなど受入体 

制を強化 

 

医療観光推進（商工観光労働部観光振興課）                                            ３,１６２ 

高度医療、健康診断、健康増進等を希望するインバウンドを対象に医療機関等と観光産業との協働による新たな取組 

を推進 

 

国際便受入機能強化（県土整備部港湾空港振興課）                                          ６８,７９９ 

                                       （債務負担 １,２９９,０４７） 

南紀白浜空港の活性化を図るため、国際線ターミナルビルを整備 

 

南紀白浜空港管理（県土整備部港湾空港振興課）                                           ３４３,９０１ 

南紀白浜空港の活性化を図るため、効率的運営に向けた民間運営等を実施 
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クルーズ客船寄港促進（県土整備部港湾空港振興課）                                       １５,０３８ 

港湾機能の向上（クルーズ客船対応）（県土整備部港湾漁港整備課）                               ３２６,８１０ 

大型クルーズ客船を誘致するため、受入環境の整備を進めるとともに、誘致活動を推進 

 

バス利便性向上促進（企画部総合交通政策課）【再掲】                                      ６３,１９０ 

バス利用者の利便性を向上し、公共交通の利用促進・維持確保を図るため、交通系ＩＣカードの利用を可能とするシ 

ステムを導入する路線バス事業者を支援 

 
●時代の潮流を踏まえた産業の新しい発展 
 

データ利活用推進（企画部企画総務課他）                                            ４９,２００ 

本県の産学官におけるデータ利活用を推進するため、「和歌山県データ利活用推進センター」を運営するとともに、 

データ利活用に関するシンポジウム等の開催や統計的思考・エビデンスに基づく行政の推進、県民の統計リテラシー 

向上のための取組を実施 
 
・ データ利活用推進（企画部企画総務課） 
・ 統計データ利活用推進（企画部調査統計課） 
・ 統計データ利活用冊子普及（企画部調査統計課） 
・ 学校教育運営管理（データ利活用推進分)（教育委員会県立学校教育課） 

４０,５２１
７,７９２

     ７４９
１３８

 

 

人工知能（ＡＩ）を用いたＳＮＳ情報の収集・分析（企画部企画総務課）                              １６,５６７ 

行政課題の解決や県内企業の競争力強化等のため、ＡＩを用いたＳＮＳ情報の収集・分析や医療・健康情報の統計デ 

ータ化等により独自の統計分析基盤を構築 

 

(新)ＩＲ推進（企画部企画総務課）                                              ２３１,８７５ 

地域の特性を生かしたＩＲの実現を目指し、国へ区域認定申請を行うまでに必要な業務を実施 

 

(新)わかやま版ＰＦＩ支援による貸付金（商工観光労働部商工観光労働総務課）【再掲】         ２,１００,０００ 

新たな産業の振興と雇用の創出を図るため、「わかやま版ＰＦＩ」による融資制度を活用し、小型ロケット射場建設 

に対する支援を実施 

 

和歌山ワーケーションプロジェクト（企画部情報政策課）                                      ６,８０４ 

ＩＣＴを活用した新しい働き方の一つであるワーケーションを全国に先駆けて提唱・推進し、本県がその最適な環境 

を有する適地であることを積極的にＰＲするため、東京での全国フォーラム開催や、本県でのワーケーションプログ 

ラムの提供などを実施 

 
 
３. いのちを守る 
 
●自然災害への備え 
 
①「災害による犠牲者ゼロ」の実現 
 
台風災害からの早期復旧（県土整備部河川課他）                                              １,８９７,３６８ 

台風等により被災した地域の１日も早い復旧を実現 
 
 ・ 農地災害復旧･農業用施設災害復旧（農林水産部農業農村整備課） 
・ 林道災害復旧（農林水産部林業振興課） 

 ・ 林地荒廃施設災害復旧（農林水産部林業振興課） 
・ 土木施設災害復旧（県土整備部河川課） 

 ・ 漁港施設災害復旧（県土整備部港湾漁港整備課） 

   ４６,６７８
２３１,４８３

１７,６９１
１,４４４,７６６

１５６,７５０
 

 

(新)防災ナビの機能拡充（リアルタイム災害危険度情報の表示）（県土整備部河川課・砂防課）        ５０,６００ 

和歌山県防災ナビに、河川水位情報、河川監視カメラ、土砂災害危険度情報などのリアルタイムの風水害危険度情報 

表示機能を追加し、利用者の自主避難意識の向上と、より安全な避難に資する誘導を支援 
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住宅耐震化促進（県土整備部建築住宅課）                                                 １８０,１６５ 

大規模地震発生時の住宅倒壊による人的被害を軽減するため、住宅の耐震診断や設計、改修に対する助成を実施する 

とともに、耐震診断済みの方への個別相談や補強計画の提案等の支援を実施 

 

大規模建築物の耐震化促進（県土整備部建築住宅課）                                       ４２４,８３８ 

耐震改修促進法の改正を受け、不特定多数の方が利用する大規模建築物等のうち緊急に安全性を高める必要がある避 

難所となる施設等の耐震化を支援 

 

津波から“逃げ切る”ための堤防等の整備（県土整備部河川課・港湾漁港整備課）               ２,４７３,８００ 

東海・東南海・南海３連動地震の津波避難困難地域における居住者の避難時間を確保するため、また、津波避難困難 

地域以外の経済被害を抑え、早期の復旧・復興につなげるため、港湾・漁港・河川の堤防等について耐震・耐津波機 

能診断を行い、堤防等の嵩上げや耐震化等の整備を実施 
 

・ 河川整備（河川課） 

 ・ 港湾施設整備（港湾漁港整備課） 

 ・ 海岸整備（港湾）（港湾漁港整備課） 

 ・ 海岸整備（海岸）（港湾漁港整備課） 

 ・ 漁港施設整備（港湾漁港整備課） 
 

２１０,０００

８４０,０００

１３６,５００

３７８,０００

９０９,３００

 

わかやま防災力パワーアップ（総務部防災企画課）                                        ２００,０００ 

南海トラフ地震等の大規模な災害から県民の命を守るため、避難・救助・減災に必要な対策や復興計画の事前策定な 

ど市町村が実施する防災対策等を総合的に支援 

 

放置艇対策の推進（県土整備部港湾漁港整備課）                                         ２６２,５００ 

放置艇“０”大作戦（県土整備部港湾空港振興課）                                             ４３,０５０ 

津波襲来時の二次被害を低減させるため、プレジャーボート等の係留施設整備を促進するとともに、港湾・漁港・海 

岸等臨海部に存在する放置艇の移動や撤去を実施 

 

災害時避難促進（総務部防災企画課）                                                ５,５７３ 

県民一人ひとりの安全な避難を促進するため、避難に役立つ機能を備えたスマートフォン向けの防災ポータルアプリ 

を運用 

 

避難発令支援情報提供（総務部防災企画課）                                             ３,９２０ 

市町村が避難勧告等の発令の判断を早期かつ的確に行えるよう、(一財)日本気象協会の短長期の降水予測情報をもと 

に気象予測情報を提供 

 

災害時指揮体制の整備（県土整備部県土整備総務課）                                      ６４７,４０７ 

地震・津波に備え、浸水想定区域内にある海草振興局建設部庁舎の移転・建替を行うとともに、防災機能を充実 

 

総合的な洪水対策の推進（農林水産部農業農村整備課、県土整備部河川課）                       ５,４０４,３４７ 

近年頻発する浸水被害を軽減するため、農地湛水被害対策や河道拡幅、築堤などにより流下能力の向上を図る中小河 

川等の浸水対策を推進 
 
 ・ 国営総合農地防災･和歌山平野地区（農林水産部農業農村整備課） 
 ・ 河川整備･堤防改修（県土整備部河川課） 

  ５６３,２７７
４,８４１,０７０

 

 

県営ため池等整備（農林水産部農業農村整備課）                                       １,１５７,１８６ 

老朽化したため池の地震や大雨による破堤等を防ぎ、県民の安全を確保するため、地域の実情に即した整備計画に基 

づき、ため池の全面・部分改修を加速化 
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土砂災害対策の推進（県土整備部砂防課）                                           ５,１２３,９２５ 

土砂災害から県民の生命・財産を守るため、砂防関係施設の整備による土砂災害対策を効率的・効果的に実施 
  

・ 砂防 

・ 地すべり対策 

・ 急傾斜地崩壊対策 

・ 基礎調査 

・ 小規模土砂災害対策 

・ 砂防修繕、砂防調査 

・ 総合土砂災害対策情報システム(システム運用分) 

１,６５７,９４６

７７７,０００

１,５７５,０００

５３５,５００

３３８,５００

２１２,０１６

２７,９６３
 

 

(新)土砂災害特別警戒区域内における住宅改修支援（県土整備部建築住宅課）                        １,９００ 

土砂災害特別区域内における既存住宅の安全対策を促進するため、改修に対する補助を実施 

 

大規模土砂災害対策研究啓発推進（県土整備部砂防課）                                        ８,６９５ 

和歌山県土砂災害啓発センターにおいて、国と協働して大規模土砂災害に関する調査・研究活動を推進するとともに、 

その研究成果や過去の土砂災害に関する教訓を広く啓発 

 
②発災直後の迅速な救助体制と早期復旧体制の確保 
 

(新)災害時病院情報見える化（福祉保健部医務課）                                         １２,９６０ 

災害時に病院の診療可否情報等を県民に案内するため、「わかやま医療情報ネット」を改修 

 

(新)災害に備えた病院の電力強化（福祉保健部医務課）                                       ５０,０００ 

災害による停電時に災害支援病院等が継続して医療を提供できるよう、非常用自家発電機など電力確保のために必要 

な設備整備を支援 

 

防災ヘリコプター運営（夜間運航体制強化）（総務部災害対策課）                                 ２１,０６０ 

大規模災害時等の防災体制充実に向け、拠点となるヘリポートへ可搬型照明設備を配備し、防災ヘリコプター等の夜 

間運航体制を構築 

 

(新)災害時における人工衛星及びドローンの活用（県土整備部検査・技術支援課）                ７,０３８ 

災害発生時に効率的に被災状況を把握するため、人工衛星及びドローンを活用 

 

(新)水害等大規模災害への対応強化（警察本部）                                         １９,５７８ 

水害等大規模災害時において迅速な救助・救援活動を行うため、災害用装備資機材の積載が可能な全天候型ドローン 

など必要な資機材を整備 

 

災害に備えた道路網の強靱化（県土整備部道路局）                                     ２８,８２８,０８８ 

大規模災害時の迅速な救助・救援活動に不可欠な高速道路等の整備促進や高速道路を補完する幹線ネットワーク道路 

を重点的に整備するとともに、橋梁の耐震化や法面強化、橋梁等の老朽化対策を推進 

 ・ 高速道路ネットワーク等の整備（道路政策課） 
 
 ・ 高速道路を補完する幹線ネットワーク道路の整備（道路建設課） 

(1)幹線道路網の整備 
        (2)府県間道路、ＩＣアクセス道路の整備 
 
 ・ 緊急輸送道路等の通行確保（道路保全課） 
        (1)橋梁の耐震化 
    (2)地震・風水害等に対する法面強化 
 
 ・ 橋梁等の老朽化対策（道路保全課） 
 

６,０２５,８６５

１９,９５６,０００
１３,９６３,０００

５,９９３,０００
 

７６８,７７９
４５９,８００
３０８,９７９

 
２,０７７,４４４

 

県民の命を守る水の確保（環境生活部食品・生活衛生課）                                      ２３,０００ 

地震発生時に、県民の命を守るために必要な水道水を確保するため、耐震性のある配水池に緊急遮断弁（揺れを感知 

して水の流出を防ぐ装置）を設置する市町村を支援 
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災害救助･災害救援（災害救助物資備蓄）（福祉保健部福祉保健総務課）                               ２４,１７２ 

大規模災害発生直後に避難所等で必要となる食料等の災害救助物資を計画的に備蓄 

 

学校を守る 地域を守る 防災リーダー育成（教育委員会健康体育課）                                ６,６４０ 

地域の防災活動や災害時の支援活動において、自ら適切な役割を担い、判断し行動できる高校生や教職員の育成を強 

化 

 

防災・減災に関する県民意識調査（総務部防災企画課）                                        ５,９７２ 

県民の災害に対する認知度や日頃の防災対策等のデータを収集・分析・比較し、今後の防災対策に反映 

 
●医療の充実と健康の維持 
 
①命を守る医療の充実 
 
救急医療対策（福祉保健部医務課）                                                ６３４,１９７ 

救急医療体制の確保と充実を図るため、ドクターヘリの運航及び救命救急センターの運営等を支援するとともに、救 

急医療情報センターを運営 

 

遠隔医療推進（福祉保健部医務課）                                                ２０,１６８ 

テレビ会議システムによる遠隔カンファレンスと、モバイル端末を活用した遠隔救急支援システムの２つの遠隔医療 

システムを効果的に運用するための推進体制を整備 

 

出産できる環境を堅持するための産科医師支援（産科医の確保）（福祉保健部医務課）                  １２,２４２ 

産科医師確保のため、県内公的病院の産科医療に新たに貢献する医師に対し研修・研究資金を貸与 

 

特定診療科医師確保対策（福祉保健部医務課）                                           ７,７６２ 

医師の診療科偏在を解消するため、小児科、精神科、救急科を専攻した和歌山県立医科大学県民医療枠卒業医師や県 

外から新たに赴任する精神科医師に対し、研修・研究資金を貸与 

 

和歌山県立医科大学薬学部設置（福祉保健部医務課）【再掲】                                  ２,８４２,３６４ 

和歌山県立医科大学に薬学部を設置するため、施設整備等を実施 

 

地域医療推進施設設備等整備（リハビリ系大学への施設整備支援）（福祉保健部医務課）【再掲】     ２００,０００ 

県が誘致を行ったリハビリ系大学が行う施設整備を支援 

 

(新)県立医科大学附属病院ヘリポート照明設備整備（福祉保健部医務課）                              ２４,０００ 

救急医療体制のさらなる充実を図るため、ドクターヘリの運航時間延長を目的に和歌山県立医科大学が行う病院屋上 

ヘリポートへの照明設備設置を支援 

 

へき地医療対策（福祉保健部医務課）                                              １５２,２２７ 

無医地区等医療機関を利用することが困難な地域において必要な医療提供体制を確保・充実するため、へき地診療所 

の運営や設備整備等を支援 

 

地域医療推進施設設備等整備（福祉保健部医務課）【一部再掲】                                   ４４７,３４９ 

医療施設の療養環境改善、診療機能の強化のために行う施設設備等の整備を行うとともに、有床診療所等におけるス 

プリンクラー等の設置などを支援 

 

安心して出産できる医療体制づくり（福祉保健部医務課）                                      ５２,０５４ 

子供を安心して産み育てる環境を整備するため、総合周産期母子医療センター（和歌山県立医大附属病院）及び地域 

周産期母子医療センター(紀南病院)の運営等を支援 

 

精神科救急医療体制整備（福祉保健部障害福祉課）                                          ５４,７８８ 

夜間・休日等に、緊急に精神科医療を必要とする方に対して、受診可能な病院等の紹介・調整や医療提供体制及び搬 

送体制を確保 
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がん対策推進（福祉保健部健康推進課）                                              ７０,９７２ 

がん診療連携拠点病院等の活動支援や、がん検診未受診者対策として効果的な個別受診勧奨を行うとともに、胃がん 

予防対策としてのピロリ菌検査や肺がん対策としての低線量ＣＴ検診の実施等、総合的ながん対策を推進 

 

がん検診体制強化（福祉保健部健康推進課）                                             ６,８１０ 

市町村が実施するがん検診の質の向上を図るため、実施状況に関する分析・評価を行うとともに、検診に携わる医師 

等の医療関係者に対して研修を実施 

 

がん検診･健康診査機器整備（福祉保健部健康推進課）                                      １６０,２７０ 

がん検診の充実を図り早期発見・早期治療を推進するため、検診車を計画的に更新 

 

(新)若年がん患者支援（福祉保健部健康推進課）                                           ４,０６４ 

若年がん患者特有のニーズに対応し、患者自らの希望に沿った生き方ができるよう、妊孕性温存及び在宅ターミナル 

ケア支援を実施 

 

がん先進医療支援（福祉保健部健康推進課）                                             ７,５００ 

寄附金を活用し、公的医療保険の適用がないため治療費が高額となり、先進医療の治療を受けられないがん患者を支 

援 

 

難病対策（福祉保健部健康推進課）                                              １,５３７,８７６ 

難病患者やその家族の安定した療養生活を確保するため、難病治療に係る医療費に対して支援するとともに、相談支 

援機関として「難病・子ども保健相談支援センター」を運営 
 
 ・ 難病対策 

 ・ 母子保健医療費助成 

 ・ 難病・子ども保健相談支援センター運営 

１,４２１,４５６

１１３,６８５

２,７３５
 

 

肝炎対策（福祉保健部健康推進課）                                               １４８,２４６ 

肝疾患診療ネットワークを構築し、地域における肝炎対策の充実を図るとともに、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因す 

る肝疾患患者に対するインターフェロンフリー等の治療を行う場合の負担軽減を実施 

 
②医療提供体制の再編・充実 
 
病床機能の分化･連携のための体制整備（福祉保健部医務課）                                    ５９９,９４１ 

和歌山県地域医療構想の実現に向けた病床機能の分化・連携を促進するため、医療機関の経営状況及び診療実態を分 

析するとともに、病床機能転換等を行う医療機関が実施する施設改修や設備整備を支援 

 

地域医療介護総合確保基金（福祉保健部医務課）                                       １,２９２,５５２ 

医療・介護サービスの提供体制改革のための財政支援制度として造成した地域医療介護総合確保基金へ必要額を積立 

 
③医療人材の育成・確保 
 

和歌山県立医科大学薬学部設置（福祉保健部医務課）【再掲】                                  ２,８４２,３６４ 

和歌山県立医科大学に薬学部を設置するため、施設整備等を実施 

 

地域医療推進施設設備等整備（リハビリ系大学への施設整備支援）（福祉保健部医務課）【再掲】      ２００,０００ 

県が誘致を行ったリハビリ系大学が行う施設整備を支援 

 

特定診療科医師確保対策（福祉保健部医務課）【再掲】                                       ７,７６２ 

医師の診療科偏在を解消するため、小児科、精神科、救急科を専攻した和歌山県立医科大学県民医療枠卒業医師や県 

外から新たに赴任する精神科医師に対し、研修・研究資金を貸与 

 

小児医療連携緊急措置（福祉保健部医務課）【再掲】                                        ８,５００ 

東牟婁地域全体の小児救急・小児医療体制の充実を図るため、新宮市立医療センターの小児科医確保を支援 
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医師確保修学資金（福祉保健部医務課）                                              １３６,２００ 

将来へき地医療等に従事しようとする和歌山県立医科大学医学部の地域医療枠学生と、近畿大学医学部の和歌山県地 

域枠学生に対し修学資金を貸与 

 

出産できる環境を堅持するための産科医師支援（産科医の確保）（福祉保健部医務課）【再掲】          １２,２４２ 

産科医師確保のため、県内公的病院の産科医療に新たに貢献する医師に対し研修・研究資金を貸与 

 

地域包括ケアシステムを支える看護職員の育成支援（福祉保健部医務課）                               ４,６９２ 

地域包括ケアシステムの構築に向け在宅医療に従事する看護師等の資質向上を図るため、特定行為研修の受講支援な 

どを実施 

 

ナースセンター（福祉保健部医務課）                                                １２,５５５ 

看護職員の就業・再就業促進、離職防止対策など、確保対策の拠点となる和歌山県ナースセンターを運営 

 

看護職員充足対策（福祉保健部医務課）                                              ３５,９２３ 

看護職員の確保充実を図るため、県内定着、離職防止対策等を促進 

 

④健康づくりの推進 
 
みんなで実践！健康づくり運動ポイント（福祉保健部健康推進課）【再掲】                              ３,７１７ 

生涯にわたり健康を維持するため、運動習慣の定着を図り、自治会など地域コミュニティに密着した健康づくりを推 

進 

 

健康長寿わかやま県民運動推進（福祉保健部健康推進課）【再掲】                                  ２,７１９ 

県民の健康意識の高揚を図るため、わかやま健康推進事業所の認定やマンガを取り入れた教材を活用し、学校等での 

健康教育等を実施 

 

健康長寿のための地域･職域連携（福祉保健部健康推進課）【再掲】                                  １１,９４７ 

「健康長寿日本一わかやま」を実現するため、地域・職域・学校等が一体となった健康づくり運動を展開するととも 

に、地域に根ざした健康づくりを進めるため、健康推進員制度を地域に浸透させるなど、県民総参加の健康づくり運 

動を推進 

 

(新)子供のむし歯ゼロ推進（福祉保健部健康推進課）【再掲】                                     １,５６４ 

「子供のむし歯ゼロ」を実現するため、フッ化物塗布やフッ化物洗口を促進するとともに、妊娠期から学齢期に至る 

まで切れ目ない歯科保健施策を展開 

 

(新)ギャンブル等依存症対策（福祉保健部障害福祉課）                                       ５,２６０ 

県民の健全な生活の確保を図るため、ギャンブル等依存症に関する予防、相談、治療及び回復支援などを実施 

 

(新)依存症予防教育（教育委員会健康体育課）【再掲】                                        ５,９５４ 

児童生徒及び保護者に対して依存症予防教育・啓発を行うことで、ギャンブル依存、スマホ依存、喫煙・飲酒・薬物 

依存等の依存症を予防 

 

薬物乱用対策（福祉保健部薬務課）                                                 １１,２１９ 

危険ドラッグの乱用を防止するための規制、青少年を中心とした薬物の乱用防止啓発を実施するとともに、薬物依存 

症者の再乱用防止対策のため関係機関との連携を強化 

 

“命”のセーフティネットワーク（福祉保健部障害福祉課）                                    ８７,５１９ 

自殺の未然防止を図るため、自殺対策に取り組む市町村や民間団体への支援に加え、自殺対策電話相談の２４時間化 

や救急医療機関と連携した自殺未遂者支援体制の構築等を推進   
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●安全な社会の実現 
 
①治安・交通安全の向上 
 
(新)総合的なサイバーセキュリティ対策の強化（警察本部）                                     ７,９９１ 

全国トップレベルのサイバー捜査体制を構築するための人材を育成するとともに、解析体制の高度化に対応する設備 

を増強配備 

 

サイバー空間の脅威への対処能力強化（警察本部）                                         ９,５３８ 

犯行手口が日々進化するサイバー空間での犯罪に対応するため、サイバー犯罪対策捜査員の人的基盤等を強化 

 

(新)青少年の自撮り画像被害防止対策（環境生活部青少年・男女共同参画課）                              ４０４ 

青少年が自撮り画像被害に遭わないための啓発を実施 

 

青少年ネット安全・安心のための環境整備（環境生活部青少年・男女共同参画課）                 １０,６７３ 

青少年が安心して安全にインターネットを利用できる環境を整備するため、ネット依存の防止及び情報モラル教育を 

行う教員を養成するとともに、ネットパトロールによる有害情報対策やＬＩＮＥを活用したネット相談等を実施 

 

(新)飲酒運転等悪質運転者対策の強化（警察本部）                                        １４,１３８ 

飲酒運転等悪質運転者に対する取締を強化するため、専従取締班を編制するとともに、必要な資機材を配備 

 

(新)交通安全推進（条例制定関係）（環境生活部県民生活課）                                    ２,８４０ 

飲酒運転の根絶及び自転車の安全利用を促進するための取組を実施 

 

歩道整備の加速化（県土整備部道路保全課）                                         ２,５０５,５００ 

自動車や二輪車の交通量が多く危険な箇所を歩行者が安心して歩けるように、歩道整備を計画的かつ効率的に推進 

 

(新)途切れない犯罪被害者支援の強化（環境生活部県民生活課）                                   ４,７１３ 

犯罪被害者等支援条例の周知広報及び犯罪被害者に対する支援を実施 

 

(新)太地町における警戒活動の強化（警察本部）                                         ４７,５９６ 

反捕鯨運動等に迅速・的確に対応するため、太地町内の現地警戒活動拠点強化に必要となる施設等を整備 

 

 

４. くらしやすさを高める 
 
●快適な生活環境の実現 
 
①良好な生活空間づくり 
 
水道施設整備指導（環境生活部食品・生活衛生課）                                        ８７２,７９４ 

将来にわたり持続可能な水道事業の構築を目指し、水道事業の経営基盤の強化に向けた取組を支援するため、水道基 

盤強化計画の策定に着手するとともに、市町村の水道施設整備を支援 

 

浄化槽設置整備（県土整備部下水道課）                                             ３５４,７２１ 

生活排水対策を更に強化することにより公共用水域の水質保全を推進するため、合併処理浄化槽の設置を支援 

 

汚泥減容化実証実験（県土整備部下水道課）                                           ６７,７８３ 

下水汚泥の処分コスト削減を目指し、那賀浄化センターでパイル担体を利用した汚泥減容化実証実験を実施 

 

ＰＭ２．５常時監視体制強化（環境生活部環境管理課）                                       １２,１２１ 

大気常時監視システムを用いて微小粒子状物質（ＰＭ２．５）等の大気汚染物質を監視するとともに、監視結果をホ 

ームページやメールにより情報提供 
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不幸な猫をなくすプロジェクト（環境生活部食品･生活衛生課）                                   １５,１３１ 

殺処分される不幸な猫や野良猫による生活環境被害の減少を図るため、地域猫対策を推進するとともに、新たな飼い 

主への譲渡を促進 

 

②循環型社会の構築 
 

不法投棄・不適正処理の撲滅（環境生活部循環型社会推進課）                                     ３４,１７４ 

監視カメラの増設や環境監視員の増員等により監視体制を充実させ、廃棄物の不法投棄対策を強化 
 
 ・ 不法投棄・不適正処理対策 

 ・ 不法投棄監視パトロール 

 ・（新）不法投棄監視カメラによる廃棄物投棄の抑止 

１０,９４５

１７,８３４

５,３９５
 

 

県民運動推進（環境生活部県民生活課）【再掲】                                          ２９,６００ 

ねんりんピック、国民文化祭等の開催に向けて、来県される方を美しく誇れる和歌山でお出迎えするため、ごみ拾い 

をスポーツやＳＮＳと組み合わせた美化活動や花いっぱい運動を実施 

 

わかやま こどもエコチャレンジ（環境生活部環境生活総務課）                                    ３,７６８ 

子供を家庭でのエコ活動の率先者として、夏休み期間中に家族と一緒に楽しみながらエコ活動に取り組むことで一人 

ひとりの環境意識の向上を促進 

 

ＰＣＢ廃棄物処理対策推進（環境生活部循環型社会推進課）                                    １７４,２９０ 

県が保有するＰＣＢ安定器について、早期かつ適正に処理を実施 

 
③消費者の安全確保 
 
消費生活センター運営（環境生活部県民生活課）                                         ３３,６３２ 

消費者安全サポート（環境生活部県民生活課）                                          ４５,９７９ 

消費生活センター及び同紀南支所において、消費者相談や教育啓発等で消費生活を総合的に支援し、県・市町村の相 

談窓口の機能強化や相談員の養成を実施するとともに、消費者教育を推進 

 

食品の安全確保の推進（環境生活部食品・生活衛生課）                                       ２４,７９１ 

食品事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が求められるため、すべての食品事業者が実施できるよう支援を行 

うとともに、食品関係事業所での適正な食品表示推進者の育成や健康食品の成分分析、食品の残留農薬等の検査など 

安全対策を実施 
 
 ・ ＨＡＣＣＰ導入促進 
 ・ 食品の安全確保推進プロジェクト 
 ・ 食品表示適正化推進 
 ・ いわゆる健康食品の安全対策 
 ・ 食品等安全確保対策 

４,５１３
２,１７６
３,３５１
２,５５９

１２,１９２
 

 

●支え合う福祉の充実 
 
①高齢者福祉の推進 
 
老人福祉施設整備（福祉保健部長寿社会課）                                           ８４１,３０５ 

「わかやま長寿プラン２０１８」に基づき、老人福祉施設や認知症高齢者グループホームなど介護基盤施設の整備を 

促進 

 

自立支援型ケアマネジメント推進（福祉保健部長寿社会課）                                    １１,１６２ 

運動機能が低下し支援が必要となった高齢者が再び自立した生活を送れるようになることを目指す自立支援型ケアを 

普及させるため、地域ケア個別会議を開催する市町村の支援等を実施 

 

認知症対策総合推進（福祉保健部長寿社会課）                                           ２５,３４３ 

認知症の人とその家族に対するサポート体制を整備するため、電話相談窓口の設置や地域のかかりつけ医への研修等 

を実施するとともに、認知症疾患医療センターを指定し、専門医療相談や介護関係者との連携・調整等を実施 
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若年性認知症対策支援（福祉保健部長寿社会課）                                          ３,３２７ 

６５歳未満で発症した若年性認知症の人やその家族を支援するため、若年性認知症支援コーディネーターを配置する 

など相談体制等を強化・充実 

 

わかやま元気シニア生きがいバンク（福祉保健部長寿社会課）【再掲】                             ９,７３４ 

社会参加を希望する高齢者と高齢者を活用したい企業・団体等が登録する「わかやま元気シニア生きがいバンク」を 

通して、両者のマッチングを支援することで、高齢者の活躍できる仕組みを推進 

 

地域見守り協力員制度（福祉保健部長寿社会課）                                          １５,０２３ 

地域の困っている高齢者等を支えるため、地域で見守り活動を行う「地域見守り協力員」制度を推進 

 

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会開催（福祉保健部ねんりんピック推進課）【再掲】            １,２０３,７７７ 

第３２回全国健康福祉祭和歌山大会（愛称：ねんりんピック紀の国わかやま２０１９）を円滑に運営するため、開催 

準備を総合的に進めるとともに、各交流大会会場市町実行委員会等を支援 

 
②障害者福祉の推進 
 

障害者支援施設整備（福祉保健部障害福祉課）                                          １３５,４００ 

障害福祉サービスの充実を図るため、障害福祉圏域で不足している障害福祉サービス事業所の整備及び既存施設の老 

朽化に伴う建替整備等を支援 

 

グループホーム充実支援（福祉保健部障害福祉課）                                         ５６,７９３ 

障害者の地域移行を促進するため、グループホームの整備を支援するとともに、支援者への研修を実施 

 

障害者の社会参加促進（福祉保健部障害福祉課）                                          １９,９５１ 

障害者の自立や社会参加を促進するため、手話の普及推進や各種生活訓練、身体障害者補助犬の給付などを実施 
    
・ 障害者社会参加促進 
・ 身体障害者補助犬給付 
・（新）失語症者向け意思疎通支援者養成及び派遣 

１６,３８７
１,９８０
１,５８４

 

 

和歌山県視聴覚障害者情報提供施設維持管理運営委託（福祉保健部障害福祉課）                        ７５,５４８ 

視聴覚障害者の自立と社会参加の促進を図るため、点字図書館・聴覚障害者情報センターの維持管理運営を委託 

 

あいサポート運動推進（福祉保健部障害福祉課）                                           ５,６４７ 

県民が様々な障害の特性や障害のある人が困っていることを理解し、日常生活で見守りやサポートを実践する「あい 

サポート運動」を推進し、障害のある人もない人もともに地域で暮らせる共生社会を実現 

 

チャレンジド工賃水準倍増（福祉保健部障害福祉課）                                        １７,３４８ 

チャレンジド就労サポート（福祉保健部障害福祉課）                                         ８,８５２ 

障害者就労支援施設等の工賃アップ及び安定的な仕事の確保のため、販路拡大・受注促進等のコーディネート等を行 

うとともに、一般就労を目指す障害者のインターンシップ支援や介護職員初任者養成研修などを実施 

 

障害者就業･生活支援センター運営（福祉保健部障害福祉課）                                     ３２,９８４ 

障害者に対し就業面と生活面の一体的な支援を行うため、県内７か所に障害者就業・生活支援センターを設置 

 

発達障害者支援体制整備（福祉保健部障害福祉課）                                         ２８,８８８ 

発達障害児者やその家族の方を支援するために発達障害者支援センター（ポラリス）を設置し、専門家による様々な 

支援が受けられる体制を整備 

 

発達障害者地域支援機能強化（福祉保健部障害福祉課）                                        ４,３５５ 

発達障害児者やその家族の方を支援するため、発達障害者支援センター（ポラリス）に発達障害者地域支援マネージ 

ャーを配置し、市町村職員に対しＯＪＴを実施することで市町村の支援体制を強化 
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重症心身障害児者等在宅医療等連携体制整備（福祉保健部障害福祉課）                                 ３,０９３ 

医療依存度が高い障害児者及び重症心身障害児者が安心して在宅で生活できるように、医療面を含めたチームケアの 

調整や関係者による連携会議等を実施 

 

精神障害者地域生活支援体制整備（福祉保健部障害福祉課）                                      １１,２１７ 

精神障害者の退院促進による地域移行と地域定着を支援するとともに、治療中断等により医療機関を受診していない 

在宅精神障害者に対し医師や精神保健福祉士等の多職種チームによる訪問等を実施 

 

発達障害支援者養成（福祉保健部障害福祉課）                                             ７２０ 

身近な地域で発達障害児者やその家族に対して相談・支援するペアレントメンターを養成し、発達障害にかかる支援 

体制を強化 

 

障害者芸術文化活動推進（福祉保健部障害福祉課）【再掲】                                     ４,７２４ 

第２１回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会に向けて、障害者作品展や障害福祉サービス事業所等の職員を対象と 

した芸術活動に関する研修会を開催 

 

全国障害者芸術・文化祭わかやま大会準備（福祉保健部障害福祉課）【再掲】                           ５,５９７ 

第２１回全国障害者芸術・文化祭わかやま大会に向けて、実施計画の策定等開催準備を推進 

 

障害者スポーツ振興（福祉保健部障害福祉課）【再掲】                                        ２４,２２６ 

障害者スポーツの振興、障害者の自立及び社会参加を促進するため、全国障害者スポーツ大会への選手団派遣や各種 

スポーツ大会を開催 

 
③困難を抱える家庭等へのきめ細やかな対応と自立支援 
 
和歌山こども食堂支援（福祉保健部子ども未来課）【再掲】                                       ６００ 

食事の提供等により子供の居場所づくりを行う団体を支援 

 

子どもの居場所づくり（教育委員会生涯学習課）【再掲】                                      １８,３５３ 

放課後等、ひとりで過ごさなければならない子供への学習支援や、大人との交流を実施するための「子どもの居場所」 

を開設する市町村を支援 

 

和歌山県大学生等進学給付金（教育委員会生涯学習課）【再掲】                                   ９６,２５８ 

意欲と能力が高いにも関わらず経済的な理由により進学を断念することなく安心して学べるよう、低所得世帯の学生 

に対して大学生等進学給付金を支給 

 

地域ふれあいルーム推進（教育委員会生涯学習課）【再掲】                                     １６,４７４ 

放課後や週末等における子供の安全・安心な活動拠点として、地域の方々の参画を得て放課後子ども教室及び土曜日 

等子ども教室を設置する市町村を支援 

 

中央児童相談所運営管理（福祉保健部子ども未来課）                                        １９,５７３ 

児童の非行・不登校などについて、家庭その他からの相談に応じて効果的な処遇を実施 

 

児童相談所体制強化（福祉保健部子ども未来課）                                          ２２,７１４ 

児童虐待等対応機能強化（福祉保健部子ども未来課）                                         ２,２９１ 

児童家庭支援センター運営（福祉保健部子ども未来課）                                       １４,３３０ 

複雑化する児童虐待等の問題に対応するため、児童相談所の機能強化、家族再統合のための親支援プログラムの実施 

など、総合的な児童虐待防止策を推進 

 

社会的養護体制整備・促進（福祉保健部子ども未来課）                                       ３２,０６５ 

親元で生活することのできない子供たちが家庭的な環境で健全に育成されるよう、里親制度の普及啓発や委託里親へ 

の相談・指導等を実施 

 

要保護児童対策等推進（児童養護施設退所者等自立支援資金貸付）（福祉保健部子ども未来課）           １,９４２ 

児童養護施設を退所した者等に対して、自立支援資金として家賃相当額や生活費、資格取得費用を貸付 
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性暴力救援センター和歌山運営（福祉保健部子ども未来課）                                      ５,２９２ 

性暴力救援センター和歌山の強化のため、保健所と協力医療機関との連携体制を構築するとともに、警察・病院等へ 

の同行支援などを行う地域支援員を配置し、性暴力被害者への継続的な支援等を実施 

 

(新)ギャンブル等依存症対策（福祉保健部障害福祉課）【再掲】                                   ５,２６０ 

県民の健全な生活の確保を図るため、ギャンブル等依存症に関する予防、相談、治療及び回復支援などを実施 

 

(新)依存症予防教育（教育委員会健康体育課）【再掲】                                        ５,９５４ 

児童生徒及び保護者に対して依存症予防教育・啓発を行うことで、ギャンブル依存、スマホ依存、喫煙・飲酒・薬物 

依存等の依存症を予防 

 

“命”のセーフティネットワーク（福祉保健部障害福祉課）【再掲】                                ８７,５１９ 

自殺の未然防止を図るため、自殺対策に取り組む市町村や民間団体への支援に加え、自殺対策電話相談の２４時間化 

や救急医療機関と連携した自殺未遂者支援体制の構築等を推進   

 
④福祉人材の育成確保 
 

介護ロボット導入支援（福祉保健部長寿社会課・障害福祉課）                                   ８９,１００ 

介護従事者の離職率の低減を図るため、業務の負担軽減や効率化に繋がる介護ロボットの導入を行う事業所に対して 

導入に要する費用の一部を補助 
    
・（新）介護人材定着促進（福祉保健部長寿社会課） 
・（新）介護業務負担軽減支援（福祉保健部障害福祉課） 

８６,４００
２,７００

 

 

介護人材確保対策（福祉保健部長寿社会課）                                            １６,８６２ 

高等学校の生徒に対し、介護に関する知識及び技術を修得する機会を創出するとともに、中高年齢者等介護未経験者 

に対する研修を実施し、就職までのマッチングを行うなど、介護職場への新規参入を促進 

 

福祉人材センター運営（福祉保健部長寿社会課）                                         ７６,０１７ 

就職相談会の開催のほか、介護福祉士養成施設入学者への修学資金等の貸付や離職した介護人材に対する再就職準備 

金の貸付等を支援し、介護人材の円滑な就労と定着を促進 

 

保育士人材確保（福祉保健部子ども未来課）【再掲】                                         ３３,１０４ 

保育士資格の新規取得者の確保、保育士の離職防止、潜在保育士の再就職支援を実施 

 

次世代育成支援関係職員研修（福祉保健部子ども未来課）【再掲】                                  ２,７７１ 

次代を担う子供の教育、保育に携わる職員の資質向上を図る研修会を開催 

 

子育て支援員養成（福祉保健部子ども未来課）【再掲】                                        ６,１２８ 

多様な子育てニーズに対応するための担い手確保のため、子育て支援員を養成 

 

 
５. 地域を創る 
 
●活力と魅力のあるまちづくり 
 
①和歌山が誇る豊かな自然の継承 
 
ジオパーク推進（環境生活部環境生活総務課）【再掲】                                      ４６１,４５０ 

ユネスコ世界ジオパーク認定に向け、研究活動、教育普及活動を支援するとともに、南紀熊野ジオパークセンターを 

開設し、センターを核とした誘客ネットワークの整備を支援 

 

外来生物対策（環境生活部環境生活総務課）                                             ９,０２６ 

生態系等に被害を及ぼす外来生物の防除や啓発活動を実施 
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生物多様性和歌山戦略推進プロジェクト（環境生活部環境生活総務課）                  １４,９５３ 

生物多様性を保全し次世代に引き継ぐため、生物多様性和歌山戦略を推進 

 

世界農業遺産推進（農林水産部農林水産総務課）                                          １４,９４４ 

世界及び日本農業遺産認定地域を国内外に発信するとともに、世界農業遺産の新規認定に向けた県内候補地の取組を 

支援 

 

紀の国森づくり基金活用（森林の公的管理推進）（農林水産部森林整備課）【一部再掲】                ６５,６１５ 

公益的機能を有する自然度の高い森林を保護するため、県による公有林化を推進 

 

自然公園等施設整備（環境生活部環境生活総務課）                                          １９,５７０ 

自然公園等の魅力を高めるために関連施設の整備を実施 

 
②和歌山が誇る文化遺産や景観の保存・保全と活用 
 

(新)未来につなげる文化財次世代継承（教育委員会文化遺産課）                                  ３０,２８８ 

「歴史的建造物」や「近代の文化遺産」等の文化財を次世代に継承するため、データベース化を図るとともに、所有 

者の維持管理等を支援し、文化財の保存・活用を市町村とともに推進 

 

歴史資料のデジタルアーカイブ構築（企画部文化学術課）                                      ２,４４７ 

散逸・劣化が懸念されている明治期以降の写真や古文書等の収集・整理、デジタル化を進めるとともに、歴史資料と 

して多くの県民の方などに活用いただけるようデジタルアーカイブを充実 

 

(新)紀伊風土記の丘新館建設（県立紀伊風土記の丘）                                       ２４,８３２ 

(新)紀伊風土記の丘新館用地先行取得（県立紀伊風土記の丘）                                  ２７３,３００ 

紀伊風土記の丘を考古博物館として再編し、特別史跡岩橋千塚古墳群と一体となった整備を行うため、新館等用地の 

先行取得、準備等を実施 

 

岩橋千塚古墳群追加指定（教育委員会文化遺産課）                                           ２４５ 

特別史跡岩橋千塚古墳群等保存整備・活用（県立紀伊風土記の丘）                                 ９１,５８１ 

特別史跡に追加指定された天王塚古墳及びその周辺整備に向け、既設園路からの連絡道路の整備を進めるとともに、 

更なる追加指定に向けた調査を実施し、特別史跡岩橋千塚古墳群の保存・活用を推進 

 

③賑わいのあるコンパクトな都市づくり 
 
都市空間の再構築戦略の推進（県土整備部都市政策課）                                １,０５３,８３５ 

都市全体の観点から、都市の活性化を図るため必要な再開発プロジェクトを支援 

 

住宅耐震化促進(空き家の耐震改修支援)（県土整備部建築住宅課）【一部再掲】                        １０,３４２ 

空き家対策の促進（県土整備部建築住宅課）                                              １,５００ 

空き家を活用しようとする者に対し、耐震化費用の一部を補助するとともに、空き家所有者に対して適正管理や活用 

方法に係る相談会を開催するなど空き家対策の取組を強化 

 

(新)未利用建築物の除却・跡地活用等促進（県土整備部建築住宅課）                                １０,０００ 

一定規模以上の長期未利用建築物を除却し、跡地の有効活用に取り組む市町村を支援することにより地域の活性化を 

推進 

 

和歌山県立医科大学薬学部設置（福祉保健部医務課）【再掲】                                  ２,８４２,３６４ 

和歌山県立医科大学に薬学部を設置するため、施設整備等を実施 

 

地域医療推進施設設備等整備（リハビリ系大学への施設整備支援）（福祉保健部医務課）【再掲】     ２００,０００ 

県が誘致を行ったリハビリ系大学が行う施設整備を支援 
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バス利便性向上促進（企画部総合交通政策課）【再掲】                                      ６３,１９０ 

バス利用者の利便性を向上し、公共交通の利用促進・維持確保を図るため、交通系ＩＣカードの利用を可能とするシ 

ステムを導入する路線バス事業者を支援 

 

和歌山電鐵貴志川線支援（企画部総合交通政策課）                                          ４０,３６０ 

「貴志川線存続に関する基本合意書」に基づき、和歌山電鐵(株)が行う輸送の安全を確保するために必要な設備の更 

新・修繕を支援 

 

地域交通確保維持改善（企画部総合交通政策課）                                          ２５９,１１８ 

地域住民の日常生活上欠かせない生活交通バス路線の維持確保を図るため、広域・幹線バスを運営する事業者に補助 

するとともに、公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図るため、鉄道駅のエレベーター設置等バ 

リアフリー化事業を支援 

 

歩道整備の加速化（県土整備部道路保全課）【再掲】                                     ２,５０５,５００ 

自動車や二輪車の交通量が多く危険な箇所を歩行者が安心して歩けるように、歩道整備を計画的かつ効率的に推進 

 
④個性豊かで暮らしやすい中山間地域づくり 
 
ふるさと生活圏活性化支援（企画部移住定住推進課）                                       ３１,１８３ 

過疎集落等における住民の安心・安全な暮らしを確保するため、ふるさと生活圏の維持を考えるセミナーの開催や地 

域の維持・活性化を図る総合的な取組を支援するとともに、過疎対策研究会を起ち上げ新たな方策を検討 

 

地域公共交通研究会（企画部総合交通政策課）                                            ５１８ 

人口減少や高齢化が進む中、地域の公共交通機関網を維持していくため、公共交通に対する危機意識を地域住民に持 

ってもらい、地域の実情に応じた持続可能な公共交通のあり方を考える研究会を開催 

 

地域交通確保維持改善（企画部総合交通政策課）【再掲】                                      ２５９,１１８ 

地域住民の日常生活上欠かせない生活交通バス路線の維持確保を図るため、広域・幹線バスを運営する事業者に補助 

するとともに、公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上を図るため、鉄道駅のエレベーター設置等バ 

リアフリー化事業を支援 

 

移住･定住大作戦（企画部移住定住推進課）【一部再掲】                             １１７,７１６ 

移住を検討している方に必要な「くらし」「しごと」「住まい」を総合的にサポートするため、相談窓口の運営やフ 

ェア・相談会・現地体験の実施、起業・継業支援補助金等に加え、ＳＮＳやＷｅｂサイトを活用した地域情報の発信 

や、地域が求める人材の公募による受入れを実施 

 

移住推進空き家改修支援（企画部移住定住推進課）                                         ２７,８６７ 

過疎地域の空き家を積極的に利活用するため、定住支援住宅管理機構による空き家バンクの管理運営や空き家の掘り 

起こしを実施 

 

移住･交流推進（企画部移住定住推進課）                                                ７,９４１ 

官民連携で移住・交流を促進するため、移住交流推進地域の市町村を中心に受入体制等を強化 

 

わがまち元気プロジェクト支援（企画部地域政策課）                                         ２０,０００ 

地域活性化を図るため、地域固有の資源を活用した新たな産業づくりに取り組む市町村を総合的に支援 

 

グリーンツーリズム推進（農林水産部果樹園芸課）【再掲】                              ７,１２３ 

ブルーツーリズム推進（農林水産部水産振興課）【再掲】                                            ４,９６２ 

農林水産業と観光を融合したグリーンツーリズム(ブルーツーリズム)を推進するため、体験・交流施設等の整備や地 

域による情報発信活動などを支援 

 

⑤交流人口等の増加による地域の活性化 

 

(新)和歌山県人会世界大会（企画部国際課）                                  ４０,１８５ 

在外及び国内の和歌山県人会が一堂に会する和歌山県人会世界大会を開催 
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(新)山東省友好提携３５周年記念（企画部国際課）                                        １０,３０３ 

山東省との友好提携３５周年を記念して、訪問団を派遣し、観光、経済、高齢者対策などの分野で交流を実施すると 

ともに、両県省内友好都市間の交流を推進 

 
●地域をつなぐネットワーク 
 
①交通ネットワークのさらなる充実 
 

道路網の整備推進（県土整備部道路局）                                            ３２,４７３,０４９ 

企業立地や産業振興、活力ある地域づくりなど将来のチャンスを保障するものとして、高速道路や県内の幹線道路を 

早期に整備 
                                                          
 ・ 高速道路ネットワーク等の整備（道路政策課）【再掲】 ６,０２５,８６５

国道42号（すさみ串本道路、串本太地道路、新宮紀宝道路、有田海南道路等）等 
 
 ・ 県内外の一体的発展に寄与する幹線道路の整備（道路建設課）【再掲】          １９,９５６,０００

(1)幹線道路網の整備 
① 国道168号（相賀高田工区） 
② 国道370号（美里2バイパス、美里4工区） 
③ 海南金屋線 等 

(2)府県間道路の整備 
        国道371号（新紀見トンネル） 

 (3)ＩＣアクセス道路の整備 
① 泉佐野打田線（重行～打田） 
② 井関御坊線（上津木、原谷～萩原） 
③ |都|南港山東線（西浜3丁目～関戸1丁目）等 

 
 ・ 都市内道路及び基本的生活に不可欠な道路の整備（道路建設課） 

(1)都市内道路の整備 
(2)基本的生活に不可欠な道路の整備 

 
 ・ 構想路線の具体化（道路政策課） 
  （仮称）京奈和関空連絡道路調査業務 
 
 ・ 災害に備えた道路網の強靱化（道路保全課）【再掲】 

 (1)緊急輸送道路等の通行確保 
 (2)橋梁等の老朽化対策 

１３,９６３,０００

２,１６７,０００

３,８２６,０００

３,６３６,９６１
５８３,９６１

３,０５３,０００

８,０００

２,８４６,２２３
７６８,７７９

２,０７７,４４４

 

(新)自転車通行空間の確保（県土整備部道路政策課・道路保全課・道路建設課）【一部再掲】        ２５２,０００ 

観光振興や地域活性化を図るため、自転車道の専用化、直線化などサイクリングロードの整備を推進するとともに、 

“まちなか”における自転車、歩行者の分離された通行空間を確保 

 

(新)道路異常等通報システム導入（県土整備部道路保全課）                                          ３,８００ 

道路の破損状況や不法占用状況等に迅速に対応するため、スマートフォン等のＧＰＳ機能とカメラ機能を利用し通報 

できるシステムを導入 

           

南紀白浜空港利用促進（県土整備部港湾空港振興課）                                         ４,０００ 

南紀白浜空港の活性化を図るため、市町村、観光協会、商工会議所等とともに、空港の利用促進活動を実施 

 

国際便受入機能強化（県土整備部港湾空港振興課）【再掲】                                      ６８,７９９ 

                                         （債務負担 １,２９９,０４７） 

南紀白浜空港の活性化を図るため、国際線ターミナルビルを整備 

 

南紀白浜空港管理（県土整備部港湾空港振興課）【再掲】                                     ３４３,９０１ 

南紀白浜空港の活性化を図るため、効率的運営に向けた民間運営等を実施 

 

クルーズ客船寄港促進（県土整備部港湾空港振興課）【再掲】                                   １５,０３８ 

港湾機能の向上（クルーズ客船対応）（県土整備部港湾漁港整備課）【再掲】                        ３２６,８１０ 

大型クルーズ客船を誘致するため、受入環境の整備を進めるとともに、誘致活動を推進 
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