
平成31年度 平成30年度

企 画 部 9,774,961 11,503,590

<企 画 政 策 局>
○31 ○30

企 画 総 務 課
Ⅰ 企 画 総 務 費

1. 企画事務事業 ○単 31,199 27,894 政府に対する制度改正等の提案・要望及び県政の調査調整

に要する経費

2. コスモパーク加太対策 633,166 640,801 コスモパーク加太の一部を賃借し、企業誘致用地や防災対

事業 ○単 策用地として利活用を図るために要する経費

Ⅱ 計 画 調 査 費

1. 県勢活性化企画調整事 10,000 81,026 県勢活性化につながる新たな施策の立案や施策化に必要な

業 ○単 調査・検討を行うために要する経費

2．データ利活用推進事業 40,521 43,254 本県の産学官におけるデータ利活用を推進するため、「和

○補○単 歌山県データ利活用推進センター」の運営やデータ利活用

に関するシンポジウムの開催等に要する経費

3．人工知能（ＡＩ）を用 16,567 10,453 行政課題の解決や県内企業の競争力強化等のため、ＡＩを

いたＳＮＳ情報の収集 用いたＳＮＳ情報の収集・分析や医療・健康情報の統計デ

・分析事業 ○補 ータ化等による独自の統計分析基盤の構築に要する経費

4．○新ＩＲ推進事業 ○単 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するために要する経費

文 化 学 術 課
Ⅰ 一 般 管 理 費

1. 県民文化会館機器整備 42,932 63,678 県民文化会館の大ホール舞台幕等の更新に要する経費

事業 ○単

2. 南方熊楠顕彰事業 ○単 15,927 13,354 （公財）南方熊楠記念館の事業補助に要する経費

3. 文化振興事業委託事業○単 64,128 58,828 文化振興事業の委託に要する経費

4．旧和歌山県議会議事堂 7,047 7,047 旧和歌山県議会議事堂の維持管理事務委託に要する経費

管理事務委託事業 ○単

Ⅱ 諸 費

1. 和歌山県文化関係表彰 4,970 5,070 和歌山県文化表彰（文化賞、文化功労賞、文化奨励賞）及

事業 ○単 び名匠表彰に要する経費

2. 第73回県展事業 ○単 14,707 15,950 本県の美術文化振興を図るため、第73回県展の開催に要す

る経費

3. 文書館管理運営事業 ○単 15,596 15,553 歴史資料として重要な古文書・行政文書を収集・保存し、

調査研究等を行う文書館の管理運営に要する経費

4．文化・スポーツ振興助 20,112 20,112 文化・芸術・学術・スポーツ等に係る国際大会から草の根

成事業 ○単 レベルまで様々な取組に対する支援に要する経費

5．文化芸術地域活性化事 3,774 3,774 地域の文化芸術活動を活性化させるため、優れた文化芸術

業 ○単 の創造発信に要する経費

6．ジュニア芸術育成（ジ 7,553 5,664 本県の美術文化振興及び次世代を担う芸術家育成を図るこ

ュニア県展）事業 ○単 とを目的としたジュニア県展の開催に要する経費

7．偉人顕彰シンポジウム 10,650 9,950 東京において、和歌山県の先人の功績を讃えるためのシン

事業 ○単 ポジウム開催に要する経費
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8．国民文化祭準備事業 ○単 35,463 14,710 本県で開催する第36回国民文化祭・わかやま2021に向け、

実施計画の策定や広報活動等の開催準備に要する経費

9．南葵音楽文庫関連事業○単 1,900 7,535 南葵音楽文庫の普及啓発を図るため「序曲《徳川頼貞》」

の吹奏楽版生演奏音源制作に要する経費

10．歴史資料のデジタルア 2,447 1,625 明治期以降の写真や古文書等の貴重な歴史資料を散逸・消

ーカイブ構築事業 ○単 滅の危機から守り、県民等に広く親しむ機会を提供するた

め、デジタルアーカイブの充実に要する経費

11．○新外交史料展事業 ○単 6,504 － 外務省外交史料館所蔵の貴重な史料の展示と関連のシンポ

ジウム等の開催に要する経費

Ⅲ 計 画 調 査 費

1. 大学の地域貢献支援事 3,076 3,456 県内の高等教育機関が共同で行う地域の活性化のための研

業 ○単 究等に対し支援するために要する経費

2. 和歌山大学南紀熊野サ 3,925 3,925 紀南地域の高等教育環境の充実のため、南紀熊野サテライ

テライト運営支援事業○単 ト連携協議会を通じ和歌山大学南紀熊野サテライトを支援

するために要する経費

Ⅳ 私 立 学 校 費

1. 私立学校振興事業 4,152,740 4,178,663 私立学校の指導育成及び私学振興を図るための補助に要す

る経費

○補私立高等学校等経常費補助金 3,100,341

○補私立幼稚園預かり保育推進補助金 39,712

○補○単私立高等学校授業料減額補助金 32,270

○補○単私立幼稚園障害児教育教育費補助金 32,928

○単私立学校教育研究事業費補助金 3,032

○単日本私立学校振興・共済事業団補助金 14,375

○単私立学校教職員退職金社団補助金 37,077

○単私立専修学校等運営事業費補助金 3,241

○補高等学校等就学支援金 605,598

○補奨学のための給付金 56,876

○受専門学校授業料等負担軽減事業補助金 900

○補幼児教育の質の向上のための緊急環境整備補助金

1,252

○補私立中学校等修学支援実証事業費補助金 22,300

○補認定こども園等への円滑な移行のための準備支援

事業費補助金 11,200

○補園務改善のためのＩＣＴ化支援補助金 4,320

○補幼稚園教員の人材支援事業費補助金 3,146

○補幼児教育無償化事業費補助金 181,430

○単マイナンバー利用事務システム改修 193

○補○単その他指導育成事務費等 2,549

国 際 課
Ⅰ 諸 費

1. 語学指導等外国青年招 13,680 12,457 国際化社会に対応するため、外国青年の招致等外国語教育

致事業 ○単 の充実及び地域における国際交流の推進に要する経費

2. 友好（姉妹）提携等交 34,980 50,389 友好（姉妹）提携県、省、州、在外県人会をはじめ、世界

流推進事業 ○単 の様々な国と観光、経済、文化等の幅広い分野で交流を深

め、相互の発展を促進するために要する経費
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3. 和歌山県国際交流セン 39,606 40,325 国際交流センターの指定管理者による管理運営に要する経

ター維持運営管理委託 費

事業 ○単

4. 渡航事務受託事業 ○単 26,464 25,822 旅券の発給及び海外渡航情報の提供に要する経費

5．アジア・オセアニア高 9,294 9,294 グローバル社会で活躍できる人材を育成するため、県内外

校生フォーラム事業 ○単 の高校生を対象に、アジア・オセアニア諸国から招待した

高校生との意見交換会やプレゼンテーション等の開催に要

する経費

6．○新和歌山県人会世界大 40,185 － 県民の移民の歴史への理解を深め、ふるさとを離れた方々

会事業 ○単 の郷土への誇りを高めるとともに、県民との相互交流を図

るため、県人会世界大会を開催するために要する経費

7．○新山東省友好提携35周 10,303 － 山東省との友好提携35周年を記念して、記念訪問団を派遣

年記念事業 ○単 するとともに、各種交流を実施して双方の友好親善をより

一層深めるために要する経費

調 査 統 計 課
Ⅰ 統 計 調 査 費

1. 労働力調査事業 ○受 11,204 11,800 国民の就業状態や就業者の産業別構成の変化等を調査し、

雇用・失業対策等の基礎資料を得るために要する経費

2. 家計調査事業 ○受 21,405 24,607 家計の実態を調査し、国民生活における家計収支の分布と

構造及びその地域的差異を明らかにし、経済政策や社会政

策を立案する基礎資料を得るために要する経費

3. 毎月勤労統計調査事業○受 13,699 16,410 労働者を雇用している事業所について、給与、雇用状況、

労働時間を調査し、景気判断や各種政策決定等の資料を得

るために要する経費

4. 2020年農林業センサス 65,617 － 農林行政に必要な農業及び林業に関する基礎資料を得るた

事業 ○受 めに要する経費

5. 平成31年全国消費実態 29,621 － 国民生活の実態について、総合的に調査し、全国及び地域

調査事業 ○受 別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造等に関する

基礎資料を得るために要する経費

6. ○新統計データ利活用推 7,792 － 統計データを活用した空き家の分布推定に関する研究や統

進事業 ○受 計データ利活用に関する研修会の実施に要する経費

情 報 政 策 課
Ⅰ 企 画 総 務 費

1. 行政情報化推進事業 ○単 62,893 69,026 電子申請や電子収納システムの運用、総合行政ネットワー

クへの接続等の行政情報化の推進に要する経費

2. 庁内システム運用管理 174,404 151,206 職員ポータル、人事給与、庁内の業務システムを集約する

事業 ○補○単 共通基盤等の全庁で利用するシステムの運用・保守に要す

る経費

Ⅱ 計 画 調 査 費

1. 情報交流センターＢｉ 240,893 158,383 Ｂｉｇ・Ｕの指定管理者による施設運営及び館内情報シス

ｇ・Ｕ運営管理事業 ○単 テムの運用・保守に要する経費

2. 行政ネットワーク基盤 1,016,283 983,344 県域情報ハイウェイ「きのくにｅ－ねっと」及び行政情報

運用管理事業 ○単 システムの運用・管理に要する経費

3. 防災・減災ＦＭラジオ 10,720 11,007 災害時に県民に対し必要な情報を迅速に伝達するためのＦ

中継局運用保守事業 ○単 Ｍラジオ中継局の運用・保守に要する経費
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4. 県有施設Ｗｉ－Ｆｉ運 3,632 3,347 県民等の利便性向上のために県有施設に設置したＷｉ－Ｆ

用保守事業 ○単 ｉアクセスポイントの運用・保守に要する経費

5. 和歌山ワーケーション 6,804 3,888 ワーケーションを更に普及、加速させるため、同種の取組

プロジェクト事業 ○補 を始めた先進自治体等と連携し、東京でのフォーラム開催

やワーケーションプログラムを県内で実施等するために要

する経費

<地 域 振 興 局>

地 域 政 策 課
Ⅰ 計 画 調 査 費

1. 地域政策推進事業 ○単 18,899 21,792 地域づくりの具体的施策や他府県での事例を外部講師から

学ぶ「地域の魅力再発見事業」及び各団体等の地域づくり

を支援する「地域・ひと・まちづくり補助事業」に要する

経費

2. 地域づくり活動支援事 8,753 8,989 県内で活動している地域づくり団体等の自主的・主体的な

業 ○単 地域づくり活動を支援するために要する経費

3. わがまち元気プロジェ 20,000 20,000 地域資源を活用した新たな産業づくりやスポーツを核とし

クト支援事業 ○補 たまちづくりに取り組む市町村の支援に要する経費

4. サイクリングロード利 14,148 14,252 サイクリングナビとの連携やウェブサイトの充実、サイク

用促進事業 ○補 ルステーションの登録、サイクリングイベントの開催に要

する経費

Ⅱ 土地利用対策費

1. 土地利用調整事業 ○単 5,243 8,951 国土利用計画法と土地利用基本計画の運用に要する経費

2. 地価調査事業 ○単 15,456 16,242 土地取引の指標のひとつとなる基準地価格等の調査・公表

に要する経費

Ⅲ 水資源対策費

1. 水資源対策事業 ○受○単 890 915 渇水・利水調整及び水の作文コンクールに要する経費

2. 大滝ダム維持管理負担 32,182 31,242 大滝ダムの維持管理費等に対する県の利水負担に要する経

事業 ○単 費

移住定住推進課
Ⅰ 計 画 調 査 費

1. 紀伊半島地域振興対策 5,930 6,430 紀伊半島の振興と活性化を図るため、総合的な施策を実施

事業 ○補○単 するとともに、「紀伊地域半島振興計画」の推進に要する

経費

2. 移住・交流推進事業○補○単 7,941 7,869 移住・二地域居住の推進を図るため、市町村の取組を支援

するとともに、官民が連携した推進組織による全県的な受

入態勢の充実に要する経費

3. ふるさと生活圏活性化 31,183 30,626 持続可能な地域づくりを推進するため、ふるさと生活圏の

支援事業 ○単 維持を考えるセミナーの開催や生活圏の維持・活性化を図

る住民主体の総合的な取組への支援、今後の過疎対策を考

える研究会の開催に要する経費

4. 移住推進空き家改修支 27,867 27,869 地域の空き家を積極的に活用し、移住を推進するため、移

援事業 ○補○単 住者等が行う空き家改修の支援及び空き家バンクの管理・

運営に要する経費
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5. 移住・定住大作戦事業 117,716 111,679 移住に係る相談対応、相談会やフェアの開催、現地体験を

○補○単 はじめ、地域が求める人材の公募による受入れや、ＳＮＳ

等を活用した地域情報の発信、起業・継業支援等、移住者

をサポートするために要する経費

総合交通政策課
Ⅰ 企 画 総 務 費

1. 関西国際空港整備促進 1,625 1,710 関西国際空港の国際拠点空港としての強化を図るため、集

事業 ○単 客・利用促進事業やエアポートプロモーションの実施によ

る関西国際空港の需要喚起に要する経費

Ⅱ 交 通 対 策 費

1. 太平洋新国土軸・紀淡 2,249 2,205 紀淡海峡ルートを含む太平洋新国土軸構想の実現及び高速

海峡ルート・フリーゲ 交通インフラの整備促進に向けた機運醸成を図るために要

ージトレイン整備促進 する経費

事業 ○単

2. 地域交通確保維持改善 259,118 159,276 地域住民の日常生活上欠かせないバス路線（地域間幹線系

事業 ○単 統）を運行する事業者及び鉄道駅のバリアフリー化を促進

する市町村への助成に要する経費

3. 運輸振興助成事業 ○単 129,645 127,000 公共輸送機関の輸送力の確保やコスト上昇の抑制を図ると

ともに、地域交通における輸送サービスの改善に資するた

めに要する経費

4. 和歌山電鐵貴志川線支 40,360 62,440 貴志川線が安全に継続運行するため、和歌山電鐵（株）が

援事業 ○単 行う設備の整備費用に対する支援に要する経費

5. バス利便性向上促進事 63,190 13,334 バス利用者の利便性を向上し、公共交通の利用促進・維持

業 ○単 確保を図るため、交通系ＩＣカードの利用を可能とするシ

ステムを導入する事業者の支援に要する経費

6. 地域公共交通研究会事 518 518 地域の公共交通網を維持していくため、公共交通に対する

業 ○単 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するた

めに要する経費

<人 権 局>

人 権 政 策 課
Ⅰ 社会福祉総務費

1. 人権相談窓口設置事業○単 3,242 3,222 （公財）和歌山県人権啓発センターへの人権相談事業の委

託等人権相談窓口設置に要する経費

2. ○新インターネット上の 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

人権侵害対策事業 ○単 うとともに、差別的な情報のモニタリングを実施するため

に要する経費

人権施策推進課
Ⅰ 社会福祉総務費

1. 人権啓発事業 ○受○単 17,128 17,599 県民の人権意識の高揚を図るため、人権啓発活動の実施に

要する経費
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2. 人権尊重の社会づくり 27,124 25,670 市町村、企業、団体等との連携・協働により、すべての人

推進事業 ○単 の人権が尊重される社会の構築に要する経費

3. 人権啓発センター運営 59,416 65,669 （公財）和歌山県人権啓発センター運営支援に要する経費

補助事業 ○単

4. 人権啓発推進事業 ○受○単 10,178 10,711 （公財）和歌山県人権啓発センターへの人権啓発事業委託

に要する経費

5. 人権研修支援事業 ○受 900 900 企業等の自主的・主体的な人権啓発の取組を促進するため

の研修会開催に要する経費
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