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（２）―１ 平成１7年度和歌山県におけるＮＰＯとの協働の現状 

 

   （特活）は特定非営利活

動法人の略 

   

課室名 事業名等 事業の概要 団体名 ＮＰＯ関連 

予算額 

（千円） 

協働の 

形態 

選定 

方法 

広報室 わかやま県民意識調査 県民の県政に対するニーズ・期待・評価等の把握

及び現時点における新たな課題に対する県民意

識の把握を行い、県の施策及び予算に反映させ

るための意識調査を行う。 

（特活）わかやまＮＰＯセ

ンター 

 企画立案へ 

の参画 

事業協力 

 

 

 

文化国際課 第５９回県展 県民の美術への関心を深め文化振興を図るため

「洋画、日本画、書、写真、工芸、彫塑、華道」の

７部門の公募による展覧会を開催（開催場所：和

歌山市、上富田町、新宮市、橋本市） 

和歌山県美術展覧会開

催実行委員会（事務局：

和歌山県美術家協会） 

 

 

共催 

実行委員会 

指定 

文化国際課 県民文化祭開催 広く県民にその文化活動の発表の機会と優れた

音楽、舞台芸術等を鑑賞する機会を提供すること

により、県民の文化活動の機運を高揚するため、

県民文化祭を開催（参加団体：県内文化団体・市

町村等、開催時期 ９月～１２月） 

参加団体：（県内文化団

体 （４２団体）） 

 共催 公募 

総合防災課   

県民防災啓発事業 

       

 （防災ボランティアコー

ディネーター等研修 ） 

災害時のボランティア活動の中心的役割を担うボ

ランティアコーディネーターの養成を目的として研

修を実施 

（特活）日本災害救援ボラ

ンティアネットワーク 

300 委託 指定 

総合防災課 地域防災力向上事業 地域防災リーダー研修事業を実施し、自主防災

組織率を向上させ、地域防災力の向上を図る。 

研修のうち、災害図上訓練を担当。 

（特活）日本災害救援ボラ

ンティアネットワーク 

 事業協力  

総合防災課 東南海・南海地震対策

事業 

（和歌山県防災総合訓

練） 

県・市町村・防災関係機関・地域住民が一体とな

った訓練を実施 

県内の各種団体  事業協力  

総合防災課 防災 

（わかやま協働モデル

事業） 

東南海・南海地震に備え、地域自治組織などと連

携し、地域密着型の地震・津波防災対策ﾌﾟﾗﾝを

協働で作成し、実行する。 

地域通貨わかの会 

片男波自治会 

片男波老人会 

あしべ婦人会 ほか 

900 委託 公募 

人事課考査・研修

室 

 職員研修事業 

  

       

 （新規採用職員研修：

高齢者擬体験） 

新規採用職員を対象とした研修の中で、うらしま

太郎の機器（高齢者擬似体験グッズ）を装着し、

高齢者の日常を擬似的に体験することにより、高

齢者の身になって考える職員を養成 

（特活）ＷＡＣわかやま 297 委託 指定 

人事課考査・研修

室 

（ＮＰＯ協働推進

課） 

 職員研修事業 

  

 （オープンセミナー）     

 （NPO入門研修） 

 （NPOとの協働研修） 

  

オープンセミナー（２時間） 

  NPO・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ及び行政との協働に関する基

礎的理解、協働に取り組むことによる公務員の意

識改革 

基礎編（１日） 

  NPOに関する基礎的知識や概念の習得、活

動事例紹介 

応用編（２日） 

  NPOとの協働を実施する上で必要な知識・課

題等の習得、協働事例紹介 

（社福）大阪ボランティア

協会 

300 委託 指定 

医大附属病院病

院課 

病院ボランティア 

       

 （  付属病院   ） 

病院ボランティアとして活動                

外来、病棟、来院者のフロア案内、介助等          

小児科病棟、プレイルームでのお話会            

整形外科病棟における入院患者のお世話 

登録されたボランティア  事業協力  
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企画総務課 地域再生等プロジェクト

推進事業       

 （観光交流空間づくり

モデル事業） 

「紀伊山地の霊場と参詣道」広域連携観光交流

空間推進協議会が近畿地方整備局の支援を受

けて、協議会とＮＰＯ法人が協働で下記事業を実

施 

 「紀伊山地広域観光交流空間づくり推進調査」

（もてなしの宝さがし調査） 

（特活）観光力推進ネット

ワーク・関西 

 委託 

（国土交通省） 

指定 

企画総務課 熊野健康村構想推進事

業 

ＮＰＯ法人、財団法人、民間事業者（３セク）によ

る連携組織、熊野健康村「癒し・健康サービス産

業」協働事業体が実施する健康をテーマとした集

客交流サービス事業等に対して補助。 

 

（特活）和歌山観光医療

産業創造ネットワーク 

特定非営利組織 熊野本

宮 

11,800 事業協力 

補助 

指定 

地域振興課   

 世界遺産推進      

  （世界遺産地域支

援） 

高野・熊野・大辺路の各地域の世界遺産協議会

がＮＰＯ等民間団体と協働しながら実施する世界

遺産の保存と活用に向けた地域活動等に対し、

支援する。 

大辺路富田坂クラブ、大

辺路刈り開き隊、紀南文

化財研究会、高野山町石

道語り部の会、高野町ロ

ータリークラブ、国際熊野

学会、本宮町語り部の

会、熊野自然保護連絡協

議会、南紀生物同好会、

熊野歴史研究会 

4,500 企画立案への

参画 

事業協力 

指定 

人権政策課   

 

人権課題克服のための

調査・支援       

 （就労ナビ事業） 

人権課題により就労が実現できない就労困難者

等に対し、就労ナビ専門員（ＮＰＯ団体も想定）が

ひとりひとりに応じた支援を行うことにより、人権

課題を克服し、就労に結びつける。（市町への補

助） 

ＮＰＯ「まち」 5,254 市町村への補

助 

 

市町村が

選定 

人権施策推進課   

人権啓発推進 

       

 （ふれあい人権フェス

タ） 

県内の人権に関わる活動を展開するNPO等民間

団体と協働して、人権啓発を目的とするフェスティ

バルを開催する。 

（（財）和歌山県人権啓発センターへの委託事業） 

ＮＰＯや企業、関係団体

など、約１２０団体 

 事業協力 

（企画運営会

議や出展展で

の参加） 

公募 

人権施策推進課 人権啓発推進 

 

 （人権を考える公開講

座） 

ＮＰＯ等民間の協力も得ながら、人権に関するさ

まざまなテーマで講演会を開催する。 

（（財）和歌山県人権啓発センターへの委託事業） 

和歌山県精神障害者団

体連合会「紀の国会」、和

歌山ダルク、ひきこもり自

助会「知音」、ＡＡ田辺ミー

ティング、和歌山県断酒

連合会、性同一性障害自

助会「チーム紀伊水道」 

 事業協力 随時 

人権施策推進課 人権啓発推進 

 

 （人権ギャラリー） 

人権啓発センターの人権ギャラリーをＮＰＯ等に

貸し出したり、協働で人権啓発の展示を行う。 

（（財）和歌山県人権啓発センターへの委託事業） 

障害者市民の夏祭り実行

委員会 

 公共施設の提

供 

随時 

人権施策推進課 人権尊重の社会づくり

推進 

 

 （民間人権啓発活動

委託） 

人権意識の高揚を図るための事業を、人権啓発

センターを通じてＮＰＯ等の団体に委託して実施

する。（上限５００千円） 

グレープフルーツ、（特

活）レインボーハウス、和

歌山市障害児者地域生

活支援協議会、和歌山県

精神障害者団体連合会、

（特活）ヒューネット新宮

他、計１５団体 

5,000 委託 公募 

情報政策課 情報交流センターＢｉｇ・

U 

運営管理 

地域情報化の拠点として田辺市に整備した県立

情報交流センターＢｉｇ・Ｕの運営管理に指定管理

者制度を導入。 

指定管理者の業務 

１．施設維持管理業務 

２．総合窓口業務 

３．施設活用事業実施業務 

指定の期間 平成17年1月～平成19年3月 

 

（特活）和歌山ＩＴ教育機

構 

89,940 公の施設の管

理運営 

公募 

情報政策課 ＩＴ 

（わかやまＮＰＯ協働モ

デル事業） 

県民及び県内各種団体が容易に情報発信でき、

相互連携も可能なウェブサイト「わかやま情報発

信プラットホーム（デモ版）」を構築し、利活用に関

する実証実験を行う。 

（特活）和歌山インターネ

ット市民塾、（特活）わか

やまＮＰＯセンター、和歌

山ｱｸﾃｨﾌﾞﾈｯﾄﾜｰｸ ほか 

900 委託 公募 

情報システム課 コンピュータ運営 

（セキュリティポリシー策

定） 

県民の個人情報の漏洩、情報システムの停止に

よる業務の停止等を防ぐため、職員が遵守すべ

き必要な事項及び個人情報の漏洩等の事故が

発生したときの対応方法を文書化し、周知徹底を

図る。 

（特活）情報セキュリティ

研究所 

7,455 委託 指定 
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環境生活総務課   

 

  自然公園保護管理     

 （生石高原すすき草原

清掃活動費補助） 

生石高原県立自然公園内の生石ヶ峰頂上周辺

のすすき高原の景観を保全するとともに、当該地

の貴重な生態系を維持するため、県立公園生石

高原観光協会が実施するすすき草原の保全及び

再生事業に対し、補助 

県立公園生石高原観光

協会 

128 補助 指定 

環境生活総務課 わかやまＳＴＯＰ温暖化

戦略 （地域環境保全

活動支援事業） 

ＮＰＯや企業等が行う地球温暖化防止や循環型

社会形成のための自主的・積極的な取り組み

で、地域の広がりや継続的に期待できる環境保

全活動に関する補助 

・フォレストリング中紀

会 ・城山台サポートセン

ター ・根来山元気の森

倶楽部 

1,000 補助 公募 

環境生活総務課 海洋環境保全 

 (わかやまＮＰＯ協働ﾓ

ﾃﾞﾙ事業）            

海中生物の多様性と海中景観保全のため、田辺

みなべ沖の「ﾆｼｻﾞｷｻﾝｺﾞ」と、その周辺のｻﾝｺﾞ群

落基礎調査を実施。 

また、地元密着の保全活動継続のため、紀州灘

ﾈｯﾄﾜｰｸを呼びかける 

紀州灘環境保全の会 700 委託 公募 

県民生活課 日曜日消費生活相談 ＮＰＯと協働し、毎週日曜日、架空請求に関する

電話相談＜架空請求１１０番＞を開設 

（特活）わかやま暮らしふ

ぁいど 

812 委託 指定 

 ＮＰＯ協働推進

課 

ＮＰＯ協働モデル事業 行政や地域が抱える課題に対して、NPOと行政

あるいはNPO同士が協働事業を実施する。 

 ①行政との協働コース  

 NPOから企画提案を公募→応募があった企画

について事業課とNPOとで協議書を作成→採択

したNPOと事業課協働で実施。 

 ②NPO連携コース 

 県内のNPOが複数連携して、地域に密着した課

題を解決するための企画事業を公募する。 

①紀州灘環境保全の会、

ウィメンズネット・和歌山、

（特活）和歌山県手をつな

ぐ育成会、古道の里に花

と愛、（特活）情報ｾｷｭﾘﾃｨ

研究所、ありんこの会 

②地域通貨わかの会、

（特活）わかやまｲﾝﾀｰﾈｯ

ﾄ市民塾 

5,842 委託 

補助 

公募 

 ＮＰＯ協働推進

課 

NPO活動支援地域セン

ター整備事業 

NPO活動をサポートする地域の拠点を整備。 

地域センターを運営する中間支援組織に、３年間

限定で支援する。 

（特活）ネットワーキング

紀北 

2,536 補助 公募 

 ＮＰＯ協働推進

課 

ＮＰＯ推進事業 ・ＮＰＯ活動の支援、促進（情報誌の発行、ＮＰＯ

講座、リーダー養成講座開催、窓口相談業務） 

・パートナーシップ協議会運営（ＮＰＯと行政の協

働） 

・ＮＰＯ研修 

・法人認証 

（特活）わかやまＮＰＯセ

ンター 

10,634 委託 公募 

 ＮＰＯ協働推進

課 

NPOサポートセンター運

営 

NPOの活動拠点、サポートセンターの管理運営 

 ・NPOの活動拠点の提供 

 ・活動用資機材の貸与 

 ・各種情報提供 

 ・NPO関連資料の閲覧 

 ・NPO活動相談 

（特活）わかやまＮＰＯセ

ンター 

3,340  

情報提供 

公共施設等 

提供 

 

 

 

 

青少年課  いこうや・くまの！緑

の探検隊 

子ども達が、高野・熊野地方でホームステイし、

自然体験や就業体験、文化交流等をすることに

より、社会性や自主性を養う。 

○緑の探検隊「W・kids（ﾜｶﾔﾏ・ｷｯｽﾞ）」の隊員募

集（県内外小学５年生～中学３年生100名） 

○２泊３日の日程で隊員を受け入れ、自然体験、

就業体験、文化交流等の活動を実施することが

可能なＮＰＯ団体の育成を図る。 

・海友会 和歌山ブロック 

・Big Brothers and Sisters 

Movement 21 School 

・ゆめ倶楽部21 

・くろーばーコミュニティス

クール 

・とんぼくらぶ 

2,000 委託 公募 

青少年課 青年よ！NPOからはじ

めよう 

社会との関わりが希薄な青年を対象にNPO活動

への参加を促し、社会性を醸成する。 

○ＮＰＯ団体への体験入団 

○ＮＰＯ団体と青年との意見交換会 

○ステップアップ研修の実施 

○リーダー養成研修の実施 

・海友会 

・Big Brothers and Sisters 

Movement 21 School 

・紀州おまつりプロジェク

ト実行委員会 

（・ＪＩＣＡ） 

611 企画立案への

参画 

研修会講師派

遣 

指定 

青少年課 青年長期社会体験活動 ひきこもりなど社会との関連が希薄な青年（高校

生年齢相当以上）が社会の中で、自ら行動できる

ようになるために福祉作業所等での社会体験参

加を支援する。 

○企画運営会議の実施（庁内関係課、ＮＰＯ団体

等） 

○社会体験事前研修会の開催 

○社会体験事業の実施 

・（特活）レインボーハウ

ス 

・（特活）エルシティオ 

・（社福）麦の郷ハートフ

ルハウス 

1,440 委託 

企画立案への

参画 

指定 

男女共生社会推

進課 

女性への暴力追放支援

事業（ＤＶ被害者支援ボ

ランティア育成講座開

催） 

ＤＶ被害者支援ボランティアステップアッップ講座

開催 

ウイメンズネット・和歌山 400 委託 指定 
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男女共生社会推

進課 

男女共生行政推進事業  

（一時保育ル－ム設置） 

県の行事で一時保育を実施 ・（特活）ＷＡＣわかやま、

のびのびキッズ海南、（特

活）fun-fun、託児ルーム 

アリス、チューリップの会

託児チーム、子育てサポ

ートCOCCO、（特活）南紀

こどもステーション、子育

てサポートキッズクラブ 

 委託 指定 

男女共生社会推

進課 

チャレンジ・ロールモデ

ル取材事業 

チャレンジしている女性・団体のロールモデルを

取材し、紹介する。 

プロジェクト２０００あらん

な 

359 委託 指定 

男女共生社会推

進課 

男女共生社会推進セン

タ－運営（りぃぶる自主

企画事業） 

女性団体やグル－プが実施する女性の交流や社会参画に向けた自主的な

企画開催のためにセンタ－の研修室等会場として提供 

 公共施設等

の提供 

 

 

男女共生社会推

進課 

男女共同参画推進地域

プロジェクト（ふるさとづ

くりタウント－ク） 

男女共同参画について、わかりやすく、講話など

から地域住民が地域で活かせる方法を模索する

機会を提供し、男女共同参画によるまちづくりへ

の意識づけをはかる 

プロジェクト２０００あらん

な 

1,437 委託 指定 

男女共生社会推

進課 

ＤＶ相談窓口の設置 

（わかやまＮＰＯ協働モ

デル事業） 

紀南地方におけるＤＶ相談体制確立のため、講

座開催による学習や啓発、相談窓口をモデル的

に設置するなど、地域のサポート体制の基礎を

築く。 

ウイメンズネット・和歌山 700 委託 公募 

子育て推進課   

母子等福祉推進 

       

 （ 日常生活支援 ） 

ひとり親家庭が修学などの自立促進に必要な事

由や疫病などの社会的な事由により、一時的に

介護、保育のサービスが必要な場合に支援員を

派遣する事業 

（特活）ＷＡＣわかやま 93 委託 指定 

子育て推進課 母子家庭就業・自立支

援 

       

 （ 就業支援講習会 ） 

母子家庭の母等を対象に就業に結びつきやすい

就業支援講習会を開催する際の保育サービスを

行う 

（特活）南紀こどもステー

ション 

338 委託 入札 

子育て推進課   

地方型つどいの広場事

業 

地方型地域において、近隣に子どものいない子

育て家庭や緑の雇用事業等による転入家庭が孤

立することがないよう、「子育てほっとスペース」を

開設することにより、地域における子育て支援サ

ービスの充実を図る。 

 

本宮あすなろ会 1,000 委託 指定 

子育て推進課 子育て支援 

（わかやまＮＰＯ協働モ

デル事業） 

地域のボランティア等による障害児のための放

課後児童サークル支援等により、地域おける子

育て支援を推進する。 

 

ありんこの会 350 補助 公募 

長寿社会推進課 認知症ケア相談事業 認知症高齢者のケアは介護家族の役割が重要

なことから、認知症介護の経験者による電話相談

を行うとともに訪問カウンセリングを実施する。 

 

呆け老人をかかえる家族

の会 

970 委託 指定 

障害福祉課  身体障害者福祉振興

事業       

 （知的障害者療育事

業） 

 

知的障害者の社会参加を促進するため団体が開

催する事業事業に対して補助を行う。 

（特活）和歌山県手をつな

ぐ育成会 

236 補助 指定 

障害福祉課 小規模通所授産施設等

移行促進事業 

小規模通所授産施設等の法定施設へ移行を希

望する小規模作業所に対して、移行を促進する

ための事業を実施する。 

 

 

（特活）経営指針認証機

関 

1,003 委託 指定 

障害福祉課 知的障害者の権利擁護 

（わかやまＮＰＯ協働モ

デル事業） 

知的障害者の権利擁護のための相談窓口開設

と、弁護士による法律相談、警察機関との意見交

換会など成年後見制度の普及啓発を行う。 

（特活）和歌山県手をつな

ぐ育成会 

700 委託 公募 
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健康対策課 エイズ予防対策           

（エイズ対策促進事業） 

エイズカウンセリングに関する委託契約を締結

し、患者及びその家族の心のケア等を実施。 

（特活）ＨＩＶと人権情報セ

ンター 

3,042 委託 指定 

健康対策課 エイズ予防対策           

（エイズ対策促進事業） 

エイズに関する不安、相談に対応するため、夜間

電話相談に関する委託契約を行い、不安の解消

や正しい知識の普及に努めている。 

（特活）ＨＩＶと人権情報セ

ンター 

606 委託 指定 

健康対策課 「社会的ひきこもり」者

社会参加促進 

ＮＰＯ等民間団体が実施する『「ひきこもり」者社

会参加支援センター（以下「センター」という。）』を

指定し、運営費を補助。補助を受けたセンター

は、以下の業務を行う。                              

１．「ひきこもり」者に対する居場所の提供                                                                                          

２．「ひきこもり」者及びその家族からの相談                                                                    

３．「ひきこもり」者及びその家族への家庭訪問                                                                                              

４．「ひきこもり」者の就労支援及び修学支援 

（特活）エルシティオ                

（特活）ハートツリーハウ

ス 

6,316 補助 指定 

薬務課 薬物乱用対策事業 

（夜間における薬物相

談電話及び家族教室の

開催業務委託事業）    

  

薬物の乱用が犯罪であることから、薬物依存者

やその家族は相談しにくい状況であるため、気軽

に相談できる場所をつくり、依存者の立ち直りを

支援する。 

 

和歌山県ＢＢＳ連盟 450 委託 指定 

商工労働総務課 コミュニティビジネスに

よる商店街・地域創生 

コミュニティﾋﾞｼﾞﾈｽを振興し、地域産業の振興、地

域密着型サービスの創出、雇用の創出を図ると

ともに、特に地域の中心地である商店街の活性

化を図る手段としてコミュニティビジネス導入を支

援する。 

・ワークショップ・個別相談会の開催 

・ガイドブックの作成 

・シンポジウムの開催 

・モデル創出支援（８つのモデル事業選定）                             

（特活）自然回復を試みる

会他７団体 

5,000 補助 公募 

マーケティング企

画課 

  観光センター運営      

 （物産部門紹介・展示

委託）              

東京有楽町にあるアンテナショップ「わかやま喜

集館」における県産品の紹介・展示業務委託 

（特活）ふるさと往来クラ

ブ 

3,150 委託 指定 

労働企画課  ファミリー・サポート・

センター設置促進事業 

○ファミリー・サポート・センター設置市町村への

運営費補助金の交付 

○センター設置市町村のアドバイザーの研修 

○センター未設置市町村に対する設置促進 

（特活）こころとからだの 

総合教育「育夢学園」 

（橋本市） 

（特活）南紀こどもステー 

ション（田辺市） 

 

 

 

 

 

 

 

・県から市町

村へ補助 

・市町村がセ

ンター運営

（ＮＰＯ法人

等に委託） 

市町村が

選定 

雇用推進課 障害者就業支援事業 障害のある人の一般就労に際して、ジョブサポー

ターを派遣及び働く場の企業開拓 

和歌山県精神障害者家

族会連合会 

3,593 委託 指定 

農村計画課  中山間ふるさと・水と

土保全対策事業 

 （モデル的保全活動普

及事業） 

  農地や土地改良施設が持つ本来の役割や多

面的機能の発揮を目的として、地域住民と都市

住民が参画した農地や農業用水利施設の保全

活動を住民組織等に委託して行う。 

（特活）ふぁーむいん紀州

日高、（社）西川保郷会、

古座川トンボの会、岩出

町立上岩出小学校育友

会、清水町立八幡小学校

保護者会、上芳養東山地

区農村環境改善事業組

合 

1,496 委託 指定 

農村計画課 農村地域の環境保全 

（わかやまＮＰＯ協働モ

デル事業） 

熊野古道沿いの休耕田などに睡蓮や山野草を植

栽し、周辺の環境美化と地域の農村風景復活を

図る。 

古道の里に花と愛 700 委託 公募 

新ふるさと推進課 新ふるさと創り推進 

（新ふるさと創りパイロッ

ト地域支援補助金） 

「新ふるさと創り」を主体的に進めているモデルと

なる住民団体を、他の地域活動の参考事例とな

るように支援する。 

体験農業部会 

中津村都市農村交流推

進協議会 

古座川渓流塾 

1,500 補助 公募 

新ふるさと推進課 新ふるさと創り推進 ふるさと回帰運動を促進しているNPO団体との連

携により、UIターン希望者に対して情報発信を行

う。 

（和歌山県が右記法人の団体正会員） 

（特活）ふるさと回帰支援

センター 

50 事業協力  

新ふるさと推進課 「企業の森」育成支援 NPOや企業、労働組合などの民間活力を森林整

備に導入し、和歌山の森林環境保全を推進す

る。 

（特活）和歌山野球振興 

協会・夢クラブ 

（特活）原風景 

 

 

 

事業協力  
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林業振興課 「健康・安心」紀州材製

品普及促進事業      

 （木とのふれあい促進

事業） 

木材の持つ優れた特性や木材の利用意義等に

ついての普及啓発を図るため、シンポジウム等

の各種行事の開催、パンフレット等の普及啓発資

料の作成・配布を行う。 

（特活）みどりと木の文化

のまちづくりネットワーク 

200 補助 指定 

森林整備課 やすらぎの森創造・体

験事業（根来山げんき

の森利活用促進事業） 

 平成14年度春に一部オープンした根来山げん

きの森を、より多くの県民が活動できるようボラバ

イター的人材をインストラクターとして活用。ま

た、当該公園の一部に設置済みの「貸し山」制度

を拡充し、より多くの県民が森林づくりに参加でき

る体制を確立する。 

（特活）根来山げんきの森

倶楽部 

5,613 雇用 

公の施設の

管理運営 

指定 

水産振興課 海の恵みネットワ－ク 漁業者と他分野の人が、協調して海洋環境保全

や水産資源維持増大に取り組む組織づくりをし、

アマモ場造成（NPO委託）などに先進的に取り組

むことにより、和歌山県のイメ－ジアップを図る。 

（特活）アマモ種子バンク 843 委託 指定 

道路政策課  シーニック・バイウェイ

（仮称） 

       

道路を核とした魅力ある地域づくりを行うシーニッ

ク・バイウェイ（仮称）構想推進の活動主体として

協働 

こだま塾、WINコンコード、 

（特活）漂探古道、古道の 

里に花と愛、共育学舎、 

他紀南地域で活動する 

団体 

 

 

 

 

 

事業協力 

情報交換 

指定 

道路保全課 道路維持事業（道路愛

護会事業） 

道路の愛護思想を普及してその機能を向上さ

せ、道路等の機能をさまたげるような雑草木、ご

み等の障害物の除去につき当該道路等の管理

者に協力 

 

道路愛護会（９１団体）  事業協力  

道路保全課 道路維持事業 

（道路アダプト） 

県が道具等を支給して、歩道・路肩等の清掃、カ

ーブミラー・ガードレール等の清掃、花壇の管理

（草花の植栽、散水、施肥、除草）等の美化活動

を行い、地域に対する愛着や誇りを育み快適な

道路をつくる。 

クロガネモチロード小松

原 

 事業協力 指定 

道路保全課 

河川課 

道路・河川の安全確保

情報提供事業 

公共の安全確保の一環として、道路・河川等の損

傷箇所等の情報をＮＰＯ法人からいち早く管理者

にファックス又は電話で情報提供する。 

（特活）セーフティー  情報提供 指定 

河川課 ラブリバー  河川愛護思想の普及に努め、河川敷の草刈り

や清掃活動を行うことを目的に設立された河川

愛護会の活動を支援するために奨励金の交付を

行っている。 

河川愛護会 

３３２団体 

（平成１８年３月１日現在） 

16,255 助成  

河川課 熊野川河川愛護モニタ

ー 

 熊野川に関連した様々な活動を通して河川愛

護思想の普及啓発を行うことにより、熊野川の良

好な河川環境の整備と保全を図る。 

堀敏実、県立新宮高等 

学校熊野川同好会、前 

田朋子、朗読グループ 

「岩出やよい会」 

 

 

 

 

情報提供 公募 

住宅環境課 手づくりのまちづくり推

進モデル事業      

  

広く県民（ＮＰＯを含む）から地域の課題解決や活

性化の提案を募集し、優れた提案を実現するた

め住民合意の形成、試験的なイベント開催、現実

手法の検討等の具体的活動の実施を提案団体

に委託し、行政主導では発想困難、実現困難な

課題を県民主導により解決する県民主体のまち

づくりを支援する 

和歌の浦フォーラム、（特

活）城山台サポートクラ

ブ、う・ら・ら会、田原婦人

会、橋本市まちの歴史資

料保存会、ひのくまグリー

ンクラブ、（社）和歌山県

建築士会和歌山市支部 

6,000 委託 公募 

海草振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

 地域・ひと・まちづくり

補助事業 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等

が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する

経費について、補助 

①美里ふるさと村運営協

議会 

②紀州お祭りﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ実

行委員会 

③（福）くじら福祉会応援

団 

④のかみふれあいﾏﾗｿﾝ

実行委員会 

⑤海南まるごと体験ﾂｱｰ

実行委員会 

⑥元気市in海南 

⑦（特活）子育て･あそび

ｻﾎﾟｰﾄぱお 

⑧和歌の浦ﾙﾈｯｻﾝｽ実行

委員会 

⑨シネマバンク 

5,032 補助 公募 

那賀振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

 地域・ひと・まちづくり

補助事業 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等

が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する

経費について、補助 

 

（特活）アイヌ文化研究会 

（特活）ふきのとう 

600 補助 公募 
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伊都振興局 

 県民行政部 

  総務課 

 地域・ひと・まちづくり

補助事業 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等

が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する

経費について、補助 

（特活）ネットワーキング

紀北 

300 補助 公募 

伊都振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

地域・ひと・まちづくり補

助事業 

 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等

が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する

経費について、補助 

神野々夏祭り実行委員会、

かつらぎ町商工会笠田支会、

かつらぎ町”ええやんか よ

むらまつり”実行委員会、中

将姫旧跡保存委員会、かつ

らぎ町・花園村合併記念特産

品フェアー実行委員会、（特

活）ネットワーキング紀北、天

野土地改良区 

2,750 補助 公募 

伊都振興局 

 建設部 

  企画調査課 

道路調査事業 

 （国道４８０号（矢立～

大門）     道路整備

計画検討業務） 

世界遺産「高野山」への主要アクセス道路である国道４８

０号（高野町・矢立～大門）間の改修計画を立てる上で、

世界遺産という特色を行かし、地域共通の価値観を反映

した計画策定が重要視されていた。そこで、地域住民の

代表者からなる「聖山高野街道ワークショップ」を設置

し、計画策定の初期段階から地域と協働で課題の整理

やその対応策等について討議を進め、計画への提言の

とりまとめに向け取り組んでいる。 

・高野文化圏事業推進の 

会   

・女性会議 

・高野山町石道語り部の 

会 

他 

 

 

 

 

 

 

企画立案へ

の参画 

 

指定・互選 

有田振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

地域・ひと・まちづくり補

助事業 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等

が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する

経費について補助 

有田うまいもんまつり実行

委員会、（社）有田青年会

議所、濱口梧陵まつり実行

委員会 

2,200 補助 公募 

日高振興局 

  県民行政部 

    総務課 

日高地方青少年を育て

る地域づくり事業 

「青少年」と「大人」の共同作業により相互理解と青

少年の健全育成を図る。①環境シンポジウムの開

催、②自然林再生事業 

日高地方青少年を育てる

地域づくり事業実行委員

会 

270 委託 指定 

日高振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

  

 

 振興局政策コンペ事

業 

 （日高地方ええとこ新・

再発見事業） 

日高地方観光の中核である「道成寺」を古典芸能の

メッカとして位置付け、「文楽」の講演。また、「あやめ

祭り」の開催による「歌舞伎のまち」としての日高川

町のＰＲ、清流「日高川」のＰＲ、スタンプラリーの実

施などにより日高地方の歴史、文化、物産、観光をＰ

Ｒし、日高地方の活性化を図る。 

おいでよ！日高実行委員

会 

2,989 補助 

共催・実行委

員会 

指定 

日高振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

地域・ひと・まちづくり補

助事業 

市町村や民間の地域づくり団体等が行う個性的で魅

力ある地域づくり事業に対する補助 

中津有機の里づくり協議会 

切目川エコクラブ 

寒川地区ホタル保存会 

3,700 補助 公募 

西牟婁振興局 

   県民行政部 

   総務課 

 未知普請近畿大会in

紀南 

   

国土交通省が提唱する未知普請という精神を各地

へ発信しようとする事業の紀南地域版。        

【事業内容】                                           

分科会・交流会・オプショナルツアー        ※

未知普請・・・道路をはじめとする公共施設を地域と

行政が協力して将来を切り開こうする精神。 

紀南地域協働フォーラム 

実行委員会（（特活）花つ 

ぼみ、いのねずみ、ＮＰＯ 

囲炉裏、大塔村世界遺産 

プロジェクト、上富田町青 

少年育成町民会議、グル 

ープﾌﾟﾛﾍﾟﾗ、（財）天神崎 

の自然を大切にする会、 

中辺路町語り部の会、 

（特活）漂探古道、白新 

会、ビューティフルフラワ 

ーズ、ふるさときゃらばん 

応援団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行委員会 国土交通

省紀南河

川国道事

務所から要

請 

西牟婁振興局 

   県民行政部 

   地域行政課 

振興局政策コンペ事業

（熊野参詣道「大辺路」

魅力発掘事業） 

大辺路街道の刈り開き隊等を行っている地元民間団

体の活動を、道具貸与等により支援する。 
大辺路刈り開き隊等  事業協力 指定 

西牟婁振興局 

   県民行政部 

   地域行政課 

 地域・ひと・まちづくり

補助事業 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等が

行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する経費

について、補助 

①神濱－正翁顕彰碑建設委

員会、②紀州弁慶伝説保存

会、③稲成学童保育所保護

者会、④ボランティアサーク

ルグループ・プロペラ、⑤龍

神村花いっぱい運動推進協

議会、⑥龍神は－と、⑦中み

のりの会、⑧佐本川いきいき

活性化まつり実行委員会、⑨

大辺路安居の渡し保存会、

⑩句集熊野九十九王子編集

委員会 

2550 補助 公募 

西牟婁振興局 

   建設部 

道路維持事業 道路敷地内の植樹帯に於ける管理（花の植え付け） （特活）花つぼみ  事業協力  

東牟婁振興局 

 県民行政部 

  地域行政課 

 地域・ひと・まちづくり

補助事業 

振興局管内の市町村や民間の地域づくり団体等

が行う個性的で魅力ある地域づくり事業に要する

経費について、補助 

①新宮東牟婁おやこ劇場 

②２１世紀文化芸術ネット

ワーク 

③新宮早船会 

④那智勝浦町熊野古道ヒ

ルクライム実行委員会 

⑤「弧の会」実行委員会 

2,100 補助 公募 
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教育委員会 

 生涯学習課 

生涯学習推進の基盤整

備       

 （きのくに県民カレッ

ジ） 

人々の生涯にわたる学習活動を支援し、より学び

やすい環境を整備するため、ＮＰＯ等が主催する

講座等をとりまとめ、広く情報提供を行う。 

ビオトープ孟子、（特活） 

紀州ふるさと塾、日本自 

然環境学習センター、わ 

らびの里、（特活）ｆｕｎ-ｆｕ 

ｎ、（特活）根来山げんき 

の森倶楽部 

 

 

 

 

 

 

事業協力 公募 

生涯学習課 わがまち地域資源活用

塾 

身近な生活文化等の地域資源をまちづくりに活

用する気運を高めるとともに、学習を重ねた個人

やＮＰＯのより広い視野にたった活動を推進する

ため、ＮＰＯと協働して公開シンポジウムや活性

化セミナーを開催する。 

わかやまヒューマンカレッ

ジアフタースライド実行委

員会、 総合型地域スポー

ツクラブ くちくまのクラブ、

銀聲舎、アートライフムーブ

メン、オープンガーデンわ

かやま、青空ギャラリー実

行委員会 

887 企画立案へ

の参画 

事業協力 

公募 

生涯学習課 予算外事業 

 （地域ふれあいルーム

の開設） 

公民館をはじめ学校の余裕教室等を活用した

様々な体験活動や地域住民との交流活動の実

施を、ＮＰＯをはじめ市町村域に開設の実行委員

会等に委託する 

（特活）子ども劇場和歌山 

センター、（特活）きのくに 

子どもＮＰＯ、（特活）ｆｕｎ 

-ｆｕｎ他」および市町村域 

に開設の実行委員会等 

 

 

 

 

 

委託 公募 

生涯学習課 予算外事業 

 （地域ふれあいルーム

の開設） 

（スペース“いばしょ。”・

スペース～遊Ｕ～の開

設） 

県内の市町村に開設する「地域ふれあいルー

ム」のモデルとして「スペース“いばしょ。”・スペー

ス～遊Ｕ～」を開設する。 

きのくにふれあい子ども 

センター実行委員会、 

スペース～遊Ｕ～実行委 

員会 

 

 

 

 

委託 指定 

生涯学習課 予算外事業 

 （家庭教育子育て支援

推進） 

 （推進委員会委員） 

家庭教育子育て支援推進事業全般について、企

画・立案・運営等の検討や評価を行う。 

（特活）ＷＡＣわかやま  企画立案へ

の参画 

指定 

生涯学習課 予算外事業 

 （家庭教育子育て支援

推進） 

 （子育てホットサロン

等の開設） 

家庭教育子育て支援の推進を図るため、様々な

学習機会の提供や親子が集い学び合う居場所を

開設する。 

「スペース～遊Ｕ～実行 

委員会」および市町村域 

に開設された実行委員 

会等 

 

 

 

 

委託 指定及び

公募 

生涯学習課 予算外事業 

 （地域ボランティア活

動推進） 

 

地域資源を活用した地域ふれあい活動（地域ボ

ランティア活動）の全県展開を推進し、地域の教

育力の再生を図る。 

市町村域に開設された実

行委員会等 

 委託 公募 

生涯学習課 人権教育総合推進   

 （人権学習ファシリテ

ーター入門講座） 

人権学習を参加体験型で行うファシリテーターを

養成する。 

じんけん楽習塾 1,113 企画立案に

参画 

講師依頼 

指定 

生涯学習課 人権教育総合推進  

     

 （障害者教育講座） 

障害者の社会参加と生涯学習を支援するために、和

歌山県身体障害者連盟、和歌山県視覚障害者福祉

協会、和歌山県聴覚障害者協会に事業委託し、「障

害者教育講座」を開設する。 

和歌山県身体障害者連

盟、和歌山県視覚障害者

福祉協会、和歌山県聴覚

障害者協会 

1,041 委託 指定 

 健康体育課  高校生防災ボランティ

アスクール 

 県内すべての全日制高等学校から参加者を募り、

防災ボランティアとして活動するために必要な基礎

知識、実践的な知識、技術を習得させる。 

日本災害救援ボランティ

アネットワーク 

100  事業協力 指定 

警察本部 

警察相談課 

犯罪被害者対策 犯罪等の被害者やその家族の精神的、経済的な被

害を軽減するための支援活動 

 ・ 電話相談等 

 ・ 相談員養成講座 

（特活）紀の国被害者支

援センター 

700 補助 指定 

警察本部 

生活安全企画課 

生活安全活動 

（地域安全活動推進事

業） 

県民生活の平穏を保持するためには、住民・企業・

自治体が互いに連携して、きめ細やかな地域安全活

動を展開し、「自主防犯意識の高揚」並びに「犯罪の

起こりにくい環境づくり」を推進していくことが重要で

あり、ボランティアでこれら地域安全活動を推進、指

導している「地域安全指導員」の活動に対し補助を

行うもの。 

地域安全推進員会 2,230 補助 指定 

警察本部 

生活環境課 

インターネット安全活動

の推進 

（わかやまＮＰＯ協働ﾓ

ﾃﾞﾙ事業） 

 インターネットを安全で安心して利用するため、

その危険性を周知し、ネットを悪用した犯罪の防

止を図るため「わかやまＮＰＯ推進モデル事業」

の一環として、専門的な知識を有するＮＰＯに「イ

ンターネット安全教育」の開催を委託 

 平成１７年８月から平成１８年２月までの間に、

県下７地区（伊都、那賀、和歌山市・海草、有田、

日高、西牟婁、東牟婁）と学校３校の計１０カ所に

おいて開催 

（特活）情報セキュリティ

研究所 

700 委託 公募 

 



 

44

（２）―２ 和歌山県において今後ＮＰＯとの協働を検討している事業（平成１８年度以降） 

 

  和歌山県において平成１８年度以降ＮＰＯとの協働を検討していきたいと考えている事業について、下 

記に掲載します。 

ただし、１８年度以降の事業については、平成１８年３月３１日現在で検討を考えているものです。事情

により変更になる場合も考えられますのでご了承願います。 
   （特活）は特定非営利活動法人の略  

課室名 事業名等 事業の概要 団体名 協働の 

形態 

選定 

方法 

文化国際課 第６０回県展 県民の美術への関心を深め文化振興を図るため

「洋画、日本画、書、写真、工芸、彫塑、華道」の７部

門の公募による展覧会を開催 

（開催場所：和歌山市、上富田町、新宮市、橋本市） 

和歌山県美術展

覧会開催実行委

員会 

（事務局：和歌山

県美術家協会） 

共催 

実行委員会 

指定 

文化国際課 県民文化祭開催 広く県民にその文化活動の発表の機会と優れた音

楽、舞台芸術等を鑑賞する機会を提供することによ

り、県民の文化活動の機運を高揚するため、県民文

化祭を開催 

（参加団体：県内文化団体・市町村等、開催時期 ９

月～１２月） 

参加団体：（県内

文化団体 （４２団

体）） 

共催 公募 

総合防災課 県民防災啓発事

業 

       

 （防災ボランティ

アコーディネータ

ー等研修 ） 

災害時のボランティア活動の中心的役割を担うボラ

ンティアコーディネーターの養成を目的として研修を

実施。 

未定 委託 未定 

総合防災課 地域防災力向上

事業 

 

 

地域防災リーダー研修事業を実施し、自主防災組織

率を向上させ、地域防災力の向上を図る。 

研修のうち、災害図上訓練を担当。 

未定 未定 未定 

総合防災課 防災訓練の実施

事業 

 

（和歌山県防災総

合訓練） 

県・市町村・防災関係機関・地域住民が一体となった

訓練を実施 

未定 事業協力 未定 

総合防災課 東南海・南海地震

避難所体験合宿

事業 

東南海・南海地震を想定した避難所の疑似体験合

宿を実施 

未定 事業協力 未定 

人事課考査・研

修室 

 職員研修事業 

  

       

 （新規採用職員

研修：高齢者擬体

験） 

新規採用職員を対象とした研修の中で、うらしま太

郎の機器（高齢者擬似体験グッズ）を装着し、高齢者

の日常を擬似的に体験することにより、高齢者の身

になって考える職員を養成 

未定 委託 指定 

人事課考査・研

修室 

（ＮＰＯ協働推進

課） 

職員研修事業 

（ＮＰＯボランティ

ア体験研修） 

ＮＰＯ法人に職員を派遣することにより、ＮＰＯの理

解を深める 

未定 事業協力 指定 

人事課考査・研

修室 

（ＮＰＯ協働推進

課） 

 職員研修事業 

  

  

 （NPOとの協働

研修） 

  

NPOとの協働を実施する上で必要な知識・課題等の

習得 

未定 企画立案 指定 

企画総務課 大学等地域貢献

促進 

県内の高等教育機関、ＮＰＯ等が連携して行う地域

貢献に寄与する取り組みを支援 

 ○県内の高等教育機関の教員等とＮＰＯ等とが協

働して実施する地域貢献に寄与する研 

究や事業を募集・選定した上で支援を行う。 

県内で活動してい

るＮＰＯ等の団体 

補助 公募 



 

45

企画総務課 熊野健康村構想

推進事業 

ＮＰＯ法人、財団法人、民間事業者（３セク）による連

携組織、熊野健康村「癒し・健康サービス産業」協働

事業体が実施する健康をテーマとした集客交流サー

ビス事業等に対して補助。 

 

（特活）和歌山観

光医療産業創造

ネットワーク 

特定非営利組織 

熊野本宮 

事業協力 

補助 

指定 

地域振興課   

 世界遺産推進     

  （世界遺産地

域支援） 

高野・熊野・大辺路の各地域の世界遺産協議会がＮ

ＰＯ等民間団体と協働しながら実施する世界遺産の

保存と活用に向けた地域活動等に対し、支援する。 

未定 企画立案への 

参画 

事業協力 

未定 

地域振興課 新大辺路構築 大辺路地域への来訪者の増大を図り、地域の活性

化につなげるため、官民協働で組織した「大辺路再

生実行委員会」により、大辺路の古道未整備区間を

整備するなどし、海岸景観を活かした広域ルートを

構築する。 

 

大辺路富田坂ク

ラブ 

グランドデザイン

那智勝浦 

大辺路刈り開き

隊 

企画立案への 

参画 

実行委員会 

指定 

人権政策課 人権課題克服の

ための調査・支援      

 （就労ナビ事業） 

人権課題により就労が実現できない就労困難者等

に対し、就労ナビ専門員（ＮＰＯ団体も想定）がひとり

ひとりに応じた支援を行うことにより、人権課題を克

服し、就労に結びつける。 

 

未定 市町へ 

の補助 

 

人権施策推進課  人権啓発推進 

 （ふれあい人権

フェスタ） 

県内の人権に関わる活動を展開するＮＰＯ等民間団

体と協働して、人権啓発を目的とするフェスティバル

を開催する。 

（（財）和歌山県人権啓発センターへの委託事業） 

 

未定 事業協力（企画運

営会議や出展で

の参加） 

公募 

人権施策推進課 人権尊重の社会

づくり推進 

（民間への人権啓

発活動委託） 

 

人権意識の高揚を図るための事業を、ＮＰＯ等の民

間団体に委託して実施する。 

（委託費１事業上限５００千円） 

未定 委託 公募 

情報政策課 情報交流センター

Ｂｉｇ・U 

運営管理 

地域情報化の拠点として田辺市に整備した県立情

報交流センターＢｉｇ・Ｕの運営管理に指定管理者制

度を導入。 

指定管理者の業務 

１．施設維持管理業務 

２．総合窓口業務 

３．施設活用事業実施業務 

 （指定の期間：H17.1～H19.3） 

 

 

（特活）和歌山ＩＴ

教育機構 

公の施設の管理

運営 

公募 

情報政策課 わかやまＩＴ人材ア

カデミー  推進                   

（ＩＴキーパーソン

育成研修） 

ＩＴ企業の誘致や地域企業のＩＴ化を促進するため、Ｂ

ｉｇ・ＵにおいてＩＴ企業等の即戦力となる人材育成研

修を開催する。                          

場所：和歌山県立情報交流センターＢｉｇ・Ｕ            

時期：平成18年5月以降随時              

内容：１日６時間×６日＝３６時間                    

（平日コース・週末コース等選択可能） 

 

 

 

（特活）和歌山ＩＴ

教育機構 

補助 指定 

情報システム課 コンピュータ運営 

（セキュリティポリ

シー策定） 

県民の個人情報の漏洩、情報システムの停止によ

る業務の停止等を防ぐため、職員が遵守すべき必要

な事項及び個人情報の漏洩等の事故が発生したと

きの対応方法を文書化し、周知徹底を図る。 

 

 

 

 

（特活）情報セキ

ュリティ研究所 

委託 指定 

環境生活総務課 ＳＴＯＰ温暖化戦

略        

（地域環境活動保

全活動支援事業）  

ＮＰＯや企業等が行う地球温暖化防止や循環型社

会形成のための自主的・積極的な取り組みで、地域

の広がりや継続的に期待できる環境保全活動に関

する補助 

未定 補助 未定 

環境生活総務課 温暖化対策に関

するパートナーシ

ップ推進       

（環境フォーラム

実施事業）  （地

域協議会） 

持続可能な社会づくりを実現し、温暖化対策を進め

るため、環境フォーラムを開催し、行政・企業・ＮＰＯ・

地域住民のパートナーシップの推進を図る。 

未定 委託 未定 
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循環型社会推進

課 

  

風力発電風況調

査補助 

自然エネルギーの導入を促進するため、風力発電

所建設を目指すＮＰＯ法人が行う風況調査を支援す

る。 

未定 補助 公募 

廃棄物対策課 “きのくに”環境ク

リーンアップ     

 （ 不法投棄防

止事業 ） 

自治会や商工会、NPO等各種団体に不法投棄の監

視パトロールや不法投棄ごみ撤収を委託する市町

村（和歌山市を除く。）に対する補助 

未定 市町村への補助 未定 

県民生活課 消費者安心サポ

ート 

       

（①消費生活サポ

ーター養成講座、

②消費者啓発講

座委託） 

①消費生活サポーター養成講座 

 NPOと協働して、県内４カ所で地域で活動している

団体等を対象とした講座を開催し、地域での啓発活

動を推進 

②消費者啓発講座委託 

 増加する消費者啓発講座に対応するため、NPOに

啓発講座を委託 

未定 委託  

県民生活課 和歌山県安全・安

心まちづくり推進 

       

（安全・安心まちづ

くりモデル事業） 

学校・通学路の安全対策と繁華街・商店街等での自

主防犯活動のモデルとなる事業を公募し、地域にお

ける自主防犯活動を促進 

未定 委託 公募 

県民生活課 日曜日消費生活

相談 

ＮＰＯと協働し、毎週日曜日、消費生活に関する電話

相談を実施 

未定 委託  

 ＮＰＯ協働推進

課 

ＮＰＯ協働モデル

事業 

行政や地域が抱える課題に対して、NPOと行政が協

働事業を実施 

 ①協働モデルコース  

 NPOから企画提案を公募し、応募があった企画に

ついてNPOと事業課が協議。採択された企画をNPO

と事業課協働で実施。 

 ②出会いのコース 

 NPOとの協働を希望する課と、ＮＰＯとの意見交換

会開催。両者が協働で企画立案、役割等について

検討会議開催すると共に、協働相談会開催。 

 

未定 委託 ①公募 

②指定 

 ＮＰＯ協働推進

課 

NPO活動支援地

域センター整備事

業 

NPO活動をサポートする地域の拠点を整備。 

地域センターを運営する中間支援組織に、３年間限

定で支援する。 

（特活）ネットワー

キング紀北 

補助 初年度に公募 

 ＮＰＯ協働推進

課 

ＮＰＯ推進事業 ・ＮＰＯ活動の支援、促進 

・ＮＰＯ職員研修 

・ＮＰＯ、市民、行政によるタウンミーティングの開催 

未定 委託 指定 

 ＮＰＯ協働推進

課 

NPOサポートセン

ター運営 

ＮＰＯサポートセンターの管理運営 

・サポートセンターの窓口業務 

・ＮＰＯ活動支援業務 

・施設維持管理業務(指定期間：H18.4～H21.3） 

（特活）わかやま

ＮＰＯセンター 

公の施設の管理

運営 

公募 

 ＮＰＯ協働推進

課 

 

団塊の世代活用 団塊の世代の知識、経験、ネットワークを活かしたＮ

ＰＯ活動のモデルとなる取り組みを募集 

未定 委託 公募 

青少年課  いこうや・くま

の！緑の探検隊 

子ども達が、高野・熊野地方でホームステイし、自然

体験や就業体験、文化交流等をすることにより、社

会性や自主性を養う。 

○緑の探検隊「W・kids（ﾜｶﾔﾏ・ｷｯｽﾞ）」の隊員募集

（県内外小学５年生～中学３年生100名） 

○２泊３日の日程で隊員を受け入れ、自然体験、就

業体験、文化交流等の活動を実施することが可能な

ＮＰＯ団体の育成を図る。 

未定 委託 公募 
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青少年課 青年よ！NPOから

はじめよう 

社会との関わりが希薄な青年を対象にNPO活動へ

の参加を促し、社会性を醸成する。 

○ＮＰＯ団体への体験入団 

○イベント等の企画立案、運営 

○報告会の実施 

○地域社会活動への参画 

未定 委託 

企画立案への参

画 

未定 

青少年課 青年長期社会体

験活動 

ひきこもりなど社会との関連が希薄な青年（高校生

年齢相当以上）が社会の中で、自ら行動できるよう

になるために福祉作業所等での社会体験参加を支

援する。 

○支援推進員会の実施（庁内関係課、ＮＰＯ団体等） 

○社会体験事前判定会、社会体験事後評価委員会

の開催 

○県内支援基盤の整備 

・（特活）レインボ

ーハウス 

・（特活）エルシテ

ィオ 

・（社福）麦の郷ハ

ートフルハウス 

委託 

企画立案への参

画 

指定 

男女共生社会推

進課 

女性への暴力追

放支援    （ＤＶ

被害者支援ボラン

ティア育成講座開

催） 

ＤＶ被害者支援ボランティア育成講座開催 ウイメンズネット・

和歌山 

委託 指定 

男女共生社会推

進課 

男女共生行政推

進事業 

県の行事で一時保育を実施 未定 委託 未定 

男女共生社会推

進課 

男女共生社会推

進センタ－運営

（りぃぶる自主企

画事業） 

女性団体やグル－プが実施する女性の交流 

や社会参画に向けた自主的な企画開催のた 

めにセンタ－の研修室等会場として提供 

 

 

 

公共施設 

等の提供 

 

男女共生社会推

進課 

男女共同参画推

進地域プロジェク

ト（さんかく ト－

ク） 

・さんかくト－ク                       

男女共同参画について講話等から問題点を提起し

ながらグル－プワ－ク等により、地域や家庭で今で

きることを考え、実践に移す機会をつくる。 

未定 委託 未定 

子育て推進課 母子家庭就業・自

立支援 

       

 （  就業支援講

習会  ） 

母子家庭の母等を対象に就業に結びつきやすい就

業支援講習会を開催する際の保育サービスを行う。 

未定 委託 未定 

子育て推進課 母子等福祉推進 

（日常生活支援） 

ひとり親家庭が修学などの自立促進に必要な事由

や疫病などの社会的な事由により、一時的に介護、

保育のサービスが必要な場合に支援員を派遣する

事業 

（特活）ＷＡＣわか

やま 

委託 指定 

子育て推進課 みんなで育む紀

州っ子 

地域における子育て支援を推進するため、子育てＮ

ＰＯや老人クラブ等地域の団体等と連携し、一時預

かり、保育所等の送迎、生活支援の実施や親子が

集う場の設置を行う市町村に対し補助を行う事業 

未定 市町村への補助 市町村で選定 

長寿社会推進課 認知症高齢者地

域支援推進事業                 

（認知症高齢者相

談啓発） 

認知症高齢者や介護家族に対する精神的な支えと

して、認知症介護経験者等による相談窓口、交流会

等を開催する。 

呆け老人をかか

える家族の会 

委託 指定 

障害福祉課 身体障害者福祉

振興事業  

     

 （知的障害者療

育事業） 

知的障害者の社会参加を促進するため団体が開催

する事業に対して補助を行う。 

（特活）和歌山県

手をつなぐ育成

会 

補助 指定 
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障害福祉課 ステップアップ小

規模作業所 

障害者自立支援法における新たな事業体系もとで

の事業所へ移行できるよう、自立支援・就労支援等

の機能を充実・強化させるための事業を実施する。 

（特活）経営指針

認証機関 

委託 指定 

健康対策課 エイズ予防対策           

（エイズ対策促進

事業） 

ＨＩＶ即日検査（迅速検査）実施時のカウンセリングを

行うとともに、保健所職員へのカウンセリング実地研

修等を実施。 

（特活）ＨＩＶと人権

情報センター 

委託 指定 

健康対策課 エイズ予防対策           

（エイズ対策促進

事業） 

エイズカウンセリングに関する委託契約を締結し、患

者及びその家族の心のケア等を実施。 

（特活）ＨＩＶと人権

情報センター 

委託 指定 

健康対策課 エイズ予防対策           

（エイズ対策促進

事業） 

エイズに関する不安、相談に対応するため、夜間電

話相談に関する委託契約を行い、不安の解消や正

しい知識の普及に努めている。 

（特活）ＨＩＶと人権

情報センター 

委託 指定 

健康対策課 「社会的ひきこも

り」者社会参加促

進 

ＮＰＯ等民間団体が実施する『「ひきこもり」者社会参

加支援センター（以下「センター」という。）』を指定し、

運営費を補助。補助を受けたセンターは、以下の業

務を行う。                                                                                       

１．「ひきこもり」者に対する居場所の提供                                                                                          

２．「ひきこもり」者及びその家族からの相談                                    

３．「ひきこもり」者及びその家族への家庭訪問                                                                                              

４．「ひきこもり」者の就労支援及び修学支援 

（特活）エルシティ

オ                

（特活）ハートツリ

ーハウス 

補助 指定 

薬務課 薬物乱用対策事

業 

（夜間における薬

物相談電話及び

家族教室、休日に

おける薬物乱用

防止教室の開催

業務委託事業） 

薬物の乱用が犯罪であることから、薬物依存者やそ

の家族は相談しにくい状況であるため、気軽に相談

できる場所をつくり、依存者の立ち直りを支援する。

また、これに伴う相談電話受け手養成講座の一部を

薬物乱用防止教室として、県民が参加しやすい休日

に開催し、薬物についての正しい知識の普及を図

る。 

 

和歌山ＢＢＳ連盟 委託 指定 

商工労働総務課 コミュニティビジネ

スによる商店街・

地域創生 

コミュニティﾋﾞｼﾞﾈｽを振興し、地域産業の振興、地域

密着型サービスの創出、雇用の創出を図るととも

に、特に地域の中心地である商店街の活性化を図

る手段としてコミュニティビジネス導入を支援す

る。                           ・コミ

ュニティビジネス創業の仕組みづくり    

 ・モデル創出支援 

未定 補助 公募 

マーケティング企

画課 

 わかやま喜集館

機能強化      

 （物産紹介・展示

委託）           

東京有楽町にあるアンテナショップ「わかやま喜集

館」における県産品の紹介展示業務委託 

（特活）ふるさと往

来クラブ 

委託 指定 

観光交流課    新観光推進

事業 

       

 （ ＮＰＯとの連

携 ） 

不登校児、引きこもりと呼ばれる人たちに自然体験

や農林水産漁業体験を通して、意欲の向上と社会参

加へのきっかけ作りになるような体験ツアーを、ＮＰ

Ｏや教育関係者等専門家と連携し、研究・開発す

る。 

未定 観光連盟 

からの委託 

未定 

労働企画課 

 

 

 

 

 

 ファミリー・サポ

ート・センター設置

促進事業 

○ファミリー・サポート・センター設置市町村への運

営費補助金の交付 

○センター設置市町村のアドバイザーの研修 

○センター未設置市町村に対する設置促進 

（特活）こころとか

らだの総合教育

「育夢学園」（橋本

市） 

（特活）南紀こども

ステーション（田

辺市） 

・市町村がセンタ

ー運営（ＮＰＯ法

人等に委託可） 

・県から市町村に

補助 

市町村が選定 

雇用推進課  障害者就業支援

事業 

障害のある人の一般就労に際して、ジョブサポータ

ーの派遣及び働く場の企業開拓 

未定 委託 未定 

農村計画課 中山間ふるさと・

水と土保全対策

事業 

 （地域住民活動

協働支援） 

農地や土地改良施設が持つ多面的な役割を保全す

るために、住民と都市住民が参画した保全活動を地

域住民組織等と県が協働で実施する。 

未定 委託 未定 
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新ふるさと推進

課 

新ふるさと創り推

進 

ふるさと回帰運動を促進しているNPO団体との連携

により、UIターン希望者に対して情報発信を行う。 

（和歌山県が右記法人の団体正会員） 

（特活）ふるさと回

帰支援センター 

事業協力 指定 

新ふるさと推進

課 

「企業の森」育成

支援 

NPOや企業、労働組合などの民間活力を森林整備

に導入し、和歌山の森林環境保全を推進する。 

（特活）和歌山野

球振興協会・夢ク

ラブ 

（特活）原風景 

事業協力  

林業振興課 「健康・安心」紀州

材製品普及促進

事業       

 （木とのふれあ

い促進事業） 

木材の持つ優れた特性や木材の利用意義等につい

ての普及啓発を図るため、シンポジウム等の各種行

事の開催、パンフレット等の普及啓発資料の作成・

配布を行う。 

（特活）みどりと木

の文化のまちづく

りネットワーク 

補助 指定 

森林整備課 やすらぎの森創

造・体験事業 

（根来山げんきの

森指定管理者委

託料） 

 平成14年度春に一部オープンした根来山げんきの

森を、より多くの県民が活動できるようボラバイター

的人材をインストラクターとして活用。また、当該公

園の一部に設置済みの「貸し山」制度を拡充し、より

多くの県民が森林づくりに参加できる体制を確立す

る。（指定期間：H18.4～H23.3） 

（特活）根来山げ

んきの森倶楽部 

委託 

公の施設の管理

運営 

公募 

水産振興課 海の恵みネットワ

－ク 

漁業者と他分野の人が、協調して海洋環境保全や

水産資源維持増大に取り組む組織づくりをし、アマ

モ場造成（NPO委託）などに先進的に取り組むことに

より、和歌山県のイメ－ジアップを図る。 

未定 委託 未定 

道路政策課 紀州もてなし街道

（仮称）推進支援  

地域活動団体として登録したNPOや任意団体と協働

して、道路を核とした魅力ある地域づくりを行う。 

・紀州もてなし街道（仮称）を推進する企画（地域活

動団体から提案）への補助 

・景観整備事業等へ計画段階からの参画 

・フォーラムの開催  

 等 

未定 補助 

企画立案への参

画 

共催・実行委員会 

事業協力 

情報交換 

公募 

道路保全課 道路維持事業（道

路愛護会事業） 

道路の愛護思想を普及してその機能を向上させ、道

路等の機能をさまたげるような雑草木、ごみ等の障

害物の除去につき当該道路等の管理者に協力 

 

道路愛護会（９１

団体） 

事業協力  

道路保全課 紀の国みちの里

親 

平成１７年度から実施していた、歩道・路肩等の清

掃、カーブミラー・ガードレール等の清掃、花壇の管

理等の美化活動を行う「道路アダプト事業」に、１８年

度から維持管理の一部を里親（ＮＰＯ、団体、学校、

企業等）との協働により実施してもらい、里親にお願

いできない部分は、県が業者等に委託しするメニュ

ーを追加して「紀の国みちの里親」として行う。 

クロガネモチロー

ド小松原ほか２団

体を予定 

事業協力 指定 

道路保全課 

河川課 

道路・河川の安全

確保情報提供事

業 

公共の安全確保の一環として、道路・河川等の損傷

箇所等の情報をＮＰＯ法人からいち早く管理者にファ

ックス又は電話で情報提供する。 

（特活）セーフティ

ー 

事業協力 指定 
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河川課 ラブリバー  河川愛護思想の普及に努め、河川敷の草刈りや

清掃活動を行うことを目的に設立された河川愛護会

の活動を支援するために奨励金の交付を行ってい

る。 

河川愛護会 

３３９団体 

（平成１８年１月１

日現在） 

助成  

河川課 ラブリバー 

（紀の国かわの里

親） 

 県管理河川において地元自治会、企業、ＮＰＯそ

の他民間団体が自主的に実施する環境保全活動

（草刈り・清掃・花の栽培等）を支援するため、必要

道具の貸与や保険の加入などの措置を行う。 

未定 補助 公募 

河川課 熊野川河川愛護

モニター 

 熊野川に関連した様々な活動を通して河川愛護思

想の普及啓発を行うことにより、熊野川の良好な河

川環境の整備と保全を図る。 

未定 情報提供 公募 

砂防課 紀の国やまの里

親事業 

地域住民・ＮＰＯ団体・教育関係者・専門家・田辺市・

県等で構成される「君が育てる熊野の森協議会（仮

称）」を立上げ、地域に根ざした緑化活動を行う。                              

（具体内容；種拾い、植樹等）   

未定 未定 未定 

住宅環境課 手づくりのまちづく

り推進モデル事業 

広く県民（ＮＰＯを含む）から地域の課題解決や活性

化の提案を募集し、優れた提案を実現するため住民

合意の形成、試験的なイベント開催、現実手法の検

討等の具体的活動の実施を提案団体に委託し、行

政主導では発想困難、実現困難な課題を県民主導

により解決する県民主体のまちづくりを支援する 

未定 委託 公募 

振興課 和歌山マリーナシ

ティ管理  

 

      

（ディンギーマリー

ナ管理） 

和歌山マリーナ（ディンギーマリーナ）の管理運営を

公募により決定した指定管理者が実施。 

指定管理者が行う業務：施設運営管理業務、自主事

業等。 

（指定期間：H18.4～H21.3） 

（特活）和歌山セ

ーリングクラブ 

公の施設の管理

運営 

公募 

管理整備課 紀の国うみべの

里親事業 

（１）海辺で活動する諸団体がネットワークを形成す

ることにより相互の連携を図り、活動に関する情報

集約や県民への情報提供・啓発を行う事業に対して

助成を行う。 

（２）現在十分に活用されていない海浜地について、

海辺で活動する諸団体から活動アイデアを募集し、

審査のうえ、占用許可を付して事業を実施する。 

未定 （１）助成 

（２）事業協力 

公募 

生涯学習課 生涯学習推進の

基盤整備     

 （きのくに県民カ

レッジ） 

人々の生涯にわたる学習活動を支援し、より学びや

すい環境を整備するため、ＮＰＯ等が主催する講座

等をとりまとめ、広く情報提供を行う。 

未定 事業協力 公募 

生涯学習課 生涯学習推進の

基盤整備   

 （ひとづくり・まち

づくり支援） 

地域の喫緊の課題（世界遺産、環境問題、防災問

題、福祉等）に取り組むＮＰＯ等の団体に、県教育セ

ンター学びの丘及び県立情報交流センターBig・Uを

拠点に行う学習会等の活動を支援し、地域全体で課

題の共通認識を深めるとともに、その解決に向けた

具体的な方策を探る。 

 

 

未定 企画立案への参

画、事業協力、公

共施設等の提

供、実行委員会 

公募 

生涯学習課 子ども安全・安心

まちづくり－わが

まち地域資源活

用塾      

 （子ども安心、安

全のまちづくり ・ 

シニア地域貢献活

動支援） 

  地域で活動するＮＰＯやグループと協働し、住民

が持つネットワークを生かして、「子ども安全・安心の

まちづくり」をすすめる。また、シニア世代がもつ経験

や技能を生かした地域の活性化や新たな地域貢献

活動の創出を図るため、ＮＰＯやグループから事業

企画案を公募し、事業委託する。 

未定 企画立案への参

画 

事業協力 

委託 

公募 

生涯学習課 予算外事業 

 （地域ふれあい

ルームの開設） 

公民館をはじめ学校の余裕教室等を活用した様々

な体験活動や地域住民との交流活動の実施を、ＮＰ

Ｏをはじめ市町村域に開設の実行委員会等に委託

する 

未定 委託 公募 
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生涯学習課 予算外事業 

 （地域ふれあい

ルームの開設） 

 （スペース“いば

しょ。”・スペース

～遊Ｕ～の開設） 

県内の市町村に開設する「地域ふれあいルーム」の

モデルとして「スペース“いばしょ。”・スペース～遊Ｕ

～」を開設する。 

きのくにふれあい

子どもセンター実

行委員会、 

スペース～遊Ｕ～

実行委員会 

委託 指定 

生涯学習課 予算外事業 

 （家庭教育子育

て支援推進） 

 （推進委員会委

員） 

家庭教育子育て支援推進事業全般について、企画・

立案・運営等の検討や評価を行う。 

未定 企画立案への参

画 

指定 

生涯学習課 予算外事業 

 （家庭教育子育

て支援推進） 

 （子育てホットサ

ロン等の開設） 

家庭教育子育て支援の推進を図るため、様々な学

習機会の提供や親子が集い学び合う居場所を開設

する。 

「スペース～遊Ｕ

～実行委員会」お

よび市町村域に

開設された実行

委員会等 

委託 指定及び公募 

生涯学習課 予算外事業 

 （地域ボランティ

ア活動推進） 

 

地域資源を活用した地域ふれあい活動（地域ボラン

ティア活動）の全県展開を推進し、地域の教育力の

再生を図る。 

市町村域に開設

された実行委員

会等 

委託 公募 

生涯学習課 人権教育総合推

進       

 （人権学習ファシ

リテータースキル

アップ講座） 

人権学習を参加体験型で行うファシリテーターを養

成する。 

じんけん楽習塾 企画立案に参画 

講師依頼 

指定 

生涯学習課 人権教育総合推

進       

 （障害者教育講

座） 

障害者の社会参加と生涯学習を支援するために、

和歌山県身体障害者連盟、和歌山県視覚障害者福

祉協会、和歌山県聴覚障害者協会に事業委託し、

「障害者教育講座」を開設する。 

和歌山県身体障

害者連盟、和歌

山県視覚障害者

福祉協会、和歌

山県聴覚障害者

協会 

委託 指定 

生涯学習課 家庭教育支援ル

ネサンス事業 

紀北・紀南の２箇所で、行政とＮＰＯ及び家庭教育ｲﾝ

ｽﾄﾗｸﾀｰとの共同企画による家庭教育支援のための

意識啓発・ﾓﾃﾞﾙ事業等を実施し、県民に家庭教育の

重要性をアピールすると共に、各地域でｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

が指導者として活動する機会や場を広げる。 

未定 企画立案への参

画 

未定 

小中学校課   子どもセーフテ

ィ 

 

通学路の安全を確保するための一斉指導や啓発活

動、地域ボランティアの育成等により、子どもの安全

を守る。 

未定 事業協力 未定 

健康体育課  高校生防災ボラ

ンティアスクール 

被災時に防災ボランティアとして活動するために必

要な基礎知識、実践的な知識、技術を習得させる。 

日本災害救援ボ

ランティアネットワ

ーク 

事業協力 指定 

健康体育課 平成１８年度全国

高等学校総合体

育大会和歌山県

実行委員会 

近畿ブロックで開催するインターハイ（高等学校総合

体育大会）のヨット競技、相撲競技を本県において担

当する。 

和歌山セーリング

クラブ 

事業協力 指定 

警察本部 

警察相談課 

犯罪被害者対策 犯罪等の被害者やその家族の精神的、経済的な被

害を軽減するための支援活動 

 ・ 電話相談等 

 ・ 相談員養成講座 

（特活）紀の国被

害者支援センター 

補助 指定 

警察本部 

生活安全企画課 

生活安全活動 

（地域安全活動推

進事業） 

県民生活の平穏を保持するためには、住民・企業・

自治体が互いに連携して、きめ細やかな地域安全

活動を展開し、「自主防犯意識の高揚」並びに「犯罪

の起こりにくい環境づくり」を推進していくことが重要

であり、ボランティアでこれら地域安全活動を推進、

指導している「地域安全指導員」の活動に対し補助

を行うもの。 

地域安全推進員

会 

補助 指定 

 

 


