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法

1 1 総務企画課 継続 25 年度～

起業支援型地域雇用創造
事業
　（紀の国わかやま国体・
大会PR拠点設置運営事
業）

　両大会に向けた県民気運を醸成するととも
に、観光ゴールデンイヤーにより激増する来県
者の方々に「紀の国わかやま」の特産品や観光
地などの魅力を積極的に発信するため、きい
ちゃんグッズの販売や国体・大会情報の発信な
どを行う『きいちゃんステーション』を設置・運営
する。

NPO法人わかやまス
ポーツ伝承館

32,422 32,422 委託 公募

2 2 総合防災課 継続 17 年度～

　地域防災力向上
　
　（地域防災リーダー育成研
修）

地域の自主防災組織や企業等の組織におい
て、防災活動の中心的な担い手となる「地域防
災リーダー」を育成するため、防災に関する知
識、技術を学ぶ研修「紀の国防災人づくり塾」を
実施する。また、同講座の修了生にＮＰＯ法人
日本防災士機構による防災士資格取得試験受
験資格が付与される。

ＮＰＯ法人
日本防災士機構

4,687 246 事業協力

3 3 企画総務課 継続 18 年度～
大学の地域貢献支援事業
　（共同公開講座開催支
援）

高等教育機関コンソ-シアム和歌山（県内高等
教育機関の連携組織）が、NPO等と共同して開
催する地域住民のニーズに即した公開講座や
フォーラムについて、支援を行う。
（県からはコンソーシアム和歌山に対して補助）

未定 3,876 500 補助 公募

4 4 情報政策課 継続 16 年度～
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設備した
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
１　施設維持管理業務
２　総合窓口業務
３　施設活用事業実施事業
（指定の期間：H24.4～H27.3)

（特活）和歌山IT教育機
構

260,219 79,456
公の施設

の管理運営
公募

5 地域政策課 継続 15 年度～

　

　地域政策推進事業
　（振興局政策コンペ）

地域の活性化を図るため、振興局が主体とな
り、それぞれの地域の実情にあった施策を展開
するもので、主に、地域の活動団体などと協議
し実施する。

未定 9,500 未定 未定

継続の場合
の開始年度

番号



6 地域政策課 継続 10 年度～

　

　　地域政策推進事業
　（地域・ひとまちづくり補
助）

地域の活性化を図るため、振興局が市町村や
民間団体等が行う地域づくり事業に補助金を交
付する。

未定 19,300 未定 補助

7 地域政策課 継続 9 年度～ 　　地域づくり活動支援

自主的・主体的な地域づくり活動を行う地域づく
り団体に対して、情報提供や研修交流会の開
催、地域づくりアドバイザー派遣などの支援を
行う。

未定 8113 790
補助

情報交換
意見交換

8 過疎対策課 継続 22 年度～
過疎集落再生・活性化支
援

住民の一体性を重視した｢過疎生活圏｣単位で、
日常生活機能の確保や地域活性化等のための
総合的な取組を実施する市町村や民間団体、
ＮＰＯ等に補助金を交付する。

市町村、住民団体、ＮＰ
Ｏ等

50,000 未定 補助

9 過疎対策課 継続 15 年度～
交流企画
（情報発信）

人々の都市から地方への回帰・循環を推進して
いるＮＰＯ団体と連携し、ＵＪＩターン希望者に対
して情報発信を行う。
（和歌山県は右記法人の団体正会員）

（特活）１００万人のふる
さと回帰・循環運動推
進・支援センター

50 50 事業協力 指定

10 過疎対策課 継続 21 年度～ ふるさと定住センター運営

ふるさと定住センターの管理運営を行う。
・移住希望者及び新規移住者に対する相談支
援、田舎暮らし体験研修、田舎暮らしサポート
研修の実施
・研修用作物の栽培及び施設の維持管理
・都市住民に対する情報発信

（特活）１００万人のふる
さと回帰・循環運動推
進・支援センター

29,586 29,586 委託 公募

11 人権施策推進課 継続 14 年度～
人権啓発推進
　（ふれあい人権フェスタ開
催）

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、住民参加型の人権啓発を目
的とするフェスティバルを開催する。
（（公財）和歌山県人権啓発センターへの委託
事業）

未定 8,242 未定 事業協力 公募
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12 人権施策推進課 継続 18 年度～
人権尊重の社会づくり推進
　（わかやま人権パート
ナーシップ推進事業）

県内の企業、NPO等の団体と県が「和歌山県人
権尊重の社会づくり協定」を締結し、協働するこ
とにより、人権啓発活動を積極的に展開する
「わかやま人権パートナーシップ推進事業」を実
施する。県は、協定を締結した企業等に対し、
人権研修への講師派遣等により支援を行う。
（講師派遣は、（公財）和歌山県人権啓発セン
ターに業務委託）

（特活）わかやまNPOセ
ンター
（特活）Iターン交流プラ
ザ
（特活）市民活動フォーラ
ム田辺
（特活）子育て・あそびサ
ポートパオ
（特活）WACわかやま
（特活）メディア･ユニ
バーサルデザイン協会
和歌山支部

948 未定 事業協力 公募

8 13 文化国際課 継続 23 年度～

　
文化・スポーツ振興助成
　
　（　　　　　　　　　　　　　　）

文化・芸術・学術・スポーツ等に係る国際大会
から草の根レベルまで様々な取組を支援する。

民間団体等 30,242 30,242 補助 公募

14 環境生活総務課 継続 21 年度～
和歌山県温暖化対策推進
（地域草の根運動の推進）

　県内の地球温暖化対策地域協議会や準協議
会が開催する地球温暖化防止に関するイベント
等を支援する。

和歌山県地球温暖化防
止活動推進センター
（ＮＰＯわかやま環境ネッ
トワーク）

6,129 1,400 委託 指定

15 環境生活総務課 新規 年度～
和歌山県温暖化対策推進
（地球温暖化対策のための
省エネ啓発促進事業）

県内の地域温暖化対策地域協議会等が行うイ
ベントで、家庭での省エネに関する啓発を行うと
ともに、省エネの現状に係る調査・相談活動を
支援する。

和歌山県地球温暖化防
止活動推進センター
（ＮＰＯわかやま環境ネッ
トワーク）

6,129 587 委託 指定

16 県民生活課 継続 Ｈ２０ 年度～

　
消費生活センター運営
　
　（消費生活センター業務
委託）

消費生活センターの業務のうち、相談・啓発業
務を消費者問題に精通する法人に委託する。

（特活）消費者サポート
ネット

21,947 21,947 委託 入札

17 県民生活課 継続 Ｈ２１ 年度～

　
消費者安全サポート
　
　　（消費生活相談員養成
事業
）

県内で活動する消費生活相談員を要請する業
務を消費者問題に精通する法人に委託する。

（特活）わかやま暮らし
ふぁいど

2,119 2,119 委託 公募
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18 ＮＰＯ・県民活動推進室 継続 14 年度～ 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
・サポートセンター窓口業務
・ＮＰＯ活動支援業務
・施設維持管理業務
（指定期間：Ｈ２４．４からＨ２７．３）

（特活）わかやまＮＰＯセ
ンター

24,583 24,583
公の施設の
管理運営

公募

19 青少年･男女共同参画課 継続 18 年度～
青少年施設管理運営・整
備
　（青少年の家管理運営）

県立青少年の家の管理運営
・施設維持管理業務（指定期間H24.4～H27.3）

潮岬青少年の家
（特活）潮岬おもしろらん
ど体験学習推進協議会

91,817 29,253
公の施設の運

営管理
公募

20 青少年･男女共同参画課 継続 22 年度～
若者自立支援
　（若者サポートステーショ
ンWithYouを中心とする総
合的若者支援）

厚生労働省の認定を受けて設置する地域若者
サポートステーションと、子ども・若者育成支援
推進法に基づく子ども・若者総合相談センター
を一体的に運用し、職業的自立支援をはじめ、
一人ひとりのニーズに合った様々な支援を提
供。

（特活）キャリア・ファシリ
テーター協会
（特活）ハートツリー

40,404 37,240 委託 公募

21 青少年･男女共同参画課 継続 25 年度～
起業支援型地域雇用創造
（若者が働き、生きる地域
づくり支援）

　｢ニート｣と称される若者達には、特段の疾病
や障害はないものの、既存の企業での勤務に
適応するのが困難な者が相当数含まれる。そう
いった若者達を社会的に包摂し、彼らが働き、
生きる場を創出することで、同時に地域の活性
化や、課題解決等につながる、持続可能な取組
を行う。

（特活）キャリア・ファシリ
テーター協会
（特活）ハートツリー

33,448 23,026 委託 公募

22 青少年･男女共同参画課 継続 25 年度～
起業支援型地域雇用創造
（青少年インターネット有害
情報対策）

　スマートフォンの爆発的な普及により、青少年
の間ではネット上における誹謗中傷や不適切な
画像投稿が後を絶たず、一般に公開されていな
い会員制サイトやＬＩＮＥなどのＳＮＳは外部から
監視できないため、いじめ等の温床になると
いった問題が生じている。
　県では、青少年が安全に安心してインターネッ
トを利用するため、フィルタリングの普及促進、
情報モラルの啓発等に取り組んでいるところで
あるが、より有効な有害情報対策を講じる。

(特活)和歌山IT教育機構 11,663 11,663 委託 公募
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23 青少年･男女共同参画課 継続 10 年度～
　
男女共同参画行政推進
　（一時保育ルーム設置）

県の行事で一時保育を実施

WACわかやま、のびの
びキッズ海南、fun-fun、
託児ルームアリス、木っ
子くらぶ、子育てサポー
トCOCCO、南紀こどもス
テーション、子育てサ
ポートキッズクラブ

0 0 委託 入札

24 青少年･男女共同参画課 継続 22 年度～

　
男女共同参画センター運
営
　（男女共同参画センター
運営業務委託）

男女共同参画センター業務内容のうち、窓口業
務、講座開催等啓発業務、センターニュースの
作成、発行等業務を男女共同参画に精通する
団体に委託する。

（特活）和歌山eかんぱに
い

29,681 11,290 委託 指定

12 25 子ども未来課 継続 15 年度～
　
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
事由や疾病などの社会的な事由により、一時的
に介護、保育サービスが必要な場合に支援員
を派遣する。

ＷＡＣわかやま 2158 239 委託 指定

26 障害福祉課 継続 21 年度～
　
命のセイフティネットワーク

地域における自殺対策力の強化を図るため、
地域の実情を踏まえて自主的に取り組む民間
団体の活動を支援【２１～２６年度基金事業】

事業メニュー
１．対面型相談支援事業
２．電話相談支援事業
３．人材養成事業
４．普及啓発事業
５．強化モデル事業

ＮＰＯ法人白浜レス
キューネットワーク
ＮＰＯ法人心のSOSサ
ポートネット

59,360 13,517 補助 指定

27 障害福祉課 継続 19 年度～
障害者社会参加促進事業
　（盲ろう者通訳・ガイドヘ
ルパー養成事業）

盲ろう者向けの通訳・ガイドヘルパーの養成研
修を実施する。

ＮＰＯ法人和歌山盲ろう
者友の会

700 700 委託 指定



28 障害福祉課 継続 19 年度～
盲ろう者向け通訳・ガイドヘ
ルパー派遣事業

目と耳の両方に障害を持つ「盲ろう者」に通訳・
ガイドヘルパーを派遣する。

ＮＰＯ法人和歌山盲ろう
者友の会

5,184 5,184 委託 指定

29 障害福祉課 継続 16
年度
～

ひきこもりお助けネット

（「ひきこもり」者社会参加
支援センター運営補助）

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、運営補助を行う。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」者の当時者会及び「ひきこもり」
者の家族会への支援
５．「ひきこもり」者の就労支援及び就学支援
６．「ひきこもり」者に対する嘱託医による支援
７．「ひきこもり」者に対する臨床心理士など専
門家による支援
８．「ひきこもり」者に対する社会体験事業の実
施

ＮＰＯ法人エルシティオ
ＮＰＯ法人ハートツリー

10,886 6,969 補助 指定

30 障害福祉課 継続 19 年度～
チャレンジド工賃水準倍増
計画

障害者が働く障害福祉サービス事業所におけ
る売り上げ向上を図り、利用者の工賃向上を目
指し、専門家を派遣するなど事業を実施する。

ＮＰＯ法人社会的就労支
援機構

14,500 14,319 委託 指定

31 障害福祉課 新規 26
年度
～

発達障害支援者養成

身近な地域で発達障害児者やその家族に対し
て相談支援を実施するペアレントメンターを養
成するための研修を実施するとともに、ペアレン
トメンターの活動を調整するコーディネーターを
配置する。

ＮＰＯ法人自閉症協会 1,647 1,647 委託 指定

32 薬務課 継続 18 年度～ 骨髄バンク普及推進事業

県民に骨髄移植に関する正しい知識の普及啓
発を行うとともに、骨髄バンク登録の機会を増
やすために献血併行型ドナー登録会を開催す
る。

和歌山血液疾患患者・
家族の会「ひこばえ」

1,225 0 事業協力
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33 薬務課 継続 17 年度～

　
薬物乱用対策
　
　（夜間における薬物相談
電話業務委託）

薬物乱用は犯罪であることから、薬物依存症者
及びその家族等が公的な窓口に相談し難い状
況にある。そこで、夜間に気軽に相談できる窓
口を設置し、依存症者からの相談に応じること
により再乱用防止を支援する。

和歌山県BBS連盟 9,549 88 委託 公募

34 健康推進課 継続 16 年度～

　
エイズ予防対策
　
（エイズカウンセラー派遣
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。

特定非営利活動法人
HIVと人権・情報センター

4,374 2,306 委託 指定

35 健康推進課 継続 6 年度～

エイズ予防対策

　
（エイズ夜間電話相談事業
）

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る。

エイズサポートネットわ
かやま

4,374 262 委託 指定

36 商工振興課 継続 18 年度～ 企業活動継続支援

災害発生時等に企業が早期に重要業務を復旧
し、企業活動を継続するための事業継続計画
（ＢＣＰ）の策定を支援するため、ＮＰＯ法人事業
継続推進機構（ＢＣＡＯ）と協力して県内中小企
業に対してＢＣＰの普及啓発を行う。

ＮＰＯ法人事業継続推進
機構（ＢＣＡＯ）

0 0 事業協力 －

37 商工振興課 継続 22 年度～
商店街のコミュニティ機能
強化支援

ＮＰＯ法人が商店街で子育て支援等の公益的
な事業を行うための参入支援をすることによっ
て、商店街に新たな機能を追加し、人の流れを
呼び込む。

未定 4,500 4,500 補助 公募

38 労働政策課 継続 17 年度～
若年者トータルサポート事
業

ジョブカフェわかやまにおいて、若年求職者に
対しキャリアカウンセリング、模擬面接、応募書
類作成指導、ミニセミナー、職業体験などの支
援を実施

特定非営利活動法人
キャリア･ファシリテー
ター協会

19,538 17,002 委託 公募
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39 労働政策課 継続 24 年度～
わかやまＵＩターン就職支
援事業

県外の大学等に進学した県出身者等に対し、和
歌山県内企業への就職活動を促すセミナーや
説明会を実施することにより、大学生等のＵＩ
ターン就職を促進し、県内産業を支える人材を
確保する。

特定非営利活動法人
キャリア･ファシリテー
ター協会

3,169 3,169 委託 公募

18 40 企業立地課 継続 25 年度～

平成25年度緊急雇用創出
事業臨時特例基金活用事
業（起業支援型地域雇用
創造事業）
　
　（コールセンター人材確保
のためのコールセンターサ
ロン事業）

コールセンターの業務内容を広報するコールセ
ンターサロンを開催するなど、コールセンターを
広く周知する取組を行い、コールセンターへの
就労を促進する。

特定非営利活動法人
キャリア・ファシリテー
ター協会

15,225 15,225 委託 公募

41 農業農村整備課 継続 20 年度～

　中山間ふるさと水と土保
全対策事業
　
　（耕作放棄地再生活動協
働モデル事業）

中山間地域で増加している耕作放棄地を優良
な農地へ再生する新たな手法を求めるため、Ｎ
ＰＯ等民間団体等から企画提案を求め、モデル
的に実施する。

みなべアグリ５，柱本田
園自然環境保全会（募
集期間7月31日まで）

2500 － 委託 公募

42 農業農村整備課 継続 25 年度～

　中山間ふるさと水と土保
全対策事業
　
　（和みのむら活性化支援
モデル事業）

中山間地域で過疎化・高齢化により農地や農業
用施設の維持管理が困難になっていることか
ら、これらの地域資源を保全するための企画提
案を求め、モデル的に実施する。

上神野地区まちづくり協
議会（募集期間7月31日
まで）

2500 － 委託 公募

43
農業環境・鳥獣害対
策室

継続 13 年度～ エコ農業推進モデル事業 特別栽培農産物等エコ農業の推進
特定非営利活動法人
和歌山有機認証協会

6,686 0
特別栽培農産
物の認証

指定

20 44 林業振興課 継続 20 年度～
　

　（紀州材販路拡大支援）
木材流通対策アドバイザーの指導・助言を受け
紀州材の需要拡大を図る

特定非営利活動法人国
際社会貢献センター（Ａ
ＢＩＣ）

18,402 3,000 委託 指定
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45 森林整備課 継続 18 年度～

植物公園緑花センター（和
歌山県植物公園緑花セン
ター及び根来山げんきの森
の管理委託料）

県民の緑化樹及び花きに関する知識の普及と
育成技術の向上を図るとともに、県民の憩いの
場として自然環境の大切さを学び、森林に対す
る理解を深める場を提供する。
（指定管理期間：平成２３年４月～平成２８年３
月）

特定非営利活動法人
根来山げんきの森倶楽
部

73,082 70,972
公の施設の管
理運営

公募

46 森林整備課 継続 19 年度～ 紀の国森づくり基金活用

森林環境の保全及び森林と共生する文化の創
造を図るため、普及・啓発、森林整備、森林資
源の利活用及び税の目的を達成するための活
動等を県民の発想・取り組みにより実施

ＮＰＯ、任意団体等 30,000 30,000 補助 公募

22 47 水産振興課 継続 20 年度～
水産業振興
(県水産物の販路拡大）

水産物流通アドバイザーの指導・助言を受け、
県水産物の販路拡大を図る。

特定非営利活動法人
国際社会貢献センター
（ＡＢＩＣ）

6,928 1,261 委託 指定

48 道路保全課 継続 43 年度～
　
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、道路等の機能を妨げるような雑草木、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 4,800 4,800 事業協力

49 道路保全課 継続 21 年度～

　
道路維持事業
　（わかやま道路パート
ナー）

県が管理する道路を地域住民、企業、県が役
割分担し、維持管理を行っていく「わかやま道路
パートナー事業」を支援することにより、地域に
対する愛着や誇りを育み、県民と道路管理者と
の協働により豊かで快適な道路空間を創造す
る。

地域住民
企業
ＮＰＯ等民間団体等

3,200 3,200 事業協力 公募

50 河川課 継続 Ｓ４３ 年度～

　

　河川管理
　（河川愛護会　　　　　　）

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、奨励金の交付
を行う。

河川愛護会各団体 19,196 19,196 助成
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51 河川課 継続 17 年度～

　

　河川管理
　（スマイルリバー　　　　）

河川環境の保全、向上に熱意を持つＮＰＯ、自
治会、学校等民間団体を公募し、河川環境保
全、美化に係る諸活動を実施して頂き、活動に
対し必要物資の提供、傷害保険への加入等の
支援を行う。

スマイルリバー事業参加
団体

812 812 助成

52 都市政策課 継続 18 年度～ 都市公園維持運営管理
紀三井寺公園及び県営相撲競技場の運営維持
管理（指定管理期間H25年度～H27年度）

紀の国はまゆう
（代表者）
近畿電設工業(株)
（構成員）
弘安建設(株)
NPO法人はまゆう和歌
山
日本体育施設(株)

118,286

選定された指定
管理者がNPO法
人を含むグルー
プであり、NPO
のみの予算額を
算出するのは不
可能。

公の施設の管
理運営

公募
（NPOに特定し
た事業ではな
い。）

53 都市政策課 継続 25 年度～

緊急雇用創出事業臨時特
例基金活用事業
起業支援型地域雇用創造
事業

中心市街地での遊休不動産活用のための諸調
査の実施、情報収集・発信・HP等作成運用及び
遊休不動産再生事業のコーディネート。

特定非営利活動法人
市民の力わかやま

0
（17,126,862）

0
（17,126,862）

委託

公募
（NPOに特定し
た事業ではな
い。）

26 54 港湾空港課 継続 18 年度～
和歌山マリーナシティ管理・
運営

和歌山マリーナシティ（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。

特定非営利活動法人和
歌山セーリングクラブ

3,500 3,500
公の施設の管
理・運営

公募

55
教育委員会事務局生
涯学習局生涯学習課

継続 24 年度～

　
生涯学習推進の基盤整備
（地域課題解決プロジェクト
支援）

県内５地域において生涯学習課と各教育支援
事務所を中心にＮＰＯを含む市町村社会教育関
係職員等による企画会議を行い、各地域の課
題を把握するとともに、その解決に向けた研修
会などを開催する。

特定しない 1,534 0 事業協力

56
教育委員会事務局生
涯学習局生涯学習課

継続 25 年度～
きのくに共育コミュニティ
(共育支援メニューフェア）

企業やNPOなどが学校支援活動や地域ふれあ
いルームに参画できる「出会い」の場として「共
育支援メニューフェア」を開催する。

特定しない 319 0 事業協力
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57

教育委員会事務局生
涯学習局生涯学習課
（県立図書館文化情
報センター）

継続 15 年度～
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等の主催
する講座等をとりまとめ、広く情報提供を行う。

特定しない 2,072 0 事業協力 登録募集

58

教育委員会事務局生
涯学習局生涯学習課
（県立図書館文化情
報センター）

継続 19 年度～
予算外事業
（ふれあいルームでの体験
学習・生涯学習支援）

子どもから高齢者に至るまで、生涯学習の体験
教室をボランティアにより開催する。

きのくにふれあい学習研
究会

0 0 共催 指定

28 59
教育委員会事務局学
校教育局健康体育課

継続 20 年度～
　屋外運動場芝生化促進
　
　（維持管理サポート業務）

実施校の芝生管理に関する課題の解決を支援
する。

はまゆうグループ 45 45 委託 入札
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