
◎平成３０年度ＮＰＯ関連予算
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1 防災企画課 継続 17 年度～
　地域防災力向上
　（紀の国防災人づくり塾）

地域の自主防災組織や企業等の各種団体にお
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。なお、同講座の修了生に認定特定
非営利活動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。

認定特定非営利活動法
人
日本防災士機構

1,671 284 事業協力 ―

2 文化学術課 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ーシアム和歌山（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 3,456 400 補助 公募

3 文化学術課 継続 23 年度～
　
文化・スポーツ振興助成

県民の自主的な文化・芸術・学術・スポーツ活
動や国際交流活動の振興とそれらを通じての
地域の活性化を図るため、高い事業効果が得
られる民間団体からの企画提案を公募し、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 20,112 20,000 補助 公募

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：H30.4～H33.3)

特定非営利活動法人和
歌山ＩＴ教育機構

158,383 74,827
公の施設の管理

運営
公募

5 地域政策課 継続 10 年度～
地域政策推進
　（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 17,055 未定 補助 公募

②
継続の場合
の開始年度
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6 地域政策課 継続 9 年度～

　地域づくり活動支援
　（地域づくりアドバイザー
派遣制度）
　（地域づくりネットワーク
和歌山県協議会研修交流
会）

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 8,989 未定
補助

情報交換
意見交換

公募

7 移住定住推進課 継続 22 年度～
ふるさと生活圏活性化支援
（過疎集落再生・活性化支
援）

ふるさと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行う市
町村、住民団体、NPO等に補助金を交付

市町村、住民団体、NPO
等

30,000 未定 補助 ―

8 移住定住推進課 継続 21 年度～
　ふるさと定住センター運
営

本県への移住者の受入を支援する、ふるさと定
住センターの管理運営を行う。
（１）移住支援業務
（２）研修業務
（３）情報収集・発信向け研修
（４）調査・分析業務

特定非営利活動法人１０
０万人のふるさと回帰・
循環運動推進・支援セン
ター

29,110 29,110 委託 公募

9 移住定住推進課 継続 27 年度～

移住・定住大作戦
　（平成30年度わかやま和
み暮らし現地体験ツアー実
施事業）

本県への移住に関心のある主に関西圏の都市
部在住の方を対象にした和歌山の暮らしを体験
するツアーを開催し、和歌山の魅力の発信や移
住への動機付けを図り、本県への移住・交流を
促進する。

特定非営利活動法人和
歌山ＩＴ教育機構

15,136 15,136 委託 公募

10 移住定住推進課 継続 27 年度～

移住・定住大作戦
　（平成30年度東京移住相
談窓口及び展示スペース
設置業務）

本県への移住に関心がある方々に対し情報提
供を行うとともに、地元との仲介等を行い、本県
に誘導する。
（１）展示スペースの設置
（２）相談員による相談窓口スペースの設置
（３）セミナー等のサポート

特定非営利活動法人１０
０万人のふるさと回帰・
循環運動推進・支援セン
ター

7,393 7,393 委託 指定

11 移住定住推進課 継続 28 年度～

移住・定住大作戦

　
　（平成30年度大阪移住相
談窓口設置業務）

本県への移住に関心がある方々に対し情報提
供を行うとともに、地元との仲介等を行い、本県
に誘導する。
（１）展示スペースの設置
（２）相談員による相談窓口スペースの設置
（３）セミナー等のサポート

特定非営利活動法人１０
０万人のふるさと回帰・
循環運動推進・支援セン
ター

4,746 4,746 委託 指定
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12 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）

県内の人権に係る活動を展開する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 7,941 未定 事業協力 公募

13 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
ポートぱお
（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
(特活）七彩会

615 未定 事業協力 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）

和歌山県地球温暖化防止活動推進員による地
域実践活動の活性化などを目的に、地球温暖
化対策協議会が開催する地球温暖化防止に関
するイベント等の支援、地球温暖化対策通信の
発行、推進員の要請講座の開催等を支援す
る。

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

6,208 2,100 委託 指定

15 環境生活総務課 継続 29 年度～

　
和歌山県温暖化対策推進
（和歌山県地球温暖化対策
実践促進）

環境問題に関し、民間団体等の取組を結集し、
団体の横の繋がりの構築を促進するとともに、
県内における取組をさらに活性化することを目
的に、体験型の子供向け環境学習イベントを実
施する。

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

6,208 2,011 委託 指定



番
号 課室名

①
新規・継
続の別

③
予算事業名

（事業内の個別事業名）

④
事業概要

⑤
団体名

予算額
（千円）

ＮＰＯ予算額
（千円）

協働の形態 協働の選定方法
②

継続の場合
の開始年度

16 自然環境室 継続 28 年度～

　

生物多様性推進プロジェク
ト
　（里地・里山環境保全推
進事業）

里地・里山等で生物多様性の保全活動や普及
啓発活動を先進的に実施している団体（先進団
体）や、これから活動を開始しようとする団体
（開始団体）の事業計画作成とその活動を支援
する。
【先進団体】
H28～H30：年間上限50万円補助
　　　　　　　　（補助率10/10）
【開始団体】
選定年度：計画作成支援
翌年から3年間：年間上限25万円補助
　　　　　　　　　　（補助率10/10）

○NPO法人自然回復を
試みる会・ビオトープ孟
子
○内之浦の自然を考え
る会
○はしもと里山学校
○アブラボテを守る会
○NPO法人生石山の大
草原保存会
○NPO法人南海せとうち
ジオガーデン
○須佐しいやま倶楽部
○NPO法人自然体験学
習支援センター
○龍門山の自然を守る
会
○古座川らんど

4,062 2,000

補助
情報交換
意見交換
人材交流

公募

17 県民生活課 継続 29 年度～

県民運動推進事業

（和歌山県花いっぱい運動
推進事業補助金）

花と緑あふれるまちづくり活動を継続するため
の花壇や広場等を造成する事業を行う団体に
対し、整備費等を支援する。

民間団体等 10,000 10,000 補助 公募

18 県民生活課 継続 21 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養成する業
務を消費者問題に精通する法人に委託する。

（特非）消費者サポート
ネット和歌山

1,201 1,201 委託 公募

19 県民生活課 継続 20 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。

（特非）消費者サポート
ネット和歌山

25,922 25,922 委託 入札

20 県民活動団体室 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：H30.4～H33.3）

（特活）わかやまNPOセ
ンター

25,000 25,000
公の施設の
管理運営

公募
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21
青少年・男女共同参
画課

継続 17 年度～
青少年対策部等運営
（青年活動に係る記念品）

「おどるんや～紀州よさこい祭り～」の開催にあ
たり、知事賞トロフィーと賞状を提供及び公式ガ
イドブック掲載のメッセージ、ボランティア募集の
周知について協力。

ＮＰＯ紀州お祭りプロジェ
クト

34,028 7 後援 ―

22
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
（潮岬青少年の家管理運
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：H30.4～H35.3）

（特活）潮岬おもしろらん
ど体験学習推進協議会

126,899 33,000
公の施設の管理

運営
公募

23
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
With Youを中心とする総合
的若者支援）

厚生労働省との協働で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）ハートツリー 37,243 未定 委託 公募

24
青少年・男女共同参
画課

継続 27 年度～
青少年ネット安全・安心の
ための環境整備

　スマートフォンなど手軽にネットにつながる端
末の急速な普及により、青少年によるネットに
起因したトラブルが後を絶たず、その舞台が
SNSなど「見えない」サイトに移行しているほか、
ネットの長時間利用により青少年の生活に支障
が生じるなどの問題が生じていることから、青少
年が安全に安心してインターネットを利用する
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、
ネット依存セミナーの開催やネットパトロールに
よる有害情報対策を推進する。

（特活）和歌山IT教育機
構

10,626 10,274 委託 公募

25
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

（特活）WACわかやま
（特活）のびのびキッズ
海南
（特活）ｆｕｎ-ｆｕｎ
託児ルーム「アリス」
木っ子くらぶ
カラフルスマイル
（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 入札
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26
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

28,492 10,543 委託 指定

27
青少年・男女共同参
画課

継続 24 年度～

男女共同参画センター運
営
（みんなに男女共同参画提
案事業）

男女共同参画の推進を図るため、地域の団体
やグループなどから事業を募集し、優秀な提案
を5企画採択し事業を委託する。
1事業委託額7万円。

未定 28,492 350 委託 公募

28 福祉保健総務課 継続 27 年度～
　
生活困窮者自立支援事業
　（一時生活支援事業）

自殺企図者であって、一定の住居を持たない生
活困窮者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場
所の供与、食事の提供及び衣類その他の日常
生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提
供により、安定した生活を営めるよう支援する。

特定非営利活動法人白
浜レスキューネットワー
ク

16,260 1,732 委託 指定

29 子ども未来課 継続 28 年度～ 和歌山こども食堂支援

様々な事情により家族と食事を共にすることが
できない子供に対し食事の場所を提供する団体
を支援。子供の居場所づくりに必要となる設備
購入又は設備改修に対する補助。

未定 1,000 未定 補助 指定

30 子ども未来課 継続 24 年度～
児童虐待等対応機能強化
（家族再統合のためのプロ
グラム）

児童虐待の未然防止。児童相談所が指導して
いる保護者に対し子育て技術の習得をはかる。

特定非営利活動法人和
歌山子どもの虐待防止
協会

1,000 900 委託 指定

31 障害福祉課 継続 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法人和歌山県自閉
症協会

720 720 委託 指定
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32 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）

視覚と聴覚の両方に障害のある「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

1,082 1,082 委託 指定

33 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

視覚と聴覚の両方に障害のある「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

3,981 3,981 委託 指定

34 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

事業メニュー
１．対面相談事業
２．電話相談事業
３．人材養成事業
４．普及啓発事業
５．自死遺族支援機能構築事業
６．計画策定実施調査事業
７．若年層対策事業
８．強化モデル事業
９．自殺未遂者支援事業
１０．自殺未遂者支援・連絡体制構築事業
１１．災害時自殺対策事業
１２．ハイリスク地対策事業

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

83,143 15,349 補助 指定

35 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
（事業を実施する者に補
助を行う市町村に対し、
県が補助する仕組み）

13,650 9,607 委託 指定
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36 障害福祉課 継続 29 年度～
精神障害者地域生活支援
体制整備
（受療促進体制整備事業）

精神科病院を運営する医療法人や訪問看護ス
テーションを運営する法人等に多職種を配置さ
せ、地域の相談支援専門員、保健所職員等が
官民協働でチームを作り、未受診者及び受療
中断者を中心に24時間体制で支援にあたる。

合同会社ネオ 11,114 1,870 委託 公募

37 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

3,902 1,876 委託 指定

38 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

3,902 262 委託 指定

39 健康推進課 継続 29 年度～
がん対策推進
　（がん患者ピアサポー
ター養成事業）

がんを経験した人やその家族が、「体験を共有
し、ともに考えること」で、がん患者やその家族
などを支援していくピアサポートを行うピアサ
ポーターの養成。

特定非営利活動法人
いきいき和歌山がんサ
ポート

0 0 事業協力 －

40 薬務課 継続 17 年度～
　薬物乱用対策
　（土日・祝日における薬物
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、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。

一般社団法人和歌山ダ
ルク

90 ― 委託 入札

41 労働政策課 新規 30 年度～

働く女性支援事業
（テレワーカー養成研修実
施業務及び集いの場開設
業務）

テレワークに関心の高い者が円滑に仕事がで
き、継続して成長ができるよう、ワーカーとして
必要となるスキルや実践力の習得を支援する。
また、在宅での仕事による不安感や孤独感を払
しょくするとともに、スキルアップを図るため、相
互に学習・交流ができるコミュニティの形成を図
り、仕事の継続や意欲的なワーカーの拡大を図
る。

特定非営利活動法人
市民の力わかやま

8,950 2,012 委託 公募
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42 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等の民間団体等から企画提案を求め、モデ
ル的に実施する。

くまの里山 1,500 未定 委託 公募

43 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）

中山間地域での過疎化・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。

一瀬里山会、
長原北まちおこしねっ
と、
非営利社会貢献活動団
体農村資源研究所、
きみの山の恵み研究
会、
NPO法人 自然回復を試
みる会・ビオトープ孟子
日高川町生活研究グ
ループ美山支部　イタド
リ部会
稲村のいなほかい
アクティ徳田推進協議会
三尾川未来への会

3,700 未定 委託 公募

44 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

　
　（都市住民ボランティア援
農体制モデル事業）

都市住民の援農ボランティアを実施し、中山間
地域の活性化に繋げ農業者が継続的に暮らし
ていける、支援体制モデルの確立に向けた調
査研究を実施する。

一般財団法人　和歌山
社会経済研究所

4,551 未定 委託 公募

45
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

和歌山県特別栽培農産物※認証制度を幅広い
農業者を対象に実施するため、当ＮＰＯ法人を
認証機関の一つとして認定。
　当ＮＰＯ法人では、農業者等からの認証申請
を受理し、認定の可否を判定。
※和歌山県産であって国が定めた「特別栽培農
産物に係る表示ガイドライン」に基づき、節減対
象農薬及び化学肥料を慣行栽培の５０％以下
に減らして栽培された農産物

特定非営利活動法人
和歌山有機認証協会

0 0 事業協力 ―

46 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
(ABIC)

15,372 1,531 委託 指定
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47 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
の森の指定管理委託料）

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28年4月～平成31年3月）

特定非営利活動法人根
来山げんきの森倶楽部

81,273 70,323
公の施設の管理

運営
公募

48 森林整備課 継続 19 年度～
紀の国森づくり基金活用事
業
（公募事業）

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

49 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）

22,645 204 委託 指定

50 道路保全課 継続 S43 年度～ 道路維持事業
　（道路愛護会事業）

　道路管理者が行う道路管理のうち、道路とし
ての機能を妨げる雑草木、ごみ等の障害物の
除去等について、住民・団体等の協力を得る事
業

道路愛護会 3,400 3,400 事業協力 ―

51 道路保全課 継続 21 年度～ 道路維持事業
　（道路パートナー事業）

　地域住民、地元自治会、非営利組織その他民
間団体が行政とのパートナーシップに基づき、
県が管理する道路の一定区間の環境美化活動
を行うとともに、その費用の一部を企業等が負
担するなど、県と住民等との協働を図る事業

地域住民
沿道企業
民間団体等

4,600 4,600 事業協力 公募

52 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 20,006 20,006 助成 ―
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53 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

820 820 助成 ―

54 都市政策課 継続 18 年度～
　
都市公園維持運営管理委
託

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：H28．4～H31．3）

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)
特定非営利活動法人は
まゆうJAPAN
日本体育施設(株)

117,800 ―
公の施設の管理

運営
公募

55 港湾空港振興課 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

6,000 6,000
公の施設の管

理・運営
公募

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。

― 391 0 事業協力 ―

57
県立図書館文化情報
センター

継続 15 年度～
文化情報センター運営
（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。

― 2,106 0 事業協力 登録募集

58
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

― ― 共催 指定
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59
県立図書館文化情報
センター

継続 25 年度～

文化情報センター運営
（和歌山県立図書館メディ
ア・アート・ホール活性化の
ための外部コーディネー
ター）

ＮＰＯ等のコーディネーターの協力を得て、県民
に音楽・芸能等の発表の場を提供し、文化の発
展と生涯学習活動を促進する。

和歌山県立図書館メディ
ア・アート・ホール活性化
のための外部コーディ
ネーター内団体

― ―
共催

事業協力
公募

60
教育委員会事務局生
涯学習局スポーツ課

継続 26 年度～
広域スポーツセンター育成
（広域スポーツセンター拠
点業務）

県内の総合型地域スポーツクラブ間の連携を
密にし、各々のクラブの育成を促し、また、クラ
ブへの参加者を増やすことによりスポーツ振興
を推進するため、クラブ間の交流や連携強化を
図るための事業を実施する。

特定非営利活動法人下
津スポーツクラブ、特定
非営利活動法人会津ス
ポーツクラブ、特定非営
利活動法人憩楽クラブ
かつらぎ 、特定非営利活
動法人Big Brothers and
Sisters Movement 21
space

950 232 委託 指定

61
教育委員会事務局生
涯学習局スポーツ課

継続 25 年度～
スポーツ管理運営
（スポーツの文化・歴史発
信）

県にゆかりのある競技者に関連する展示や、ス
ポーツ文化・歴史・記録を紹介し、県民のスポー
ツに対する気運向上を図り、青少年の健全育成
に努める。

特定非営利活動法人わ
かやまスポーツ伝承館

38,078 14,300 委託 指定

62
教育委員会事務局学
校教育局健康体育課

継続 27 年度～
　
和歌山・海プロジェクト

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

特定非営利活動法人和
歌山セーリングクラブ

3,225 3,225 委託 指定

63 県立近代美術館 継続 29 年度～
なつやすみアートワーク
ショップ

県立近代美術館で開催の「なつやすみの美術
館8」展に合わせ、出品作家の柴川敏之氏によ
るワークショップを実施。

特定非営利活動法人和
歌山芸術文化支援協会

― ― 事業協力 ―

64 県立近代美術館 新規 29 年度～ 晩花のふるさとを訪ねて

県立近代美術館で開催の「国画創作協会の全
貌展」に合わせ、同会創出メンバー野長瀬晩花
の出生地である近露を訪れワークショップを開
催。

特定非営利活動法人和
歌山芸術文化支援協会

― ― 事業協力 ―



番
号 課室名

①
新規・継
続の別

③
予算事業名

（事業内の個別事業名）

④
事業概要

⑤
団体名

予算額
（千円）

ＮＰＯ予算額
（千円）

協働の形態 協働の選定方法
②

継続の場合
の開始年度

65 県立近代美術館 新規 29 年度～ 森のちからＸ

「紀の国森づくり基金活用事業」の一環として、
活躍中の芸術家を和歌山に招き、滞在制作を
行うことで、和歌山の森の魅力を県外に発信す
る。

特定非営利活動法人和
歌山芸術文化支援協会

― ― 事業協力 ―


