
平成１６年度 和歌山県ＮＰＯ関連予算

（特活）は「特定非営利活動法人」の略
番
号 課室名 新規・継

続の別
予算事業名

（事業内の個別事業名） 事業概要 団体名 ＮＰＯ関連予算
額 協働の形態

1 政策審議室 新規

政策調整
（熊野健康村構想推進に

係る企業との共同事業可能
性調査）

「熊野健康村構想」を推進するため、民間ニーズ
の把握と事業可能性を調査するとともに、官民
一体となって取り組むための推進会議開催をノ
ウハウを有したＮＰＯに委託

(特活）和歌山観光医療
産業創造ネットワーク 3,570 委託

2 政策審議室 継続 15 年度～
振興局政策コンペ事業
（わくわくスクール「目指せ
プロフェッショナル」）

無限の可能性を持つ小・中学生に文化芸術、ス
ポーツ等の高度な技術を伝授し、一芸に秀でた
人材の育成を図るため、プロによる講座の開催
をノウハウを有したＮＰＯに委託

（特活）地域サポートセン
ター 1,500 委託

3 文化国際課 継続 22 年度～ 第５８回県展

本県の美術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、白浜
町、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）

6,888 共催・実行委員会

4 文化国際課 継続 43 年度～ 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
芸術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に 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～１１月）

参加団体：県内文化団体
(42団体） 共催

5 文化国際課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案事業
（偉人顕彰）

世界に誇る青洲の生誕200年を記念して、演劇
「華岡青洲の妻」を開催し、先人の遺業を顕彰 劇団華岡青洲 380 委 託

6 文化国際課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案事業
（在住外国人施策）

在住外国人の協力を得て、日常生活に必要な地
域の情報をウェブサイト上で提供 WIN INTERNATIONAL 1,000 委 託

7 人事課 考査・研修
室 継続 14 年度～

職員研修事業
（新規採用研修：高齢者疑
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（高齢者疑似体験グッズ）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

8 総合防災課 継続 Ｈ１１ 年度～
県民防災啓発
（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

（特活）日本災害救援ボ
ランティアネットワーク 300 委託

9 総合防災課 継続 Ｈ１１ 年度～
県民防災啓発
（自主防災組織リーダー

養成研修）

自主防災組織のリーダーを中心に、災害の基礎
知識の習得や避難計画等の作成方法につい
て、図上訓練形式により研修を実施

（特活）日本災害救援ボ
ランティアネットワーク 667 委託

10 県立医科大学
付属病院 病院課 継続 11 年度～ 附属病院

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、介助など
・小児科病棟：プレイルームでおはなし会など
・整形外科病棟：入院者のお世話など

和医大ボランティアの会 183 事業協力

11 企画総務課 新規 （観光交流空間づくりモデル
事業）

和歌山県・奈良県・三重県の４０市町村に及ぶ地
域、民間団体が相互に連携し、観光交流空間づ
くりに取り組む。

ＮＰＯ観光力推進ネットワー
ク関西、漂探古道、本宮町
語り部の会、熊野古道語り
部友の会、十津川鼓動の
会、天然素材ほんぐう

事業協力

12 地域振興課 新規 世界遺産推進
（世界遺産地域支援）

高野・熊野・大辺路の各関係地域の協議会が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

本宮町語り部の会、新宮市
観光ボランティアの会、 那
智勝浦町観光ボランティア
ガイドの会、熊野・那智ガイ
ドの会、高野町青年団他

6,000 企画立案参画
情報交換

13 地域振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案事業
（地域づくり）

休校・廃校の校舎を利用した環境学習や農林業
の体験学習をベースとした地域づくり ＮＰＯ共育学舎 800 委託

14 地域振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案事業
（世界遺産の保存・活用）

ＧＰＳナビゲーション付き携帯電話による観光客
への熊野古道の情報配信サービス

大塔村世界遺産プロジェク
ト 500 委託

15 地域振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案事業
（世界遺産の保存・活用）

パワーウォーキングを通じて、世界遺産を活かし
た地域づくり、健康づくり

高野熊野世界遺産連絡会
健康と平和プロジェクト 400 委託

16 地域振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案事業
（世界遺産の保存・活用）

高野町石道や熊野古道の植物・動物の生息調
査の実施、自然保護の啓発

和歌山県自然保護調査会 800 委託

17 人権政策課 継続 14 年度～ 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。企画から運営までみんなで
創り上げるフェスタを開催

県内の広く人権に関わる
ＮＰＯ等 共催

18 人権政策課 継続 14 年度～ 人権啓発推進
（人権ギャラリー）

人権啓発センター内の人権ギャラリーをＮＰＯ等
に貸し出し、協働で人権啓発の展示

県内の各地域で活動す
るＮＰＯ等 公共施設の提供

19 情報政策課

新規（ただ
し、和歌
山県情報
化推進協
議会事業
の調査研
究活動と
して）

高度情報化社会推進事業
（和歌山県情報化推進協議
会の調査研究活動のひとつ
「Ｊマトリックス調査」）

地域情報化の現状を調査する新しい手法である「Ｊマ
トリックス調査」を実施（調査対象地域…和歌山市）
＊Ｊマトリックス調査…ある特定地域（今回は和歌山
市）における地域情報化の現状を調査、分析、自己
評価する手法であり、2000年秋全国の産官学の有志
によって開発され、2001年5月のＩＴ関係の国際会議
CONNECT2001にて発表されたものです。現在はＮＰ
Ｏ法人電子コミュニティ推進協会が運営

（特活）電子コミュニティ
推進協会（東京都） 1,000 委託

20 情報政策課 新規 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 19,820 委託

21 情報システム課 継続 15 年度～
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

（特活）情報セキュリティ
研究所 12,233 委託

22 環境生活総務課 継続 13 年度～
自然公園保護管理

（生石高原すすき草原保
全活動費補助事業）

生石高原周辺のすすき草原を保護するため、県
立公園生石高原観光協会が実施する保全活動
に対し、補助金を交付

県立公園生石高原観光
協会 （間接補助で、（特
活）生石山の大草原保存
会へ）

163 補助

23 環境生活総務課 継続 15 年度～

わかやまＳＴＯＰ温暖化戦
略
（ＳＴＯＰ温暖化地域活動支
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
全活動に対する補助

フォレストリング中紀会他

全３０団体
2,934 補助

24 環境生活総務課 継続 16 年度～
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）

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推進

和歌山環境フォーラム２
００５実行委員会 1,200 委託

25 環境生活総務課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（自然環境）

トレッキングコースの整備、歴史的要所への看板
の設置、エコツアー案内人の養成、エコツアーの
実践

（特活）自然回復を試み
る会ビオトープ孟子 872 委託

継続の場合
の開始年度



26 環境生活総務課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（環境保全）

田辺南部エリアの「ニシザキサンゴ」とその周辺
のサンゴ群落を保全するために調査、サンゴ食
巻貝の駆除など

紀州灘環境保全の会 800 委託

27 循環型社会推進課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（循環型社会の推進）

３Ｒ（Ｒｅｄｕｃｅ Ｒｅｕｓｅ Ｒｅｃｙｃｌｅ）啓発のための
映像（ビデオ・ＤＶＤ）を作成

和歌山大学マイコン研究会 700 委託

28 県民生活課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（住まいの総合相談支援）

消費者問題相談員や建築・法律関係の専門家
等のネットワークを活用して、住まいの総合的な
相談等を実施

（特活）わかやま暮らし
ふぁいど 800 委託

29 ＮＰＯ協働推進課 継続 13 年度～ 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

（特活）わかやまNPOセン
ター 2,693 委託

30 ＮＰＯ協働推進課 継続 14 年度～ NPOからのふるさとづくり企
画提案募集

NPOからの自由な発想による企画提案を募り、
協働事業として実施
・ふるさとづくり事業提案の募集
・事業の委託

採択団体 計１６団体
（団体名は各事業課に掲
載）

10,415 委託

31 ＮＰＯ協働推進課 継続 14 年度～ 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

県内で活動するNPO 4,631 情報提供
公共施設等提供

32 青少年課 新規 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、文化交流等を体験するこ
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 参加者８３名）

○高野・熊野地方で、２泊３日のホームステイ
をし、自然体験、就業体験等を行った。

・美里ふるさと村
・地域サポートセンター
・ゆめ倶楽部２１
（中津村都市農村交流
推進協議会）

・龍神♡は～と
・NPO共育学舎

2,500 委託

33 青少年課 新規 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
○夢いち情報クラブ（登録制人材バンク）の立ち上げ
○研修事業

NPO活動養成講座実施
ﾘｰﾀﾞｰ養成研修（既存の青年団体の活性化）

○情報提供等 県や青少年課（青少年の家も含む）
が主催する諸事業の情報提供及びﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる参
加をｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

（特活）わかやまNPOセン
ター （養成講座実施）
（特活）きょうとＮＰＯセン
ター

548 その他
（研修講師）

34 男女共生社会推進課 継続 14 年度～
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基礎講座開催 ウイメンズネット・和歌山 540 委託

35 男女共生社会推進課 継続 10 年度～ 男女共生社会推進事業
（一時保育ルーム設置） 県の行事で一時保育を実施

（特活）きのくに子どもＮＰ
Ｏ、（特活）ＷＡＣわかやま、
チューリップの会託児チー
ム、カンガルーのポケット、
（特活）南紀こどもステー
ション、子育てサポートキッ

委託

36 男女共生社会推進課 新規
男女共生社会推進センター
運営（主催講座・「私の仕事
発見」）

男女共同参画に関する学習・啓発事業をＮＰOに
委託し、実施 あしたの会 400 委託

37 男女共生社会推進課 継続 （りぃぶる自主企画事業） 事業申込団体 延べ２０
団体

公共施設等の提供

38 男女共生社会推進課 継続 Ｈ１５ 年度～ チャレンジ支援「まちづくり
実践塾」

平成１５年度事業・チャレンジ支援「女性総合政
策研究塾」で学習した成果をいかすとともに、ＮＰ
Oで活躍している女性達を「まちづくり」の活動に
つなげていくための実践塾を開催。ＮＰO団体に
事業の企画・運営を委託契約

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ２０００あらんな 2,593 委託

39 男女共生社会推進課 継続 Ｈ１５ 年度～
男女共同参画推進地域プ
ロジェクト（りぃぶるタウンﾄｰ
ｸ）

平成１５年度事業いきいきタウンﾄｰｸで出された
地域の課題等をどのようにすれば解決できるの
か、まちづくりに生かせるのかを地域住民自ら考
える機会を提供。ＮＰO団体で構成する実行委員
会に事業委託

りぃぶるﾀｳﾝﾄｰｸ実行委
員会 2,835 委託

40 子育て推進課 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 95 委託

41 子育て推進課 継続 元 年度～ 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

（特活）ＷＡＣわかやま、
カンガルーのポケット 676 委託

42 子育て推進課 新規 子育て支援者研究大会

県内の子育て支援者が一堂に会し、技術研鑽や情報
交換を行う機会の提供として「子育て支援者研究大
会（以下、「研究大会」という。）を開催。研究大会は、
大会の企画から、運営の全ての業務を子育て支援団
体が行い、その過程の中で相互のネットワ－クを構
築し、子育て支援のさらなる展開を図る。

（特活）子ども劇場和歌
山県センタ－ 945 委託

43 長寿社会推進課 継続 Ｈ15 年度～
痴呆性高齢者相談啓発事
業
（痴呆ケア相談事業）

痴呆性高齢者を介護した経験者で組織する「呆け老
人をかかえる家族の会」に委託、介護者である家族を
支援するための痴呆に関する電話相談窓口「わかや
ま痴呆なんでも相談」を設置し、ピアカウンセリングを
行うことにより精神的負担を軽減する。

呆け老人をかかえる家族
の会 926 委託

44 長寿社会推進課 新規 初期痴呆・若年期痴呆への
支援事業

「呆け老人をかかえる家族の会」に委託し、初期
痴呆・若年期痴呆の介護者や本人を対象とした
集いの開催や家庭訪問による相談支援を実施

呆け老人をかかえる家族
の会 300 委託

45 長寿社会推進課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（高齢者福祉）

初期痴呆、若年期痴呆の介護者のグループによ
るピアカウンセリング、家庭訪問等実施

呆け老人をかかえる家族
の会和歌山県支部 300 委託

46 障害福祉課 継続 14 年度～ アニマル・アシステッド普
及事業

動物を介在して行う障害者とのふれあい活動を
行う団体に補助を行う （特活）ワンニャン会 200 補助

47 障害福祉課 新規 小規模通所授産施設等移
行促進事業

小規模作業所がスムーズに法人移行できるよ
う、研修会の実施や経営指導・販売促進等アド
バイザー派遣と指導

（特活）経営指針認証機
関 1,485 委託

48 健康対策課 継続 16 年度～ 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

49 健康対策課 継続 6 年度～ 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

50 健康対策課 新規 「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
５．「ひきこもり」者の当事者会及びその家族の会へ
の支援

（特活）エルシティオ、
ハートツリーハウス 6,316 補助



51 薬務課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（薬物電話相談）

薬物依存者の電話相談員を養成、夜間の相談
窓口の設置や依存者とその家族の居場所づくり 和歌山県ＢＢＳ連盟 200 委託

52 企業立地室 継続 14 年度～
ＩＨＳ構想推進
（ＩＨＳ構想地域情報通信技
術者等育成・補助金）

ＩＨＳ構想に基づき情報通信関連企業の集積を図る田
辺・白浜地域において、情報通信技術者等の育成を
図ることを目的に事業を実施する非営利団体に対し、
補助金を交付

ＴＳＣ（ティーエスシー） 1,200 補助

53 商工振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（商業振興）

高齢者が「おしゃれ」をテーマに商店街へ外出したくな
るよう、商店街等の協力を得て調査を行い、ガイド
マップを作成。外出の際は若者がサポートし、魅力あ
る街づくりを行う。

（特活）ＨＡＮＤＳ和歌山 788 委託

54 観光振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（バリアフリー観光）

障害児・者が実際に県内観光地を調査し、バリ
アフリーモデルコースを作成

共同作業所「ハッピー
ボックス」 600 委託

55 観光交流課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（観光振興）

体験型観光の振興のため、現場の人と観光業に携わ
る人との交流会を行い、プログラムの質の向上、多様
な販売方法の可能性を探る。

（特活）和歌山ツーリズム
協会 550 委託

56 労働企画課 継続 14 年度～ 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→ＮＰＯにセン
ター運営を委託
・県→市に補助

57 雇用推進課 新規 障害者就業支援事業
障害者が就職しやすい環境づくりのため、NPOと
協働してジョブサポーターを育成するとともに、
県内の事業所へ新たに求人開拓を行う。

（特活）和歌山県障害者家
族会連合会 3,500 委託

58 新ふるさと推進課 継続 15 年度～
新ふるさと創り推進事業
（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

体験農業部会（打田町）
ゆめ倶楽部２１（中津村）
古座川渓流塾（古座川町）
色川地域振興推進委員会
地域活性化部会（那智勝浦

2,000 補助

59 新ふるさと推進課 継続 15 年度～ 新ふるさと創り推進事業
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ターン者を積極的に受け入れる
自治体を確保していく。

（特活）ふるさと回帰支援
センター 事業協力

60 新ふるさと推進課 継続 15 年度～ 「企業の森」育成支援事業 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

（特活）和歌山野球振興
協会、（特活）原風景、企
業・労働組合等

事業協力

61 林業振興課 新規
NPOからのふるさとづくり企
画提案
（林業振興）

チェーンソーアートで森林資源の活用など、観光
資源としての活用を図る。 龍神林業開発会議 510 委託

62 林業振興課 新規 「健康・安心」紀州材製品普
及促進事業

紀州材製品のＰＲ・販売開拓をはかるため、シン
ポジウムと木材生産地見学会を開催、パンフレッ
ト作成とホームページの整備

（特活）みどりと木の文化
のまちづくりネットワーク 500 補助

63 水産振興課 新規 年度～ 海の恵みネットワーク

漁業者と他分野の人が、協調して海岸環境保全
や水産資源維持増大に取り組む組織づくりをし、
アマモ場の造成などに先進的に取り組むことに
より、和歌山県のイメージアップを図る。

（特活）アマモ種子バンク 情報交換
意見交換

64 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、道路の機能を妨げるような雑草木、ゴミ等の
障害物を除去し、道路管理者に協力

道路愛護会
９１団体 事業協力

65 河川課 継続 年度～ 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

河川愛護会
３４５団体
（平成１６年７月１日現
在）

16,255 補助

66 道路保全課
河川課 新規 年度～ 道路・河川等の安全確保情

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である
件にファックス又は電話で情報提供

（特活）セーフティー 情報提供

67 河川課 新規 平成１６・１７年度熊野川河
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
良好な河川環境整備・保全

堀 敏実
前田朋子(ﾐｽﾃﾘｰ作家）
新宮高校熊野川同好会
朗読ｸﾞﾙｰﾌﾟ｢岩出やよい会｣

情報提供

68 教育委員会
生涯学習課 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等が主催
する講座等をとりまとめ、情報提供

（特活）ビオトープ孟子、（特
活）紀州ふるさと塾、（特活）
日本自然環境学習セン
ター、（特活）地域サポート
センター、（特活）ｆｕｎ-ｆｕｎ、
（特活）根来山げんきの森
倶楽部

情報交換

69 教育委員会
生涯学習課 新規 年度～

子どもの読書活動推進
（「和歌山県子ども読書活

動推進計画」策定記念事
業）

県立図書館で読書関係ボランティアグループと
連携し、読み聞かせ等の体験事業を実施

紙芝居工房、田辺おはな
しの会、白浜子どもの本
の会等２０団体

共催・実行委員
会、公共施設等の

提供

70 教育委員会
生涯学習課 新規 年度～

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

（特活）子ども劇場和歌山セン
ター、（特活）きのくに子どもＮＰ
Ｏ、（特活）ｆｕｎ-ｆｕｎ、障害児学
童クラブ、（特活）おもちゃばこ、
および市町村域に開設の実行
委員会等

委託

71 教育委員会
生涯学習課 新規 年度～

予算外事業
（スペース“いばしょ”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”」を開設

きのくにふれあい子ども
センター実行委員会 委託

72 教育委員会
生涯学習課 新規 年度～

予算外事業
（家庭教育子育て支援推

進：家庭教育学習資料作成
委員会委員）

子育て中の保護者を支援し、親として学び、親を
育てる学習資料の検討・作成 （特活）ＷＡＣわかやま 事業協力

（作成委員）

73 教育委員会
生涯学習課 継続 Ｓ58 年度～ 青少年ボランティア体験（わ

くわくボランティア）

ボランティア活動に関する基礎的な研修、老人福祉
施設での介護体験を通し、豊かな感性と人を思いや
る心を育むとともに、ボランティア活動に対する理解・
参加意欲の向上を図るため、高齢者擬似体験の指導
者としてＮＰＯに依頼

(社)長寿社会文化協会、
（特活）ＷＡＣわかやま

事業協力
（実技指導）

74 教育委員会
生涯学習課 新規 年度～

人権教育総合推進
（人権学習ファシリテー

ター入門講座）

人権教育を推進するうえで有効な参加型学習を
すすめるためのファシリテーターを養成する講座
を、ＮＰＯと協力し、プログラムを企画するととも
に、講座のメイン講師を依頼

じんけん楽習塾（八尾市） 企画立案

75 教育委員会
生涯学習課 継続 Ｓ61 年度～ 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

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

76 教育委員会
健康体育課 新規 高校生防災ボランティア・防

災教育推進事業

地域の防災活動や災害時のボランティア活動に
も積極的に参加できる生徒の育成を図るととも
に、より実践的な学校防災体制づくり・防災教育
を推進

（特活）日本災害救援ボ
ランティアネットワーク

事業協力
講師派遣

77 警察本部
警察相談課 継続 Ｈ９ 年度～ 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
（特活）紀の国被害者支
援センター 315 補助

78 警察本部
生活安全企画課 継続 H7 年度～

きのくに安全・安心タウン事
業
（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。

地域安全推進員会 2,272 補助

78 件
134,543

「ふるさとづくり企画提案事業」について、NPO協
働推進課と事業担当課で二重計上している分の ▲10,415 124,128

【注】今回の調査では、団体等を経由して間接的
にNPOへ委託・補助等を行うものは含みません。


