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1 1 人事課 継続 14 年度～

職員研修事業
（新規採用職員研修：高齢者
疑似体験及び車椅子の介助
実習）

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、また、車椅子の操作及び
介助実習を行うことにより、高齢者や障害のある方
の立場で考えることのできる職員を養成する。

ＮＰＯ法人
　ナルク和歌山

21,378 168 委託 指定

2 総合防災課 継続 11 年度～
地域防災力向上
　（防災ボランティアコーディ
ネーター等研修業務委託）

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 2,879 65 事業協力 未定

3 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）

地域防災リーダー育成研修事業を実施し、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、「災害とボランティア」講座を担当

未定
上記と同じ

(2,879)
事業協力 未定

4 総合防災課 継続 Ｓ３９ 年度～
防災訓練の実施
（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 4,000 事業協力 未定

3 5 企画総務課 継続 15 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 4,876 500 補助 公募

4 6 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。
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:H19.4～H24.3)

(特活）
和歌山IT教育機構

180,054 80,964
公の施設の
管理運営

公募

7 地域政策課 継続 15 年度～
地域政策推進
（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 12,230 未定 未定

8 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 21,398 未定 未定

9 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 9,606 1,040
補助

情報交換
意見交換

未定

10 過疎対策課 継続 22 年度～ 過疎集落再生・活性化支援
生活圏単位で日常生活機能の確保や地域活性化
などのための総合的な取り組みを行う、市町村、民
間団体、ＮＰＯ等に補助金を交付する。

未定 50,000 補助

11 過疎対策課 継続 15 年度～
交流企画
（情報発信）

ふるさと回帰・循環運動を推進しているＮＰＯ団体と
の連携による、ＵＪＩターン希望者に対する情報発信
（和歌山県は右記法人の団体正会員）

認定ＮＰＯ法人ふるさ
と
回帰支援センター

7,948 50 事業協力

12 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
・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

認定NPO法人
ふるさと回帰支援セ
ンター
 未定

29,543 29,543 委託 公募

13 総合交通政策課 新規 　 年度～

和歌山線活性化検討委員会
（構成：和歌山市、橋本市、紀
の川市、岩出市、かつらぎ
町、ＪＲ西日本、県）での実施
事業
（ＪＲ和歌山線利用促進活動
への助成）

地域の公共交通は自分達で守るという意識の醸成
を目的に、ＪＲ和歌山線の活性化のために行う利用
促進活動に対し助成金を交付する。

未定 未定 未定 助成 公募

14 総合交通政策課 継続 21 年度～
人口減少地域等交通活性化・
再生支援事業

過疎地域等の人口減少地域において、地域住民の
移動手段を確保するため、地域のニーズに応じたコ
ミュニティバス・乗合タクシー等を導入する、法定協
議会・市町村・ＮＰＯ法人等に補助金を交付する。

未定 22,500 補助 －

15 人権政策課 継続 22 年度～

人権のまちづくり活動支援（新
宮市）
（ふるさと雇用再生特別基金
活用事業）

地域のＮＰＯ等と連携・協働により、地域が抱える人
権課題を解消し、それぞれの地域にあったまちづく
り活動を実施する。

ＮＰ０ヒューネット新
宮

2,387 2,387 市への補助 市で選定

16 人権政策課 新規 23 年度～

人権のまちづくり活動支援（湯
浅町）
（ふるさと雇用再生特別基金
活用事業）

地域のＮＰＯ等と連携・協働により、地域が抱える人
権課題を解消し、それぞれの地域にあったまちづく
り活動を実施する。

ＮＰ０ヒューマンライツ
ゆあさ

6,051 6,051 町への補助 町で選定

17 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、市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。
（（財）和歌山県人権啓発センターへの委託事業）

未定 10,329 事業協力 公募

18 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、（財）和歌
山県人権啓発センターに業務委託）

未定 1,443 事業協力 公募
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19 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）

5,500 1,400 委託 指定

20 環境生活総務課 継続 22 年度～
和歌山県温暖化対策推進

　
（エコチャレンジわかやま）

　家庭における省エネチェック行動を推進するた
め、推進員を活用して、県民から環境家計簿カレン
ダーＣＯ2削減記録の提出を促すとともに、優良取
組を表彰するなど、省エネ普及活動を行う。

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）

5,500 600 委託 指定

21 自然環境室 継続 不明 年度～
鳥獣保護
　（鳥獣保護区の指定に係る
鳥獣生息調査）

鳥獣の保護繁殖を積極的に推進するため、鳥獣の
生息環境に適した地域を鳥獣保護区に指定するた
めの鳥獣生息調査

日本野鳥の会和歌山 1260 1,260 委託 指定

22 自然環境室 継続

不明
昭和
４０

年代
頃

年度～
鳥獣保護
　（ガンカモ科鳥類生息調査）

ガンカモ類の冬季における生息状況を調べ、狩猟
の適正化など野生鳥獣の保護に役立てる。

日本野鳥の会和歌山 447 447 委託 指定

12 23 循環型社会推進課 新規 23 年度～

和歌山県地域グリーン
ニューディール基金活用事業
（海岸漂着物地域対策推進事
業）

海岸漂着物の対策推進を目的にＮＰＯを含む協議
会を設置し、海岸漂着物対策地域計画の策定を行
う。

未定 22140
企画、立案
への参画、
事業協力

13 24 廃棄物指導室 継続 22 年度～

“きのくに”環境クリーンアップ
事業
　（廃棄物撤去地域活動支援
事業）

不法投棄された廃棄物を撤去する市町村に撤去費
用の補助をする

未定 2,000 1,500 補助

25 県民生活課 継続 Ｓ45 年度～
消費生活センター運営
（消費生活サポーター運営委
託）

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

未定 24,304 24,304 委託 入札

26 県民生活課 継続 21 年度～ 消費生活相談員養成
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。

（特活）消費者サポー
トネット和歌山

18,259 18,259 委託 指定

27
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：Ｈ２１．１０からＨ２４．３）

（特活）わかやまＮＰ
Ｏ　センター

29,934 29,934
公の施設の
管理運営

公募

28
ＮＰＯ・県民活動推
進室

継続 13 年度～ ＮＰＯ推進
ＮＰＯ活動推進及びＮＰＯと行政との協働推進等に
関して情報や意見を求める。

未定 2,776 　 事業協力 未定

29
ＮＰＯ・県民活動推
進室

新規 23 年度～
新しい公共支援
（利子補給）

新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の自立的活動を
後押しする。

未定 2,000 2,000 補助 公募

30
ＮＰＯ・県民活動推
進室

新規 23 年度～
新しい公共支援
（基盤整備）

新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の自立的活動を
後押しする。

未定 28,000 28,000 委託 公募

31
ＮＰＯ・県民活動推
進室

新規 23 年度～
新しい公共支援
（県モデル事業）

新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の自立的活動を
後押しする。

未定 20,000 20,000 委託 公募

32
ＮＰＯ・県民活動推
進室

新規 23 年度～
新しい公共支援
（市町村モデル事業）

新しい公共の担い手となるＮＰＯ等の自立的活動を
後押しする。

未定 10,000 10,000 補助 公募

33
青少年・男女共同
参画課

継続 21 年度～
青少年施設管理運営・整備
(青少年活動センター活用企
画提案事業)

和歌山県青少年活動センターを活用した企画提案
事業をNPO等から広く募集し、採用された企画につ
いて提案団体へ委託し、実施する。

未定 800 800 委託 公募

34
青少年・男女共同
参画課

継続 22 年度～ 絆～キッズ育成プロジェクト

子ども達が互いに協力して成し遂げることの素
晴らしさと、どのように集団として物事を完成
させていくのか、その具体的な方法を研修し、
子ども達が力を合わせて未来を切り開く力を身
につける。

(特活)紀州レンジャー
ズ

18,522 18,522 委託 指定

35
青少年・男女共同
参画課

継続 22 年度～
若者自立支援

（地域若者サポートステーショ
ン運営）

若者の職業的自立支援を促進する拠点として、「地
域若者サポートステーション」を設置し、一人ひとり
の置かれた状況に応じて、個別的かつ継続的支援
を実施

(特活)キャリア・ファシ
リテーター協会（若者
サポートステーション
わかやま）
(特活)ハートツリー
（南紀若者サポートス
テ－ション）

57,881 41,954 委託 公募

36
青少年・男女共同
参画課

継続 22 年度～
若者自立支援

（総合相談及び支援事業）

困難を有する若者支援対策のため、相談を行うだ
けでなく社会参加体験プログラム等を実施し、社会
適応支援を含む包括的な支援を実施

(特活)キャリア・ファシ
リテーター協会

57,881 13,061 委託 指定

37
青少年・男女共同
参画課

継続 22 年度～

　
ジョブサロンによる就労支援
　(ふるさと雇用再生特別基金
活用事業)

ニート、ひきこもり、非行少年等支援を必要とする若
者の社会的な自立に向け、就労し対価を得る経験
を通して仕事をすることの喜びやすばらしさを体感
できる居場所を提供

(特活)Big Brothers
and Sisters
Movement 21 School

23,903 23,903 委託 指定

38
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H21年10月～H24年
3月)

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

102,836 29,500 委託 入札

39
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、木っこクラブ、
子育てサポート
cocco、南紀子どもス
テーション、子育てサ
ポートキッズクラブ

委託 入札

40
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、
相談業務、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

42,245 40,511 委託 指定

16

10

11

14

15



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
予算額
（千円）

ＮＰＯ予算額
（千円）

協働の形態
協働の

選定方法
継続の場合
の開始年度

17 41 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 2,507 461 委託 指定

42 長寿社会課 継続 21 年度～
認知症等ケアサポート推進
(認知症介護リーダー研修)

介護保険施設・事業所に従事する者を対象に、実
践者研修で得られた知識・技術をさらに深め、ケア
チームを効果的・効率的に機能させる能力を有した
指導者を養成する研修内容や指導者会議に参画

（特活）
地域密着型サービス
ケアネット和歌山

7,342 0
企画立案
への参画

指定

43
長寿社会課
高齢者生活支援室

継続 16 年度～
認知症対策総合推進
（ 家族支援 ）
（若年性認知症対策支援）

１．.「認知症高齢者等をかかえる介護家族に対する
支援」
認知症の方やその介護家族等に対して、認知症の
知識や介護技術に加え、精神面を含めた支援を実
施する体制を構築する。
①認知症電話相談窓口、②認知症の人と家族のつ
どい（家族交流会）、③介護家族ピアウンセラー派
遣、④交流会アドバイザー派遣
２．「若年性認知症対策支援」
若年性認知症についての啓発、周知や、本人と家

（特活）
認知症サポートわか
やま

6,704 4,052 委託 指定

44
長寿社会課
高齢者生活支援室

新規 23 年度～

　
地域支え合い体制づくり
（地域の支え合い活動立ち上
げ補助）
（地域支え合い連携体制構築
事業補助）
　

地域の住民グループや市町村等が実施する、高齢
者等を地域で支え合う事業の立ち上げや、体制づく
りを支援する。

未定 263,703 補助 公募

45 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

16,329 700 委託 指定

46 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

12,312 12,312 委託 指定

47 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

ＮＰＯ法人エルシティ
オ
ＮＰＯ法人ハートツ
リー

11,870 7,575 補助 指定

48 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【２１～２３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

82,235 7,164 補助 指定

49 障害福祉課 継続 19 年度～
チャレンジド工賃水準倍増計
画

障害者が働く授産施設・新体系就労型事業所にお
ける売り上げ向上を図り、利用者の工賃倍増を目
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

10,000 8,000 委託 指定

50 障害福祉課 継続 21 年度～
工賃収入向上のための人材
育成事業

障害サービス事業所における、利用者の工賃向上
と一般就労を促進するために、清掃業務の知識、
技能を習得するための研修を実施する。

ＮＰＯ法人社会的就
労支援機構

500 500 委託 公募

51 障害福祉課 継続 21 年度～
障害福祉サービス事業所等
の商品開発とネット通信販売
事業

障害福祉サービス事業所で働く利用者の工賃向上
と雇用創出につなげる

ＮＰＯ法人社会的就
労支援機構

5,365 5,365 委託 指定

52 障害福祉課 継続 22 年度～
障害福祉サービス事業所等
の商品開発と移動販売による
販売促進

障害福祉サービス事業所で働く利用者の工賃向上
と雇用創出につなげる

ＮＰＯ法人社会的就
労支援機構

6,216 6,216 委託 指定

53
難病・感染症対策
課

継続 19 年度～
紀の国森づくり基金活用事業
（森林と共生するための花粉
症対策）

県民が森林に親しみ、理解を深め、本県の森林と
共生できるように、乳幼児とその家族の生活習慣等
の調査を実施し、花粉症の対策を検討する。

ＮＰＯ法人日本健康
増進支援機構

265,000 3,000 委託 指定

54
難病・感染症対策
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

4,758 2,306 委託 指定

55
難病・感染症対策
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

4,758 274 委託 指定

56 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
（H17～H21）

4,338 120 委託 公募

57 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」 1423 事業協力 指定

58 商工振興課 継続 18 年度～ （企業活動継続支援事業）

災害発生時等に企業が早急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
構と協力して講習会の開催等を行う。

ＮＰＯ法人事業継続
推進機構（ＢＣＡＯ）

747 560 事業協力

59 商工振興課 継続 22 年度～
（商店街のコミュニティ機能強
化支援事業）

ＮＰＯ法人が商店街で子育て支援などの公益的な
事業を行うための参入支援することによって、商店
街に新たな機能と人の流れを呼び込む。

未定 9,000 補助 公募

60 労働政策課 継続 22 年度～
緊急雇用創出事業臨時特例
基金活用事業
（就業体験による育成事業）

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者
の失業者、未就職卒業者の方が企業、団体等で就
業するために必要な知識や技術を身につけるため
研修を行う事業を実施

特定非営利活動法人
　はまゆうグループ

11,041 11,041 委託 公募

61 労働政策課 新規 年度～
緊急雇用創出事業臨時特例
基金活用事業
（就業体験による育成事業）

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者
の失業者、未就職卒業者の方が企業、団体等で就
業するために必要な知識や技術を身につけるため
研修を行う事業を実施

特定非営利活動法人
自然回復を試みる会
ビオトープ孟子

2,683 2,683 委託 公募

62 労働政策課 新規 年度～
緊急雇用創出事業臨時特例
基金活用事業
（就業体験による育成事業）

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者
の失業者、未就職卒業者の方が企業、団体等で就
業するために必要な知識や技術を身につけるため
研修を行う事業を実施

特定非営利活動法人
　はまゆう作業所

17,792 17,792 委託 公募
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63 労働政策課 新規 年度～
緊急雇用創出事業臨時特例
基金活用事業
（就業体験による育成事業）

離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者
の失業者、未就職卒業者の方が企業、団体等で就
業するために必要な知識や技術を身につけるため
研修を行う事業を実施

特定非営利活動法人
　和歌山ＩＴ教育機構

10,037 10,037 委託 公募

64 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

20,336 17,332 委託 公募

65 労働政策課 継続 22 年度～

ふるさと雇用再生特別基金活
用事業
若年者トータルサポート（高卒
未就職者等支援）事業

ジョブカフェわかやまにおいて、高卒未就職者、高
校生に対する就職活動セミナー、キャリアカウンセ
リングなどの支援を実施し、また、県内企業の求人
情報を大学キャリアセンターを通じ県出身大学生に
情報提供する。

特定非営利活動法人
キャリア・ファシリテー
ター協会

41,220 41,197 委託 公募

66 労働政策課 新規 年度～
ふるさと雇用再生特別基金活
用事業
職場定着支援事業

県内企業の経営者、人事担当者等を対象に、職場
定着支援フォーラム、冊子作成、ミニセミナーを実
施するとともに、ジョブカフェわかやまに職場定着の
相談窓口を設置する。

特定非営利活動法人
キャリア・ファシリテー
ター協会

17,110 17,110 委託 公募

24 67 企業振興課 継続 18 年度～
国際経済交流支援
　（海外ビジネス実現支援事
業）

県内企業の支援希望内容に適した人材をビジネス
アシスタントとしてＡＢＩＣから企業に一定期間派遣
するもの。

特定非営利活動法人
国際社会貢献セン
ター（ＡＢＩＣ）

14,220 2,441 委託 指定

25 68
農林水産総務課
（執行：食品流通
課）

継続
21

(２０)
年度～ わかやまブランド支援

県産品の国内外での販路開拓を推進するためアド
バイザーを招へいする。

特定非営利活動法人
国際社会貢献セン
ター（ABIC)

3,559 1,300 委託 指定

26 69 食品流通課 継続 16 年度～ 　　（わかやま喜集館運営）
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

ＮＰＯ法人ふるさと往
来クラブ

13,998 5,079 委託 指定

70 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）

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、NPO等民
間団体、学校等から公募により企画提案を求め、モ
デル的に実施する

未定 33,613 5,000 委託 公募

71
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
NPO法人
和歌山有機認証協会

特別栽培農
産物の認証

指定

28 72 林業振興課 継続 20 年度～ 紀州材販売プロジェクト
木製品の国内外流通対策　アドバイザーの指導・助
言を受け紀州材の販路拡大を図る

特定非営利活動法人
国際社会貢献セン
ター（ＡＢＩＣ）

14,568 2,400 委託 指定

73 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

未定 50,000 50,000 補助 公募

74 森林整備課 継続 18 年度～

植物公園緑花センター
　（植物公園緑花センター及
び根来山げんきの森指定管
理者委託料）

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
緑と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。（指定期間：H23.4～H28.3)

特定非営利活動法人
根来山げんきの森倶
楽部

69,014 69,000
公の施設の
管理運営

公募

30 75 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）

6,723 1,439 委託 指定

76 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 5216 事業協力

77 道路保全課 継続 16 年度～
　
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
害箇所等の情報を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

78 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

7,278 事業協力 公募

79 河川課 継続 S43 年度～
ラブリバー
　（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 15,230 15,230 助成

80 河川課 継続 17 年度～
ラブリバー
　（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いただき、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

33 81 港湾空港振興課 継続 18 年度～
　和歌山マリーナシティ管理・
運営事業

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

特定非営利活動方針
和歌山セーリングク
ラブ

3,513 3,513
公の施設の
管理運営

公募

82 健康体育課 継続 19 年度～ 地域防災リーダー育成

高校生に対し、和歌山大学や自衛隊等の協力によ
り災害図上訓練や実働訓練など防災に関わる実践
的研修会を実施し、地域防災のリーダーとなる高校
生を育成する。

和歌山県木質資源開
発機構
わかやまウイメンズ
ワッチタワー

888 事業協力 指定

83 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 12,055 320 委託 入札

84 健康体育課 新規
屋外運動場芝生化促進
（にっぽん芝生化大作戦ｉｎわ
かやま）

にっぽん芝生化大作戦ｉｎわかやまにおいて、ビッグ
ロール工法（Ｒｅ－ＳＯＤ工法）による芝生展示及び
パネル展示を行う。

はまゆうグループ
上記と同じ

(12,055)
190 委託 指定

85 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 2,429 事業協力 登録募集

86 生涯学習課 継続 19 年度～
生涯学習推進の基盤整備（生
涯学習“繋”パーソンねっと
わーく）

県内のＮＰＯ等、生涯学習に関係する団体間のネッ
トワーク構築、強化及び拡大を目的とした事業を実
施する。

特定しない 1,100
企画、立案
への参画、
事業協力

指定及び公
募

87
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）

広く県民に学習の機会を提供するとともに、自発的
な活動を行う生涯学習団体等の育成・支援を行うた
め、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

予算外事業 共催 指定
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