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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

1 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 2787 － 事業協力 －

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）

地域防災リーダー育成研修事業を実施し、自主防
災組織率の向上、組織活動の活性化、地域防災力
の向上を図る。
・NPO法人日本防災士機構による防災士資格取得
試験の実施

NPO法人
　　日本防災士機構

（1と同事業） － 事業協力 －

2 3 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

3 4 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 30,326 30,326 補助 公募

4 5 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:H24.4～H27.3)

(特活）
和歌山IT教育機構

180,766 77,449
公の施設の管理

運営
公募

継続の場合
の開始年度

番号
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6 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 10,549 未定 未定

7 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

8 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 9,126 1,040
補助

情報交換
意見交換

9 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

10 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

11 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

29,280 29,280 委託 公募
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12 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、市町
村・NPO法人等に補助金を交付する。

未定 4,500 0 補助

13 総合交通政策課 継続 23 年度～

和歌山線活性化検討委員
会での実施事業
※構成団体：和歌山市、橋
本市、紀の川市、岩出市、
かつらぎ町、JR西日本、県
　（JR和歌山線利用促進活
動助成事業）

地域の公共交通は自分たち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。

和歌山線活性化検討委員会から、
　助　成　金  　100,000円（予定）

未定 0 0 助成 公募

14 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 10,337 未定 事業協力 公募

15 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 1,345 未定 事業協力 公募

16 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

17 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

7

8

9



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

番号

18 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
ネット和歌山

24,434 24,434 委託 入札

19 県民生活課 継続 Ｈ２１ 年度～

　
消費者行政活性化
　（消費生活相談員養成研
修運営委託）

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

18,339 18,339 委託 指定

20 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ＮＰＯセ
ンター

23,948 23,948
公の施設の
管理運営

公募

21 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 1,000 1,000 補助 公募

22 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。

（特活）わかやまＮＰＯセ
ンター

32,000 32,000 委託 公募

23 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。

３Ｗ，(特活）ミクマノ 6,381 6,381 委託 公募

24 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。

(特活）クロネット、（特活）
おもちゃばこ、（一社）田
辺熊野ツーリズムビュー
ロ、那賀振興まちづくり

9,888 9,888 補助 公募

25 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。

ＨＭＬ、ありんこ、（特活）
ええとこねっと、災害救
助犬、魅来づくりわかや
ま、地域の風研究会、Ｗ
ＡＣわかやま

22,622 22,622 補助 公募

10

11



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

番号

26 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

89,265 28,440
公の施設の運営

管理
公募

27 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）

社会生活を円滑に営む上で困難を有する若者支援
対策のため、総合的な相談だけでなく、地域におい
て支援するためのネットワークづくりや情報収集を
行い、社会適応支援を含む包括的な支援を実施す
る。

（特活）キャリア・ファシリ
テーター協会

43,568 7,165 委託 公募

28 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
ション運営事業）

若年無業者等の職業的自立を支援するため、厚生
労働省事業として実施されるキャリア・コンサルティ
ング等に加え、次の支援を実施する。
①　心理カウンセリング
②　訪問支援
③　｢仕事の技術｣養成
④　｢仕事と社会｣体験
⑤　保護者・一般向けセミナー

（特活）キャリア・ファシリ
テーター協会
（特活）ハートツリー

43,568 34,144 委託 公募

29 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

6 6 委託 入札

30 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

30,737 11,855 委託 公募

13 31 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 2,181 374 委託 指定
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14 32
長寿社会課
高齢者生活支援室

継続 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）

地域の住民団体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 119,857 補助 公募

33 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

34 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

13,608 13,608 委託 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

10,907 6,802 補助 指定

36 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
ＮＰＯ法人心のSOSサ
ポートネット

76,409 10,160 補助 指定

37 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

11,500 11,500 委託 指定
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38 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

4,369 2,306 委託 指定

39 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

4,369 274 委託 指定

40 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。

和歌山県血液疾患患者
家族の会「ひこばえ」

1,328 事業協力 指定

41 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 4,485 95 委託 公募

42 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)

1,356 1,204 事業協力

43 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をすることによって、商店
街の新たな機能と人の流れを呼び込む。

未定 7,500 7,500 補助 公募
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19 44 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

19,636 16,752 委託 公募

20 45 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。

特定非営活動法人国際
社会貢献センター（ＡＢＩ
Ｃ）

12,738 1,801 委託 指定

21 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

未定 45,000 45,000 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）

5,904 1,443 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 3,500 3,500 事業協力

49 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

50 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

6,500 6,500 事業協力 公募
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51 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。

河川愛護会各団体 15,230 15,230 助成

52 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

25 53 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（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

3,400 3,400
公の施設の管理
運営

公募

26 54 学校指導課 継続 22 年度～ ねっと安全わかやま

青少年をネット上のいじめ等から守るために、不適
切な書き込み等を監視し、適切に対処するととも
に、青少年とその保護者の情報モラル意識の高揚
を図るための講座等を実施する。

特定非営利活動法人
情報セキュリティ研究所

8,537 8,537 委託 入札

55
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 2186 0 事業協力 登録募集

56
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

57 生涯学習課 新規 　 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、各教育支援事務所と生涯学
習課を中心に、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等を開催す
る。

特定しない 1,130 0 事業協力
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58 健康体育課 継続 19 年度～
わかやま学校防災力アップ
（防災スクール）

高校生に対し、和歌山大学や自衛隊等の協力によ
り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。

わかやまウイメンズワッ
チタワー

2,136 71 事業協力 指定

59 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 9,900 158 委託 入札

60 健康体育課 継続 23 年度～

　
和歌山県新しい公共の場
づくりのためのモデル事業
　（いとはん(絆)プロジェクト
）

地域の絆づくりと地域の防災力の強化を図る。
わかやまウィメンズワッ
チタワー

1,650 1,650 委託 入札

29 61 少年課 継続 22 年度～
非行少年等の立ち直り支
援

　少年サポートセンターや各警察署等で、継続補導
中の非行少年や不良行為少年、犯罪被害少年など
の立ち直りを支援するもの。
　その活動の一つとして、NPO職員の指導のもと、
少年に対して農林作業体験や調理実習の居場所
づくりを実施し、非行の防止や被害からの心的回復
をする。

NPO法人
顔晴（がんば）るヤング
サークル
（H24.3末解散）

「二つの和輪」の名称で、
NPO法人申請中（顔晴の
一部メンバー等で構成）

853 276 委託 指定

30 62 生活環境課 新規 年度～
緊急雇用創出事業臨時特
例基金活用事業
（サイバーパトロール事業）

違法・有害情報の実態調査、インターネット内のサ
イバーパトロール、安全利用の手法を広める啓発
活動の実施。

特定非営利活動法人情
報セキュリティ研究所

22,050 22,050 委託 公募
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