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1 重点 委託 人づくり
県民が、紀の国わかやま国体、紀の国わかやま大会の開・閉会式に
おいて大合唱できるよう、両大会関連曲を広く県民に普及すること
により、両大会の開催周知及び気運醸成を図る。

4 和歌山県 競技式典課 073-441-2577

2 重点 委託 人づくり
紀の国わかやま国体で使用する競技用具（ライフル射撃台77基）の
整備を行うため、授産施設において制作を行う。 2 和歌山県 競技式典課 073-441-2574

3 重点 委託 人づくり
紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会で使用する競技用具の整
備を行うため、授産施設において制作を行う。 3 和歌山県

障害者スポーツ大会
課

073-441-2572

4 重点 委託 人づくり
紀の国わかやま大会における情報支援ボランティアのリーダー等を
養成する。 1 和歌山県

障害者スポーツ大会
課

073-441-2572

5 重点 直接実施 人づくり
県税を滞納している県民に対し、納付の勧奨、多様な県税の納付方
法の紹介、税の重要性・使われ方の説明をすることにより滞納者の
意識改革を図る。

18 和歌山県 税務課 073-441-2183

6 重点 委託 暮らしの安全・安心

県内の申込者が希望する会場にスタッフを派遣し、地震体験車など
による体験学習や防災・減災に関する基礎的な講義を実施し、県民
の防災意識の向上を図る。

10 和歌山県 総合防災課 073-441-2276

7 重点 委託 産業振興

本県の物流動向を把握・分析し、和歌山下津港の航路拡充等に向け
た課題整理及びその経済効果を把握するための調査を行い、今後、
貨物集荷促進のためのポートセールス活動に活用し、物流活性化及
び地域産業の振興に資する。

4 和歌山県 総合交通政策課 073-441-2352

8 重点 委託 人づくり

おもてなしの心をもって、高い接客・接遇と優良なサービスの提供
に努めるタクシードライバーを養成するとともに、タクシードライ
バー全体をレベルアップし、タクシーの更なる利用促進と本県のイ
メージアップを図る。

4 和歌山県 総合交通政策課 073-441-2343

9 重点 委託 地域づくり
移住による地域への経済波及効果調査・空き家を確保するための調
査を行う。 3 和歌山県 過疎対策課 073-441-2930

10 重点 直接実施 地域づくり
地域住民と行政が協働し「日本ジオパーク」を目指す活動の中で、
地域の地形地質に関する資源を見直し、保全するとともに地域の教
育や観光の振興を図る。

2 和歌山県 環境生活総務課 073-441-2780

11 重点 委託 地域づくり
ジオパーク認定を目指して、ジオサイト候補地の現地調査及び学術
専門委員会の開催を行い、ジオサイトの紹介資料等の作成を行う。
また、地域におけるジオパーク活動の調査研究も行う。

3 和歌山県 環境生活総務課 073-441-2780

12 重点 委託 介護
介護分野への新規就職希望者に対して、介護現場において働きなが
ら介護技術を習得することにより就業・定着を促進する。 54 和歌山県 長寿社会課 073-441-2519

13 重点 直接実施 人づくり
卒業後未就職者となる高校生を雇用し、ＯＪＴにより社会人として
の基礎的事項等について教育を行うほか、定期的に就職支援のため
の研修を実施し、正規就職までの橋渡しを行う。

33 和歌山県
商工観光労働総務課
労働政策課

073-441-2725

14 重点 委託 人づくり
失業者に対し、就業に必要な知識・技術をＯＦＦ－ＪＴ(講義
等）、ＯＪＴ(職場実習等）により習得させ、地域ニーズに応じた
人材を育成する。

50 和歌山県 労働政策課 073-441-2793

15 重点 委託 産業振興
自主的に発想し創造性豊かな活動を行う人材育成の観点から、創意
工夫に基づく創作活動を全県下に広げ活性化するため、創造活動の
基盤調査やモデル事業の実施などの業務を行う。

1 和歌山県 産業技術政策課 073-441-2355

16 重点 委託 観光
県内外で観光プロモーション等を行い誘客を図るとともに、おもて
なし等を実施し観光客のリピーター化を促進する。 8 和歌山県 観光振興課 073-441-2777

17 重点 委託 観光
参詣道沿いに設置するスタンプ台を作製し、来訪の動機付けを行
う。 4 和歌山県 観光振興課 073-441-2424

18 重点 委託 観光

外国人観光客の更なる誘致を目的に、高野・熊野に高い関心を寄せ
る欧米豪の中でも、英語の情報では効果が薄く、自国語での情報が
非常に有効な手段となる市場、フランス、スペインを対象にＨＰの
更なる多言語化を図る。

6 和歌山県 観光交流課 073-441-2789

19 重点 委託 観光

ＦＩＴ観光客の更なる誘致を目的に、高野・熊野に高い関心を寄せ
る欧米豪の中でも、英語のツールでは効果が薄く、自国語のツール
が非常に有効な手段となる市場、フランス、スペインを対象にガイ
ドブックの更なる多言語化を図る。

4 和歌山県 観光交流課 073-441-2789

20 重点 委託 農林水産
「おいしい！健康わかやま」のイメージを消費者に定着させるた
め、Web、雑誌の掲載、メディアによる発信や代表的な県産品を通
じた消費者参加型のプロモーションを企画実施する。

5 和歌山県 食品流通課 073-441-2816

21 重点 委託 農林水産

土地改良事業実施区域の施設詳細・各年度実績・財産管理台帳、国
営造成施設(用排水路)の施工完了地区、農業農村整備事業対象農
地、地すべり防止区域等のGISデータ化及び農業用ため池災害時の
想定被害額の算定を行う。

4 和歌山県 農業農村整備課 073-441-2940

22 重点 委託 農林水産
「和歌山ジビエ親子教室」、「ジビエウィーク」、「和歌山ジビエ
試食＆商談会」、「ジビエの日」、「ガイドラインに即した野生鳥
獣解体処理方法マニュアルの作成」等を開催・実施する。

4 和歌山県 畜産課 073-441-2920

23 重点 委託 農林水産
県内人工林を間伐し、紀州材を活用したベンチ及びプランターカ
バーをわかやま国体のメイン会場に設置し、ＰＲを図る。 4 和歌山県 林業振興課 073-441-2964

24 重点 委託 暮らしの安全・安心
区域（白浜町）の都市計画の現状と課題を整理するため、土地利用
状況及び建築物の状況調査を行う。 6 和歌山県 都市政策課 073-441-3231

25 重点 委託 暮らしの安全・安心
都市計画図書のデジタル化を行い、閲覧事務の簡略化を図るととも
に、永久保管となる図書の適切な管理を行う。 6 和歌山県 都市政策課 073-441-3231
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26 重点 委託 暮らしの安全・安心
国体関連公園整備等に伴い、修正が必要となった県営都市公園台帳
の整備を行い、管理の適正化を図る。 4 和歌山県 都市政策課 073-441-3228

27 重点 委託 暮らしの安全・安心

港湾・漁港・海岸に関する業務報告書を電子データベース化するこ
とにより、津波・水害時の資料破損・水没を防ぐとともに、検索・
閲覧の効率化を図る。

9 和歌山県 港湾整備課 073-441-3165

28 重点 委託 暮らしの安全・安心

河川管理施設（堤防、ダム、ポンプ場、水門等）のデータベース化
を行い、河川情報の蓄積、共有化を図り、県民の安全・安心を確保
する。

41 和歌山県 河川課 073-441-3134

29 重点 委託 暮らしの安全・安心
県有建築物等の重要構造物に関する業務報告書・工事成果の電子
データベース化を行う。 8 和歌山県 公共建築課 073-441-3248

30 重点 委託 暮らしの安全・安心
道路施設等の重要構造物に関する業務報告書・工事成果の電子デー
タベース化を行う。 24 和歌山県 道路建設課 073-441-3094

31 重点 直接実施 人づくり

高校生の就職情勢が厳しいなか、就職希望者数の多い県立学校に企
業訪問、企業開拓等の就職指導業務の補助を行う人員を配置し、生
徒と企業の適切なマッチングを推進することで、就職内定率を向上
させる。

36 和歌山県 教育庁学校指導課 073-441-3707

32 重点 委託 暮らしの安全・安心

ネット上の不適切な書き込み等を監視し、関係機関と連携して適切
に対処する。また、情報モラル講座等を開催し、学校や教育委員会
等における情報ﾓﾗﾙ意識の高揚を図る。

12 和歌山県 教育庁学校指導課 073-441-3707

33 重点 直接実施 人づくり
生徒指導の充実、特別支援学級における教育の充実、普通学級に在
籍する発達障害のある児童生徒の自立支援など教育の充実を図る。 35 和歌山県 教育庁学校人事課 073-441-3650

34 重点 委託 暮らしの安全・安心
子どもの安全を確保するため、安全指導員を配置し、各小学校等の
巡回警備及び学校安全ボランティア等に対する指導・助言を行う。 8 和歌山県 教育庁健康体育課 073-441-3701

35 重点 委託 環境、エネルギー
鳥屋城山の化石環境調査を実施し、烏屋城山から産出する化石の考
察を行うとともに、効果的な環境保全の対策を検討する。 6 和歌山県 県立自然博物館 073-483-1777

36 重点 委託 暮らしの安全・安心
インターネット内の安全利用の手法を広める啓発活動、違法有害情
報の調査、スマートフォンに関連する情報収集を実施する。 3 和歌山県

警察本部
生活環境課

073-423-0110
（内3496)

37 重点 委託 暮らしの安全・安心

振り込め詐欺等の被害を防止するため、広く県民に犯罪の手口と対
応策を周知することにより、被害に遭うおそれの高い方々を対象に
架電して注意喚起を行う。

7 和歌山県
警察本部
生活安全企画課

073-423-0110
（内3045)

38 重点 委託 暮らしの安全・安心

新規雇用した警備員等がアロチ地区及びその周辺の風俗環境の浄化
及び犯罪防止活動を行うことにより、安全で安心な街づくりを実現
する。

6 和歌山県
警察本部
生活安全企画課

073-423-0110
（内3045)

39 重点 委託 暮らしの安全・安心

県内の交通事故多発交差点等、主要地点における交通量を調査し、
実態を把握することにより、適正な交通規制の実現を図るととも
に、交通事故防止及び渋滞緩和対策の基礎資料とする。

6 和歌山県
警察本部
交通規制課

073-473-0110
（内241）
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