
No. 種別
委託・直接

の区分
分野名 事業内容

新規雇用の
失業者の人数

実施主体 担当課 連絡先 備考

1 重点 委託 暮らしの安全・安心

各種健康づくり関係事業の参加者に対してポイントを付与するな
ど、健康づくり活動参加の動機づけを行うシステムを構築・実施す
る。

3 和歌山市 地域保健課 073-433-2261

2 重点 委託 観光
レンタサイクルの普及を促進し、観光客の回遊性の向上及び地域の
活性化を図る。 8 和歌山市 商工まちおこし課 073-435-1233

3 重点 委託 農林水産 捕獲イノシシの調査、獣害防止柵設置の普及等を行う。 9 和歌山市 農林水産課 073-435-1049

4 重点 直接実施 暮らしの安全・安心
東南海・南海地震に備え、和歌山市の地籍調査の早期終了を実現す
るために、事前調査を充実させる。 5 和歌山市 地籍調査課 073-435-1075

5 重点 直接実施 暮らしの安全・安心
災害時要援護者と思われる方を戸別訪問し、直接制度案内を行うこ
とによって、制度に対する理解を促し、登録の推進を図る。 3 和歌山市 高齢者・地域福祉課 073-435-1063

6 重点 直接実施 産業振興
企業の誇る高度な技術や製品、サービス等の情報を収集し、イン
ターネット上で発信することで市内企業の効果的なＰＲを行う。 2 和歌山市 産業企画課 073-435-1040

7 重点 委託 地域づくり
遊休化している不動産を改修・活用して、機能や性能を向上させ、
新しい価値をつけることで、まちの中心に都市型産業を興す。 3 和歌山市 商工まちおこし課 073-435-1233

8 重点 委託 暮らしの安全・安心
道路台帳をデータベース化することにより、今後の維持管理を計画
的、効率的に実施する。 32 和歌山市 道路管理課 073-435-1088

9 重点 委託 人づくり
授業の中で効率的にICT機器を利活用する機会を増やす事を目的と
し、授業のための準備や授業中教員がICT機器を活用する際の操作
補助等を実施する。

6 和歌山市 教育研究所 073-435-1192

10 重点 委託 暮らしの安全・安心
医療救護業務のマニュアルをＤＶＤ化し各業務を周知徹底すること
で、医療救護体制の強化を図る。 2 和歌山市 総務企画課 073-433-2261

11 重点 委託 暮らしの安全・安心
和歌山市道の小規模橋梁について、現況の損傷状況を把握するため
点検を実施し、効率的な修繕対策案の基礎資料とする。 20 和歌山市 道路政策課 073-435-1328

12 重点 直接実施 暮らしの安全・安心
駅周辺に放置されている自転車等の撤去等を実施し、駅周辺の駐輪
環境を適正化する。 2 海南市 市民交流課 073-483-8455

13 重点 直接実施 医療
がん検診受診率向上のための啓発リーフレット等やクーポン券の送
付、がん検診台帳の整備等を行う。 2 海南市 健康課 073-483-8441

14 重点 直接実施 暮らしの安全・安心
南海トラフ巨大地震に備え、被害を最小限に抑えるための自助・共
助活動を支援する。 4 海南市 危機管理課 073-483-8406

15 重点 直接実施 人づくり
幅広く業務を用意し、障害の程度や特性に応じた配置を行い、無理
なく業務経験を積んでもらうことにより、ビジネススキルの向上を
図る。

9 海南市 総務課 073-483-8407

16 重点 直接実施 産業振興
誘致対象とする成長産業や優良企業、企業等の投資動向について情
報収集を行い、企業誘致活動を行う。 2 橋本市 企業誘致室 0736-33-1111(代)

17 重点 直接実施 農林水産
市内各地域からの情報収集に力を入れ、巡視や駆除等により被害防
止に努めると同時に、野生鳥獣との共存を目指し効果的な取組を行
う。

2 橋本市 農林振興課 0736-33-1111(代)

18 重点 直接実施 医療
予防接種や妊婦健康診査の受診結果データのシステム入力及び整理
並びに各種検診の案内、問い合わせ対応等を行う。 2 橋本市 健康課 0736-33-1111(代)

19 重点 委託 地域づくり
橋本市の魅力を再考・収集し、定住促進につなげるためのPR活動
や、ワークショップ等を開催する。また、そのためのパンフレット
等を作成する。

5 橋本市 企画経営室 0736-33-1111(代)

20 重点 委託 地域づくり
在地文書類・郷土新聞のデジタル撮影及びデジタルデータ化を行
う。 10 橋本市 図書館 0736-33-1111(代)

21 重点 直接実施 地域づくり
より親しみやすい広報紙とするために、広報の企画立案から作成業
務までを行い、広報紙の内容を充実させる。 2 有田市 秘書広報課

0737-83-1111
（内線205）

22 重点 直接実施 人づくり
学校司書と司書教諭の連携により、学校図書館の機能と役割を充実
させる。 6 有田市 教育総務課

0737-83-1111
（内線293）

23 重点 直接実施 人づくり
理科支援員を配置して、理科実験の回数の増加等授業の充実を図
る。 4 有田市 教育総務課

0737-83-1111
（内線293）

24 重点 直接実施 人づくり
ICT活用支援員を雇用し、各中学校においてデジタル教材の作成支
援等を行う。 2 有田市 教育総務課

0737-83-1111
（内線293）
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25 重点 直接実施 人づくり
学校支援員を配置し、配慮を要する児童生徒に対する学校生活上の
サポートを行う。 6 有田市 教育総務課

0737-83-1111
（内線293）

26 重点 直接実施 暮らしの安全・安心

各地域でのワークショップに係る資料作成や会場準備、ワーク
ショップ内で出た質問・意見等の集約を行い、避難路や一時避難場
所の変更、地域防災計画等の見直し等により防災に強い地域をつく
る。

2 有田市 経営企画課
0737-83-1111
（内線213）

27 重点 委託 産業振興
駅構内で、地域住民や観光客の特産品等購買動向及び需要、観光へ
の関心などを調査するとともに、観光案内や特産品ＰＲのための
フェアを実施する。

2 有田市 産業振興課
0737-83-1111
（内線275）

28 重点 委託 観光
市内各地における観光の地域ブランド化等を図るため、観光資源調
査や観光マップ作成をはじめ観光拠点の運営や情報発信などの業務
を行う。

4 田辺市 観光振興課 0739-26-9929

29 重点 委託 地域づくり
リノベーションスクールを開催することにより、宅建協会・建築士
会・金融機関・不動産オーナーのリノベーションに対する機運を高
めていく。

1 田辺市 商工振興課 0739-26-9970

30 重点 委託 地域づくり 簡易水道施設台帳作成にかかる基礎資料の電子化を行う。 7 田辺市 簡易水道課 0739-24-7932

31 重点 直接実施 農林水産
鳥獣害対策全般の補佐を行う。また、食肉としての利用やその他特
産品を活用した地域おこしを行うとともに、それらに関連する知
識・技術を習得し、農業等での複合的な就業を図る。

4 田辺市 農業振興課 0739-26-9930

32 重点 委託 農林水産
造成された農道が農道としての機能を保持し、適正かつ計画的な維
持管理に資するため、農道台帳の整備を行う。 4 田辺市 農業振興課 0739-26-9938

33 重点 直接実施 地域づくり
ふるさと「新宮」の認知度アップのための商品開発やＰＲ、ＳＮＳ
とゆるキャラによる知名度アップと情報発信により、首都圏のメ
ディアから全国への新宮市の魅力発信を狙う。

2 新宮市 協働推進課 0735-23-3338

34 重点 直接実施 医療
予防接種の受診促進に向けた資料の効率的使用に資するデータ管理
等に関する事務及び接種率向上のための未接種者への勧奨を行う。 2 新宮市 保健センター 0735-23-4551

35 重点 直接実施 医療
特定健診、各種がん検診受診者及び受診希望者の受診状況の効率的
なデータ整理と調整を行い、未受診者に対しては受診勧奨を行い、
受診率の向上に繋げる。

2 新宮市 保健センター 0735-23-4551

36 重点 委託 観光
伊勢神宮式年遷宮、近畿自動車道紀勢線南伸に伴う誘客促進と滞在
時間の拡大を図るため、「食」「文化」等、新宮市のまちなか観光
資源を活用した取組と情報発信を行う。

2 新宮市 商工観光課 0735-23-3357

37 重点 委託 観光

平成23年9月の災害以降減少した熊野川舟下りの乗船客を増加させ
るため、チラシ等を作成しＰＲアイテムを充実させる。また、川舟
下りと市内観光スポットとを掛け合わせた観光コースを企画・ＰＲ
し、市全体の観光振興を図る。

2 新宮市 商工観光課 0735-23-3357

38 重点 直接実施 観光

平成25～27年度にかけて、和歌山県内で大きな観光関連イベントが
行われ、また、近畿自動車道紀勢線が熊野市まで南伸する等観光客
の誘客に向けて絶好の機会となるため、イベントの実施や観光案内
など受入体制の充実などを図る。

2 新宮市 商工観光課 0735-23-3357

39 重点 直接実施 地域づくり
平成27年のわかやま国体を控えてスポーツに関する市民意識と県外
からの注目が高まりを見せる中、スポーツ活動などを充実させ、ス
ポーツ交流人口の増加による地域づくりを図る。

4 新宮市 生涯学習課 0735-23-3366

40 重点 直接実施 人づくり
寄贈された郷土資料を中心に整理を行い、保管場所の移動など、利
用者が利用しやすい環境の充実を図り、よりよい市民の教育・学習
機会を提供する。

4 新宮市 文化振興課 0735-22-2284

41 重点 直接実施 介護
新たに導入する介護給付適正化システムにより抽出される内容の確
認及び不適切な給付事例に対する指導等を行う。 2 新宮市 健康長寿課 0735-23-3346

42 重点 直接実施 医療
がん検診の受診率及び精密検査対象者の未受診者データ管理や受診
勧奨、指導等を行うことでがん検診の受診率を高め、早期発見早期
治療につなげる。

1 紀の川市 健康推進課 0736-77-2511

43 重点 直接実施 地域づくり
市内全域において、空き家の位置・規模・状態を現地調査し内容を
基に台帳、マップを作成する。 4 紀の川市 都市計画課 0736-77-2511

44 重点 直接実施 暮らしの安全・安心

支援を必要とする児童生徒の生活・学習上の困難に対処するため、
市立小中学校に介助員を拡充配置し、共同学習及び交流の充実を図
る。

4 岩出市 教育総務課
0736-62-2141
（内線 275）

45 重点 直接実施 地域づくり
「紀の国わかやま国体」の開催に向け、市民総参加の下に広く市民
運動を展開していくため、各種事業に従事する臨時職員を配置す
る。

6 岩出市 国体準備室
0736-62-2141
(内線 386）

46 重点 直接実施 地域づくり
地域住民組織の活動をサポートするための支援員を配置し、地域住
民によるまちづくり活動をより推進していく。 2 紀美野町 産業課 073-489-5901

47 重点 委託 農林水産
紀美野町の定住推進を目的に、全国に緑を供給し、緑化樹の生産を
農業として取り組み、基幹産業として成長させるための技術を習得
し、町内の遊休農地の解消及び所得の向上を図る。

3 紀美野町
美里支所
産業・建設室

073-495-3462

48 重点 委託 農林水産
特産品である梅・栗・柿・芋類を使った加工、研究、販売を行いな
がら、生産から販売までを担う人材を育成し、紀美野町での農業分
野の６次産業化を発展させ農村ビジネスを推進する。

2 紀美野町
美里支所
産業・建設室

073-495-3462
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49 重点 直接実施 観光
パンフレットの企画やトレッキングコースの設定、観光看板の整備
などを行う。 3 かつらぎ町 産業観光課 0736-22-0300

50 重点 直接実施 介護
要介護認定新規申請者等への訪問調査の実施及び調査票の作成を行
う。 2 九度山町 福祉課

0736-54-2019
（内線108）

51 重点 委託 介護
地域包括センターにおいて、総合相談やネットワーク構築に活かす
事業のバックアップを行う。 2 九度山町 福祉課

0736-54-2019
（内線108）

52 重点 直接実施 地域づくり
地域の小・中学校図書室と公民館図書室が連携し図書室の利用増進
を図るため、企画・運営等を行う図書司書を配置する。 1 高野町 教育委員会 0736-56-3050

53 重点 直接実施 暮らしの安全・安心

過疎高齢化により維持管理が難しくなってきた生活道や水路・水源
について、作業員を派遣し、住民とともに集落の暮らしを守ってい
く仕組みを構築する。

1 高野町 まち未来課 0736-56-3443

54 重点 委託 観光
高野町における手仕事の新たな雇用の創出や観光資源化の可能性に
ついて検討するとともに、観光の基盤情報の整備を図る。 8 高野町 まち未来課 0736-56-3443

55 重点 委託 農林水産
森林の持つ多面的機能や木の魅力を、五感を通じた体験を提供し、
森林や木材への関心を醸成させる。 2 高野町 まち未来課 0736-56-3443

56 重点 委託 農林水産
林道並びに作業道の保全整備を行うことで、森林へのアクセスを確
保し、林業生産活動の促進及び林業従事者の育成を行う。 4 高野町 まち未来課 0736-56-3443

57 重点 直接実施 医療
特定検診未受診者の台帳整理や受診勧奨を行い、受診率の向上につ
なげる。 2 湯浅町 住民環境課 0737-63-2525

58 重点 直接実施 観光
駅前多目的施設において観光物産案内等を行う。また、湯浅町をＰ
Ｒするためのポスター等を作成し、観光客に満足していただけるよ
う施設の充実を図る。

4 湯浅町 産業観光課 0737-63-2525

59 重点 委託 介護
災害時要援護者の個別支援計画を充実させるため、要救護者の現況
調査を行うとともに、自治会や関係機関等を情報を共有し、避難支
援体制の構築を図る。

5 湯浅町 健康福祉課 0737-63-2525

60 重点 委託 暮らしの安全・安心 津波防災マップ及び避難所・避難路カルテの作成を行う。 4 湯浅町 総務課 0737-63-2525

61 重点 直接実施 人づくり
ＩＣＴ機器の活用を促進するための多様な支援を行うことができる
人材を育成する。 2 湯浅町 教育委員会 0737-63-2525

62 重点 直接実施 人づくり
個別指導や教員と連携した支援を行う中で、学力向上を支援できる
人材を育成する。 8 湯浅町 教育委員会 0737-63-2525

63 重点 直接実施 人づくり
情報誌を作成したり、個別対応することで、地域の教育を支援する
人材の育成を行う。 4 湯浅町 教育委員会 0737-63-2525

64 重点 委託 暮らしの安全・安心
家屋図を航空写真上に電子化して載せ、基幹系の税務情報との結び
付けを行う。 8 広川町 住民生活課 0737-63-1122

65 重点 委託 暮らしの安全・安心
都市計画図をデジタル化し、道路管理や防災等の業務に活用するこ
とによって、業務の効率化及び行政サービスの拡大を図る。 4 有田川町 建設課 0737-52-2111(代)

66 重点 直接実施 人づくり
小中学校図書室の蔵書及び資料の整理や図書システムとの連携を行
い、図書資源の活用を図る。 4 有田川町 こども教育課 0737-52-2111(代)

67 重点 直接実施 暮らしの安全・安心
交通指導や見守り活動、青少年健全育成や防犯に対する啓発活動を
実施する。 4 有田川町 社会教育課 0737-52-2111(代)

68 重点 直接実施 人づくり 土地家屋登記台帳をデジタル化し課税データとの連係を行う。 4 有田川町 税務課 0737-52-2111(代)

69 重点 直接実施 介護 介護認定調査員の養成を行う。 2 有田川町 長寿支援課 0737-52-2111(代)

70 重点 委託 観光
みちしおの湯において、接客業務、地域情報の発信及び地域特産品
販売を行う。 8 日高町 産業建設課 0738-63-3806

71 重点 直接実施 人づくり
学習支援員を配置し、基礎的な学習等の充実をサポートするととも
に、学級全体の学力向上を学級担任との連携のもとで支援してい
く。

16 印南町 教育課 0738-42-1700

72 重点 直接実施 人づくり
学校給食センターに調理員を２名配置し、栄養士とともに地域特産
品である梅や魚等を用い充実したオリジナルメニューを作成・提供
することにより、食を通じて地域を理解し食育を推進させる。

4 みなべ町 教育学習課 0739-74-2191
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73 重点 直接実施 人づくり
平成27年度の「紀の国わかやま国体」開催に向けて、各種準備の推
進を図る。 2 みなべ町 教育学習課 0739-74-3134

74 重点 委託 暮らしの安全・安心 下水道台帳の整備を行う。 3 みなべ町 上下水道課 0739-72-3605

75 重点 委託 観光 滞在型観光誘致に向けたメニューの考案及び体制整備を図る。 1 日高川町 企画政策課 0738-22-2041

76 重点 直接実施 人づくり
小中学校におけるいじめや、不登校児童生徒への対応及び学力向上
等の支援を行う。 1 白浜町 教育委員会 0739-43-5830

77 重点 直接実施 観光 観光客誘致に係るおもてなし事業の展開及び観光総合案内を行う。 6 白浜町 観光課 0739-43-6588

78 重点 委託 産業振興 観光振興事業の実施及び地域特産品のブランド化の推進等を図る。 2 すさみ町 地域未来課 0739-55-4801

79 重点 委託 観光
観光案内の充実や観光客受け入れ態勢の整備、観光メニューの造
成、観光データ収集分析等観光客誘致に向けた各種取組を行う。 5 那智勝浦町 観光産業課 0735-52-0555

80 重点 委託 観光
観光客の来訪動機調査を実施し、今後の誘客の方向性を見出すとと
もに、旅館案内や観光案内、ネットを活用した観光情報発信等を充
実させる。

4 那智勝浦町 観光産業課 0735-52-0555

81 重点 直接実施 農林水産
鳥獣被害に対し、有害駆除等を積極的に行い農作物等の被害の軽減
を図るとともに、業務をとおして有害対策者の育成を図る。 7 那智勝浦町 観光産業課 0735-52-0555

82 重点 委託 農林水産
勝浦漁港で水揚されるまぐろを町内外のイベント等でＰＲを行う。
また、観光業と連携し事業を行うことにより更なる事業拡大策を模
索していく。

1 那智勝浦町 観光産業課 0735-52-0555

83 重点 直接実施 観光
JR太地駅舎内に観光発信拠点を設け、広く情報発信を行い、観光地
としての接客・誘客を図る。 2 太地町 産業建設課 0735-59-2335

84 重点 直接実施 地域づくり
太地町の温暖な気候を活かし、年間を通して緑と花が見られる美し
い景観を生み出す。 1 太地町 産業建設課 0735-59-2335

85 重点 委託 介護

世帯訪問を行い、住民の日常の健康状態・生活状況を把握し、場合
によっては血圧測定やストレス解消、医療機関との連携による診療
送迎、日常の生活相談等幅広い活動を行うとともに、各関係機関と
情報を共有し、共同活動に繋げる。

1 古座川町 住民福祉課 0735-72-0180

86 重点 委託 観光

体験観光ワンストップ窓口を設置し、体験事業者間の調整を取りな
がら、観光客や宿泊客に対する観光・体験情報提供をする。また、
拠点施設付近にはﾄﾚｯｷﾝｸﾞﾙｰﾄを開設し、ﾙｰﾄ整備や看板設置を行
う。

2 古座川町 産業振興課 0735-72-0180

87 重点 直接実施 農林水産
有害期間中（4月1日から10月31日）、狩猟免許所持者が町内全域を
巡視し、固体調査・追い払い・駆除等を行い、被害防止に努め、雇
用増進を図る。

2 古座川町 産業振興課 0735-72-0180

88 重点 直接実施 地域づくり
町内小中学校の図書館の蔵書をデータベース化し、各学校がイン
ターネット上から図書の在庫状況を確認できる学校図書ネットワー
クを構築する。

2 古座川町 教育委員会 0735-72-3344

89 重点 直接実施 観光
薪ボイラーを活用し、村内でお金が回る仕組みづくりと観光、環境
への取組を行う。 3 北山村 総務課 0735-49-2331

90 重点 直接実施 地域づくり じゃばら果実搾汁後の果皮を有効活用し、新商品の開発等を行う。 1 北山村 総務課 0735-49-2331

91 重点 直接実施 医療
特定健診・がん検診の受診状況を把握し、未受診者に対して効率的
な受診勧奨を行う。また、個別的な受診勧奨にも力を入れて取り組
み、受診率の向上を図る。

2 串本町
福祉課（保健セン
ター）

0735-62-6206

92 重点 委託 観光
町の自然資源や歴史資源を活用した新たな体験メニューづくりのた
めの調査・研究を行うとともに、誘致地域の新規開拓を図る。 2 串本町 産業課 0735-62-0557

93 重点 委託 観光
古座川でのカヌーレンタル事業について、これまで実施していな
かった営業活動に取り組むとともに、地元の環境整備を行う。 1 串本町 産業課 0735-62-0557
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