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1 起業支援 委託 その他
「チーム和歌山」（和歌山県選手団）を盛り上げるための参加型イ
ベント等を実施することにより両大会の開催気運を高めていくとと
もに、県民のスポーツ振興を図る。

9 和歌山県 総務企画課 073-441-2579

2 起業支援 委託 情報通信業

「きいちゃん」が競技会場まで楽しく親切にナビゲーションしてく
れるサービスや、会場周辺の観光スポット・グルメ情報・交通情
報・選手情報などを提供する両大会関連アプリを開発し、情報サー
ビスの向上を行うことで周辺地域の活性化を図るとともに、技術者
の育成を行う。

3 和歌山県 総務企画課 073-441-2579

3 起業支援 委託 その他
常設店舗を設置し、きいちゃん関連グッズを販売するとともに、両
大会関連情報や特産品・観光地などの「紀の国わかやま」の魅力を
積極的に発信する。

8 和歌山県 総務企画課 073-441-2955

4 起業支援 委託 情報通信業

紀の国わかやま国体・大会のボランティア登録者に対して、各種研
修プログラムを実施し、登録者がボランティアとしての必要なスキ
ルを身につけることで、両大会終了後も各地で活躍できるボラン
ティアリーダーを育成する。

4 和歌山県 総務企画課 073-441-2579

5 起業支援 委託 教育・学習支援

紀の国わかやま国体・大会の開催周知と気運醸成を図るため、都道
府県応援団の準備や、キャラバン隊を組織してのPR活動、ダンスの
普及、イメージソングや県民歌の普及等を実施し、おもてなしに向
けた県民の意識向上を図る。

11 和歌山県 総務企画課 073-441-2578

6 起業支援 委託 その他
紀の国わかやま国体・紀の国わかやま大会文化プログラム事業につ
いて広報を行うとともに、スポーツ写真教室及びスポーツ写真コン
クールを開催する。

2 和歌山県 総務企画課 073-441-2955

7 起業支援 委託 その他

第１５回全国障害者スポーツ大会「紀の国わかやま大会」の開催周
知と、「障害者がスポーツの楽しさを体験」し、「県民の障害に対
する理解」、「障害者の社会参加の推進」に寄与するための普及啓
発事業を行う。

6 和歌山県
障害者スポーツ大会
課

073-441-2572

8 起業支援 委託 その他
起業後10年以内の県内事業者が、県外から新たにＵＩターン者を雇
用し、新分野への展開、新商品開発、重点分野の事業拡大を行う。 12 和歌山県 過疎対策課 073-441-2930

9 起業支援 委託 その他
移住セミナー・ツアーの実施、パンフレットの作成、動画の作成等
による情報発信により「田舎暮らし応援県わかやま」の魅力をPRす
る。

3 和歌山県 過疎対策課 073-441-2930

10 起業支援 委託 その他
三大都市圏を中心とした都市部の大学に対し、市町村が抱える地域
課題を解決するワークステイプログラムを企画・実施し、地域との
交流を促進させる。

2 和歌山県 過疎対策課 073-441-2930

11 起業支援 委託 その他

何らかの理由で働く場を獲得できないでいるものの、インターネッ
トの世界には親しんでいる若者達を対象に、ネットショップの立ち
上げ及び運営を支援することによって、インターネットを活用した
在宅ビジネスの楽しさを体験させ、彼らを職業人として育成する。

3 和歌山県
青少年・男女共同参
画課

073-441-2555

12 起業支援 委託 その他
何らかの要因によって集団の中で学習するのが困難な状況にある子
ども・若者達を対象に、一人一人の特性に合わせた教材作り及び通
信教育を中心とした学習指導を行う。

3 和歌山県
青少年・男女共同参
画課

073-441-2555

13 起業支援 委託 その他
手作り雑貨工房を立ち上げ、ネット販売等を行うとともに、焼き菓
子工房・販売店を創業する取組によって、既存の企業とは違った形
で若者の雇用の場を創出する。

2 和歌山県
青少年・男女共同参
画課

073-441-2555

14 起業支援 委託 情報通信業

県内の１８歳未満の青少年に関する記事等をインターネット上のサ
イトで検索して、有害情報を発見・対処するネットパトロール、及
びスマホ用啓発アプリケーションの開発等、並びに情報モラル指導
者の養成を行う。

2 和歌山県
青少年・男女共同参
画課

073-441-2502

15 起業支援 委託 その他
南紀熊野のジオパークにおける大地の成り立ち、自然、文化、人の
暮らしなどをわかりやすく紹介する一般向け（地域住民及び観光
客）及び子ども向けのDVDを作成する。

3 和歌山県 環境生活総務課 073-441-2780

16 起業支援 委託 医療・福祉
失業者を新たに雇用し、介護施設等で介護業務に従事させるととも
に、介護資格取得のための養成講座を受講させることにより、介護
現場での雇用の拡大と新規雇用者の資質向上を図る。

14        和歌山県 長寿社会課 073-441-2519

17 起業支援 委託 その他
中小企業の海外展開支援を行う調査事業及びプロモーション事業を
新興国において実施する業務を産業支援を行う企業に委託し実施す
る。

12 和歌山県 企業振興課 073-441-2757

18 起業支援 委託 その他
繊維産業の振興を目的に繊維展示会調査、出展支援、海外のバイ
ヤー招聘等事業を産業支援を行う企業に委託し実施する。 8 和歌山県 企業振興課 073-441-2757

19 起業支援 委託 その他
平成25年度全国伝産品大会が和歌山県で開催されるため、この機会
に和歌山伝産品のプロモーション事業を企画会社へ委託し実施す
る。

4 和歌山県 企業振興課 073-441-2841

20 起業支援 委託 観光業

新たに「和みわかやまウェルカムサポーター」（観光キャラバン
隊）を組織し、県・市町村等と連携のうえ、県外で観光プロモー
ション等を実施し誘客を図るとともに、県内各地でおもてなし活動
等を実施し、観光客のリピーター化を促進する。

6 和歌山県 観光振興課 073-441-2777

21 起業支援 委託 観光業
「地域活性化総合特別区域通訳案内士制度」により誕生した特区通
訳案内士を含めた外国人観光客ガイドのPRと資質向上のための研修
を行う。

2 和歌山県 観光交流課 073-441-2789

22 起業支援 委託 観光業
「和歌山おもてなしトイレ大作戦」により改修したトイレ情報及び
その他観光客にとって有益な情報をWEB上に公開し、本県を訪れる
観光客へのおもてなし向上を図る。

3 和歌山県 観光交流課 073-441-2787

23 起業支援 委託 教育・学習支援
コールセンターの業務内容を広報するコールセンターサロンを開催
するなど、コールセンターを広く周知する取組を行い、コールセン
ターへの就労を促進する。

3 和歌山県 企業立地課 073-441-2748

24 起業支援 委託 農、林、漁業
県産品の市場開拓を進めるため、国内外流通関係者、バイヤーに効
率的に商品情報を提供したり、県産品をＰＲするための多言語対応
ＨＰ及び連動したデータベースシステムを構築する。

4 和歌山県 食品流通課 073-441-2811
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25 起業支援 委託 農、林、漁業

スポーツイベント等において和歌山県産農林水産物や食品の販売・
PR等を実施し、「おいしい！健康わかやま」のイメージを発信し、
和歌山県産の優れた食材の販路拡大、ブランドイメージの向上を図
る。

4 和歌山県 食品流通課 073-441-2811

26 起業支援 委託 農、林、漁業
森林資源情報の整備及び整備した情報を含む森林・林業関係情報の
積極的な公開に向けたホームページ改修を行う。 3 和歌山県 林業振興課 073-441-2963

27 起業支援 委託 農、林、漁業
定置網と各観光資源を連携させた体験観光事業に取り組み、紀伊大
島全体の発展と雇用の確保を図る。 2 和歌山県 水産振興課 073-441-3000

28 起業支援 委託 その他
中心市街地でも遊休不動産活用のための諸調査の実施、情報収集・
発信・ＨＰ等作成運用及び遊休不動産再生事業のコーディネートを
行う。

3 和歌山県 都市政策課 073-441-3234

29 起業支援 委託 その他

那賀地域（紀の川市、岩出市）の農業の6次産業化と観光サイクリ
ングを推進するため、農業の6次産業化においては加工品のデザイ
ン性の向上を、観光サイクリングにおいては訴求力のあるPR活動を
それぞれ行うことでより一層の誘客及び販路の拡大を図る。

1 和歌山県
那賀振興局
企画産業課

0736-61-0014

30 起業支援 委託 その他
那賀地域（紀の川市、岩出市）の特産品である野菜・果物の加工品
に関し、例えば、健康志向の低カロリー、減塩商品、安心・安全な
地元食材使用の商品など「こだわり商品」の開発を支援する。

2 和歌山県
那賀振興局
企画産業課

0736-61-0014

31 起業支援 委託 その他

龍神・田辺地域の地域資源の掘り起こしにより新しい特産品を開発
するとともに、商品の販路開拓のため首都圏等で地域及び商品のPR
を実施する。耕作放棄地を活用し、商品原材料の試験栽培等を行う
ことにより雇用の受け皿を創出する。

2 和歌山県
西牟婁振興局
企画産業課

0739-26-7947
(内線255)

32 起業支援 委託 その他
健康増進に関する各種講座や、ラジオ体操、キッズエクササイズの
講習会などを県下全域で実施し、健康増進へのきっかけ作りを行
う。

3 和歌山県 教育庁スポーツ課 073-441-3695

33 起業支援 委託 教育・学習支援
県立自然博物館が保管している化石を含む岩石のクリーニング作業
を行うとともに、展示会を企画し、プロモーション活動を実施す
る。

7 和歌山県 県立自然博物館 073-483-1777
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