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平成30年度予算の主要事業

地域経済の持続的な発展を図るため、県内企業の成長産業への参入や事業拡大を支援

本県の水の魅力をホームページなどで強力に情報発信
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〝実感〟ダイナミックやまなしプロジェクト

知事就任以来、すべての県民が明るく希望に満ち安心して暮らせる「輝き あんしん プラチナ
社会」の実現に向け、産業間、地域間など多様な主体との連携のもと、様々な施策を展開し
てきました。

本年度においては、これまでの取り組みによって生まれてきた各分野の成果を更に拡大してい
くとともに、県民の皆様にその成果を「実感」していただくことを念頭におきながら、「ダイナミッ
クやまなし総合計画」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく取り組みを、積極的に展
開していきます。

特に、人口減少に歯止めをかけ、人口ビジョンに描く将来展望を実現するため、総合戦略に
位置付けた施策については、これまでも積極的に展開してきましたが、本年度は、この取り組
みをより一層強力に推進していきます。

また、２年後に控えた東京オリンピック・パラリンピックの開催などを見据え、本県が誇るべき
観光、農業、地場産業、水といった資源を地域の活性化につなげていく施策、産業を担う人
材の育成や創業の支援、新技術の導入など、これからの本県の未来を切り開く施策につい
ては、大きな事業成果が得られるよう重点的に予算を投入しました。

予算編成のポイント
■

■

■

■

地方創生推進交付金事業費  　　　４億７，８５９万円
本県の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するための
事業を実施。

地域創生連携推進事業費       １，２５９万円
各地域県民センターにおいて官民協働で地域資源の発掘や魅力
発信などを実施。

大村智人材育成基金事業費　 　　　２，０５３万円
基金を活用し、高校生・大学生の留学や若手研究者の研究を
支援。

やまなし創生推進プロジェクト1

やまなし新産業構造対応雇用創造プロジェクト事業費 １億５，８７４万円
成長分野への進出に向けた県内企業の取り組みへの支援や求職
者に対する就業支援など。

市町村等工業団地整備促進事業費 １億３，８７２万円
本県への企業立地を促進するため、市町村などの工業団地造成
の取り組みを支援。

やまなし水素エネルギーフェア開催費 １２６万円
シンポジウムや燃料電池自動車・バス試乗会などを開催。

山梨の未来を担う人材育成検討事業費　 ２５６万円
県の人材育成機関における中長期的な人材育成の方向性を産学
官が連携して検討。

中小企業採用活動サポート事業費　　  　　６６８万円
求人サイトを活用した中小企業の採用活動を支援。

外国人留学生県内定着促進事業費　  １２９万円
県内企業の人材確保のため、外国人留学生の県内定着を促進。

甲府工業高等学校専攻科棟建設事業費 5億79万円
甲府工業高校に専攻科校舎を建設。

商工業振興資金貸付金預託金 ２１９億７，８５１万円
中小企業の金融の円滑化を促進し、経営の安定化を図るため
金融機関の協調を得て制度融資を実施。（起業を促進するため
女性・若者・シニア・移住者向けに有利な融資枠を新たに設定）

信用保証料補助金　  ４，６４６万円
中小企業者の県制度融資の借入時の負担軽減を図るため、信用
保証料の一部を助成。（起業や新分野進出などを促進するため
助成対象を拡大）

新みらいファンド組成事業費　  １０億円
金融機関などとの連携による基金を設置し、新たな事業の創出に
対して必要な資金を支援。

基幹産業発展・創造プロジェクト2

フランス・インバウンド観光推進事業費 　　３１３万円
　本県の魅力をフランスの旅行会社などに紹介するツアーを実施。

ジャポニスム2018参加事業費　　　　   １，４９１万円
日仏友好１６０周年に当たりフランスで開催される「日本博(ジャポ
ニスム2018)」において「信玄公祭り ｉｎ ＰＡＲＩＳ」などを実施。

富士山登山巡回指導事業費　 97万円
登山者の迷惑行為などを防止する巡回指導員を配置。

富士スバルライン五合目周辺環境整備事業費　３，４８０万円
富士スバルロッジの跡地を展望園地として整備。

安全登山推進事業費 　　７５０万円
登山の安全対策の体制を整備するとともに、登山者に対し普及啓
発を実施。

地域連携ＤＭＯ事業費　　　　　　　　３，６９４万円
やまなし観光推進機構(地域連携ＤＭＯ)による観光産業の生産
性向上を図る取り組みを実施。

富士の国やまなし観光ネットリニューアル事業費 ４，０２３万円
周遊・滞在型観光の推進を図るため、情報発信機能を強化。

「育水」やまなし推進事業費 　１，８７０万円
本県の水の魅力を情報発信するとともに、企業などと連携し
森林の保全などに資する事業を実施。

通訳ガイド活用促進事業費 ３３８万円
地域通訳案内士のスキルアップ研修とＰＲを実施し外国人観光客
の受入体制を強化。

東京オリンピック・パラリンピックやまなし認証材ＰＲ事業費 3,261万円
オリンピック・パラリンピック仮設施設などの建設資材として
ＦＳＣ認証材を供給。

やまなし次世代林業推進事業費　 ８，２８６万円
県産材の供給力強化などを図るため、効率的な「一貫作業システ
ム」やドローンを活用した新たな技術を導入。

地域産業元気創造プロジェクト3
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906億円
19.9%
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地域経済の持続的な発展を図るため、県内企業の成長産業への参入や事業拡大を支援

本県の水の魅力をホームページなどで強力に情報発信
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知事就任以来、すべての県民が明るく希望に満ち安心して暮らせる「輝き あんしん プラチナ
社会」の実現に向け、産業間、地域間など多様な主体との連携のもと、様々な施策を展開し
てきました。

本年度においては、これまでの取り組みによって生まれてきた各分野の成果を更に拡大してい
くとともに、県民の皆様にその成果を「実感」していただくことを念頭におきながら、「ダイナミッ
クやまなし総合計画」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく取り組みを、積極的に展
開していきます。

特に、人口減少に歯止めをかけ、人口ビジョンに描く将来展望を実現するため、総合戦略に
位置付けた施策については、これまでも積極的に展開してきましたが、本年度は、この取り組
みをより一層強力に推進していきます。

また、２年後に控えた東京オリンピック・パラリンピックの開催などを見据え、本県が誇るべき
観光、農業、地場産業、水といった資源を地域の活性化につなげていく施策、産業を担う人
材の育成や創業の支援、新技術の導入など、これからの本県の未来を切り開く施策につい
ては、大きな事業成果が得られるよう重点的に予算を投入しました。

予算編成のポイント
■
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地方創生推進交付金事業費  　　　４億７，８５９万円
本県の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するための
事業を実施。

地域創生連携推進事業費       １，２５９万円
各地域県民センターにおいて官民協働で地域資源の発掘や魅力
発信などを実施。

大村智人材育成基金事業費　 　　　２，０５３万円
基金を活用し、高校生・大学生の留学や若手研究者の研究を
支援。
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やまなし新産業構造対応雇用創造プロジェクト事業費 １億５，８７４万円
成長分野への進出に向けた県内企業の取り組みへの支援や求職
者に対する就業支援など。

市町村等工業団地整備促進事業費 １億３，８７２万円
本県への企業立地を促進するため、市町村などの工業団地造成
の取り組みを支援。

やまなし水素エネルギーフェア開催費 １２６万円
シンポジウムや燃料電池自動車・バス試乗会などを開催。

山梨の未来を担う人材育成検討事業費　 ２５６万円
県の人材育成機関における中長期的な人材育成の方向性を産学
官が連携して検討。

中小企業採用活動サポート事業費　　  　　６６８万円
求人サイトを活用した中小企業の採用活動を支援。

外国人留学生県内定着促進事業費　  １２９万円
県内企業の人材確保のため、外国人留学生の県内定着を促進。

甲府工業高等学校専攻科棟建設事業費 5億79万円
甲府工業高校に専攻科校舎を建設。

商工業振興資金貸付金預託金 ２１９億７，８５１万円
中小企業の金融の円滑化を促進し、経営の安定化を図るため
金融機関の協調を得て制度融資を実施。（起業を促進するため
女性・若者・シニア・移住者向けに有利な融資枠を新たに設定）

信用保証料補助金　  ４，６４６万円
中小企業者の県制度融資の借入時の負担軽減を図るため、信用
保証料の一部を助成。（起業や新分野進出などを促進するため
助成対象を拡大）

新みらいファンド組成事業費　  １０億円
金融機関などとの連携による基金を設置し、新たな事業の創出に
対して必要な資金を支援。

基幹産業発展・創造プロジェクト2

フランス・インバウンド観光推進事業費 　　３１３万円
　本県の魅力をフランスの旅行会社などに紹介するツアーを実施。

ジャポニスム2018参加事業費　　　　   １，４９１万円
日仏友好１６０周年に当たりフランスで開催される「日本博(ジャポ
ニスム2018)」において「信玄公祭り ｉｎ ＰＡＲＩＳ」などを実施。

富士山登山巡回指導事業費　 97万円
登山者の迷惑行為などを防止する巡回指導員を配置。

富士スバルライン五合目周辺環境整備事業費　３，４８０万円
富士スバルロッジの跡地を展望園地として整備。

安全登山推進事業費 　　７５０万円
登山の安全対策の体制を整備するとともに、登山者に対し普及啓
発を実施。

地域連携ＤＭＯ事業費　　　　　　　　３，６９４万円
やまなし観光推進機構(地域連携ＤＭＯ)による観光産業の生産
性向上を図る取り組みを実施。

富士の国やまなし観光ネットリニューアル事業費 ４，０２３万円
周遊・滞在型観光の推進を図るため、情報発信機能を強化。

「育水」やまなし推進事業費 　１，８７０万円
本県の水の魅力を情報発信するとともに、企業などと連携し
森林の保全などに資する事業を実施。

通訳ガイド活用促進事業費 ３３８万円
地域通訳案内士のスキルアップ研修とＰＲを実施し外国人観光客
の受入体制を強化。

東京オリンピック・パラリンピックやまなし認証材ＰＲ事業費 3,261万円
オリンピック・パラリンピック仮設施設などの建設資材として
ＦＳＣ認証材を供給。

やまなし次世代林業推進事業費　 ８，２８６万円
県産材の供給力強化などを図るため、効率的な「一貫作業システ
ム」やドローンを活用した新たな技術を導入。
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新たな販路の開拓や生産性の向上を図る取り組みにより、儲かる農業を展開

若年層に向け、本県で暮らす魅力をホームページなどで強力に情報発信

結婚・出産・子育てを通じた切れ目のない支援による「日本一健やかに子どもを育む
山梨」の一層の充実

木材加工流通施設設備整備事業費補助金　　　　
（平成２９年度２月補正予算）　　　　　　　２１億１，９１７万円
木材産業の競争力の強化と県産材の利用促進を図るため、新たに
県内に進出する木材加工会社が行う大規模な設備整備に助成。
シニア世代就農促進事業費補助金 ６３８万円
就農への意欲、関心が高い県内外のシニア世代の就農を促進す
る取り組みに助成。

やまなし次世代農業チャレンジ事業費　　 ６６７万円
意欲ある農業者などと協働して低コスト化や、高品質化に資する
IoTなどの先端技術の導入効果について現地実証を実施。

農業セーフティネットＰＲ事業費　　　 １０４万円
農業経営の安定化や農業者のリスク軽減を図る収入保険制度な
どをＰＲ。

ＧＡＰ推進事業費　　　　　　　 ３９３万円
安全・安心な農産物を生産し、産地競争力の強化を図るため
ＧＡＰの普及に向けた取り組みを実施。

農産物販路拡大支援事業費 　７，１７２万円
マレーシア、シンガポールにおける常設の販売・情報発信拠点の設置
や、インドネシアにおける輸出拡大のためのテスト輸出など。

マス類新魚養殖技術確立事業費 　　　４２８万円
水産技術センターで開発したマス類新魚「富士の介」の養殖試験
など。

鳥獣保護管理人材確保・育成事業費　  １，３３７万円
捕獲の担い手である狩猟免許所持者を確保・育成するための
若手ハンターの確保に向けた現場体験など。

特定鳥獣適正管理費 　　　　　１億７，７２９万円
ニホンジカの個体数調整のための捕獲や、市町村が実施する管
理捕獲事業に対する助成など。

ニホンジカ有効活用推進事業費　 　２１２万円
シカ肉のブランド化と消費拡大に向けた取り組みを実施。

ワイン産地確立推進事業費　　　　 1億1，４80万円
醸造用ぶどうの生産拡大、県産ワインの高品質化、消費拡大に向
けた取り組みを推進。

山梨ワイン海外情報発信事業費　　　　　 １９０万円
海外ジャーナリストを対象とした県内ワイナリーツアーを実施。

ジュエリーやまなし活性化事業費補助金 ３２２万円
県内外へ向けた情報発信、新たな販路開拓に向けた取り組みに
助成。

やまなしテキスタイルブランド化支援事業費補助金　３００万円
優れた技術力を国内外に情報発信する取り組みに助成。

子育て日本一ＰＲ事業費 　１，０９６万円
子育て世代の県内への移住を促進するため、全国トップクラスで
ある本県の子育て支援策をＰＲ。

やまなし縁結びサポート事業費　 　２，６２８万円
新たに富士吉田市内に常設の出会いサポートセンターを設置す
るなど、結婚を希望する者を支援。

輝く女性応援事業費 　１４５万円
女性が活躍できる職場環境づくりや女性の経営参画を推進。

産前産後ケアセンター事業費 　3，582万円
産後間もない母親の支援などを行う産前産後ケアセンターの運
営に対する助成や、支援内容についての情報提供など。

子宮頸がん検診受診率向上事業費 　６２８万円
県内大学や工業団地において啓発イベントや無料検診を実施。

やまなし子育て応援事業補助金 　２億５，４０４万円
第2子以降の３歳未満児の保育料などの無料化に助成。

やまなし子育て安心保育推進事業費 　４，０００万円
病児・病後児保育のための施設整備への助成や、施設の空き状況など
をスマートフォンなどで確認できる機能をやまなし子育てネットに導入。

幼児自然体験活動推進事業費 　５６万円
幼児を心身ともに健やかに育てるため、自然体験活動を推進。

愛宕山こどもの国将来ビジョン検討事業費 ２１４万円
愛宕山こどもの国などの今後の方向性について検討。

子どもの心のケアに係る総合拠点整備事業費 ５億５，５７３万円
発達障害などに係る高度な医療の提供と総合的な支援を行う
拠点を整備。

子どもの貧困対策推進事業費 　２８４万円
地域の実情に応じた効果的な貧困対策を推進。

子どもの学習支援事業費 　１，２２２万円
生活困窮世帯の子どもの学習支援など。
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介護基盤整備等事業費補助金 　　１億８，７８３万円
市町村が行う介護施設の整備に助成。

介護人材確保・定着対策魅力発信事業費　 ２8８万円
介護職の魅力発信を行うアンバサダーの設置や合同入職式の開
催など。

次世代型農福連携パワーアップ事業費 １，２２２万円
障害者の経済的自立を支援するため、障害者の農業分野への就
労を促進。

障害者芸術・文化活動普及事業費 　395万円
障害者の芸術及び文化活動への参加を支援するコーディネー
ターの設置など。

自殺対策総合事業費 　５，０７７万円
市町村や民間団体などと連携した自殺対策を総合的かつ計画的
に推進。

特定行為研修指定機関体制整備事業費補助金　２１１万円
手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成する取り組
みに助成。

やまなし健康寿命延伸プロジェクト推進事業費補助金 ３００万円
市町村が行う健康寿命の延伸を図る先進的な取り組みに助成。

肝がん・重度肝硬変入院治療助成事業費 　６５６万円
肝がん・重度肝硬変患者の長期入院治療費を助成。

がん対策強化事業費 　１，０８３万円
がん検診受診率の向上、がん患者への支援などの取り組みを実施。

アレルギー疾患対策事業費　　　　　　　　 １５７万円
アレルギー疾患の発症・重症化予防などを図る対策を推進。

空き家対策総合事業費 　６２８万円
インスペクション（建物状況調査）への支援や無料相談会の開催など。

食による地域の魅力再発見事業費 　６４５万円
特色ある郷土食などを「やまなしの食」に認定し、次世代へ継承す
るとともに、地域活性化につながる取り組みを実施。

「やまなしで働く魅力」若者座談会開催事業費 　１３０万円
若年世代の定住を促進するため、高校生・大学生などが本県で働
く魅力を考える座談会を県内外で開催。

鉄道通学支援による人口転出抑制実証事業費 １，７５０万円
市町村が行う県外大学などへの通学者の定期券購入支援事業
に助成。

「リニア環境未来都市」整備事業費 　３８４万円
駅周辺の基本計画を策定。

快適環境エコライフ県民運動推進事業費　３８７万円
アプリ版環境家計簿などでエコライフ県民運動を推進。
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地域防災力強化推進事業費 　５８３万円
地域防災力を強化するため、地区防災計画の策定支援などを通
じ、地域の災害特性を踏まえた自発的な取り組みを推進。

ドローン活用推進事業費 　３１８万円
地域の防災拠点となる合同庁舎などに災害時の情報収集などを
行うドローンを整備。

明日の建設産業を考える山梨会議開催費 　５１万円
今後の建設産業の在り方を検討する会議を開催。

やまなしリニア魅力発信事業費 　３６７万円
やまなしリニアフェスの開催や、海外に影響力のあるブロガーの
招へいなど。

リニア沿線地域活性化支援事業資金貸付金 ２０億円
建設に伴う影響を緩和し、住民の利便性向上につながる施設整
備に資金を貸付。

先進バス交通技術導入促進事業費 　１１５万円
先進的なバス交通技術導入に向けた研究会を開催。

多分野連携・次世代型交通サービス検討事業費 １７２万円
交通、福祉など幅広い分野や事業主体が連携した新たな交通
サービスなどを検討。

安全で快適な自転車利用環境創出事業費 　７８万円
自転車を活用した地域活性化を図るため、地域の特色を活かした
自転車活用推進計画を策定。
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高等学校等入学準備サポート事業費　 ４，２３０万円
国の奨学金給付に加え、県単独で入学に要する費用負担を軽減
するための給付金を支給。

産業技術短期大学校等就学サポート事業費  ４８０万円
経済的に余裕のない世帯の学生等の就学を支援するため、給付金を支給。

学力向上総合対策事業費　  １億４，４０７万円
学校と市町村との連携による授業改善や家庭学習の一層の定着
に向けた取り組みを推進。

峡南地域単位制・総合制高校建設事業費　４億４，６８６万円
増穂商業高校、市川高校及び峡南高校を再編し、単位制の総合
制高校を設置。

やまびこ支援学校建設事業費 　４億７，６９０万円
教育環境の充実を図るため、やまびこ支援学校を移転改築。

東京オリンピック・パラリンピック機運醸成推進事業費補助金 ５５０万円
ホストタウン登録市町村と競技団体などの協働事業に助成。

東京オリンピック・パラリンピック受入体制整備資金貸付金 ５億円
ホストタウンに登録された市町村が行う施設整備に資金を貸付。

総合球技場基本計画策定費 １２１万円
総合球技場の基本計画を策定。

文化芸術基本条例検討費 ５５万円
文化芸術を推進するための条例制定を検討。

〝実感〟ダイナミックやまなしプロジェクト
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1011 ふれあい

新たな販路の開拓や生産性の向上を図る取り組みにより、儲かる農業を展開

若年層に向け、本県で暮らす魅力をホームページなどで強力に情報発信

結婚・出産・子育てを通じた切れ目のない支援による「日本一健やかに子どもを育む
山梨」の一層の充実

木材加工流通施設設備整備事業費補助金　　　　
（平成２９年度２月補正予算）　　　　　　　２１億１，９１７万円
木材産業の競争力の強化と県産材の利用促進を図るため、新たに
県内に進出する木材加工会社が行う大規模な設備整備に助成。
シニア世代就農促進事業費補助金 ６３８万円
就農への意欲、関心が高い県内外のシニア世代の就農を促進す
る取り組みに助成。

やまなし次世代農業チャレンジ事業費　　 ６６７万円
意欲ある農業者などと協働して低コスト化や、高品質化に資する
IoTなどの先端技術の導入効果について現地実証を実施。

農業セーフティネットＰＲ事業費　　　 １０４万円
農業経営の安定化や農業者のリスク軽減を図る収入保険制度な
どをＰＲ。

ＧＡＰ推進事業費　　　　　　　 ３９３万円
安全・安心な農産物を生産し、産地競争力の強化を図るため
ＧＡＰの普及に向けた取り組みを実施。

農産物販路拡大支援事業費 　７，１７２万円
マレーシア、シンガポールにおける常設の販売・情報発信拠点の設置
や、インドネシアにおける輸出拡大のためのテスト輸出など。

マス類新魚養殖技術確立事業費 　　　４２８万円
水産技術センターで開発したマス類新魚「富士の介」の養殖試験
など。

鳥獣保護管理人材確保・育成事業費　  １，３３７万円
捕獲の担い手である狩猟免許所持者を確保・育成するための
若手ハンターの確保に向けた現場体験など。

特定鳥獣適正管理費 　　　　　１億７，７２９万円
ニホンジカの個体数調整のための捕獲や、市町村が実施する管
理捕獲事業に対する助成など。

ニホンジカ有効活用推進事業費　 　２１２万円
シカ肉のブランド化と消費拡大に向けた取り組みを実施。

ワイン産地確立推進事業費　　　　 1億1，４80万円
醸造用ぶどうの生産拡大、県産ワインの高品質化、消費拡大に向
けた取り組みを推進。

山梨ワイン海外情報発信事業費　　　　　 １９０万円
海外ジャーナリストを対象とした県内ワイナリーツアーを実施。

ジュエリーやまなし活性化事業費補助金 ３２２万円
県内外へ向けた情報発信、新たな販路開拓に向けた取り組みに
助成。

やまなしテキスタイルブランド化支援事業費補助金　３００万円
優れた技術力を国内外に情報発信する取り組みに助成。

子育て日本一ＰＲ事業費 　１，０９６万円
子育て世代の県内への移住を促進するため、全国トップクラスで
ある本県の子育て支援策をＰＲ。

やまなし縁結びサポート事業費　 　２，６２８万円
新たに富士吉田市内に常設の出会いサポートセンターを設置す
るなど、結婚を希望する者を支援。

輝く女性応援事業費 　１４５万円
女性が活躍できる職場環境づくりや女性の経営参画を推進。

産前産後ケアセンター事業費 　3，582万円
産後間もない母親の支援などを行う産前産後ケアセンターの運
営に対する助成や、支援内容についての情報提供など。

子宮頸がん検診受診率向上事業費 　６２８万円
県内大学や工業団地において啓発イベントや無料検診を実施。

やまなし子育て応援事業補助金 　２億５，４０４万円
第2子以降の３歳未満児の保育料などの無料化に助成。

やまなし子育て安心保育推進事業費 　４，０００万円
病児・病後児保育のための施設整備への助成や、施設の空き状況など
をスマートフォンなどで確認できる機能をやまなし子育てネットに導入。

幼児自然体験活動推進事業費 　５６万円
幼児を心身ともに健やかに育てるため、自然体験活動を推進。

愛宕山こどもの国将来ビジョン検討事業費 ２１４万円
愛宕山こどもの国などの今後の方向性について検討。

子どもの心のケアに係る総合拠点整備事業費 ５億５，５７３万円
発達障害などに係る高度な医療の提供と総合的な支援を行う
拠点を整備。

子どもの貧困対策推進事業費 　２８４万円
地域の実情に応じた効果的な貧困対策を推進。

子どもの学習支援事業費 　１，２２２万円
生活困窮世帯の子どもの学習支援など。
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介護基盤整備等事業費補助金 　　１億８，７８３万円
市町村が行う介護施設の整備に助成。

介護人材確保・定着対策魅力発信事業費　 ２8８万円
介護職の魅力発信を行うアンバサダーの設置や合同入職式の開
催など。

次世代型農福連携パワーアップ事業費 １，２２２万円
障害者の経済的自立を支援するため、障害者の農業分野への就
労を促進。

障害者芸術・文化活動普及事業費 　395万円
障害者の芸術及び文化活動への参加を支援するコーディネー
ターの設置など。

自殺対策総合事業費 　５，０７７万円
市町村や民間団体などと連携した自殺対策を総合的かつ計画的
に推進。

特定行為研修指定機関体制整備事業費補助金　２１１万円
手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成する取り組
みに助成。

やまなし健康寿命延伸プロジェクト推進事業費補助金 ３００万円
市町村が行う健康寿命の延伸を図る先進的な取り組みに助成。

肝がん・重度肝硬変入院治療助成事業費 　６５６万円
肝がん・重度肝硬変患者の長期入院治療費を助成。

がん対策強化事業費 　１，０８３万円
がん検診受診率の向上、がん患者への支援などの取り組みを実施。

アレルギー疾患対策事業費　　　　　　　　 １５７万円
アレルギー疾患の発症・重症化予防などを図る対策を推進。

空き家対策総合事業費 　６２８万円
インスペクション（建物状況調査）への支援や無料相談会の開催など。

食による地域の魅力再発見事業費 　６４５万円
特色ある郷土食などを「やまなしの食」に認定し、次世代へ継承す
るとともに、地域活性化につながる取り組みを実施。

「やまなしで働く魅力」若者座談会開催事業費 　１３０万円
若年世代の定住を促進するため、高校生・大学生などが本県で働
く魅力を考える座談会を県内外で開催。

鉄道通学支援による人口転出抑制実証事業費 １，７５０万円
市町村が行う県外大学などへの通学者の定期券購入支援事業
に助成。

「リニア環境未来都市」整備事業費 　３８４万円
駅周辺の基本計画を策定。

快適環境エコライフ県民運動推進事業費　３８７万円
アプリ版環境家計簿などでエコライフ県民運動を推進。
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地域防災力強化推進事業費 　５８３万円
地域防災力を強化するため、地区防災計画の策定支援などを通
じ、地域の災害特性を踏まえた自発的な取り組みを推進。

ドローン活用推進事業費 　３１８万円
地域の防災拠点となる合同庁舎などに災害時の情報収集などを
行うドローンを整備。

明日の建設産業を考える山梨会議開催費 　５１万円
今後の建設産業の在り方を検討する会議を開催。

やまなしリニア魅力発信事業費 　３６７万円
やまなしリニアフェスの開催や、海外に影響力のあるブロガーの
招へいなど。

リニア沿線地域活性化支援事業資金貸付金 ２０億円
建設に伴う影響を緩和し、住民の利便性向上につながる施設整
備に資金を貸付。

先進バス交通技術導入促進事業費 　１１５万円
先進的なバス交通技術導入に向けた研究会を開催。

多分野連携・次世代型交通サービス検討事業費 １７２万円
交通、福祉など幅広い分野や事業主体が連携した新たな交通
サービスなどを検討。

安全で快適な自転車利用環境創出事業費 　７８万円
自転車を活用した地域活性化を図るため、地域の特色を活かした
自転車活用推進計画を策定。
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高等学校等入学準備サポート事業費　 ４，２３０万円
国の奨学金給付に加え、県単独で入学に要する費用負担を軽減
するための給付金を支給。

産業技術短期大学校等就学サポート事業費  ４８０万円
経済的に余裕のない世帯の学生等の就学を支援するため、給付金を支給。

学力向上総合対策事業費　  １億４，４０７万円
学校と市町村との連携による授業改善や家庭学習の一層の定着
に向けた取り組みを推進。

峡南地域単位制・総合制高校建設事業費　４億４，６８６万円
増穂商業高校、市川高校及び峡南高校を再編し、単位制の総合
制高校を設置。

やまびこ支援学校建設事業費 　４億７，６９０万円
教育環境の充実を図るため、やまびこ支援学校を移転改築。

東京オリンピック・パラリンピック機運醸成推進事業費補助金 ５５０万円
ホストタウン登録市町村と競技団体などの協働事業に助成。

東京オリンピック・パラリンピック受入体制整備資金貸付金 ５億円
ホストタウンに登録された市町村が行う施設整備に資金を貸付。

総合球技場基本計画策定費 １２１万円
総合球技場の基本計画を策定。

文化芸術基本条例検討費 ５５万円
文化芸術を推進するための条例制定を検討。

〝実感〟ダイナミックやまなしプロジェクト


