
■平成２５年度　やまなし観光推進計画に関連する事業一覧

戦略名 取組名 事業名 担当部局 担当課

統計年鑑等発行費 企画県民部 統計調査課

新山梨アイデンティティ形成事業 企画県民部 生涯学習文化課

県庁舎耐震改修等整備事業（防災新館石垣展示室、県庁敷地のオープン 総務部 管財課

新水政策基本方針策定事業費 森林環境部 森林環境総務課

環境学習指導者派遣事業 森林環境部 環境創造課

農業協力隊推進事業費 農政部 担い手対策室

ふるさと山梨郷土学習推進事業 教育委員会 義務教育課

やまなし観光推進機構事業費（ホスピタリティ向上事業費） 観光部 観光振興課

インバウンドホスピタリティ向上事業 観光部 観光振興課

おもてなし人材活用事業（観光カレッジ、出前セミナー） 観光部 観光振興課

ユニバーサルデザイン普及促進事業費 企画県民部 企画課

新山梨県鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助金 リニア交通局 交通政策課

富士山クリーンアップ事業の推進 森林環境部 環境整備課

林業施設景観形成事業 森林環境部 治山林道課

武田の森再整備事業 森林環境部 県有林課

新おもてなし森林景観創出事業費 森林環境部 県有林課

やまなしクリーンキャンペーン推進費 森林環境部 環境創造課

山村振興等農林漁業特別対策事業費 農政部 耕地課

地域用水環境整備事業費 農政部 耕地課

中山間地域等直接支払交付金 農政部 農村振興課

農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費 農政部 農村振興課

やまなし土木施設環境ボランティア推進事業費 県土整備部 道路管理課

都市公園建設事業（小瀬スポーツ、富士北麓、富士川クラフトパーク、笛吹川県土整備部 都市計画課

甲府駅南口周辺地域整備事業 県土整備部 都市計画課

景観形成モデル事業費補助金 県土整備部 美しい県土づくり推進室

景観アドバイザー活用事業 県土整備部 美しい県土づくり推進室

屋外広告物指導取締費 県土整備部 美しい県土づくり推進室

屋外広告物ガイドライン作成 県土整備部 美しい県土づくり推進室

観光エリアにおける主な道路整備事業 県土整備部 道路整備課

フラット歩道の整備事業 県土整備部 道路管理課

電線類の地中化整備事業 県土整備部 道路管理課

広域連携河川改修事業（新名庄川） 県土整備部 治水課

富士の国やまなし観光振興施設整備補助金 観光部 観光資源課

新おもてなし森林景観創出事業 観光部 観光資源課

人材育成・
         郷土教育の充実

美しい景観づくり・
     観光インフラの整備

おもてなし戦略
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戦略名 取組名 事業名 担当部局 担当課

富士北麓広域周遊観光駐車場管理事業費 観光部 観光資源課

観光施設維持補修費 観光部 観光資源課

富士山安全対策費 観光部 観光資源課

施設管理費 観光部 観光資源課

やまなしブランド確立推進事業 知事政策局 広聴広報課

ブランドチャレンジ支援事業 産業労働部 産業支援課

ワインやまなしブランド推進事業　 産業労働部 産業支援課

ジュエリーやまなし活性化事業 産業労働部 産業支援課

やまなし繊維ブランド化推進事業 産業労働部 産業支援課

新ジュエリーミュージアム費 産業労働部 産業支援課

ワイン産地確立推進事業費 農政部・産業労働部
果樹食品流通課・
産業支援課

山梨の新農産物加工品開発推進事業費 農政部 農業技術課

新やまなし新ブランド食肉普及拡大推進事業費 農政部 畜産課

新山梨県オリジナル品種産地確立事業費補助金 農政部 果樹食品流通課

食のやまなし地産地消推進大会費 農政部 果樹食品流通課

新農産物直売所魅力アップ支援事業費 農政部 果樹食品流通課

甲州ぶどう栽培クラブ支援事業費補助金 農政部 果樹食品流通課

醸造用甲州産地育成事業費補助金 農政部 果樹食品流通課

農業の日等啓発事業費 農政部 農政総務課

やまなし農産物ブランド化推進事業費 農政部
農産物販売戦略

室

県産果実海外販路拡大支援事業費 農政部
農産物販売戦略

室

富士の国やまなし農産物魅力発信事業費 農政部
農産物販売戦略

室

甲斐の銘酒づくり支援事業費補助金 農政部 花き農水産課

新クニマス展示施設調査事業費 農政部 花き農水産課

やまなし観光推進機構事業費（県産品販路開拓事業費） 観光部 観光振興課

信玄公祭り甲州軍団出陣等事業費補助金 観光部 観光振興課

地域振興事業 企業局 総務課

温泉事業 企業局 総務課

埋蔵文化財調査費 教育委員会 学術文化財課

文化財保存事業費 教育委員会 学術文化財課

美術館事業費 教育委員会 学術文化財課

博物館事業費 教育委員会 学術文化財課

考古博物館事業費 教育委員会 学術文化財課

文学館事業費 教育委員会 学術文化財課

ふるさと山梨文化財歴史発見事業費（甲府城に関する普及啓発事業等教育委員会 学術文化財課

おもてなしに取り組む
              気運の醸成

おもてなし推進事業費  (おもてなしアドバイザー派遣事業費) 観光部 観光企画・ブランド推進課

美しい景観づくり・
     観光インフラの整備

魅力ある地域資源の
   　　発掘、育成、
　　　　　　保全及び活用

おもてなし戦略
　　　(続き)

72 72



戦略名 取組名 事業名 担当部局 担当課

おもてなし推進事業費（おもてなし宣言） 観光部 観光企画・ブランド推進課

おもてなし推進事業費（おもてなし表彰制度） 観光部 観光企画・ブランド推進課

新おもてなし推進事業費（おもてなしスマイル募集事業） 観光部 観光企画・ブランド推進課

新おもてなし推進事業費（おもてなし年賀状作成・発信事業） 観光部 観光企画・ブランド推進課

新おもてなし推進事業費（次世代につなぐ「おもてなしやまなしのすヽめ 観光部 観光企画・ブランド推進課

おもてなし推進週間事業（県民大会の開催） 観光部 観光企画・ブランド推進課

山梨県国民文化祭実行委員会負担金（広報・誘客等に要する経費
分）

企画県民部 国民文化祭課

新ペットツーリズム推進推進事業費 観光部 観光企画・ブランド推進課

ウェルネスツーリズム推進事業 観光部 観光振興課

富士北麓エコツーリズム推進事業 観光部 観光振興課

やまなし観光推進機構事業費（着地型観光推進事業費） 観光部 観光振興課

基着地型観光商品調査・活用事業 観光部 観光振興課

地域振興事業（再掲） 企業局 総務課

温泉事業（再掲） 企業局 総務課

米倉山太陽光発電等ＰＲ事業費 企業局 電気課

クリーンエネルギー啓発事業費 企業局 電気課

新特別観光キャンペーン事業 観光部 観光振興課

ツアー造成促進事業費 観光部 観光振興課

基三大都市圏重点誘客促進事業 観光部 観光振興課

やまなし企業と農山村のふるさと交流促進事業費 農政部 担い手対策室

やまなし都市農村交流推進事業費補助金 観光部 観光振興課

やまなしライフ推進事業 観光部 観光振興課

中部横断道沿線地域活性化プロジェクト事業費補助金 観光部 観光振興課

新やまなし暮らし支援センター事業 観光部 観光振興課

新二地域居住・移住受入体制整備事業 観光部 観光振興課

二地域居住・移住誘致推進事業 観光部 観光振興課

富士山総合保全対策推進事業費 観光部 観光資源課

南アルプス環境保全対策費 観光部 観光資源課

自然公園美化推進事業費 観光部 観光資源課

新特別観光キャンペーン事業（再掲） 観光部 観光振興課

ツアー造成促進事業費（再掲） 観光部 観光振興課

基三大都市圏重点誘客促進事業（再掲） 観光部 観光振興課

談合坂ＳＡ観光情報コーナー設置事業 観光部 観光振興課

新世界文化遺産広域連携誘客促進事業 観光部 観光振興課

富士の国やまなし観光ネット情報発信事業 観光部 観光振興課

環境に配慮した
        山岳観光の推進

おもてなしに取り組む
              気運の醸成
　　　　　　（続き）

着地型観光の推進

宿泊・滞在型
              観光の推進

都市農村交流・
     二地域居住の促進

おもてなし戦略
　　(続き)

ターゲットを意識した
        情報発信の実施

地域資源
       活用戦略
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戦略名 取組名 事業名 担当部局 担当課

新富士の国やまなしアウトドアトライアル推進事業 観光部 観光振興課

やまなしサポーターズ倶楽部開催費 観光部 観光企画・ブランド推進課

やまなし観光物産情報発信事業 観光部 観光企画・ブランド推進課

映像産業招致推進事業 観光部 観光企画・ブランド推進課

談合坂ＳＡ観光情報コーナー設置事業（再掲） 観光部 観光振興課

富士の国やまなし観光ネット情報発信事業（再掲） 観光部 観光振興課

やまなし観光物産情報発信事業（再掲） 観光部 観光企画・ブランド推進課

やまなし観光推進機構事業費（インバウンド誘客事業費） 観光部 観光振興課

外国人観光客誘客促進おもてなしキャンペーン事業 観光部 国際交流課

国際観光トップセールス事業 観光部 国際交流課

新外国人観光客誘致ミッション派遣事業 観光部 国際交流課

新韓国人観光客誘致促進事業 観光部 国際交流課

中国観光・経済交流拠点活用事業 観光部 国際交流課

国際観光テーマ地区推進事業 観光部 国際交流課

「中央内陸県連合」広域観光推進事業 観光部 国際交流課

富士北麓国際交流ゾーン構想事業費 企画県民部 企画課

インバウンドホスピタリティ向上事業（再掲） 観光部 観光振興課

外国語観光ガイドマップ作成費 観光部 国際交流課

山梨県忠清北道姉妹県道友好促進事業 観光部 国際交流課

ブラジル・ミナスジェライス州姉妹締結４０周年記念事業 観光部 国際交流課

職員相互派遣事業 観光部 国際交流課

外国人留学生相互派遣事業 観光部 国際交流課

新山梨・アイオワ青少年育成事業 観光部 国際交流課

四川省友好促進事業費補助金 観光部 国際交流課

国際交流センター運営費 観光部 国際交流課

国際交流協会事業費補助金 観光部 国際交流課

語学指導等を行う外国青年ＪＥＴ招致事業 観光部 国際交流課

自治体職員協力交流事業 観光部 国際交流課

海外技術研修員受入事業 観光部 国際交流課

海外県人会等活動促進事業費補助金 観光部 国際交流課

やまなし多文化共生推進事業 観光部 国際交流課

中国語専用観光サイト情報発信事業 観光部 観光振興課

富士の国やまなし観光ネット情報発信事業（再掲） 観光部 観光振興課

外国語観光ガイドマップ作成費（再掲） 観光部 国際交流課

国際観光テーマ地区推進事業（再掲） 観光部 国際交流課

「中央内陸県連合」広域観光推進事業（再掲） 観光部 国際交流課

国際交流の促進

海外に向けた情報発信

ターゲットを意識した
        情報発信の実施
　　　　　（続き）

県内旅行者への適時・
 的確な情報提供の実施

インバウンド
      観光戦略

観光プロモーション
　　　　　　　　　　の展開

外国人旅行者の
            受入環境整備
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戦略名 取組名 事業名 担当部局 担当課

産業としての観光の発展 商工業振興資金貸付金 産業労働部 商業振興金融課

新リニア駅周辺整備基本方針策定事業費 リニア交通局 リニア推進課

県立リニア見学センターのリニューアル リニア交通局 リニア推進課

中央線高速化促進事業費 リニア交通局 交通政策課

観光エリアにおける主な道路整備事業（再掲） 県土整備部 道路整備課

災害に対する準備及び
　　災害時の対策

地域防災リーダー養成事業 総務部 消防防災課

第５章
統計調査及び必要な
　　調査の実施

観光客動態調査費 観光部 観光企画・ブランド推進課

第５章 推進体制の整備 観光推進会議開催事業費 観光部 観光企画・ブランド推進課

観光地等への
           アクセスの向上

その他
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