
東京2020　カウントダウン・アクション（令和元年度９月補正及び１２月補正予算含む）

施策方針１　スポーツによる地域振興
1 大会成功に向けた支援

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容

① 県実行委員会事業費補助金 当初 11,295 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

県内における機運の醸成やレガシーの創出を推進する取り組みに対し助
成する。

②
自転車競技ロードレース推進事業費補
助金

６補 10,000 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

東京オリンピック大会自転車競技ロードレースの開催に向けた準備等の
取り組みに対し助成する。

当初 8,299 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

６補 457 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

当初 6,000 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

６補 2,000 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

当初 3,873 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

６補 1,275 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

⑥
ラグビーワールドカップ事前キャンプ
受入事業費補助金

６補 5,000 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

本県でのラグビーワールドカップ日本大会の事前キャンプの実施に伴い、
受入準備や機運の醸成に要する経費に対し助成する。

⑦ 国民保護訓練事業費 当初 5,080 防災 防災危機管理課
東京オリパラの開催を控え、万が一の事態において的確かつ迅速な対応
を取れるよう、国民保護共同実動訓練を実施する。

⑧ 聖火リレー開催準備補助金 ９補 10,951 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

東京オリンピック大会への県内における機運の醸成を図るため、聖火リ
レーの円滑な実施に向けた運営計画の策定に対し助成する。

合計 64,230

③ 聖火リレー開催準備費補助金
聖火リレーの開催に向けてランナーの選定に要する経費に対し助成す
る。

④ 機運醸成推進事業費補助金 市町村が行う機運の醸成の取り組みに対し助成する。

⑤ 自転車競技ロードレース推進事業費
東京オリンピック大会自転車競技ロードレースの開催に向けた準備等の
取り組みを行う。

資料
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2 スポーツ拠点の形成

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容

① 事前合宿誘致推進事業費 当初 7,165 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

スポーツ振興や地域経済の活性化を図るため、市町村における事前合
宿の誘致を推進する。

② 誘致支援事業費補助金 当初 2,000 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

ホストタウンに登録された市町村に対し事前合宿に必要となる支援を行
う。

当初 350,000 総務 市町村課

６補 150,000 総務 市町村課

リニア 交通政策課

観光 観光プロモーション課

県土 道路整備課

⑤
東京オリンピック自転車競技ロード
レースコース整備事業費

当初 15,000 県土 道路管理課
東京オリンピックの自転車ロードレースコースが、県内を通過することが
決定したため、2019年のテストイベント及び2020年の本大会に備え、ロー
ドレースコースの道路環境整備を行う。

当初 62,882 教委 スポーツ健康課
国体や全国大会において優秀な成績を収め、本県のスポーツ水準を維
持向上させるための事業を実施する。

６補 22,311 教委 スポーツ健康課
優秀な選手をジュニア期から組織的、計画的に育成するため、県スポー
ツ協会が行う取り組みに対し助成する。（ジュニアアスリートトータルサ
ポート事業費補助金）

⑦ 中高競技力向上事業費 当初 16,170 教委 スポーツ健康課
中学生・高校生の競技人口の拡大と競技水準の向上を図るための事業
を実施する。

⑧
スポーツによる地域活性化懇話会開催
費

12補 610 総政 政策企画課
東京オリンピック・パラリンピック大会開催を好機に、スポーツを活用した
地域活性化を図るため、外部有識者と知事が意見交換を行う。

合計 628,518

③
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

事前合宿等の受入体制を強化するため、ホストタウンに登録された市町
村が行う施設整備事業に対し資金を貸し付ける。

④ サイクル王国やまなし推進事業費 ６補 2,380
東京オリンピック大会自転車競技ロードレースの開催を好機に、自転車を
活用した地域活性化を図るため、サイクル王国やまなしの実現に向けた
取り組みを推進する。

⑥ 競技力向上費
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施策方針２　観光振興を通じた県内経済活性化
3 観光客と観光消費の拡大

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容

①
国会議員ラグビー世界大会レセプショ
ン開催費

６補 6,646 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

本県の魅力を世界へ発信するため、県内で開催される国内外の国会議
員によるラグビー大会の参加議員を招いたレセプションを開催する。

②
フランス・インバウンド観光推進事業
費

当初 1,873 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

東京オリパラ開催を好機に、フランスからの誘客促進を図るため、本県の
魅力をフランスの旅行会社等に紹介するツアーを実施する。

当初 4,321 県民 消費生活安全課

６補 1,739 県民 消費生活安全課

④
豊かな水と森を活用した「育水」やま
なし推進事業費(プロジェクト事業費
補助金)

６補 10,000 森林 森林環境総務課
豊かな水や森を活用した県産品の周知等を通じ、良質な水の産地として
のイメージアップを図るため、PRイベント等を実施する。

⑤
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

H30
繰越

13,088 森林 県有林課
選手村で県産FSC認証材を利用するとともに、大会後に返却される木材
を県内公共施設等でオリンピックレガシーとして再利用することにより県
産材をPRする。

⑥ 認証材需要拡大事業費 当初 1,313 森林 県有林課
FSC認証の更なる普及と県有林材の需要拡大を図るため、大型展示会
への出展や企業への売り込み等により、県産FSC認証材製品と県有林の
森林管理をPRする。

当初 10,286

６補 4,447

⑧
GI山梨・甲州ワイン海外プロモーショ
ン支援事業費補助金

６補 5,553 産業 地域産業振興課
県産ワインのブランド確立を図るため、海外ジャーナリストを活用した情
報発信や英国ロンドンでのプロモーション活動等に対し助成する。

⑨ 県産酒造産地プロモーション事業費 ６補 4,523 産業 地域産業振興課
県産ワイン、日本酒等のブランド確立を図るため、中国における販路開拓
に向けた取り組みを行う。

⑩
やまなしテキスタイルブランド化支援
事業費補助金

６補 3,000 産業 地域産業振興課
県産織物のブランド確立を図るため、優れた技術力を国内外に情報発信
する取り組みに対し助成する。

⑪
豊かな水が育む県産日本酒プロモー
ション支援事業費補助金

６補 1,600 産業 地域産業振興課
水系ごとに多様な味わいを醸し出す県産日本酒を通じ、本県の水のブラ
ンド力の向上を図るため、県酒造組合が行うイベント等に対し助成する。

⑫ 富士の国やまなし館運営事業費 当初 59,817 観光 観光プロモーション課
観光客の一層の誘致とやまなしブランドの確立、県産品の販路拡大を図
るため、観光・物産に関する情報発信拠点「富士の国やまなし館」、食の
魅力を発信するレストラン「Ｙ－ｗｉｎｅ」を運営する。

⑬ 「食」のやまなし情報発信事業費 当初 22,000 観光 観光プロモーション課
滞在型観光を促進するため、峡南地域において、ホテル・旅館と連携し、
県産食材を活用した「食」をテーマに情報発信を行い、本県のブランドイ
メージを高める。

⑭ 富士の国やまなし観光ＰＲ強化事業 当初 16,010 観光 観光プロモーション課
本県のイメージアップを図るとともに、国内外からのさらなる誘客を促進す
るため、ハローキティを活用したＰＲを行う。

⑮ 映像産業招致推進事業費 当初 10,215 観光 観光プロモーション課
映像産業の積極的招致を図るため、映画、テレビなどのロケ誘致・支援を
実施する。

③ 食による地域の魅力再発見事業費
本県の特色ある郷土食等を「やまなしの食」として認定し、次世代へ継承
するとともに、地域活性化や観光振興に繋げるための取り組みを行う。

⑦
やまなしブランドプロモーション支援
事業費

産業 地域産業振興課
やまなしブランドの形成を図るため、地場産業に係る地域の優れた資源
を活用した産地のイメージアップや国内外での市場獲得等を支援する。
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⑯
峡南地域周遊観光促進身延線活用事業
費

６補 4,070 観光 観光資源課
周遊観光を促進するため、ＪＲ身延線と峡南地域の観光資源を活用した
観光振興の取り組みを行う。

⑰ 国際観光プロモーション事業費 ６補 3,543 観光 国際観光交流課
海外からの誘客促進を図るため、ベトナム、インドネシア、台湾において
プロモーション活動を実施する。

⑱ 外国人誘客アプリシステム運用管理費 当初 3,310 観光 観光プロモーション課 外国人誘客促進アプリ「FUJISAN　ACTIVITIES」の保守管理を行う。

⑲ 関東観光広域連携キャンペーン事業費 当初 2,360 観光 国際観光交流課
本県への誘客促進を図るため、関東各都県等と連携してキャンペーン等
を実施する。

⑳ ツアー造成促進事業費 当初 1,897 観光 観光プロモーション課 旅行会社、マスコミ等に対し、本県の観光情報説明会を開催する。

㉑
ＳＮＳを活用した海外向け情報発信事
業費

当初 1,480 観光 観光プロモーション課
海外に影響力のあるブロガー等を招へいし、県内在住の外国人とともにＳ
ＮＳを活用した情報発信を行うことにより、海外からの誘客を促進する。

㉒ 国際観光テーマ地区推進事業費 当初 1,000 観光 国際観光交流課
静岡、神奈川両県と共同して富士箱根伊豆地域等における国際観光の
一体的な振興を図る。

当初 41,635 農政 販売・輸出支援室

６補 20,934 農政 販売・輸出支援室

㉔ マス類新魚「富士の介」PR事業費 ６補 2,367 農政 花き農水産課
水産技術センターで開発したマス類新魚「富士の介」を高級魚として販売
するためのプロモーション活動を行うとともに、生産、加工、流通販売体制
を整備する。

㉕
東京オリンピック・パラリンピック事
前合宿等県産農産物PR事業費

６補 2,160 農政 果樹・６次産業振興課
外国人観光客等への県産農産物の消費拡大を図るため、事前合宿で本
県を訪れる選手等に対し県産農産物のＰＲを行う。

㉖ 農産物直売所魅力アップ支援事業費 当初 900 農政 販売・輸出支援室
本県農産物の消費拡大を図るため、農産物直売所における外国人観光
客等の受入体制を整備する。

㉗ やまなしインフラ魅力発信事業費 ６補 3,923 県土 景観づくり推進室
橋りょうやダム等の果たす役割について県民の理解を深めるとともに、観
光資源として誘客を促進するため、その機能や魅力の情報発信等を行
う。

㉘ 駐日大使向け情報発信事業費 ９補 5,000 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

東京オリンピックパラリンピック大会開催を機に海外からの誘客促進を図
るため案件の魅力を中日大使に紹介するツアー等実施する

㉙
県産日本酒を活用した中心市街地活性
化支援事業

９補 1,000 産業 地域産業振興課
「新酒蔵開きイベント」を活用した、中心市街地活性化やインバウンド観光
客対応などの新たな仕組みづくりを行う取り組みに対して支援する。

㉚ ナイトタイムエコノミー推進事業費 ９補 547 観光 観光企画課
滞在型観光の魅力を高めるため、夜間における観光資源を活用した取り
組みを推進する。

㉛ 山梨「ワイン県」ＰＲ事業費 ９補 31,000 観光 観光プロモーション課
令和元年8月7日の「ワイン県」宣言を契機に、国内外からの更なる誘客
の促進を図るため、日本一のワイン産地である本県の魅力をPRする。

合計 303,557

㉓ 農産物海外販路拡大支援事業費 県産農産物の販路拡大に向けた取り組みを行う。
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4 本県魅力の磨き上げ

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容

当初 7,746 森林 県有林課

６補 3,300 森林 県有林課

② 日本酒等品質強化支援事業費 ６補 21,852 産業 企業立地・支援課
県産日本酒等の高品質化や高付加価値化を図るため、甲府技術支援セ
ンターの品質評価支援体制を強化する。

③
東京2020オリンピック各種イベントに
おける山梨スパークリングワインの開
発

当初 3,464 産業 企業立地・支援課
東京2020オリンピック各種イベントにおける山梨スパークリングワインの
開発を行う。

④
富士の国やまなし観光振興施設整備事
業費補助金

当初 60,000 観光 観光資源課
観光立県「富士の国やまなし」の実現を図るため、地域の魅力向上に必
要と認められる観光施設等を整備するものに対して助成を行う。

当初 30,457 観光 観光プロモーション課

６補 16,500 観光 観光プロモーション課

⑥ 通訳ガイド活用促進事業費 当初 3,370 観光 国際観光交流課
外国人観光客の受入体制を強化するため、地域通訳案内士のスキル
アップとＰＲを行う。

⑦ おもてなし人材活用事業費 当初 2,449 観光 観光企画課
多様な観光客のニーズに応え、満足度を向上させるため、大学生等の人
材を活用し、ホスピタリティ向上を図る。

⑧
災害時外国人観光客等支援体制強化事
業費

６補 2,429 観光 国際観光交流課
災害時における外国人観光客等の安全・安心の確保を図るため、災害情
報等を多言語で提供する体制を強化する。

⑨
オリンピック・パラリンピックおもて
なし力向上事業

当初 1,966 観光
観光資源課、国際観光
交流課

東京オリパラ開催に伴い増加が見込まれる観光客の受入環境を整備す
る。

⑩
地域通訳案内士育成研修修了試験実施
事業費

当初 1,254 観光 国際観光交流課 地域通訳案内士育成研修修了試験を実施する。

⑪ 伝統的観光地再活性化支援事業費 ６補 1,004 観光 観光企画課
国内外からの更なる誘客を促進するため、市町村が行う伝統的な観光地
の再活性化に向けた取り組みに対し助成する。

⑫ やまなし美食ブランド創造事業費 ６補 929 観光 観光プロモーション課
国内外からの誘客を促進するため、県産食材を活用した付加価値の高い
創作料理の提供等による新たな食ブランドの確立に向けた取り組みを行
う。

⑬
峡南歴史文化ツーリズム構想推進事業
費

当初 902 観光 観光資源課
滞在型観光を促進するため、歴史や文化など峡南地域の観光資源を活
用した観光振興の取り組みに対し助成する。

⑭
南アルプス観光グレードアップ促進事
業費

６補 603 観光 観光資源課
南アルプスを核とした山岳観光の振興に向けて、南アルプス地域の観光
地としての魅力向上を図るための取り組みを行う。

⑬
世界文化遺産景観整備支援事業費補助
金

６補 10,000 県土 景観づくり推進室
世界文化遺産「富士山」の適切な保存管理を行うため、構成資産周辺に
おける市町村や住民の景観形成に向けた取り組みに対し助成する。

⑭
ユニバーサルデザインタクシー導入促
進事業費補助金

９補 3,600 リニア 交通政策課
外国人観光客や高齢者等の移動手段の充実を図るため、タクシー事業
者等が行うユニバーサルデザインタクシーの導入に対し助成する。

⑯ ハラール対応推進事業費 ９補 1,073 観光 国際観光交流課
イスラム圏からの観光客の受け入れ体制を強化するため、食品提供に対
する理解促進と対応力向上に向けた取り組みを行う。

合計 172,898

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
図る取り組みを行う。

① おもてなし森林景観創出事業費
登山者、旅行者等に親しまれる森林からの美しい景観を創出するため、
眺望地点における森林整備等を行う。

⑤ 地域連携DMO事業費
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施策方針３　県民のQOLの向上
5 スポーツを通じた健康増進

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容

① 全国障害者スポーツ大会派遣費 当初 8,009 福祉 障害福祉課
全国障害者スポーツ大会の選手団派遣費、地区予選会派遣費、強化練
習費を助成する。

② 障害者スポーツ大会開催費 当初 687 福祉 障害福祉課 障害者スポーツ大会を開催する。

当初 309 福祉 障害福祉課

６補 146 福祉 障害福祉課

④ 生涯・地域スポーツ推進事業費 当初 4,452 教委 スポーツ健康課
県関係のオリンピアン等を小・中・高等学校、市町村、競技団体等に派遣
し、トップ選手の実技や講演会等を通して、スポーツへの参画機運を醸成
する。

⑤
山梨県スポーツレクリエーション祭実
行委員会助成費

当初 3,425 教委 スポーツ健康課
山梨県スポーツレクリエーション祭実行委員会の事業運営に対して助成
する。

当初 139 教委 スポーツ健康課
「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を踏まえ、児童の体力・
運動能力の向上を図るため、運動習慣の確立及び健康的な生活習慣の
定着を図る。

６補 1,050 教委 スポーツ健康課
「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の結果を踏まえ、児童の体力・
運動能力の向上を図るため、地域と学校との連携による授業改善に向け
た取り組みを行う。

⑦
いきいき山梨ねんりんピック実行委員
会事業費補助金

当初 500 教委 スポーツ健康課
「スポーツ県やまなし」宣言記念事業として、県民の中で定着している「い
きいき山梨ねんりんピック実行委員会事業」に対し助成する。

⑧
東京オリンピック競技普及啓発事業費
補助金

９補 1,800 教育 スポーツ健康課
県民が日常的にスポーツに親しむ機会の拡充を図るため、オリンピック新
種目等の競技団体が行う認知度向上や競技人口拡大に向けた取り組み
に対し助成する。

合計 20,517

③ 障害者スポーツ交流教室開催費
障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者スポーツ交流教室を開
催する。

⑥
小学生体力・運動能力向上事業費
（当初：子どもの体力向上推進事業
費）
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6 多様性への理解促進

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容

① 外国人生活支援方策調査研究事業費 ６補 6,877 総政 外国人材受入支援課
共生社会の実現に向けた環境整備を進めるため、生活者としての外国人
を支援する効果的な方策検討に向けた調査研究を実施する。

②
外国人材受入・共生ネットワーク会議開催
事業費

６補 746 総政 外国人材受入支援課
官民の関係団体をつなぐネットワーク会議を設置・開催し、外国人との共
生推進などに向けて情報収集や意見交換を行う。

③
パリ・オペラ座エトワール招へい交流
事業費補助金

当初 21,342 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

東京オリパラ開催を好機に、文化芸術の振興や地域経済の活性化を図
るため、パリ・オペラ座エトワールによるバレエ公演等に対し助成する。

④ 事前合宿誘致推進事業費（再掲） 当初 7,165 オリ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

スポーツ振興や地域経済の活性化を図るため、市町村における事前合
宿の誘致を推進する。

⑤ 県民文化祭開催費 当初 21,089 県民 生涯学習文化課
県民の文化活動への参加を促進し、個性あふれる文化を創造するため、
県民総参加型の県民文化祭を開催する。

⑥ やまなし文化芸術推進月間事業費 ６補 5,161 県民 生涯学習文化課
県民の文化芸術に対する理解と関心を深めるとともに、文化芸術による
地域活性化を図るための取り組みを行う。

当初 12,172 福祉 障害福祉課
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
する取り組みを行う。

６補 1,128 福祉 障害福祉課
県農福連携推進センターを設置し、農業経営者と障害者就労施設等の
マッチングを行う。

⑧
外国人患者医療提供体制整備推進事業
費

６補 8,434 福祉 医務課
外国人患者に対する医療提供体制の強化を図るため、各地域において
受け入れの拠点となる医療機関を整備する。

⑨ 外国人介護人材受入支援事業費 ６補 2,200 福祉 健康長寿推進課
介護職種における外国人の介護保険施設等への円滑な就労・定着に資
するため、介護技能を向上させる集合研修等を実施する。

⑩
多文化共生総合相談ワンストップセン
ター運営費

６補 4,715 観光 国際観光交流課
多文化共生社会の実現を図るため、在留外国人に対し生活全般の情報
提供や相談対応を多言語で行う窓口を運営する。

⑪ 観光産業外国人材活用事業費 ６補 708 観光 観光企画課
観光産業において深刻化する人手不足に対応するため、外国人材の活
用に向けた取り組みを行う。

⑫ 多文化共生推進事業費 当初 185 観光 国際観光交流課
在住外国人に対する生活面での総合的な支援体制を確立し、地域住民と
の共生を図る。

⑬
オリンピック・パラリンピック教育推
進事業費

６補 4,548 教委 スポーツ健康課
東京オリンピック・パラリンピック開催を好機に、児童生徒がスポーツの価
値、国際・異文化、共生社会への理解を深めるための教育を推進する。

合計 96,470

合計（再掲事業除く） 89,305

⑦ 次世代型農福連携パワーアップ事業費
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