
東京2020　カウントダウン・アクション（令和３年度当初及び繰越事業）
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
自転車競技ロードレース推進事業費補
助金

R2.当 10,000 スポ
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。

2 交流等支援事業費補助金 当初 9,000 スポ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

市町村が競技団体等と協働して行う交流等の取り組みに対し助成
する。

3 自転車競技ロードレース推進事業費 当初 5,811 スポ
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
等の取り組みを行う。

4 県実行委員会事業費補助金 当初 3,748 スポ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

大会の準備やレガシーの創出を推進する取り組みに対し助成す
る。

当初 5,249 スポ
パラリンピック聖火フェスティバルの開催に要する経費に対し助成
する。

R1.2補 128,655 スポ
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
火リレーの実施に要する経費に対し助成する。

R2.2補 7,440 スポ
東京オリンピック大会聖火リレーにおける、感染症対策に要する経
費に対し助成する。

169,903 （繰越含む）

5 聖火リレー開催費補助金
オリンピック・パラリン
ピック推進課
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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 2,220 スポ
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 スポ
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。

3
山梨県ホストタウン等新型コロナウイル
ス感染症対策基金事業費

当初 138,116 スポ
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の開催に伴い、ホストタウン登
録市町村等における選手等受入れ時の感染症対策を実施する。

4 競技力向上費 当初 80,833 スポ スポーツ振興課

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。
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）

5
やまなしスポーツエンジン（仮称）設置準
備委員会開催費

当初 1,267 スポ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

スポーツを活用した地域活性化を図るため、スポーツコミッションの
設置に向け、委員会を開催する。

6 サイクル王国やまなし推進事業費 当初 18,591 県土 道路整備課
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。

7
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
東京オリンピック大会自転車競技ロードレースの本大会に備え、
コースとなる道路の環境整備を行う。

8 中高競技力向上事業費 当初 12,047 教委 保健体育課
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。

270,074

2 ページ



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 魅力発信

NO 事業名 予算 金額（千円） 部局 担当課 内容
1 魅力発信プロモーション事業費 当初 6,186 環・エネ 自然共生推進課 良質な水の産地である本県の魅力を県内外に情報発信する。

2 認証材需要拡大事業費 当初 1,452 林政 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。

3
やまなしブランドプロモーション支援事業
費

当初 12,283 産業 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。

4 やまなし地場産品ブランド化支援事業費 当初 2,569 産業 産業振興課
産地の認知度向上や新規販路開拓、デザイン力の向上に向けた
取り組みを推し進めるとともに、オリジナルブランドに取り組む企業
に対して総合的にプロデュースを行う。

5
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

当初 5,000 産業 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。

6
やまなしテキスタイルブランド化支援事業
費補助金

当初 3,000 産業 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。

7 県産酒造産地プロモーション事業費 当初 2,107 産業 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。

8
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

当初 1,600 産業 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。

9 富士の国やまなし観光ＰＲ強化事業費 当初 16,250 観光 観光振興課
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。

10
「Cave　de　ワイン県やまなし」運営事業
費

当初 39,138 観光 観光振興課
観光客の一層の誘致とやまなしブランドの確立を図るため、県産ワ
インと県産食材を楽しめる食の体感拠点「Cave　de　ワイン県やま
なし」を運営する。

11 映像産業招致推進事業費 当初 11,024 観光 観光振興課
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。

12 ツアー造成促進事業費 当初 1,977 観光 観光振興課 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。

13 関東観光広域連携キャンペーン事業費 当初 1,600 観光 観光振興課
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。

14 国際観光テーマ地区推進事業費 当初 1,000 観光 観光振興課
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。

15 中東諸国インバウンド観光推進事業費 当初 5,299 観光 観光振興課
東京オリンピック・パラリンピック大会開催を好機に、中東諸国から
の誘客促進を図るため、山梨ＰＲ大使によるプロモーション活動を
実施する。

16 近隣都県観光連携事業費 当初 10,500 観光 観光振興課
国内外からの誘客促進を図るため、東京、長野、静岡等の近隣都
県と連携した取り組みを行う。

17
信玄公生誕500年記念誘客キャンペーン
事業費

当初 1,696 観光 観光振興課
東日本旅客鉄道株式会社八王子支社と連携した観光周遊ＰＲを実
施する。

18 広域周遊促進アニメツーリズム事業費 当初 8,000 観光 観光資源課
広域的な周遊観光を促進するため、山梨・静岡県がモデル地となっ
ているアニメコンテンツを活用した取り組みを行う。

19 信玄公生誕500年記念事業費補助金 当初 12,500 観光 観光資源課
令和3年11月の信玄公生誕500年を好機に、誘客を促進するための
記念事業を実施する。
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20
戦国武将を活用した広域周遊観光促進
事業費

当初 14,850 観光 観光資源課
新潟、長野、山梨、静岡からなる中央日本四県で連携し、戦国武将
ゆかりの史跡等を巡る広域周遊観光を推進する取り組みを行う。

21 「富士の介」ＰＲ事業費 当初 775 農政 販売・輸出支援課
「富士の介」を本県のブランド魚として販売するため、小売店等での
PR活動 のプロモーション活動や、生産拡大に向けた取り組みを行
う。

22
農畜水産物ブランド強化プロモーション
 強化事業費

当初 20,084 農政 販売・輸出支援課
県産農畜水産物の「やまなしブランド」のイメージ浸透を図るための
プロモーションを行う。

23 戦略的輸出拡大事業費 当初 39,398 農政 販売・輸出支援課
農産物の更なる輸出を促進するため、アジア諸国において積極的・
効果的なプロモーションを行う。

24
県産農畜水産物大使館向けプロモーショ
ン事業費

当初 1,419 農政 販売・輸出支援課
新たな輸出先の開拓等に向け、駐日外国公館に対しプロモーション
を行う。

25 やまなしインフラ魅力発信事業費 当初 1,720 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。

221,427
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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

1 森林空間活用モデル推進事業費 当初 8,092 林政 林政総務課
山村地域の活性化を図るため、本県の豊かな森林を活用した新た
なビジネスモデルの創出を推進する取り組みを行う。

2 環境保全重点課題対策事業費補助金 当初 5,225 環・エネ
環境・エネルギー政策
課

本県の豊かで良好な自然環境を保全するため、新たな環境課題に
対応する取り組みに対し助成する。（Ｒ３はオリンピック会場周辺の
不法投棄物の撤去等を重点課題対策事業の一つとする）

3 やまなしの木マーケット開拓事業費 当初 4,838 林政 林業振興課
県産材の販路拡大を図るため、都市部のニーズに応じた県産材製
品の開発に対し、助成する。

4 おもてなし森林景観創出事業費 当初 11,000 林政 県有林課
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 森林セラピー基地づくり事業費 繰越 10,364 林政 県有林課
森林の癒し効果の活用により森林公園「金川の森」の魅力を高め、県内
外からの誘客を促進するため、森林セラピー基地としての整備を行う。

6 清里の森誘客促進施設整備事業費 繰越 33,139 林政 県有林課
ワーケーション等の新たな需要に対応し、県内外からの誘客を促進する
ため、バーベキュー場の整備等を行う。

7 日本酒等品質強化支援事業費 当初 18,608 産業 産業振興課
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。

8
コーポレートブランド「やまなし」推進事業
費

当初 58,330 知政 政策調査グループ
地域活性化や観光振興を図るため、本県のブランド価値やイメージ
向上に向けた取り組みを行う。

9
新しい生活様式に対応したおもてなし観
光人材育成事業費

当初 20,250 観光 観光文化政策課
ウィズコロナ社会における本県観光の高付加価値化を推進するた
め、感染症に対応したおもてなしのスキルを持った観光人材を育成
する。

10 やまなし美食ブランド創造事業費 当初 2,711 観光 観光振興課
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。

11 地域連携DMO事業費 当初 12,000 観光 観光振興課
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。

12
災害時外国人観光客等支援体制強化事
業費

当初 461 観光 観光振興課
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。

13
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。

14
南アルプス観光グレードアップ促進事業
費

当初 24,385 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。

15 昇仙峡リバイバル推進事業費 当初 7,048 観光 観光資源課
国内外からの更なる誘客を促進するため、伝統的な観光地である
昇仙峡の再活性化に向けた取り組みを行う。

16
美術館等を中核とした文化クラスター推
進事業費

当初 37,919 観光 文化振興・文化財課
国内外からの誘客を促進するため、文化・自然・食の連携を通じ、
美術館等の文化観光拠点施設を中核とした地域活性化に資する
取り組みを行う。

17
世界文化遺産景観整備支援事業費補助
金

当初 8,000 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。

322,370
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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 10,324 スポ スポーツ振興課
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 生涯・地域スポーツ推進事業費 当初 4,174 スポ スポーツ振興課 総合型地域スポーツクラブの育成・支援、指導者の養成等を行う。

3
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 2,750 スポ スポーツ振興課
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。

4
新しいスポーツによるスポーツ参加推進
事業費補助金

当初 1,400 スポ スポーツ振興課
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。

5 障害者スポーツ大会開催費 当初 633 スポ スポーツ振興課 障害者スポーツ大会を開催する。

6
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 スポ スポーツ振興課
「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。

7 障害者スポーツ交流教室開催費 当初 1,042 スポ スポーツ振興課
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。

8 障害者スポーツ用具貸出整備事業費 当初 919 スポ スポーツ振興課 貸出用障害者スポーツ用具の整備に対し助成する。

9 子どもの体力向上推進事業費 当初 842 教委 保健体育課
「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。

22,584
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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 やまなし外国人相談センター運営費 当初 6,412 知政 国際戦略グループ
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。

2 多文化共生コーディネーター設置費 当初 5,182 知政 国際戦略グループ
市町村や関係機関が連携して効果的に外国人に対する支援を行う
ためのコーディネーターを設置する。

3 外国人地域生活サポーター設置費 当初 2,685 知政 国際戦略グループ
地域において外国人に対し日常生活に関する情報提供や相談対
応を行うサポーターを設置する。

4 外国人活躍ビジョン推進会議開催事業費 当初 149 知政 国際戦略グループ
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。

5 食を通じた文化理解促進事業費 当初 667 スポ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

ホストタウン相手国料理のレシピ開発、レシピカードオン作成･配布

6
ホストタウンフェスティバル県民交流事業
費

当初 665 スポ
オリンピック・パラリン
ピック推進課

県民と事前合宿で来日した競技関係者等が交流する取り組みを行
う。

7 事前合宿誘致推進事業費（再掲） 当初 2,220 スポ
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。

8 外国人介護人材受入支援事業費 当初 2,691 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。

9 次世代型農福連携パワーアップ事業費 当初 13,611 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。

10 障害者交流活動推進事業費 当初 2,324 福祉 障害福祉課
障害に対する理解を深め、障害者と健常者が人格や個性を尊重し
合い共に暮らすことができる社会の実現に向け、相互に交流する
機会を創出する。

11
障害者文化芸術フェスティバル開催事業
費

当初 3,799 福祉 障害福祉課
障害者による文化芸術活動の鑑賞・創造・発表の機会を充実させ
るため、作品展示会や舞台発表イベントを開催する。

12 アール・ブリュット魅力発信事業費 当初 3,878 福祉 障害福祉課
芸術教育を受けていない人が生み出す作品の魅力発信や二次利
用商品の開発・販売支援等を行う。

13 まちなか・いえなか美術館の開館 当初 454 福祉 障害福祉課
障害者への理解を促進するため、工事現場の仮囲いや公共施設
のロビー等に作品を展示し、文化芸術活動を通した地域との交流
を深める。

14
外国人患者受入体制整備推進事業費補
助金

当初 6,400 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、医療機関が
行う翻訳機等の整備に対し助成する。

15 救急医療体制運営事業費 当初 38,652 福祉 医務課
外国人観光客等が医療機関を適切に受診できるよう、病院、診療
所を受診する際に役立つ情報等を多言語で提供する「やまなし医
療ネット」を運営する。

16 県民文化祭開催費 当初 17,661 観光 文化振興・文化財課
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。
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17 やまなしメディア芸術ＡＷＡＲＤ開催費 当初 7,684 観光 文化振興・文化財課
本県におけるメディア芸術活動及び誘客を促進するため、国内外
から公募するメディア芸術作品のコンテストを開催する。

18
オリンピック・パラリンピック教育推進事業
費

当初 3,081 教委 保健体育課
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。

118,215

合計（再掲事業除く） 115,995

全体合計 1,124,573
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