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国 際 文 化 観 光 局 



１　目　的

２　予算額（国際文化観光局）総額　　３４４億９,０３５万円
　（４年度当初予算額　　１０億　　７４万円、３年度２月補正予算額等　　３３４億８,９６０万円）

３　主な事業内容（国際文化観光局の主な事業）

区分 主な事業名及び事業概要 ４年度当初予算額
(３年度２月補正予算額等)

1,900万円

① 観光戦略策定事業費
新たな観光振興計画の策定や、観光施策におけるＰＤＣＡサイクルの確立を行うため、

　新たにスマートフォンの位置情報の活用等により、新型コロナウイルス感染症の影響を踏
　まえた観光データの収集・分析を行う。

604万円

② 観光客実態調査事業費
本県を訪れた国内外の観光客の属性やニーズ等を把握・分析するため、アンケート調査

　を実施し、効果的な観光施策の展開に活用する。
1,295万円

(2) 観光資源の発掘・磨き上げ 2億6,195万円

③ 神奈川県観光魅力創造協議会運営事業費
国内外の観光客の誘致を促進し、地域経済の更なる活性化を図るため、神奈川県観光魅

　力創造協議会の運営及び事業支援を行い、観光コンテンツの発掘・磨き上げや、魅力的な
　周遊コースの開発等を行う。

1,606万円

④ 観光の核づくり推進費補助
横浜、鎌倉、箱根に次ぐ国際観光地の創出に向けたネクストステージとして、観光の核

　づくり地域である城ケ島・三崎、大山、大磯の３地域における民間事業者と連携した主体
　的かつ効果的な取組等に対して補助する。

3,000万円

一部

⑤ マグネット・カルチャーの取組
年齢や障がい等にかかわらず、すべての人が舞台芸術に参加し楽しめる「共生共創事業」、

　音楽・ダンス等を自由に発表できる「マグカル開放区」のほか、新たに県営団地でのシニア
　合唱事業を行うなど、魅力的なコンテンツの創出・発信、人材育成、情報発信に取り組む。

2億1,589万円

3億6,628万円
(334億8,960万円)

⑥ かながわ旅割実施事業費
新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けた観光事業者を支援するとともに、

　地域経済を活性化させるため、県内旅行の割引を実施する。　  ＜３年度繰越事業＞
(333億7,461万円)

一部

⑦ 国内観光プロモーション事業費
新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済の回復に向けて、県外からの誘

　客や県内周遊を促進するため、ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」やねんりんピックかな
　がわ2022等の機会を捉えた観光プロモーションを行う。　 ＜３年度繰越事業（一部）＞

1億7,255万円
(1億1,499万円)

⑧ 国内観光プロモーション事業費補助
県外からの誘客や県内周遊を促進するため、（公社）神奈川県観光協会が行う観光情報

 の発信等に対して補助する。
3,387万円

⑨ テーマ別観光プロモーション事業費
外国人観光客の段階的回復に向けて、富裕層、ＭＩＣＥ、教育旅行など多様なニーズや

 客層に対応したテーマ別のプロモーションを行う。
2,051万円

一部
⑩ 海外市場別観光プロモーション事業費

外国人観光客の段階的回復に向けて、中国、台湾、ベトナムに加えて新たにアメリカに
　設置する観光レップ等を通じて観光情報の収集・発信等を行う。

2,288万円

⑪ 民間事業者等連携観光振興促進事業費
外国人観光客の段階的回復に向けて、鉄道会社との連携事業など、誘致促進効果が高い

　と考えられる取組について、民間事業者等と連携したプロモーションを行う。
900万円

行ってみたい神奈川の魅力づくり

　新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ地域経済を活性化させるため、ＮＨＫ大河
　ドラマ「鎌倉殿の13人」放映等の機会を捉え、県外からの誘客や県内周遊を促進するとともに、
　外国人観光客の段階的回復も視野に入れて、観光資源の質の向上や観光客の受入環境整備に取り
　組み、魅力ある神奈川づくりを推進する。

(1) 観光戦略の策定

(3) 戦略的プロモーションの推進

新

新

新

新
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区分 主な事業名及び事業概要 ４年度当初予算額
(３年度２月補正予算額等)

⑫　外国語観光情報発信事業費
　　外国人観光客の段階的回復に向けて、外国語観光情報ウェブサイトやＳＮＳ、パンフレ
  ットを活用して本県の観光情報を多言語で発信する。

5,546万円

⑬　ベトナム文化等交流事業費
　　将来にわたる両地域の継続的な成長と発展を目指し、文化、食、観光、経済など幅広い
　分野で相互交流を促進するため、「ベトナムフェスタ in 神奈川」及び「KANAGAWA FESTIVAL
　in HANOI」の開催等を支援する。

5,199万円

3億1,283万円

⑭　かながわ認定観光案内人認定事業費
　　外国人観光客の段階的回復に向けて、自然、歴史、食、文化等の観光コンテンツに高い
　専門性を有する通訳ガイドを育成し、「かながわ認定観光案内人（Official Kanagawa Tour
　Guide）」として認定する。

314万円

一部

⑮　観光客受入環境整備費補助
　　観光客が快適に滞在できる環境づくりや新たな観光需要に対応するため、多言語表記等
　の整備に加え、ワーケーションやＤＸ整備等に取り組む民間事業者に対して補助する。
　・補助率：３／４　補助上限額：300万円

3億  968万円

4,067万円

⑯　アンテナショップ運営委託事業費
　　アンテナショップ「かながわ屋」における県産品の展示・販売を通じて、神奈川の魅力
　を広く発信し、認知度の向上を図る。

2,357万円

⑰　かながわ産品魅力発信事業費補助
　　「かながわの名産100選」をはじめとする県産品の発掘・魅力発信や、物産展への出
　展、オンライン販売サイトの運営等を通じた観光ＰＲを行う事業者に対して補助する。

1,710万円

10億  74万円
(334億8,960万円)

４年度当初予算額
(３年度２月補正予算額等)

1億4,805万円

1億4,805万円

問合せ先

【⑬】　　　　　　　　　国際文化観光局国際課　　　　　　　　　課長  今井　電話 045-210-3740

【①～③、⑮】　　　　　国際文化観光局　　　　　　観光戦略担当課長　北見　電話 045-210-5761

【⑥】　　　　　　　　　国際文化観光局観光課　　　　　　　　　課長　渡邊　電話 045-210-5760
【⑤】　　　　　　　　　国際文化観光局　　　　　　マグカル担当課長  中里　電話 045-285-0760
【④、⑦～⑫、⑭、⑯、⑰】   国際文化観光局　観光プロモーション担当課長　重田　電話 045-210-5762

(4) 受入環境の整備

合 計

(5) 観光関連産業の成長促進

区分

計

＜参考＞予算額（他局の主な事業）

観光資源の発掘・磨き上げ　　三浦半島魅力最大化プロジェクト推進費など

新

新

⑦大河ドラマ特設ウェブページ ⑭かながわ認定観光案内人（イメージ）
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一部○○新  国内観光プロモーション事業費 

 

１ 目 的 

新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ地域経済の回復に向けて、県外からの誘客や県

内周遊を促進するため、ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」やねんりんピックかながわ2022等の

機会を捉えた観光プロモーションを行う。     

 

２ 予算額総額            ２億８，７５４万円 

４年度当初予算額    １億７，２５５万円 

３年度11月補正予算額   １億１，４９９万円 

 

３ 事業内容 

項目 事業内容 
４年度当初予算額 

(３年度11月補正予算額) 

鉄道事業者連携事業 

（かながわ鉄道割） 

鉄道事業者等が行う旅行商品（企画切符等）

の造成・販売に対して支援 

１億2,824万円  

（１億1,499万円） 

大河ドラマ関係プロ

モーション 

・デジタルスタンプラリー  

・特設ウェブページの運営等 
3,430万円  

広告宣伝事業 
ねんりんピックかながわ2022参加者への観光 

ＰＲなど各種プロモーションツールの作成等 
1,000万円  

計 
１億7,255万円  

（１億1,499万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 
国際文化観光局 観光プロモーション担当課長 重田 電話 045-210-5762 

大河ドラマ特設ウェブページ 
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 ○○新  かながわ認定観光案内人認定事業費 

１ 目 的 

外国人観光客の段階的回復に向けて、自然、歴史、食、文化等の観光コンテンツに高い専門性

を有する通訳ガイドを育成し、「かながわ認定観光案内人（Official Kanagawa Tour Guide）」と

して認定する。 

 

２ 予算額 ３１４万円  

 

３ 事業内容 

(1) 講座の実施 

 

受講者 
公募により選考 

※公募要件等は、改めて発表 

定員 20名 

講座回数 12回（予定） 

講座内容 
・自然、歴史、食、文化等の観光コンテンツに高い専門性が身につく講座 

・旅行商品の企画や販売方法が習得できる講座等 

受講料 ２万円 

 

(2) 「かながわ認定観光案内人（Official Kanagawa Tour Guide）」として認定 

   講座を受講し、外国人観光客向けの旅行商品を企画・販売した者について、専門家や有識者

による審査を経て「かながわ認定観光案内人（Official Kanagawa Tour Guide）」として認定す

る。 

 

 

 

 

 

問合せ先 
国際文化観光局 観光プロモーション担当課長 重田 電話 045-210-5762 

かながわ認定観光案内人（イメージ） 

（Official Kanagawa Tour Guide） 
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１　目　的

２　予算額（国際文化観光局）　５億５，５９１万円

３　主な事業内容（国際文化観光局の主な事業）

区分 ４年度当初予算額

2億5,393万円

623万円

5,199万円

1億9,570万円

(2) 外国籍県民等も安心してくらせる地域社会づくり 2億2,227万円

5,422万円

5,793万円

1億1,012万円

(3) 外国人が活躍できる環境づくり 7,970万円

2,406万円

1,024万円

4,539万円

5億5,591万円

事業概要 ４年度当初予算額

人権教育の指導者研修等の開催や関係資料の整備等 1,109万円

労働問題全般にかかる労働者や事業主等への指導・助言等 1,190万円

日本語学習支援が必要な生徒への日本語教育の充実等 1,779万円

県内企業の海外展開を支援するための留学生を対象とした合同会
社説明会の開催等

320万円

4,399万円

　問合せ先
　　　　　　　　　 国際文化観光局国際課　　　　　　 　　 課長　今井　電話 045-210-3740

　　外国籍県民等がくらしやすい環境づくり、神奈川でくらし学ぶ留学生への支援、地域における多
　文化理解の推進などに取り組み、国籍にかかわらず、お互いが理解し合い、県民一人ひとりが生き
　がいを持って共に笑い、心豊かにくらすことができる多文化共生の地域社会づくりを進める。

多文化共生の地域社会づくり

(1) 多文化理解の推進

③　多言語情報支援事業
　　外国籍県民等が安全・安心に過ごすことができる環境をつくり、多文化共生社会を実現
　するため、「多言語支援センターかながわ」の運営体制を強化するとともに、多言語によ
　る情報支援の充実を図る。

④　地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業
　　地域における日本語教育の総合的な体制づくりを進めるため、各地域にコーディネータ
　ーの配置等を行うとともに、日本語教室の運営等に取り組む市町村に対して補助する。

①　多文化共生推進事業費
　　県民の多文化理解を更に促進するため、民族団体やＮＰＯ等とともに実施する多文化共
  生事業の企画運営に対する支援等を行う。

②　ベトナム文化等交流事業費
　　将来にわたる両地域の継続的な成長と発展を目指し、文化、食、観光、経済など幅広い
　分野で相互交流を促進するため、「ベトナムフェスタ in 神奈川」及び「KANAGAWA FESTIVAL
　in HANOI」の開催等を支援する。

〇　その他　地球市民かながわプラザ指定管理費（事業費）等

主な事業名及び事業概要

構成施策名

(1) 多文化理解の推進

(3) 外国人が活躍できる環境
　づくり

計

(2) 外国籍県民等も安心して
　くらせる地域社会づくり

＜参考＞予算額（他局の主な事業）　4,399万円

計

〇　その他　外国籍県民施策推進事業費等

〇　その他　留学生就職支援事業費等

⑤　海外人的ネットワーク形成事業費
  　開発途上地域の発展に寄与するとともに、県の国際施策の展開を支える人的ネットワー
　クを形成するため、開発途上地域をはじめとした諸国から中堅人材や指導者層等を受け入
　れ、先進施策を中心とした研修や専門技術研修を実施する。

⑥　留学生支援事業費
  　多文化共生社会及びグローバル人材が活躍する活力ある神奈川の実現を図るため、「か
　ながわ国際ファンクラブ KANAFAN STATION」を拠点に、外国人留学生に対しニーズに応じ
　た支援等を行う。
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外国籍県民等への支援 

 

 

多言語支援センターかながわ 

１ 目 的 

外国籍県民等が安全・安心に過ごすことができる環境をつくるため、「多言語支援センタ

ーかながわ」の運営体制の強化等を行うとともに、地域日本語教育の総合的な体制づくり、

外国人留学生に対しニーズに応じた支援等を行う。 

２ 予算額 １億３，８８４万円 

３ 主な事業内容 

(1)  多言語情報支援の取組 

○ 外国籍県民等からの増加している問合せに対応するため、「多言語支援センターかな

がわ」のニーズの高い言語の対応日数を増やし、外国籍県民等に対する多言語での支

援体制を強化する。 

○ 外国籍県民等が安心して医療を受けられるように、協定を結んだ医療機関からの派

遣依頼を受け、医療通訳を派遣するシステムの運営を行う。 

 

(2)  地域日本語教育の総合的な体制づくり 

 〇 各地域の実情に応じた日本語教育に関するプログラムの企画・調整等を担うコーデ

ィネーターを配置するとともに、市町村の取組を促すモデル事業等を実施する。 

○ 市町村が実施する「地域の実情に応じた地域日本語教育の実施」、「ボランティアに

よる日本語教室への支援」等に対して補助する。 

 

(3)  留学生支援の取組 

○ 日本語を使う場や、交流する場が減少し、不安を抱えている留学生等に対して、孤立

や不安の解消を図るため、交流会を実施する。 

○ 留学生が円滑に就職活動を行えるよう、留学生就職支援講座や留学生を対象とした

合同会社説明会の取組を実施する。 

 

     

 

 

問合せ先 
 国際文化観光局国際課 課長 今井 電話 045-210-3740 

オンラインによる留学生交流会 
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ベトナムフェスタ in 神奈川 2019 KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 2019 

ベトナムとの友好関係強化 

１ 目 的 

神奈川県とベトナムは、両地域の継続的な成長と発展を目指し、文化、観光、経済な

ど幅広い分野で相互交流を促進してきた。ベトナムとの交流イベントの開催を支援する

ことで、同国との関係を一層強化するとともに、ベトナムの成長エネルギーを神奈川に

呼び込む。 

２ 予算額 ５，９１６万円（ベトナム文化等交流事業費等） 

３ 事業内容 

(1) ベトナムフェスタ in 神奈川 

ア  実施時期：令和４年９月（予定） 

  イ  主な内容 

   〇 投資環境セミナーなど経済プログラムの実施 

〇 日越交流イベント、水上人形劇など文化交流プログラムの実施 

〇 ベトナム政財界要人との会談 

 

(2) KANAGAWA FESTIVAL in HANOI 

ア  実施時期：令和４年11月（予定） 

  イ  主な内容 

   〇 企業誘致セミナー、観光セミナーなど経済プログラムの実施 

   〇 日本・神奈川の文化体験、日越交流イベントなど文化交流プログラムの実施 

   〇 ベトナム学生向けフォーラム、交流会など若者交流プログラムの実施 

   〇 ベトナム政財界要人との会談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

国際文化観光局国際課             課長 今井 電話 045-210-3740 

国際文化観光局     観光プロモーション担当課長 重田 電話 045-210-5762 
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２ 予算額　　２億１，５８９万円

区分 ４年度当初予算額

(1) 神奈川の魅力的なコンテンツの創出と発信 1億2,792万円

① 　共生共創事業

② 　マグカル展開促進補助金

③ 　県営団地でのシニア合唱事業

④ 　かながわ県民文化祭（仮称）

⑤ 　カナガワ　リ・古典プロジェクト

(2) 文化芸術人材の育成 2,050万円

⑥ 　かながわ短編演劇アワード

⑦ 　マグカルシアター

○ 　その他　かながわミュージカル等 750万円

(3) 情報発信の展開 4,147万円

⑧ 　文化イベント情報の発信

小　　計（マグネット・カルチャー推進費） 1億8,989万円

日本大通り活性化推進事業 2,600万円

⑨ 　マグカル開放区

2億1,589万円

問合せ先

　　             国際文化観光局　　　　　　マグカル担当課長　中里　電話　 045-285-0760

4,147万円
　県内の文化施設で実施される演劇、ダンス、伝統芸能等、様々な文化イベント情報
について、カレンダー形式で掲載する日英併記の冊子「イベントカレンダー」を発行
するとともに、多言語で発信するポータルサイト「マグカル・ドット・ネット」を運
用することで、本県の文化芸術の魅力を発信する｡

2,600万円
　県庁前日本大通りにおいて、音楽、ダンス等を自由に発表できる空間である「マグ
カル開放区」を実施し、地域の活性化を図るとともに、オンライン上での発表の場も
提供する｡

計

　　             国際文化観光局文化課　　　　　　　　　課長　赤池　電話　 045-210-3800

200万円　ワークショップ等により、次代を担う子どもたちに、伝統文化の新たな魅力を体験
する機会を創出し、その継承を図る｡

800万円　全国から短編演劇・戯曲作品を募集し、公演及び公開審査会を開催することで、劇
団等に発表の場を提供し、次世代を担う舞台芸術人材の育成を図る。

500万円
　誰もが演劇・ダンス・パフォーマンスを自由に発表・発信できるよう、青少年セン
タースタジオＨＩＫＡＲＩ及びかながわアートホールを公演場所として無料で提供す
ることで、 劇団等の発表の場の確保とともに、舞台芸術人材の育成を図る。

4,500万円
　文化芸術団体が新たに行う先駆的な事業のほか、共生社会の実現や伝統芸能の振興
等につながる文化芸術事業への補助制度を創設することで、県内の文化芸術活動の更
なる振興を図る。

842万円
　高齢化が進んでいる県営団地において、団地住民を対象に合唱事業を行うことで、
文化芸術の振興とともに、共生社会の実現や、団地におけるコミュニティの活性化、
未病の改善など、健康団地の推進に向けた取組強化を図る。

250万円
　文化の日を中心とした９月から12月を「かながわ県民文化祭（仮称）」の期間とし
て、県、市町村、民間団体等が県内で実施する文化プログラムを一体的かつ効果的に
プロモーションすることで、県民が幅広く文化芸術に親しむ機会を提供する。

7,000万円　シニア劇団の運営やシニアダンス企画、障がい者が参加する舞台公演等を実施する
ことで、文化芸術の面から共生社会の実現や未病の改善への後押しを行う｡

マグネット・カルチャーの取組

１ 目　的
　 年齢や障がい等にかかわらず、すべての人が舞台芸術に参加し楽しめる「共生共
 創事業」、音楽・ダンス等を自由に発表できる「マグカル開放区」のほか、新たに
 県営団地でのシニア合唱事業を行うなど、魅力的なコンテンツの創出・発信、人材
 育成、情報発信に取り組む。

３ 事業内容

主な事業名及び事業概要

新

新

新
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○新  マグカル展開促進補助金 

 

１ 目 的 

文化芸術団体が新たに行う先駆的な事業のほか、共生社会の実現や伝統芸能の振興等につな 

がる文化芸術事業への補助制度を創設することで、県内の文化芸術活動の更なる振興を図る。 
 
２ 予算額 ４，５００万円 

 
３ 事業内容 

・ 県内で民間団体が実施する演劇、伝統芸能を始めとする文化芸術全般に係る新規事業を 

補助対象とする。 

・ 先駆的事業や、シニア・障がい者連携事業等といった重点事業については、補助率や補 

助上限額を引き上げることで、特に力強く促進する。 
 
   ＜補助内容＞ 

補助対象事業 補助率 補助上限額 

通常事業 １/３ 100 万円 

重点事業 
先駆的事業、シニア・障がい者連携事業 １/２ 300 万円 

伝統芸能事業、青少年人材育成事業 １/３ 300 万円 

 

 

 

○新 かながわ県民文化祭（仮称） 

 

１ 目 的 

文化の日を中心とした９月から12月を「かながわ県民文化祭（仮称）」の期間として、県、

市町村、民間団体等が県内で実施する文化プログラムを一体的かつ効果的にプロモーションす

ることで、県民が幅広く文化芸術に親しむ機会を提供する。 
 
２ 予算額 ２５０万円 

 
３ 事業内容 

「かながわ県民文化祭（仮称）」に位置付ける文化プログラムを広く募集し、県の広報誌や

ポータルサイト等への掲載により、一体的かつ効果的に広報するとともに、ＳＮＳを活用した

プレゼントキャンペーンの実施により、広く県民に周知し、参加を呼びかける。 

 

 

 

問合せ先 
【マグカル展開促進補助金】 

国際文化観光局   マグカル担当課長  中里  電話 045-285-0760 
【かながわ県民文化祭（仮称）】 

   国際文化観光局文化課      課長 赤池 電話 045-210-3800 
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