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「あいち重点政策ファイル３３０プラス１」ロードマップ 

◎ ジブリパークを2022年に実現  

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

1 

2005 年愛知万博の理

念「自然の叡智」～人、

いきもの、地球に対す

る「愛」を継承し、そ

の魅力を高め、子ども

から大人まで広く国内

外からの来園者に楽し

んでもらえる公園とし

て整備。 

国内外で愛されてきた

スタジオジブリ作品を

将来にわたって伝え残

していく。 

政策企画局 

建設局 

都市・交通局 

○ジブリパークの整備推進 

・青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ

森で、スタジオジブリ作品の世界観

を表現した施設の実施設計 

・ジブリの大倉庫の予定場所である旧

温水プール棟内部の撤去工事の実施 

・交通対策の検討について、関係者・関

係機関との協議・調整 

・ジブリパークの基本方針・ジブリ作品

の世界観を反映した具体的な管理運

営手法の検討 

＊基本方針のとりまとめ、愛知県と 

スタジオジブリ、中日新聞社の三者

で基本合意書を締結（5月） 

＊愛・地球博記念公園周辺の自治体 

及び鉄道事業者と一体的・有機的な

連携を図るため「ジブリパーク構想

地域連携協議会」の設立（12月） 

＊ジブリパーク整備の概要として、 

概算事業費、想定来場者数、経済波

及効果を公表（2月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ジブリパークの整備推進 

・青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ

森の整備工事及び展示・演示計画検

討 

・もののけの里、魔女の谷で、スタジオ

ジブリ作品の世界観を表現した施設

の実施設計 

 ＊ジブリの“大じゃない”博覧会開催

（7月） 

 ＊ジブリパーク起工式開催（7月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ジブリパークの整備推進 

・青春の丘、ジブリの大倉庫、どんどこ

森の整備工事 

・青春の丘、ジブリの大倉庫の演示工事 

・もののけの里、魔女の谷の整備工事及

び展示・演示計画検討 

 ＊「ジブリの大博覧会～ジブリパー

ク、開園まであと1年。～」開催 

 （7月） 

＊「ジブリパークのある愛知」ロゴ 

マークの作成（12月） 

＊「ジブリパーク」に関するメディア

向け発表会の開催（1月） 

＊「青春の丘」の施設として再整備し

たエレベーターの利用再開（3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ジブリパークの整備推進 

・ジブリパーク 3エリア（青春の丘、ジ

ブリの大倉庫、どんどこ森）を開園

（11月1日） 

・2023 年度の開園に向けて、もののけ

の里（2023年秋）、魔女の谷（2023年

度内）を整備 

＊11 月に開園する 3 エリアの入場料

金を発表（4月） 

＊ジブリパークのPRチラシを作成 

（5月） 

＊ジブリパークの PRポスターを作成

（6月） 

＊遠足や修学旅行などの学校行事で

利用可能な「子ども枠」の申込受付

を開始（7月） 

＊開園前内覧会の参加者を募集 

（7月） 

＊チケットの販売開始日を発表 

（7月） 

 販売開始日：8月 10日 

＊愛知県民が優先してチケットを購

入申込みできる「県民デー」のチケ

ット販売を開始（7月） 

県民デー：毎月 27日 

（2022年 11月は 7日、17日、27日   

の 3日間、3日間のチケットの抽選

申込受付は 7月 25日開始） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○愛・地球博記念公園の整備 

・ジブリパークと調和した公園北エン

トランスの再整備、供給処理施設の

改修や駐車場の増設など、公園施設

の整備・改修に関する調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公園周辺道路の渋滞対策 

・公園周辺の道路（県道力石名古屋線

等）について、交差点周辺における車

線の追加や右左折車線の延伸などの

整備に向けた調査・設計 

○愛・地球博記念公園の整備 

・公園施設（公園北エントランス周辺再

整備、休憩所、園路・広場、供給処理

施設、駐車場等）の整備・改修に関す

る調査・設計及び工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公園周辺道路の渋滞対策 

・公園周辺道路の測量、設計及び整備工

事  

○愛・地球博記念公園の整備 

・公園施設（公園北エントランス周辺 

再整備、休憩所、園路・広場、供給処

理施設、駐車場等）の整備・改修工事 

＊北駐車場の一部供用開始 

 小型 180台、大型 50台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○公園周辺道路の渋滞対策 

・整備工事 

  ＊力石名古屋線の前熊東交差点につ

いて、右折車線・合流車線を延伸 

) 

○愛・地球博記念公園の整備 

・公園施設（公園北エントランス周辺 

再整備、休憩所、園路・広場、供給処

理施設、駐車場等）の整備・改修工事 

 ＊映画『猫の恩返し』の猫王の城を

モチーフにした遊具（2023 年夏

供用開始）の整備を発表（5月） 

 ＊北口にジブリパークと調和した

景観や公園の表玄関にふさわし

い機能を備えた広場を整備 

（10月利用開始） 

 ＊ジブリの大倉庫付近に新たに三

日月休憩所を整備(7 月利用開始) 

＊西口広場に新たに休憩所・案内所

を整備（7月利用開始） 

＊園内各所にベンチ・東屋を設置

（10月利用開始） 

＊スタジオジブリ作品に登場する

アイテムなどをモチーフとした

オブジェを一部のベンチに設置 

 (10月利用開始) 

○公園周辺道路の渋滞対策 

・整備工事 

   

 

○あいち市町村フェアの開催 

・ジブリパーク開園にあわせて、愛知県

と市町村が連携して、県内地域ごと

の観光PRや飲食物・特産品販売など

を行い、愛知の魅力を発信 

開催日：11月 11日～12月 18日の 

週末（金、土、日） 

  場 所：愛・地球博記念公園 

     （大芝生広場、北口エリア） 

〇愛知万博 20周年記念事業の開催準備 

・2025年の開催に向けた基本計画の策

定及び実行委員会の設立  
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１ 「リニア大交流圏」の形成 ～首都圏・中京圏で5千万人のメガリージョンを 

（1）社会基盤の整備 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

2 

空港･港湾･鉄道･道路

のネットワーク強化に

よる旅客輸送･物流の

利便性強化策の推進 

経済産業局

建設局 

都市・交通局 

○中部国際空港の二本目滑走路を始めと

する機能強化 

 

 

 

 

 

・二本目滑走路の早期実現に向けた国等

への働きかけ 

 ＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による国等への要望 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東海

3県1市・知多5市5町）等との連携 

○物流拠点となる港湾機能の強化 

・名古屋港、衣浦港、三河港の機能強化 

○中部国際空港島の活性化 

・常滑港におけるクルーズ船誘致に向

けた取組 

 

 

 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す

る方策案の具体化検討の実施等の取

組の推進 

＊名鉄三河線の複線化等による豊田

市方面への速達化に向けた関係者

との協議・調整 

○あいち公共交通ビジョンの推進 

・対流・交流促進による公共交通活性化

に向けた検討 

・市町村等による広域的な公共交通の

利用促進や利便性向上を図る取組等

への支援 

＊地域公共交通活性化推進事業費補

助金による支援 3団体 

○中部国際空港の二本目滑走路の整備を

始めとする機能強化 

 

 

 

 

 

・二本目滑走路の早期実現に向けた国

等への働きかけ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促 

進期成同盟会による国等への要望 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東海

3県1市・知多5市5町）等との連携 

○物流拠点となる港湾機能の強化 

・名古屋港、衣浦港、三河港の機能強化 

○中部国際空港島の活性化 

・常滑港におけるクルーズ船誘致に向

けた取組 

 

 

 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す

る方策案の具体化検討の実施等の取

組の推進 

＊名鉄三河線の複線化等による豊田

市方面への速達化に向けた関係者

との協議・調整 

○あいち公共交通ビジョンの推進 

・対流・交流促進による公共交通活性化

に向けた検討 

・市町村等による広域的な公共交通の

利用促進や利便性向上を図る取組等

への支援 

＊地域公共交通活性化推進事業費補 

助金による支援 2団体 

○中部国際空港の第二滑走路の整備を始

めとする機能強化 

・現空港用地と新たに造成される土地

を最大限活用した 2 本の滑走路の配

置を目指し、2段階に分けて整備を進

める『中部国際空港の将来構想』のと

りまとめ（12月） 

・第二滑走路の早期実現に向けた国等

への働きかけ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促 

進期成同盟会による国等への要請 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東海

3県1市・知多5市5町）等との連携 

○物流拠点となる港湾機能の強化 

・名古屋港、衣浦港、三河港の機能強化 

○中部国際空港島の活性化 

・常滑港におけるクルーズ船誘致に向

けた取組 

＊クルーズ船にっぽん丸初寄港（9

月） 

・スーパーシティ構想の推進 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す

る方策案の具体化検討の実施等の取

組の推進 

＊名鉄三河線の複線化等による豊田

市方面への速達化に向けた関係者

との協議・調整 

○あいち公共交通ビジョンの推進 

・対流・交流促進による公共交通活性化

に向けた検討 

・市町村等による広域的な公共交通の

利用促進や利便性向上を図る取組等

への支援 

＊地域公共交通活性化推進事業費補

助金による支援 2団体 

○中部国際空港の第二滑走路の整備を始

めとする機能強化 

・将来構想の早期実現に向けた国への働

きかけや空港会社に対する支援 

 ＊中部国際空港第二滑走路建設促進期

成同盟会による国等への要請 

 

 

 

 

 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東海

3県1市・知多5市5町）等との連携 

○物流拠点となる港湾機能の強化 

・名古屋港、衣浦港、三河港の機能強化 

○中部国際空港島の活性化 

・常滑港におけるクルーズ船誘致に向

けた取組 

 

 

・スーパーシティ構想の推進 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す

る方策案の具体化検討の実施等の取

組の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・JR 金山駅（東海道本線）のホームド

ア設置への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路ネットワークの構築に向けた国及

び関係機関への要望 

・道路の早期整備（名古屋環状 2号線、

名豊道路、衣浦豊田道路、三遠南信自

動車道、国道 41号、西知多道路） 

 

 

 

 

 

 

 

・道路整備の早期事業化（西知多道路の

未事業化区間） 

 

 

・直轄調査の促進（浜松三ヶ日・豊橋道

路（仮称）、名岐道路、一宮西港道路） 

 

 

 

 

 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 

・名岐道路、浜松三ヶ日・豊橋道路（仮

称）、一宮西港道路、名古屋三河道路、

・JR 金山駅（東海道本線）のホームド

ア設置への支援 

・JR刈谷駅改良事業への支援 

○新たな公共交通ビジョンの策定に向け

た検討 

・公共交通を取り巻く状況変化の把握、

取り組むべき施策の方向性の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路ネットワークの構築に向けた国及

び関係機関への要望 

・道路の早期整備（名古屋環状 2号線、

名豊道路、衣浦豊田道路、三遠南信自

動車道、国道 41号、西知多道路） 

 

 

 

 

 

 

 

・道路整備の早期事業化（西知多道路の

未事業化区間） 

 

 

・直轄調査の促進（浜松三ヶ日・豊橋道

路（仮称）、名岐道路、一宮西港道路、

名古屋三河道路） 

 

 

 

 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 

・名岐道路、浜松三ヶ日・豊橋道路（仮

称）、一宮西港道路、名古屋三河道路、

・JR 金山駅（東海道本線）のホームド

ア設置への支援（12月供用） 

・JR刈谷駅改良事業への支援 

○新たな公共交通ビジョンの検討・策定 

・検討会議の開催 

＊4回開催 

＊あいち交通ビジョンを策定（2月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道路ネットワークの構築に向けた国及

び関係機関への要望 

・道路の早期整備（名古屋環状 2号線、

名豊道路、衣浦豊田道路、三遠南信自

動車道、国道 41号、西知多道路） 

 ＊名古屋環状 2号線（名古屋西 JCT～

飛島 JCT）開通（5月） 

 

 

 

 

 

・道路整備の早期事業化（西知多道路の

未事業化区間） 

 ＊長浦 IC～日長IC（仮称）新規事業

化［国による権限代行］ 

・直轄調査の促進（浜松湖西豊橋道路、

名岐道路、一宮西港道路、名古屋三

河道路） 

 ＊名古屋都市圏環状機能検討会にお

いて、一宮西港道路及び名古屋三

河道路の概略ルート・構造の検討

に着手することが決定 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 

・名岐道路、浜松湖西豊橋道路、一宮西

港道路、名古屋三河道路、名浜道路 

 

 

 

○あいち交通ビジョンの推進 

・広域バス路線の利用促進に向けたモ

デル事業の実施 

・パーク＆ライドの推進に向けたモデ

ル事業の実施 

・JR名古屋駅 5・6番線ホーム(東海道

本線下り）のホームドア設置への支

援 

・JR刈谷駅改良事業への支援 

・地域鉄道事業者が行う安全安定輸送 

に必要な鉄道施設の計画的修繕・設

備投資への支援 

○道路ネットワークの構築に向けた国及

び関係機関への要望 

・道路の早期整備（名豊道路、衣浦豊田

道路、三遠南信自動車道、国道41号、

西知多道路） 

（名豊道路 蒲郡バイパス（豊川為当

IC～蒲郡 IC）2024年度開通予定） 

（三遠南信自動車道（東栄 IC～鳳来峡

IC）2025年度開通予定） 

（国道41号名濃バイパス（上小口 2交

差点～五郎丸交差点）2023 年度まで

に順次開通予定） 

・道路整備の早期事業化（西知多道路の

未事業化区間） 

 

 

 ・直轄調査の促進（浜松湖西豊橋道路、

名岐道路、一宮西港道路） 

・県の調査への支援（名古屋三河道路） 

 

 

 

 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 

・名岐道路、浜松湖西豊橋道路、一宮西

港道路、名古屋三河道路、名浜道路 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

名浜道路 

○道路の整備推進 

・地域高規格道路の整備（西知多道路

[県施行区間]） 

＊日長 IC（仮称）～青海 IC（仮称）

新規事業化 

 

 

・主要幹線道路の整備（西三河南北道

路、東三河縦貫道路、東三河環状線、

その他都市計画道路等） 

・地域の主要渋滞箇所の緩和・解消（国

道 155号石仏 13号踏切、岐阜稲沢線

苅安賀1号踏切除却等） 

 

○スマートインターチェンジの整備促進 

・豊田上郷スマート IC、刈谷スマート

IC、東郷スマート IC、岡崎阿知和ス

マートIC 

 ＊東郷スマート IC、岡崎阿知和スマ

ート IC新規事業化 

○中京圏の高速道路料金の見直し 

 ・愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市に

よる検討会の実施 

 ・見直しを議論する国の審議会（中京

圏小委員会）のヒアリングへの参画 

名浜道路 

○道路の整備推進 

・地域高規格道路の整備（西知多道路

［県施行区間］） 

  

 

 

 

・主要幹線道路の整備（西三河南北道

路、東三河縦貫道路、東三河環状線、

その他都市計画道路等） 

・地域の主要渋滞箇所の緩和・解消（国

道 155号石仏 13号踏切、岐阜稲沢線

苅安賀1号踏切除却等） 

 ＊一宮稲沢北 IC開通（3月） 

○スマートインターチェンジの整備促進 

・豊田上郷スマート IC、刈谷スマート

IC、東郷スマート IC、岡崎阿知和ス

マートIC 

 ＊豊田上郷スマートIC開通（3月） 

 

○中京圏の高速道路料金の見直し 

・見直し導入に向けた国への要望 

 

○道路の整備推進 

・高規格道路の整備（西知多道路［県施

行区間］） 

  ＊西知多道路（長浦 JCT（仮称）～常

滑 JCT（仮称）有料道路事業許可

［道路公社］ 

  ＊大田 IC（仮称）新規事業化 

・主要幹線道路の整備（西三河南北道

路、東三河縦貫道路、東三河環状線、

その他都市計画道路等） 

・地域の主要渋滞箇所の緩和・解消（岐

阜稲沢線苅安賀 1号踏切除却等） 

 

 

○スマートインターチェンジの整備促進 

・刈谷スマート IC、東郷スマート IC、

岡崎阿知和スマート IC、豊橋新城ス

マート IC 

  ＊豊橋新城スマート IC新規事業化 

  ＊刈谷スマート IC開通（3月） 

○中京圏の高速道路料金の見直し 

・新料金の導入 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・バス事業者、タクシー事業者、定期航
路事業者に対し、燃料費高騰への支
援 

 

○道路の整備推進 

・高規格道路の整備（西知多道路［県施

行区間］） 

 

 

 

 

・主要幹線道路の整備（西三河南北道

路、東三河縦貫道路、東三河環状線、

その他都市計画道路等） 

・地域の主要渋滞箇所の緩和・解消（岐

阜稲沢線苅安賀 1号踏切除却等） 

 

 

○スマートインターチェンジの整備促進 

 ・東郷スマート IC、岡崎阿知和スマー

ト IC、豊橋新城スマート IC 

 

 

 

○中京圏の高速道路料金の見直し 

・新料金体系での運用 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・バス事業者、鉄軌道事業者、タクシー
事業者、定期航路事業者、貨物自動車
運送事業者に対し、燃料費高騰への
支援 

3 

新東名高速道路の 6車

線化や、三遠南信自動

車道、名古屋環状 2号

線、名豊道路、西知多

道路、名岐道路、浜松

三ヶ日・豊橋道路、一

宮西港道路、名古屋三

河道路、名浜道路等、

高速道路網の整備促進 

建設局 ○新東名高速道路の 6車線化 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

 

 

○名古屋環状 2号線の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望（専用部：西南部・南部区間の

整備、一般部：暫定 2 車線供用区間

○新東名高速道路の 6車線化 

 ・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

 ・早期整備に向けた国への要望 

 

 

○名古屋環状 2号線の整備促進 

 ・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望（専用部：西南部・南部区間

の整備、一般部：暫定 2車線供用区

○新東名高速道路の 6車線化 

 ・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

 ・早期整備に向けた国への要望 

 

 

○名古屋環状 2号線の整備促進 

 ・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望（一般部：暫定 2車線供用区

間の 4車線化） 

○新東名高速道路の 6車線化 

 ・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

 ・早期整備に向けた国への要望 

（東栄 IC～鳳来峡 IC 2025 年度開通

予定） 

○名古屋環状 2号線の整備促進 

 ・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望（一般部：暫定 2車線供用区

間の 4車線化） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

の 4車線化） 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

 

 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望（未事業化区間の早期事業

化、事業化区間の早期整備） 

 

 

・県施行区間の整備推進 

 ＊日長 IC（仮称）～青海 IC（仮称）

新規事業化 

 

 

○名岐道路の早期実現 

・国への要望（直轄調査の促進） 

・具体化へ向けた検討 

○浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称）の具体

化 

・国への要望（直轄調査の促進） 

・具体化へ向けた調査 

○一宮西港道路の具体化 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた検討 

 

 

 

○名古屋三河道路の具体化 

 ・具体化へ向けた検討 

 

 

 

 

 

 

○名浜道路の具体化 

 ・具体化へ向けた検討 

間の 4車線化） 

○名豊道路の整備促進 

 ・早期整備に向けた国への要望 

 

 

○西知多道路の整備促進 

 ・国への要望（未事業化区間の早期事

業化、事業化区間の早期整備） 

  

 

・県施行区間の整備推進 

 

 

 

 

○名岐道路の早期実現 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた手続き 

○浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称）の具体  

 化 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた調査 

○一宮西港道路の具体化 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた調査 

 

 

 

○名古屋三河道路の具体化 

・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた調査 

 

 

 

 

 

○名浜道路の具体化 

 ・具体化へ向けた検討 

 ＊名古屋西JCT～飛島JCT開通（5月） 

○名豊道路の整備促進 

 ・早期整備に向けた国への要望 

 

 

○西知多道路の整備促進 

 ・国への要望（未事業化区間の早期事

業化、事業化区間の早期整備） 

＊長浦 IC～日長 IC（仮称）新規事業

化［国による権限代行］ 

 ・県施行区間の整備推進 

 ＊西知多道路（長浦JCT（仮称）～常

滑 JCT（仮称）有料道路事業許可［道

路公社］ 

  ＊大田 IC（仮称）新規事業化 

○名岐道路の早期実現 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた手続き 

○浜松湖西豊橋道路の早期実現 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた調査 

 

○一宮西港道路の具体化 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた調査 

＊名古屋都市圏環状機能検討会にお

いて、国が概略ルート・構造の検討

に着手することを決定 

○名古屋三河道路の具体化 

・国への要望（直轄調査の促進） 

・具体化へ向けた調査 

＊名古屋都市圏環状機能検討会にお

いて、西知多道路～名豊道路を優先

整備区間に設定し、県が概略ルー

ト・構造の検討に着手することを決

定 

○名浜道路の具体化 

 ・具体化へ向けた検討 

 

 

 

 

○名豊道路の整備促進 

 ・早期整備に向けた国への要望 

（蒲郡バイパス：豊川為当 IC～蒲郡 IC 

2024年度開通予定） 

○西知多道路の整備促進 

 ・国への要望（未事業化区間の早期事

業化、事業化区間の早期整備） 

 

 

 ・県施行区間の整備推進 

 

 

 

 

○名岐道路の早期実現 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた手続き 

○浜松湖西豊橋道路の早期実現 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた手続き 

 

○一宮西港道路の具体化 

 ・国への要望（直轄調査の促進） 

 ・具体化へ向けた調査 

   

 

 

○名古屋三河道路の具体化 

 ・国への要望（県の調査への支援） 

 ・具体化へ向けた調査 

  

  

 

 

 

○名浜道路の具体化 

 ・事業化へ向けた調査設計 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

4 

民間事業者による有料

道路の運営（コンセッ

ション）を通じた利便

性の向上（①インター

チェンジの新設や出口

の増設、②パーキング

エリアの新設、③知多

半島道路の料金割引等

で利用者へ還元）と地

域の活性化 

建設局 ○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア

等の改築事業や地域活性化事業の推進 

＊りんくうインターチェンジ第 2 出

口の新設（2月） 

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

 ・コンセッションの実施 

 ・インターチェンジ、パーキングエリア等

の改築事業や地域活性化事業の推進 

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア等

の改築事業や地域活性化事業の推進 

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア等

の改築事業や地域活性化事業の推進 

＊大府パーキングエリア（下り）を 

オープン（5月） 

5 

自転車走行空間の検討

整備 

建設局 ○自転車走行空間の整備推進 

・大規模自転車道の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

・愛知県自転車活用推進計画の策定 

 

○自転車走行空間の整備推進 

・大規模自転車道の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

・愛知県自転車活用推進計画の推進 

○自転車走行空間の整備推進 

・大規模自転車道の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

・愛知県自転車活用推進計画の推進 

・ナショナルサイクルルートである「太

平洋岸自転車道」の走行環境整備 

○自転車走行空間の整備推進 

・大規模自転車道の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

・愛知県自転車活用推進計画の推進 

・ナショナルサイクルルートである「太

平洋岸自転車道」の走行環境整備 

6 

名古屋港、三河港、衣

浦港の機能強化及び

「愛知県港湾物流ビジ

ョン」に基づく、三港

連携による国際競争力

強化 

都市・交通局 【名古屋港】 

○「国際産業戦略港湾」として必要な機

能の強化 

・飛島ふ頭の岸壁等の整備促進 

 

 

 

・金城ふ頭の岸壁等の整備促進 

 

 

 

・機能強化・維持に伴い発生する浚渫土

砂の新たな処分場の整備促進 

【三河港】 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

・神野西地区 7号岸壁（-12ｍ）の耐震

強化岸壁の整備促進 

 

 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

【名古屋港】 

○「国際産業戦略港湾」として必要な機

能の強化 

・飛島ふ頭の岸壁等の整備促進 

 

 

 

・金城ふ頭の岸壁等の整備促進 

 

 

 

・機能強化・維持に伴い発生する浚渫土

砂の新たな処分場の整備促進 

【三河港】 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

・神野西地区 7号岸壁（-12ｍ）の耐震

強化岸壁の整備促進 

＊神野西地区 7号岸壁（-12ｍ）の耐

震強化岸壁の整備完了 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

【名古屋港】 

○「国際産業戦略港湾」として必要な機

能の強化 

・飛島ふ頭の岸壁等の整備促進 

 

 

 

・金城ふ頭の岸壁等の整備促進 

 

 

 

・機能強化・維持に伴い発生する浚渫土

砂の新たな処分場の整備促進 

【三河港】 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

 

 

 

 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

【名古屋港】 

○「国際産業戦略港湾」として必要な機

能の強化 

・飛島ふ頭の岸壁等の整備促進 

 ＊飛島ふ頭 NCBコンテナターミナ 

  ルR1岸壁（-15m）の整備 

  （2022.10月頃供用予定） 

・金城ふ頭の岸壁等の整備促進 

＊新規耐震強化岸壁、保管用地 

の整備に向けた護岸整備 

（2022年度中完了予定) 

・機能強化・維持に伴い発生する浚渫土

砂の新たな処分場の整備促進 

【三河港】 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

 

 

 

 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

 

 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂のために必要な調査の

実施 

・三河港港湾計画検討委員会の開催 

 ＊1回 

 

 

【衣浦港】 

○港湾施設の整備 

・中央ふ頭西地区のふ頭用地の整備推進 

・外港地区耐震強化岸壁（-12ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

・臨港道路中央ふ頭西線道路（改良）の

整備推進 

 ＊臨港道路中央ふ頭西線の橋梁耐震

化完了 

・中央ふ頭西 6号岸壁の改良促進 

【名古屋港・三河港・衣浦港】 

○モノづくり産業を支える港湾物流機能

の強化に向けた連携の推進 

・「愛知県港湾物流ビジョン」の推進 

・国が進める「伊勢湾の港湾ビジョン」

策定委員会への参画 

 ＊中部地方整備局による「伊勢湾の

港湾ビジョン」の策定・公表 

 

 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

 

・御津地区ふ頭用地の整備推進 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂のために必要な調査の

実施 

・三河港港湾計画検討委員会の開催 

 ＊2回 

・長期構想（素案）の作成 

 

【衣浦港】 

○港湾施設の整備 

・中央ふ頭西地区のふ頭用地の整備推進 

・外港地区耐震強化岸壁（-12ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

 

 

 

 

・中央ふ頭西 6号岸壁の改良促進 

【名古屋港・三河港・衣浦港】 

○モノづくり産業を支える港湾物流機能

の強化に向けた連携の推進 

・「愛知県港湾物流ビジョン」の推進 

・「伊勢湾の港湾ビジョン」の推進 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

 

・御津地区ふ頭用地の整備推進 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂内容の検討 

 

 

  

・長期構想（案）に対するパブリックコ

メントの実施 

【衣浦港】 

○港湾施設の整備 

・中央ふ頭西地区のふ頭用地の整備推進 

・外港地区耐震強化岸壁（-12ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

 

 

 

 

・中央ふ頭西 6号岸壁の改良促進 

【名古屋港・三河港・衣浦港】 

○モノづくり産業を支える港湾物流機能

の強化に向けた連携の推進 

・「愛知県港湾物流ビジョン」の推進 

・「伊勢湾の港湾ビジョン」の推進 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

・蒲郡地区ふ頭用地の拡張整備推進 

・御津地区ふ頭用地の整備推進 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂内容の検討 

 

・三河港港湾計画検討委員会の開催 

 

 

 

【衣浦港】 

○港湾施設の整備 

・中央ふ頭西地区のふ頭用地の整備推進 

・外港地区耐震強化岸壁（-12ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

 

 

 

・外港地区航路（-12ｍ）の改良促進 

・中央ふ頭西 6号岸壁の改良促進 

【名古屋港・三河港・衣浦港】 

○モノづくり産業を支える港湾物流機能

の強化に向けた連携の推進 

・「愛知県港湾物流ビジョン」の推進 

・「伊勢湾の港湾ビジョン」の推進 

 

 

〇カーボンニュートラルポート形成に 

 向けた取組 

・カーボンニュートラルポート形成計

画の策定に向けた調査・検討 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

7 

名古屋都心部ヘの高次

都市機能の集積 

経済産業局 

都市・交通局 

建築局 

○国や名古屋市、民間事業者等と連携した

取組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり構

想に基づく取組の促進 

＊名古屋駅スーパーターミナル化推

進費補助の実施 

○市街地再開発事業等への支援 

 ・名古屋都心部における市街地再開発

事業、優良建築物等整備事業に対す

る補助 

  ＊市街地再開発事業 1地区に補助 

 

○愛知県産業労働センターの施設利用の

向上 

・愛知県産業労働センターの整備・運営 

事業をPFI 手法により実施 

＊施設利用率 80.8％ 

○国や名古屋市、民間事業者と連携した

取組の推進 

 ・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 

  ＊名古屋駅スーパーターミナル化推

進費補助の実施 

○市街地再開発事業等への支援 

・名古屋都心部における市街地再開発

事業、優良建築物等整備事業に対す

る補助 

 ＊市街地再開発事業1地区に補助 

 

○愛知県産業労働センターの施設利用の

向上 

・愛知県産業労働センターの整備・運営 

事業をPFI手法により実施 

 ＊施設利用率 53.5％ 

○国や名古屋市、民間事業者等と連携した

取組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 

＊名古屋駅スーパーターミナル化推進

費補助の実施 

○市街地再開発事業等への支援 

・名古屋都心部における市街地再開発

事業、優良建築物等整備事業に対す

る補助 

 ＊市街地再開発事業１地区に補助 

 （3月完了） 

○愛知県産業労働センターの施設利用の

向上 

・愛知県産業労働センターの整備・運営

事業を PFI手法により実施 

＊施設利用率 62.06％ 

○国や名古屋市、民間事業者等と連携した

取組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 

 

 

       

 

 

 

 

 

○愛知県産業労働センターの施設利用の

向上 

・愛知県産業労働センターの整備・運営

事業をPFI手法により実施 

 

8 

市町村のまちづくりを

総合的にコンサルティ

ングする「まちづくり

支援窓口」を新たに開

設 

都市・交通局 ○市町村のまちづくりに関する技術的支

援の実施 

・「市町村まちづくり支援窓口」による

技術的支援 

 ＊支援案件 32件 

・まちづくりに関する勉強会等の開催 

 ＊10回開催 

○市町村のまちづくりに関する技術的支

援の実施 

・「市町村まちづくり支援窓口」による

技術的支援 

＊支援案件 39件 

・まちづくりに関する勉強会等の開催 

 ＊6回開催 

○市町村のまちづくりに関する技術的支

援の実施 

・「市町村まちづくり支援窓口」による

技術的支援 

＊支援案件 31件 

・まちづくりに関する勉強会等の開催 

＊6回開催 

 

 

○市町村のまちづくりに関する技術的支

援の実施 

・「市町村まちづくり支援窓口」による

技術的支援 

 

・まちづくりに関する勉強会等の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

9 

都市機能の強化・再構

築を図る土地区画整理

事業の促進と鉄道高架

事業の促進 

都市・交通局 

建築局 

○良好な市街地の形成を図る土地区画整理

事業の促進 

・公共施設の整備改善に資する土地区

画整理事業を施行する組合等へ補助 

 ＊11組合に補助 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交

差化の推進 

・高架本体工事 

 

 

 

○名鉄犬山線布袋駅周辺の立体交差化の

推進 

・高架本体工事 

○JR武豊線半田駅周辺の立体交差化の推進 

・用地買収 

 

 

○空き家等対策推進事業への支援 

 ・市町村が行う空き家等対策推進事業

を支援するため、空家等対策推進事

業費補助を実施 

  ＊空家等の除却 190件 

○良好な市街地の形成を図る土地区画整

理事業の促進 

・公共施設の整備改善に資する土地区

画整理事業を施行する組合等へ補助 

  ＊11組合に補助 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交

差化の推進 

 ・高架本体工事 

 

 

 

○名鉄犬山線布袋駅周辺の立体交差化の

推進 

 ・高架本体工事 

○JR武豊線半田駅周辺の立体交差化の推進 

 ・仮駅舎工事 

 

 

○空き家等対策推進事業への支援 

 ・市町村が行う空き家等対策推進事業

を支援するため、空家等対策推進事

業費補助を実施 

 ＊空家等の除却248件 

 ＊空家等の改修2件 

○良好な市街地の形成を図る土地区画整

理事業の促進 

・公共施設の整備改善に資する土地区

画整理事業を施行する組合等へ補助 

＊9組合に補助 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交

差化の推進 

・名古屋本線高架本体工事 

・三河線仮線工事 

 ＊三河線（豊田方面）仮線工事着手 

（2月） 

○名鉄犬山線布袋駅周辺の立体交差化の

推進 

・整備完了（3月） 

○JR武豊線半田駅周辺の立体交差化の推進 

・高架本体工事 

 ＊仮駅舎供用（6月） 

 ＊高架本体工事着手（2月） 

○空き家等対策推進事業への支援 

・市町村が行う空き家等対策推進事業

を支援するため、空家等対策推進事

業費補助を実施 

＊空家等の除却 285件 

＊空家等の改修 2件 

○良好な市街地の形成を図る土地区画整

理事業の促進 

・公共施設の整備改善に資する土地区

画整理事業を施行する組合等へ補助 

 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交

差化の推進 

・名古屋本線高架本体工事 

・三河線仮線工事 

 

 

 

 

 

○JR武豊線半田駅周辺の立体交差化の推進 

・高架本体工事 

 

 

○空き家等対策推進事業への支援 

・市町村が行う空き家等対策推進事業

を支援するため、空家等対策推進事

業費補助を実施 

10 

下水道事業における広

域化・共同化の取組 

建設局 ○広域化・共同化計画の策定に向けた検討 

・検討会議の開催 

○流域下水道における広域化・共同化の

推進 

・衣浦西部浄化センター共同汚泥処理

施設の整備 

 

・豊橋市単独公共下水道一部区域の豊

川流域下水道への接続準備 

○広域化・共同化計画の策定に向けた検討 

 ・検討会議の開催 

○流域下水道における広域化・共同化の

推進  

 ・衣浦西部浄化センター共同汚泥処理

施設の整備 

  

・豊橋市単独公共下水道一部区域の豊川

流域下水道への接続準備 

○広域化・共同化計画の策定に向けた検討 

 ・検討会議の開催 

○流域下水道における広域化・共同化の

推進 

・衣浦西部浄化センター共同汚泥処理

施設の整備 

 ＊整備完了（3月） 

・豊橋市単独公共下水道一部区域の豊

川流域下水道への接続 

 ＊接続完了（1月） 

○広域化・共同化計画の策定 

 ・広域化・共同化計画の策定 

○流域下水道における広域化・共同化の

推進 

・衣浦西部浄化センターにおける汚泥

の共同処理 

 

・豊橋市単独公共下水道一部区域の汚

水を豊川浄化センターにて処理 
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（2）交通・航空対策の推進 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

11 

リニア中央新幹線の整

備促進や名古屋駅から

鉄道による 40 分交通

圏の拡大、名古屋駅と

中部国際空港、豊田市

の速達化 

都市・交通局 ○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会（全国・県）による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

＊期成同盟会からの国等への要望活動 

 ＊期成同盟会（全国）による広報啓発

パンフレット配布・広報動画配信・

ポスター掲出 

 

 

・愛知県内の用地取得に関する取組の

推進 

 ＊（公財）名古屋まちづくり公社用地

部へ職員（県土地開発公社職員含

む）を計 16名派遣 

 

 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

 ・鉄道ネットワークの充実・強化に関

する方策案の具体化検討の実施等の

取組の推進 

  ＊名鉄三河線の複線化等による豊田

市方面への速達化に向けた関係者

との協議・調整 

○名鉄名古屋本線知立駅周辺の立体交差

化の推進 

・高架本体工事 

○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会（全国・県）による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

 ＊期成同盟会からの国等への要望活動 

 ＊期成同盟会（全国）による広報啓発

パンフレット配布・広報動画配信・

ポスター掲出 

 ＊期成同盟会（県）による広報啓発ウ

ェブページの作成 

 ・愛知県内の用地取得に関する取組の

推進 

 ＊（公財）名古屋まちづくり公社用地

部へ職員（県土地開発公社職員含

む）を計 12名派遣 

 

 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

 ・鉄道ネットワークの充実・強化に関

する方策案の具体化検討の実施等の

取組の推進 

 ＊名鉄三河線の複線化等による豊田

市方面への速達化に向けた関係者

との協議・調整 

○名鉄名古屋本線知立駅周辺の立体交差

化の推進 

 ・高架本体工事 

○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会（全国・県）による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

＊期成同盟会からの国等への要望活動 

＊期成同盟会（全国）による広報啓発

パンフレット配布・広報動画配信・

ポスター掲出 

 

 

・愛知県内の用地取得に関する取組の

推進 

＊（公財）名古屋まちづくり公社用地

部へ職員（県土地開発公社職員含

む）を計 6名派遣（用地取得が進展

したため、2021 年度末をもって派

遣終了） 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す

る方策案の具体化検討の実施等の取

組の推進 

＊名鉄三河線の複線化等による豊田

市方面への速達化に向けた関係者

との協議・調整 

○名鉄名古屋本線知立駅周辺の立体交差

化の推進 

・名古屋本線高架本体工事 

・三河線仮線工事 

＊三河線（豊田方面）仮線工事着手 

（2月） 

○リニア中央新幹線の整備促進 

・期成同盟会（全国・県）による早期全

線整備に向けた国等への働きかけ及

び広報啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの

充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す

る方策案の具体化検討の実施等の取

組の推進 

 

 

 

○名鉄名古屋本線知立駅周辺の立体交差

化の推進 

・名古屋本線高架本体工事 

・三河線仮線工事 

12 

名古屋駅スーパーター

ミナル化の推進（乗換

利便性の向上等）、名古

屋高速道路と名古屋駅

の直結推進 

建設局 

都市・交通局 

○民間事業者や名古屋市等と連携した取

組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 

 ＊名古屋駅スーパーターミナル化推

進費補助の実施 

○民間事業者や名古屋市等と連携した取

組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 

＊名古屋駅スーパーターミナル化推

進費補助の実施 

○民間事業者や名古屋市等と連携した取

組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 

＊名古屋駅スーパーターミナル化推

進費補助の実施 

○民間事業者や名古屋市等と連携した取

組の推進 

・名古屋市が行うわかりやすい乗換空

間の形成等に関する検討調査に対す

る支援等、名古屋駅周辺まちづくり

構想に基づく取組の促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

○名古屋駅への高速アクセス向上及び名

古屋高速道路ネットワーク全体の充実 

・黄金出入口付近フル IC 化、新洲崎

JCT出入口、栄出入口、西渡り線等の

計画の推進 

＊名古屋駅のスーパーターミナル化

及び名古屋駅とつながる駅周辺ま

ちづくりに関する市町との連携要

望の実施 

○名古屋駅への高速アクセス向上及び名

古屋高速道路ネットワーク全体の充実 

・黄金出入口付近フル IC 化、新洲崎

JCT出入口、栄出入口、西渡り線等の

計画の推進 

＊名古屋駅のスーパーターミナル化 

及び名古屋駅とつながる駅周辺ま

ちづくりに関する市町との連携要

望の実施 

○名古屋駅への高速アクセス向上及び名

古屋高速道路ネットワーク全体の充実 

・黄金出入口付近フル IC 化、新洲崎

JCT出入口、栄出入口、西渡り線・南

渡り線の計画の推進 

 

 

 

 

○名古屋駅への高速アクセス向上及び名

古屋高速道路ネットワーク全体の充実 

・新黄金出入口（黄金出入口付近フル IC

化）、新洲崎JCT出入口、栄出入口、

西渡り線・南渡り線の計画の推進 

13 

中部国際空港の戦略的

整備 ～二本目滑走路

（完全 24時間化）、LCC

ターミナル、国際展示

場、フライト・オブ・

ドリームズ、水素ステ

ーション、FCフォーク

リフト等による活性

化、エアポートセール

スの戦略的実施、航空

ネットワークの充実、

常滑港におけるクルー

ズ船係留施設の検討整

備等～ 

政策企画局 

経済産業局 

観光コンベ

ンション局 

建設局 

都市・交通局 

○中部国際空港の二本目滑走路を始めと

する機能強化 

 

 

 

 

 

・二本目滑走路の早期実現に向けた国等

への働きかけ 

 ＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による国等への要望 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東

海 3県 1市・知多 5市 5町）等との

連携 

○アウトバウンドの促進 

・重点路線、LCC拠点化に対する支援 

 

 

 

○愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」

（延床面積 9万㎡）の整備・運営 

 建築工事の実施、引渡 

 官民が連携した運営体制の構築 

 プロモーションツールの作成、誘致・

営業、施設の保守管理等の開業準備

業務 

 開業式典・オープニングイベントの開

催（8月） 

＊開業式典：約1,200人参加 

＊オープニングイベント：約35,000人 

来場 

・コンセッション方式による運営 

○中部国際空港の二本目滑走路の整備を

始めとする機能強化 

 

 

 

 

 

・二本目滑走路の早期実現に向けた国等

への働きかけ 

 ＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による国等への要望 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東

海 3県 1市・知多 5市 5町）等との

連携 

○アウトバウンドの促進 

・重点路線、LCC拠点化に対する支援 

○航空会社への支援 

・中部国際空港に本拠地を置く航空運
送事業者の事務所賃料を支援 

○愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」

（延床面積 9万㎡）の運営 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

○中部国際空港の第二滑走路の整備を始

めとする機能強化 

・現空港用地と新たに造成される土地

を最大限活用した 2 本の滑走路の配

置を目指し、2段階に分けて整備を進

める『中部国際空港の将来構想』のと

りまとめ（12月） 

・第二滑走路の早期実現に向けた国等へ

の働きかけ 

＊中部国際空港二本目滑走路建設促

進期成同盟会による国等への要請 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東

海 3県 1市・知多 5市 5町）等との

連携 

○アウトバウンドの促進 

 ・LCCを含む重点路線の利用促進 

 

 

 

○愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」

（延床面積 9万㎡）の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

○中部国際空港の第二滑走路の整備を始

めとする機能強化 

・将来構想の早期実現に向けた国への

働きかけや空港会社に対する支援 

  ＊中部国際空港第二滑走路建設促進

期成同盟会による国等への要請 

 

 

 

 

 

・中部国際空港に係る議員連盟（国・東

海 3 県 1市・知多 5市 5町）等との

連携 

○アウトバウンドの促進 

 ・LCCを含む重点路線の利用促進 

 

 

 

○愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」

（延床面積 9万㎡）の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

・展示会産業振興基金の設置 

・官民連携組織による事業の実施 

・展示会の需要創造 

 ＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスのGLeventsとの間で新たな

国際産業展を立ち上げていくため

の覚書を締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水素ステーション、FCフォークリフト

等による活性化 

＊年度末時点ステーション整備数 

27基 28か所（整備中含む） 

・セントレア水素社会形成 WG等が中心

となり、FCフォークリフト等の導入

を促進 

＊セントレア貨物地区への FCフォー

クリフトの導入費補助1件（4台） 

＊FC バスを、セントレアとショッピ

ングモール間のシャトルバスとし

て週 1日運行（2019年 6月～） 

 

 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート

セールスの実施 

 ＊ベトジェットエアに中部―ハノイ、

ホーチミン線等の新規就航を要請 

 ＊ベトナム航空に中部―ダナン線の

新規就航、中部―ホーチミン線の

機材大型化を要請 

 ＊中国国際航空に中部―北京線及び

上海線の更なる供給拡大と上海か

援等 

 ・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

 ・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で締結し

た覚書に基づく取組について、協議

し、新たな国際産業展の立ち上げを

目指す 

 

 

 

 

 

 

 

○水素ステーション、FCフォークリフト

等による活性化 

＊年度末時点ステーション整備数 

35基 36か所（整備中含む） 

・セントレア水素社会形成 WG等が中心

となり、FCフォークリフト等の導入

を促進 

 ＊FCバスを、セントレアとショッピ

ングモール間のシャトルバスとし

て週 1日運行 

 

 

・セントレアにおいて、FCVレンタカー

の需要調査を実施 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート 

セールスの実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

 

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で締結し

た覚書に基づく取組について、協議

し、新たな国際産業展の立ち上げを

目指す 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

音楽コンサートの開催支援 

 ＊補助金交付件数 5件 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

催事に対し感染防止対策を施した飲

食エリアを提供するモデル事業を実

施 

○水素ステーション、FCフォークリフト

等による活性化 

＊年度末時点ステーション整備数 

36基 37か所（整備中含む） 

・セントレア水素社会形成 WG等が中心

となり、FCフォークリフト等の導入

を促進 

 

 

 

 

 

・セントレアにおいて、FCVの社用車と

しての需要調査を実施 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート 

セールスの実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

 

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLevents が、県との間で

締結した覚書に基づき、新たな国際

産 業 展 （ Smart Manufacturing 

Summit by Global Industrie）の

2024年3月の開催を発表 

 

 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

催事に対し感染防止対策を施した飲

食エリアを提供するモデル事業を実

施 

○水素ステーション、FCフォークリフト

等による活性化 

  

 

・セントレア水素社会形成 WG等が中心

となり、FC フォークリフト等の導入

を促進 

 

 

 

 

 

・セントレアにおいて、FC バス活用モ

デルを構築するための運用実証を実施  

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート

セールスの実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

らの貨物便の開設を要請 

＊中国南方航空広州直行便のデイリ

ー化を要請 

○常滑港におけるクルーズ船係留施設の

検討・整備 

 ・誘致に関する調査検討 

  ＊受入環境機能調査の実施 

  ＊利用者需要把握調査の実施 

 

 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望（未事業化区間の早期事業

化、事業化区間の早期整備） 

 

 

・県施行区間の整備推進 

 ＊日長 IC（仮称）～青海 IC（仮称）

新規事業化 

 

 

 

○常滑港クルーズ船誘致活動の推進 

・商工・観光をはじめとした関係機関と

の連携 

・船社への誘致活動 

 

 

 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望（未事業化区間の早期事業

化、事業化区間の早期整備） 

 

 

・県施行区間の整備推進 

 

 

 

 

○スーパーシティ構想の推進 

・あいち・とこなめスーパーシティ構想 

基本的な考え方（案）の公表 

 

 

 

○常滑港クルーズ船誘致活動の推進 

・商工・観光をはじめとした関係機関と

の連携 

・船社への誘致活動 

・航行安全検討の実施 

＊クルーズ船にっぽん丸初寄港（9

月） 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望（未事業化区間の早期事業

化、事業化区間の早期整備） 

＊長浦 IC～日長IC（仮称）新規事業

化［国による権限代行］ 

・県施行区間の整備推進 

 ＊西知多道路（長浦JCT（仮称）～常

滑 JCT（仮称）有料道路事業許可［道

路公社］ 

  ＊大田 IC（仮称）新規事業化 

○スーパーシティ構想の推進 

・構想を国に提案 

・ビジネスモデルの検討 

・中部国際空港島及び周辺地域におけ

る 5G の提供エリアの早期拡大や 5G

を活用した先端サービスの社会実装

の実現に関する連携協定を通信事業

者等と締結（3月） 

 

 

 

○常滑港クルーズ船誘致活動の推進 

・商工・観光をはじめとした関係機関と

の連携 

・船社への誘致活動 

 

 

 

○西知多道路の整備促進 

・国への要望（未事業化区間の早期事業

化、事業化区間の早期整備） 

 

 

・県施行区間の整備推進 

 

 

 

 

○スーパーシティ構想の推進 

・ビジネスモデルの検討 

・実証実験の実施 

・「あいちデジタルアイランドプロジ

ェクト」による中部国際空港島及び

周辺地域における 5G 等デジタル技

術の活用に向けた取組の推進 

 

14 

県営名古屋空港のコミ

ューター航空・ビジネ

スを始めとする小型航

空機の拠点化の推進及

び防災拠点の整備 

防災安全局 

都市・交通局 

○県営名古屋空港協議会や就航先などと

連携した利用促進活動の実施 

・就航先へのキャラバン隊の派遣 

 ＊山形県、島根県へ派遣し、地元テ

レビ局、新聞社、商工会議所、官

庁、福祉施設等を訪問 

 ＊地元のイベントやショッピングセ

ンターでの PR活動を実施 

・広報活動 

 

 

○航空会社への支援 

・県営名古屋空港に就航するコミュー

○県営名古屋空港協議会や就航先などと

連携した利用促進活動の実施 

・名古屋線の PR活動 

 ＊青森県、岩手県の県庁、商工会議

所、旅行会社等を訪問 

 

 

 

・広報活動 

 

 

○航空会社等への支援 

・県営名古屋空港に就航するコミュー

○県営名古屋空港協議会や就航先などと

連携した活動の実施 

・名古屋線の PR活動 

＊県内ショッピングセンターでの 

PR活動を実施 

 

 

 

・広報活動 

＊空港 HP内に観光情報特設ページを

制作し、広報誌｢名古屋航路｣を掲載 

○航空会社等への支援 

・県営名古屋空港に就航するコミュー

○県営名古屋空港協議会や就航先などと

連携した活動の実施 

・名古屋線の PR活動 

  ＊イベントや空港旅客ターミナルビ

ルでのPR活動を実施 

 

 

 

・広報活動 

 

 

○航空会社等への支援 

・県営名古屋空港に就航するコミュー
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ター航空の維持・定着を図るため、航

空会社に対する着陸料等の減免及び

コミューター旅客に対する一般駐車

場使用料の割引の実施 

 

 

 

 

 

 

○防災拠点としての機能、体制整備 

・航空自衛隊小牧基地等との連携 

・空港内における医療、物資等の災害時

オペレーションの検討 

・航空機燃料の災害時用備蓄タンク設

置の検討 

ター航空の維持・定着を図るため、航

空会社に対する着陸料等の減免及び

コミューター旅客に対する一般駐車

場使用料の割引の実施 

・定期航空路線を運航する航空会社に
対し、上記減免措置に加え、業務用施
設使用料を減免 

・県営名古屋空港を使用する航空運送
事業者に対し、着陸料等の支払いを
猶予 

○防災拠点としての機能、体制整備 

・航空自衛隊小牧基地等との連携 

・空港内における医療、物資等の災害

時オペレーションの検討 

・航空機燃料の災害時用備蓄タンク設

置の検討 

ター航空の維持・定着を図るため、航

空会社に対する着陸料等の減免及び

コミューター旅客に対する一般駐車

場使用料の割引の実施 

・定期航空路線を運航する航空会社に
対し、上記減免措置に加え、業務用施
設使用料を減免 

 

 

 

○防災拠点としての機能、体制整備 

・災害時航空機燃料の保管 

ター航空の維持・定着を図るため、航

空会社に対する着陸料等の減免及び

コミューター旅客に対する一般駐車

場使用料の割引の実施 

 

 

 

 

 

 

○防災拠点としての機能、体制整備 

・災害時航空機燃料の保管 

 

 

（3）住みやすさ日本一あいち 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

15 

愛知の住みやすさの首

都圏等への発信 

政策企画局 ○愛知の住みやすさの発信 

・パンフレット、ウェブサイト及び SNS

による情報発信 

・学生向け民間情報サイトへの広告記

事掲載 

・若年女性・ファミリー層向け民間情報

サイトへの広告記事掲載 

・東京圏在住若年女性・ファミリー層を

対象とした懇談会の開催 

 ＊2回開催、96名参加 

○愛知の住みやすさの発信 
・パンフレット、ウェブサイト及び SNS
による情報発信 

・学生向け民間情報サイトへの広告記
事掲載 

・若年女性・ファミリー層向け民間情報
サイトへの広告記事掲載 

・愛知の住みやすさをPRするオンライ
ンイベントの開催 

 ＊第1回参加者数 24名 
  第2回最大同時視聴者数70名 

○愛知の住みやすさの発信 
・パンフレット、ウェブサイト及び SNS
による情報発信 

・学生向け民間情報サイトへの広告記
事掲載 

・若年女性向け民間情報サイトへの広
告記事掲載 

・若年層向けマンガ形式の動画制作 

○愛知の住みやすさの発信 
・パンフレット、ウェブサイト及び SNS
による情報発信 

 
 
・若年女性向け民間情報サイトへの広
告記事掲載 

・若年層向けマンガ形式の動画等を活
用した広告配信 

・東京圏の大学生に向けた大学構内で

の魅力発信 
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２ 「産業首都あいち」 

（1）国際イノベーション都市あいちへの飛躍 

① 国際展示場 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

16 

愛知県国際展示場

「Aichi Sky Expo」（延

床面積 9万㎡）の整備

（2019年 8月開業）と

国際的な MICEの誘致、

官民連携による新たな

展示会需要の創出、国

際観光都市を目指した

取組 

政策企画局 

経済産業局

観光コンベ

ンション局 

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の整備・運営 

・建築工事の実施、引渡 

・官民が連携した運営体制の構築 

・プロモーションツールの作成、誘致・

営業、施設の保守管理等の開業準備

業務 

・開業式典・オープニングイベントの開

催（8月） 

＊開業式典：約 1,200人参加 

＊オープニングイベント：約 35,000

人来場 

・コンセッション方式による運営 

 

・展示会産業振興基金の設置 

・官民連携組織による事業の実施 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で新たな

国際産業展を立ち上げていくため

の覚書を締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光・産業・物産をテーマとした県内観

光資源の PR  

・愛知・知多半島マーケット2020の開

催（1月） 

＊15,376名来場 

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の運営 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で締結し

た覚書に基づく取組について、協議

し、新たな国際産業展の立ち上げを

目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光・産業・物産フェアの開催 

・Aichi Sky Expo Outdoor Discovery 

2021の開催(1月) 

＊4,186名来場 

 

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で締結し

た覚書に基づく取組について、協議

し、新たな国際産業展の立ち上げを

目指す 

 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

音楽コンサートの開催支援 

 ＊補助金交付件数 5件 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

催事に対し感染防止対策を施した飲

食エリアを提供するモデル事業を実

施 

 

 

 

 

 

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsが、県との間で

締結した覚書に基づき、新たな国際

産 業 展 （ Smart Manufacturing 

Summit by Global Industrie）の

2024年3月の開催を発表 

 

 

 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

催事に対し感染防止対策を施した飲

食エリアを提供するモデル事業を実

施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○地域一丸となった MICE誘致 

 ・「愛知・名古屋 MICE 推進協議会」に

よる MICE誘致の取組の推進 

＊MICEセミナー開催、参加者103名 

 

＊国内MICE見本市（IME）への出展 

＊海外MICE見本市（IBTM World（ス

ペイン・バルセロナ））への出展 

＊海外セミナー・商談会への参加（イ

ンドネシア・マレーシア・ベトナム・

フィリピン・シンガポール） 

＊東京都との都市間連携ファムトリ

ップの実施 

＊MICE説明会の開催 参加者93名 

＊MICE国内商談会・招請事業への参加  

＊大規模MICEへのおもてなし等支援  

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品）

の作製 

＊テクニカルビジット(産業視察)メ

ニューの開発 

 

＊MICE施設ガイドの更新 等 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

○MICEを核とした国際観光都市の実現に

向けた調査研究 

・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 

＊MICE セミナー開催（ブレジャーセ

ミナーと共催）参加者60名  

＊国内MICE見本市（IME）への出展 

 

 

 

 

 

＊東京都との都市間連携オンライン

海外 PRの実施 

 

 

 

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品･

感染症対策衛生資材）の作製 

＊テクニカルビジット(産業視察)の

モデルコース及び紹介動画の作成、

PRパンフレットの制作 

＊MICEホテルガイドの更新 等 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

○MICEを核とした国際観光都市の実現に

向けた調査研究 

・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○スーパーシティ構想の推進 

・あいち・とこなめスーパーシティ構想 

基本的な考え方（案）の公表 

 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 

 ＊MICE セミナー開催（ブレジャーセ

ミナーと共催）参加者42名 

 ＊国内 MICE見本市（IME）への出展 

 

 

 ＊海外オンラインセミナー・商談会

への参加（中国・タイ・インドネシ

ア・シンガポール・台湾） 

 ＊東京都との都市間連携オンライン

海外 PRの実施 

 

 ＊MICEニュースレターの発信 

 ＊大規模MICEへのおもてなし等支援 

 ＊ギブアウェイ（参加者向け記念品）

の作製 

 ＊テクニカルビジット（産業視察）PR

オンラインツアーの実施、PR 動画

作成 

 ＊ミーティングプランナーズガイド

の更新 等 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

○MICEを核とした国際観光都市の実現に

向けた調査研究 

・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○スーパーシティ構想の推進 

・構想を国に提案 

・ビジネスモデルの検討 

・中部国際空港島及び周辺地域におけ

る 5G の提供エリアの早期拡大や 5G

を活用した先端サービスの社会実装

の実現に関する連携協定を通信事業

者等と締結（3月） 

○SDGs関連国際会議の支援 

・国連地域開発センター、環境省、国土

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

○MICEを核とした国際観光都市の実現に

向けた調査研究 

・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○スーパーシティ構想の推進 

・ビジネスモデルの検討 

・実証実験の実施 

・「あいちデジタルアイランドプロジ

ェクト」による中部国際空港島及び

周辺地域における 5G 等デジタル技

術の活用に向けた取組の推進 

 

○グローバルインダストリー日本版 

（Smart Manufacturing Summit by Global 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

交通省が主催するSDGs関連国際会議

の支援 

会期：10月 18日～20日 

＊約 1,100名参加（現地参加及びオン

ライン参加） 

Industrie）の開催に向けた支援 

・Aichi Sky Expo運営事業者の代表企

業であるGLイベンツが主催するグロ

ーバルインダストリー日本版 

（Smart Manufacturing Summit by Global 

Industrie）の開催に向けた支援 

開催時期：2024年3月 

 

 

② スタートアップ支援を通じたイノベーション都市の実現 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

17 

スタートアップ・エコ

システムの形成 ～ス

タートアップ支援拠

点・ファンドの検討・

整備等～ 

経済産業局 ○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

・スタートアップ支援拠点施設、ファン

ドの整備について検討・調査 

  

 

 

 

 

 

 

・スタートアップ支援拠点「ステーショ

ンＡｉ」の整備・運営に当たり、PFI

アドバイザリー契約を締結し、PFI事

業者選定のための手続を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開業に向けたコミュニティ形成を図

るためのシンポジウムを継続的に実

施 

○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

 

 

 

 

 

・内閣府「スタートアップ・エコシステ

ム グローバル拠点都市」への応募、

拠点形成計画の推進 

 ＊拠点都市に認定（7月） 

・スタートアップ支援拠点「ステーショ

ンＡｉ」の整備・運営に当たり、PFI

アドバイザリー契約を締結し、PFI事

業者選定のための手続を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開業に向けたコミュニティ形成を図

るためのシンポジウムを継続的に実

施 

○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

 

 

 

 

 

・「Central Japan Startup Ecosystem 

Consortium」拠点形成計画の推進 

 

 

・スタートアップ支援拠点「STATION 

Ai」の整備・運営に当たり、PFIアド

バイザリー契約を締結し、PFI事業者

選定のための手続を推進 

＊落札者決定（7月） 

＊基本協定締結（9月） 

＊事業契約締結（10月） 

・コンセッション方式による運営体制

構築に向けた検討を実施 

＊設計・建設に関するPFI事業者との

調整 

＊PFI 事業者による開業準備業務の

推進 

 

 

・開業に向けたコミュニティ形成を図

るためのシンポジウムを継続的に実

施 

○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

・PFI事業者等によるファンドの設立・

運営及び愛知県の出資 

 ＊「STATION Ai Central Japan 1号

ファンド」設立（5月） 

  ＊愛知県の出資 

・「Central Japan Startup Ecosystem 

Consortium」拠点形成計画の推進 

 

 

・スタートアップ支援拠点「STATION 

Ai」の整備推進 

＊設計・建設に関するPFI事業者との

調整 

＊PFI 事業者による開業準備業務の

推進 

（2024年 10月 オープン予定） 

 

 

 

 

 

 

・産業偉人展示施設の整備に向けた展

示内容の調査・基本設計の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・ステーションＡｉの整備までの間、早

期支援拠点を設置 

＊早期支援拠点開設（1月） 

 

 

 

 

・県内各地域の特性や強みを活かした

テーマ・分野別のサテライト支援拠

点の在り方や候補地について検討・

調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 ＊8件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 ＊商談会開催 2回 83社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持っ

た人材や「新しいアイデア」を生み出

したい人材を発掘し、起業家として

養成 

 ＊キャンプ開催3回59名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ステーションＡｉの整備までの間、 

早期支援拠点を運営 

 

・早期支援拠点に配置した統括マネー

ジャーによる総合支援の実施 

 ＊あいちスタートアップワンストッ

プセンターの設置（6月） 

 ・県内各地域の特性や強みを活かした

テーマ・分野別のサテライト支援拠

点の設置に向けた検討 

  ＊東三河スタートアップ・サテライ

ト支援拠点検討プロジェクトチー

ムを設置し、当地域のサテライト

支援拠点について検討 

 

 

 

 

 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 ＊20件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 ＊商談会開催 2回 145社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

 ＊キャンプ開催58名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・早期支援拠点を発展的に解消し、

「PRE-STATION Ai」を開設・運営 

 ＊「PRE-STATION Ai」開設（4月） 

・統括マネージャーによる総合支援の

実施 

 

 

・県内各地域の特性や強みを活かした

テーマ・分野別の STATION Aiパート

ナー拠点の設立を促進 

・統括マネージャー（東三河エリア）を 

配置しパートナー拠点設立を支援 

＊地域で主体的にスタートアップ支

援に取り組む東三河スタートアッ

プ推進協議会を STATION Aiパート

ナー拠点第 1号に位置づけ（10月） 

・スタートアップのノウハウを活用す

ることにより創出が期待される新た

な健康長寿ビジネスモデルの可能性

を調査 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊18件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

＊商談会開催 2回149社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 37名参加 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

＊国内スタートアップへのアクセラ

レーションプログラム参加スタート

アップ 20社参加 

＊海外スタートアップと県内事業会

社の協業プログラム参加スタートア

ップ 19社参加 

・PFI事業者による「PRE-STATION Ai」

の運営 

 

・統括マネージャー等による総合支援

の実施 

 

 

・県内各地域の特性や強みを活かした

テーマ・分野別の STATION Aiパート

ナー拠点の設立を促進 

・統括マネージャー（広域・東三河エリ

ア）を配置しパートナー拠点設立等

を支援 

 

 

 

・スタートアップのノウハウを活用し

た新たな健康長寿ビジネスモデルの

創出に向けた支援 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・IT や IoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業 5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

 ＊支援スタートアップ 7社 

・IT やIoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

 ＊支援スタートアップ 10社 

・大学院生等を対象としたビジネスプ

ランコンテストを行うとともに、ハ

ンズオン支援を実施 

 ＊採択3件(優秀賞1件、奨励賞2件） 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

＊採択 3件(優秀賞 1件、奨励賞2件） 

 

 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

＊あいちパートナーVC認定 13社 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

 

・小中高生等を対象とした起業家精神

育成プログラムの実施 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

18 

グローバルなコラボレ

ーションを通じたオー

プン・イノベーション

環境の創出 

経済産業局 ○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連

携事業 

＊市場化支援パイロットプログラム

の実施 

＊事業加速レポート提出スタートア

ップ数8社 

＊ワークショップ開催 3 回 8 社及び

67名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連

携 

＊アクセラレーションプログラム参

加スタートアップ14社 

＊ワークショップ（3種類）31名参加 

 

 

 

・シンガポール国立大学との連携 

 ＊協業プログラム（4テーマ）スター

トアップ等延べ 13社参加 

 ＊セミナー開催2回延べ 71名参加 

 ＊ピッチイベント 26名参加 

 

 

 

 

 

 

・フランスの支援機関（Paris＆Co、

Bpifrance、INSEAD）との連携 

＊Paris＆Co セミナー3 回延べ 63 名

参加 

＊INSEADプログラム 20名参加 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連

携 

＊アクセラレーションプログラム参

加スタートアップ5社 

＊ワークショップ（3種類）延べ 63名

参加 

 

 

・シンガポール国立大学との連携 

＊協業プログラム（3テーマ）スター

トアップ等延べ 9社参加 

 

＊ピッチイベント延べ97名参加 

＊シンガポール国立大学主催アント

レプレナーシップ養成プログラム

県内大学生 3名参加 

＊シンガポール国立大学主催東南ア

ジア市場展開支援プログラム県内

スタートアップ 1社参加 

・フランスの支援機関（Paris＆Co、

Bpifrance、INSEAD、STATION F）と

の連携 

＊Paris＆Co セミナー4 回延べ 73 名

参加 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連

携 

 

 

 

 

 

 

・シンガポール国立大学との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フランスの支援機関（Paris＆Co、

Bpifrance、INSEAD、STATION F）と

の連携 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊IMT Atlantiqueセミナー13名参加 

 

 

 

 

・中国・清華大学等との連携 

  

＊セミナー4回延べ 72名参加 

 ＊県内スタートアップと中国ビジネ

スパートナーのマッチング38名参

加 

 ＊中国スタートアップ14社と県内企

業のマッチング 76名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県、名古屋市、県市中小企業支援機関

とコンソーシアムを構築し、県内ス

タートアップ等の海外展開及び海外

スタートアップと県内企業との協業

を支援 

 ＊セミナー開催6回253名参加 

 ＊支援プログラム 21社参加 

 ＊フォーラム開催 1回 81名参加 

 ＊取引・提携件数 15件 

＊Bpifrance との交流セミナー50 名

参加 

＊INSEADプログラム 19名参加 

＊STATION F によるアドバイザリー

プログラムの実施 

・中国・清華大学、上海交通大学等との

連携 

＊セミナー4回延べ 204名参加 

＊県内スタートアップと中国ビジネ

スパートナーのマッチング 200 名

参加 

＊中国スタートアップ 12社と県内企

業のマッチング 25名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

 ＊国内スタートアップへのアクセラ

レーションプログラム参加スター

トアップ 20社参加 

＊海外スタートアップと県内事業会

社の協業プログラム参加スタート

アップ 19社参加 

・県、名古屋市、県市中小企業支援機関

と構築したコンソーシアムにおい

て、県内スタートアップ等の海外展

開及び海外スタートアップと県内企

業との協業を支援 

＊セミナー開催 8回 247名参加 

＊支援プログラム20社参加 

＊フォーラム開催1回141名参加 

＊取引・提携件数25件 

 

 

 

 

 

・中国・清華大学、上海交通大学、浙江

大学との連携 

 

 

 

 

 

 

・イスラエルの支援機関（イノベーショ

ン庁、Start-Up Nation Central）と

の連携 

 ＊イノベーション庁と研究開発及び

技術的イノベーションにおける両

者間協力についての合意書締結（5

月） 

 ＊Start-Up Nation Central とオー

プンイノベーション支援における

連携協力に関する覚書締結（5月） 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

・県、名古屋市、県市中小企業支援機関

と構築したコンソーシアムにおい

て、県内スタートアップ等の海外展

開及び海外スタートアップと県内企

業との協業を支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連、先進的 AI・IoT・

ビッグデータ活用関連、革新的モノづ

くり関連の研究開発 

 ＊17 大学、11 研究開発機関等、100

社が参画 

 ＊商談件数 56件 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連、先進的 AI・IoT・ 

ビッグデータ活用関連、革新的モノづ

くり関連の研究開発 

 ＊17大学、12研究開発機関等、106社

が参画 

＊商談件数 91件 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連、先進的 AI・IoT・ 

ビッグデータ活用関連、革新的モノづ

くり関連の研究開発 

＊19大学、12研究開発機関等、106社

が参画 

○新たな研究プロジェクトの検討・調整 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅳ期）の実施 

・基幹産業の更なる高度化関連、DX の

加速関連、SDGs関連の研究開発 

○革新事業創造戦略の策定・推進 

＊経済産業局に「イノベーション企 

画課」及び「革新事業創造部」を設

置 

・革新事業創造戦略会議の開催 

・革新事業創造戦略の策定 

 ・革新事業創造提案プラットフォーム

の構築・運用 

19 

インキュベート施設の

運営や専門家による経

営支援などベンチャー

企業の創出・育成 

経済産業局 ○（公財）あいち産業振興機構における

新事業創出支援 

・創業プラザあいちで創業準備を支援

（創業準備スペース、創業コーディ

ネーター） 

 ＊相談件数 1,445件 

・起業家向けのセミナー、講座の開催 

 ＊セミナー8回延べ115名参加 

 ＊講座 57回延べ 779名参加 

・展示会出展による販路開拓支援 

 ＊メッセナゴヤでの出展支援 3社 

・有望ビジネスマッチング交流会の開催 

 ＊発表企業数12社、129名参加 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 ＊8件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 ＊商談会開催 2回 83社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持っ

○（公財）あいち産業振興機構における

新事業創出支援 

・創業プラザあいちで創業準備を支援

（創業準備スペース、創業コーディ

ネーター） 

 ＊相談件数 958件 

・起業家向けのセミナー、講座の開催 

 ＊セミナー8回延べ131名参加 

 ＊講座 57回延べ 449名参加 

・展示会出展による販路開拓支援 

 ＊メッセナゴヤでの出展支援 4社 

・有望ビジネスマッチング交流会の開催  

 ＊発表企業数 12社、141名参加 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 ＊20件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 ＊商談会開催 2回 145社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

○（公財）あいち産業振興機構における

新事業創出支援 

・創業プラザあいちで創業準備を支援

（創業準備スペース、創業コーディ

ネーター） 

＊相談件数 1,189件 

・起業家向けのセミナー、講座の開催 

＊セミナー8回延べ 109名参加 

＊講座 57回延べ 504名参加 

・展示会出展による販路開拓支援 

＊メッセナゴヤでの出展支援4社 

・有望ビジネスマッチング交流会の開催 

＊発表企業数 12社、100名参加 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊18件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

＊商談会開催 2回149社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

○（公財）あいち産業振興機構における

新事業創出支援 

・創業プラザあいちで創業準備を支援

（創業準備スペース、創業コーディ

ネーター） 

 

・起業家向けのセミナー、講座の開催 

 

 

・展示会出展による販路開拓支援 

 

・有望ビジネスマッチング交流会の開催 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 

・従来にない「新しいアイデア」を持 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

た人材や「新しいアイデア」を生み出

したい人材を発掘し、起業家として

養成 

 ＊キャンプ開催3回59名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IT や IoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業 5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

＊支援スタートアップ7社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外国人の創業活動促進 

・愛知県国家戦略特別区域等を活用し、

外国人創業希望者の在留資格要件の

猶予と専門家による事業展開支援を

実施  

＊8件実施 

 

 

 

 

 

 

 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

 ＊キャンプ開催58名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IT やIoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

 ＊支援スタートアップ 10社 

・大学院生等を対象としたビジネスプ

ランコンテストを行うとともに、ハ

ンズオン支援を実施 

 ＊採択3件(優秀賞1件、奨励賞2件） 

 

 

 

 

 

○外国人の創業活動促進 

・愛知県国家戦略特別区域等を活用 

し、外国人創業希望者の在留資格要

件の猶予と専門家による事業展開支

援を実施 

 ＊3件実施 

 

 

 

 

 

 

 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 37名参加 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

＊国内スタートアップへのアクセラ

レーションプログラム参加スター

トアップ 20社参加 

＊海外スタートアップと県内事業会

社の協業プログラム参加スタート

アップ 19社参加 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

＊採択 3件(優秀賞 1件、奨励賞2件） 

 

 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

＊あいちパートナーVC認定 13社 

○外国人の創業活動促進 

・愛知県国家戦略特別区域等を活用 

し、外国人創業希望者の在留資格要

件の猶予と専門家による事業展開支

援を実施 

＊8件実施 

 

 

 

 

 

 

 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

 

・小中高生等を対象とした起業家精神

育成プログラムの展開 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

 

○外国人の創業活動促進 

・愛知県国家戦略特別区域等を活用 

し、外国人創業希望者の在留資格要

件の猶予と専門家による事業展開支

援を実施 

＊事業所確保に係る要件の緩和 

○外国人経営者等に対する支援 

・「あいち外国人起業＆経営支援センタ

ー」を開設（4月） 

○高度外国人材の受入促進 

・認定企業に対する高度人材ポイント

制に係る特別加算の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○ベンチャー企業等のモノづくり支援 

 ・ワンストップで試作から量産まで行

うことのできるネットワークを構築

し、管理運営する事業者を支援 

○ベンチャー企業等のモノづくり支援 

 ・ワンストップで試作から量産まで行

うことのできるネットワークを構築

し、管理運営する事業者を支援 

○ベンチャー企業等のモノづくり支援 

・ワンストップで試作から量産まで行

うことのできるネットワークを構築

し、管理運営する事業者を支援 

20 

創業等支援資金などベ

ンチャー企業への金融

支援を促進、及びクラ

ウドファンディングの

普及促進 

経済産業局 ○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

＊県のスタートアップ支援事業によ

り起業した者等に対する金利の優遇 

 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

＊セミナー開催 56名参加 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

 

 

 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

 ＊オンラインセミナー開催17名参加 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

 ＊再挑戦支援保証に対応した融資対

象者を追加 

 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

＊セミナー開催 62名参加 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

 ＊カーボンニュートラルの実現に向

けた取組を行う事業者を支援する

パワーアップ資金メニューの創設 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

 

③ インバウンド企業の支援 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

21 

国際見本市、国際会議

の戦略的な誘致・開催 

政策企画局 

経済産業局 

労働局 

観光コンベ

ンション局 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 

＊MICEセミナー開催、参加者103名 

 

＊国内MICE見本市（IME）への出展 

＊海外MICE見本市（IBTM World（ス

ペイン・バルセロナ））への出展 

＊海外セミナー・商談会への参加（イ

ンドネシア・マレーシア・ベトナム・

フィリピン・シンガポール） 

＊東京都との都市間連携ファムトリ

ップの実施 

＊MICE説明会の開催 参加者93名 

＊MICE国内商談会・招請事業への参加  

 

＊大規模MICEへのおもてなし等支援  

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品）

の作製 

＊テクニカルビジット(産業視察)メ

ニューの開発 

 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 

＊MICE セミナー開催（ブレジャーセ

ミナーと共催）参加者60名  

＊国内MICE見本市（IME）への出展 

 

 

 

 

 

＊東京都との都市間連携オンライン

海外 PRの実施 

 

 

 

 

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品･

感染症対策衛生資材）の作製 

＊テクニカルビジット(産業視察)の

モデルコース及び紹介動画の作成、

PRパンフレットの制作 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 

＊MICE セミナー開催（ブレジャーセ

ミナーと共催）参加者42名 

 ＊国内 MICE見本市（IME）への出展 

 

 

 ＊海外オンラインセミナー・商談会

への参加（中国・タイ・インドネシ

ア・シンガポール・台湾） 

 ＊東京都との都市間連携オンライン

海外 PRの実施 

 

 

 ＊MICEニュースレターの発信 

 ＊大規模MICEへのおもてなし等支援 

 ＊ギブアウェイ（参加者向け記念品）

の作製 

 ＊テクニカルビジット（産業視察）PR

オンラインツアーの実施、PR 動画

作成 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋MICE推進協議会」によ

る MICE誘致の取組の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

＊MICE施設ガイドの更新 等 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

○G20外務大臣会合の開催 

日 程：11月 22日～23日 

開催地：名古屋市 

・各国政府関係者及びメディア関係者

のスムーズな受入の実現 

＊29か国の外務大臣等が参加 

・地元における開催機運の醸成 

○ワールドロボットサミット及びロボカッ

プアジアパシフィック大会の開催準備 

・大会開催計画の策定 

・PRイベントの開催 

・県外展示会への出展 

・県内チームへの活動支援 

 

 

 

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントやシン

ポジウム等を開催 

＊ホテルガイドの更新 等 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

 

 

 

 

 

 

 

○ワールドロボットサミット及びロボカッ

プアジアパシフィック大会の開催準備 

・大会開催計画の策定 

 

・展示会への出展 

・県内チームへの活動支援 

 

 

 

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントや国際

フォーラム等を開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 ＊ミーティングプランナーズガイド

の更新 等 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICE プロ

モーションの展開 

 

 

 

 

 

 

 

○ロボカップアジアパシフィック大会の

開催（会期：11月25日～29日） 

・大会開催 

・PRイベントの開催 

・展示会への出展 

・県内チームへの活動支援 

○ワールドロボットサミットの開催 

会期：9月 9日～12日 

会場：Aichi Sky Expo  

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントを開催 

＊モノづくり体験講座 91名参加 

＊オンライントークイベント  

視聴回数 890回 

○SDGs関連国際会議の支援 

・国連地域開発センター、環境省、国土

交通省が主催するSDGs関連国際会議

の支援 

会期：10月 18日～20日 

会場：Aichi Sky Expo 

＊約 1,100名参加（現地参加及びオン

ライン参加） 

 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology & 

Tradition」を掲げた海外 MICEプロモ

ーションの展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントを開催 

＊技能五輪国際大会講座（7月） 

＊招致PRシンポジウム（2月頃） 

 

○グローバルインダストリー日本版 

（Smart Manufacturing Summit by Global 

Industrie）の開催に向けた支援 

・Aichi Sky Expo運営事業者の代表企

業である GL イベンツが主催するグロ

ーバルインダストリー日本版（Smart 

Manufacturing Summit by Global 

Industrie）の開催に向けた支援 

開催時期：2024年3月 

 

22 

外資系企業の誘致、国

際経済交流の促進、観

光誘客促進 

経済産業局 

観光コンベ

ンション局 

都市・交通局 

○海外産業情報センターを活用した外資

系企業の誘致 

・投資環境 PR、有望企業発掘・訪問、

情報収集の実施 

○海外産業情報センターを活用した外資

系企業の誘致 

・投資環境 PR、有望企業発掘・訪問、

情報収集の実施 

○海外産業情報センターを活用した外資

系企業の誘致 

・投資環境 PR、有望企業発掘・訪問、

情報収集の実施 

○海外産業情報センターを活用した外資

系企業の誘致 

・投資環境 PR、有望企業発掘・訪問、情

報収集の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ○愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・

センター（I-BAC）を活用した外資系企

業の誘致 

・海外ミッション派遣 

 

 

・進出後の定着支援 

＊ネットワーク懇談会の開催、79 団

体、140名参加 

○グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ

(GNI)協議会を活用した外資系企業の誘

致、国際経済交流の促進 

・海外ミッション派遣 

 

 

・セミナー、ビジネスマッチングの開催 

＊RBC（Regional Business Conference） 

の開催、セミナー250名参加 

 

 

 

・拠点立ち上げ費用への助成 

○ジェトロとの連携による外資系企業の

誘致 

・外資系企業向け貸オフィスの活用 

・ジェトロへの研修生派遣 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○訪日外国人誘客の促進 

・観光プロモーションの実施（米国） 

＊旅行博出展：1回 

 

 

・アジア FIT 向け観光プロモーション

の実施 

＊招請事業 3回 

＊現地観光説明会1回 

＊旅行博出展 2回 

・「昇龍道プロジェクト」など広域観光

の推進 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

○愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・

センター（I-BAC）を活用した外資系企

業の誘致 

・海外ミッション派遣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため翌年度へ延期 

・進出後の定着支援 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止（ネットワーク懇談会） 

○グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ

(GNI)協議会を活用した外資系企業の誘

致、国際経済交流の促進 

・海外ミッション派遣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため翌年度へ延期 

・セミナー、ビジネスマッチングの開催 

 ＊タイ・ビジネス Web商談会中止 

 

 

 

 

・拠点立ち上げ費用への助成 

○ジェトロとの連携による外資系企業の

誘致 

・外資系企業向け貸オフィスの活用 

・ジェトロへの研修生派遣 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○訪日外国人誘客の促進 

・観光プロモーションの実施（フラン

ス） 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・アジア FIT 向け観光プロモーション

の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

・「昇龍道プロジェクト」など広域観光

の推進 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

○愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・

センター（I-BAC）を活用した外資系企

業の誘致 

・海外ミッション派遣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・進出後の定着支援 

 ＊ネットワーク懇談会の開催、65 団

体、101名参加 

○グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ

(GNI)協議会を活用した外資系企業の誘

致、国際経済交流の促進 

・海外ミッション派遣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止 

・セミナー、ビジネスマッチングの開催 

  ＊GN地域・外国企業向けセミナーの

開催、237名参加 

＊GN 地域企業と外国企業(ドイツ、

スペイン)との企業間交流イベン

トの開催、217名参加 

・拠点立ち上げ費用への助成 

○ジェトロとの連携による外資系企業の 

誘致 

・外資系企業向け貸オフィスの活用 

 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○訪日外国人誘客の促進 

・在日外国人インフルエンサー、メディ

アの招請（欧米豪・韓国・ムスリム） 

 

 

・アジア FIT 向け観光プロモーション

の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため一部中止、及び渡航を伴わ

ない内容で実施 

・「昇龍道プロジェクト」など広域観光

の推進 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

○INVEST IN AICHI-NAGOYA CONSORTIUMに

おいて、外国・外資系企業の本県進出及

び定着を支援 

・外国・外資系企業を対象とした展示会

への出展支援 

・外国・外資系企業と県内企業のネット

ワーク構築 

 

 

○グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ

(GNI)協議会を活用した外資系企業の誘

致、国際経済交流の促進 

・海外ミッション派遣 

  

 

・セミナー、ビジネスマッチングの開催 

 

 

 

 

 

・拠点立ち上げ費用への助成 

○ジェトロとの連携による外資系企業の

誘致 

・外資系企業向け貸オフィスの活用 

・ジェトロへの研修生派遣 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○訪日外国人誘客の促進 

・海外現地メディアの在日記者招請（フ

ランス） 

 

 

・アジアFIT向け観光プロモーションの

実施（韓国・中国・台湾・タイ） 

 

 

 

・「昇龍道プロジェクト」など広域観光

の推進 

・中部国際空港利用促進協議会を中心
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業の実施 

・愛知県多言語コールセンターの設置、

インターネット環境の利便性向上、

災害時の情報収集支援のための無料

公衆無線 LAN に簡易に接続できる多

言語対応アプリの開発・提供等 

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業の実施 

・愛知県多言語コールセンターの運営、

インターネット環境の利便性向上、

災害時の情報収集支援のための無料

公衆無線 LAN に簡易に接続できる多

言語対応アプリの配信・保守管理等 

・海外の現地事情に精通した事業者を

「観光レップ」として設置 

＊設置：6か国 

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業の実施 

・愛知県多言語コールセンターの運営、

インターネット環境の利便性向上、

災害時の情報収集支援のための無料

公衆無線 LAN に簡易に接続できる多

言語対応アプリの配信・保守管理等 

・海外の現地事情に精通した事業者を

「観光レップ」として設置 

 ＊設置：6か国 

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業の実施 

・愛知県多言語コールセンターの運営 

 

 

 

 

・海外の現地事情に精通した事業者を

「観光レップ」として設置 

  ＊設置：6か国 

 

④ その他 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

23 

国際会議・国際大会の

招致に必須となる大規

模なホテルの誘致 

政策企画局 

観光コンベ

ンション局 

○高級ホテルの立地促進 

・名古屋市と連携し、補助金を念頭にし

た誘致施策の制度設計を実施 

＊補助制度の方針を発表（8月30日） 

○高級ホテルの立地促進 

・補助金交付要綱の施行 

＊4月1日施行 

 

・ホテル事業者からの申請に対し、専門

家の意見を参考にしながら、補助事

業の認定について審査 

＊TIAD（㈱日本セレモニー、2023年７

月初旬開業予定）を認定（2月） 

 

 

 

・ホテル事業者等に対し、高級ホテルの

整備を促すための働きかけ、補助制

度の PR 

○高級ホテルの立地促進 

 

 

 

・ホテル事業者からの申請に対し、専門

家の意見を参考にしながら、補助事

業の認定について審査 

 ＊（仮称）錦三丁目 25番街区計画（三

菱地所㈱他 ）及び（仮称）エスパ

シオ ナゴヤキャッスル（㈱ナゴ

ヤキャッスル、2025年春開業予定）

を認定（9月） 

・ホテル事業者等に対し、高級ホテルの

整備を促すための働きかけ、補助制

度の PR 

○高級ホテルの立地促進 

 

 

 

・ホテル事業者からの申請に対し、専

門家の意見を参考にしながら、補助

事業の認定について審査 

  ＊錦三丁目25番街区計画において、

コンラッド名古屋を開業するこ

とを発表（2026年8月開業予定） 

 

 

・ホテル事業者等に対し、高級ホテル

の整備を促すための働きかけ、補助

制度のPR 

 

（2）産業の振興・育成 

① 自動車 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

24 

「あいち自動車産業イ

ノベーションプラン」

による世界一の集積・

自動車産業のイノベー

ションの加速を支援、

経済産業局 ○あいち自動車産業イノベーションプラ

ンの推進 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

＊2回開催 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

＊1回開催 

○自動車産業イノベーションの推進 

 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

 ＊1回開催 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

 ＊2回開催 

○自動車産業イノベーションの推進 

 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

＊1回開催 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

＊2回開催 

○自動車産業イノベーションの推進 

 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

 



- 28 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

CASEへの対応 ・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググル

ープの運営 

・自動車産業で起きている構造変化の

影響等について調査・分析し、中小企

業向けワークショップを開催 

＊1回開催 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連の研究開発 

＊8大学、4研究開発機関等、34社が

参画 

・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググル

ープの運営 

・中堅、中小の自動車部品メーカーの 

新事業展開を促すための開発提案型

ワークショップの開催 

 ＊10回開催 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連の研究開発 

 ＊8大学、4研究開発機関等、37社が

参画 

・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググル

ープの運営 

・中堅、中小の自動車部品メーカーの 

新事業展開を促すための開発提案型

ワークショップの開催 

＊10回開催 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連の研究開発  

＊8大学、4研究開発機関等、37社が

参画 

・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググル

ープの運営 

・中堅、中小の自動車部品メーカーの 

新事業展開を促すためのハンズオン

支援の実施 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

25 

豊田・岡崎地区研究開

発施設用地造成事業を

はじめ R&Dの拠点整備 

建設局 

企業庁 

○豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成

事業の推進 

・東工区用地造成 1期引渡し 

・東工区 2期用地造成 

・西工区用地造成 

○豊田・岡崎地区研究開発施設へのアク

セス道路の整備推進 

・国道301号等の整備 

 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

・用地造成工事の着手 

 

○豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成

事業の推進 

・東工区用地造成 2期引渡し 

・西工区用地造成 引渡し 

 ＊全ての工区の用地引渡しを完了 

○豊田・岡崎地区研究開発施設へのアク

セス道路の整備推進 

・国道301号等の整備 

＊国道301号松平トンネル開通（3月） 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

 ・用地造成工事の実施 

 

 

 

 

 

○豊田・岡崎地区研究開発施設へのアク

セス道路の整備推進 

・国道301号等の整備 

 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

 ・用地造成工事の実施 

 

 

 

 

 

○豊田・岡崎地区研究開発施設へのアク

セス道路の整備推進 

・国道301号等の整備 

 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

 ・用地造成工事の実施(2023 年度完了

予定) 

26 

次世代自動車の開発・

生産・普及の各面にお

ける世界一の拠点化、

水素ステーション・充

電インフラ整備等 

総務局 

環境局 

経済産業局 

 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

27基 28か所（整備中含む） 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

＊22名参加 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 8件 

＊需要創出活動費補助20件 

・FC フォークリフトの導入や FC フォー

クリフト用水素供給設備の整備に対す

る補助 

＊FC フォークリフトの導入補助 2 件

（5台） 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

35基 36カ所（整備中含む） 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

＊18名参加 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 10件 

 ＊需要創出活動費補助 29件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 ＊FCフォークリフトの導入補助 2件

（26台） 

 

 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

＊年度末時点ステーション整備数 

36基 37か所（整備中含む） 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

＊書面開催 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 5件 

＊需要創出活動費補助32件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

＊FC フォークリフトの導入補助 1 件

（19台） 

 

 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

 

 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

 

 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

・愛知県庁内における充電インフラの

運用及び普及啓発 

○EV・PHV・FCVの普及促進 

・あいち EV・PHVタウン事業の推進(「あ

いち EV・PHV 普及ネットワーク」に

よる普及啓発など) 

 

・2014 年度に全国の自治体に先駆けて

公用車として率先導入した FCV を活

用した普及啓発 

 

・EV・PHV・FCV 普及加速フォーラムの

開催 

＊252名参加 

 

 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が先進環境対応自動車を導入

する経費を一部補助 

＊797台 

 

・2019年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

＊課税免除台数 3,921台 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

・愛知県庁内における充電インフラの

運用及び普及啓発 

○EV・PHV・FCVの普及促進 

・あいち EV・PHVタウン事業の推進(「あ

いち EV・PHV 普及ネットワーク」に

よる普及啓発など) 

 

・2014 年度に全国の自治体に先駆けて

公用車として率先導入した FCV 及び

2020年度に導入した FCVを活用した

普及啓発 

・EV・PHV・FCVの普及加速に向けた「あ

いち自動車ゼロエミッション化加速

プラン」の策定（3月）及びキックオ

フフォーラムの開催（オンライン） 

 ＊209名視聴 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が先進環境対応自動車を導入

する経費を一部補助 

 ＊702台 

 

・2020年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

 ＊課税免除台数3,352台 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

・愛知県庁内における充電インフラの

運用及び普及啓発 

○EV・PHV・FCVの普及促進 

・あいち自動車ゼロエミッション化加

速プランの推進(「あいち EV・PHV普

及ネットワーク」による普及啓発な

ど) 

・公用車として導入した FCV を活用し

た普及啓発 

 

 

・EV・PHV・FCV の持つ給電機能を訴求

した普及啓発活動 

・あいち自動車ゼロエミッション化加 

速フォーラム開催 

 ＊124名参加 

・避難所開設訓練で給電のデモンスト

レーションを実施（日進市・蒲郡市） 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が先進環境対応自動車を導入

する経費を一部補助（自家用登録の

FCバスは大企業も対象） 

 ＊789台 

・2021年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

＊課税免除台数 5,389台 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

・愛知県庁内における充電インフラの

運用及び普及啓発 

○EV・PHV・FCVの普及促進 

・あいち自動車ゼロエミッション化加

速プランの推進(「あいち EV・PHV普

及ネットワーク」による普及啓発な

ど) 

・公用車として導入した EV・PHV・FCV

を活用した普及啓発 

 

 

・EV・PHV・FCV の持つ給電機能を訴求

した普及啓発活動 

  

 

 

・避難所開設訓練で給電のデモンスト

レーションを実施 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が先進環境対応自動車を導入

する経費を一部補助（自家用登録の

FCバスは大企業も対象） 

 

・2022年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

27 

自動運転の実証実験の

推進、自動運転移動サ

ービスの社会実装 

政策企画局 

経済産業局 

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における自動走行等の

近未来技術実証のための制度整備に

向けた継続提案 

○自動運転の実証実験 

・自動運転を活用した新たな移動サー

ビスの実現に向け、3つのモデル地域

（①集客施設内モデル：モリコロパ

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における自動走行等の

近未来技術実証のための制度整備に

向けた継続提案 

○自動運転の実証実験 

・自動運転を活用した新たな移動サー

ビスの実現に向け、3つのモデル地域

（①集客施設内モデル：モリコロパ

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における自動走行等の

近未来技術実証のための制度整備に

向けた継続提案 

○自動運転の実証実験 

・交通事業者等が実運行において再現

可能かつ持続可能なビジネスモデル

の構築を目指し、3地域（①ショーケ

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における自動走行等の

近未来技術実証のための制度整備に

向けた継続提案 

○自動運転の実証実験 

・交通事業者等が実運行において再現

可能かつ持続可能なビジネスモデル

の構築を目指し、3地域（①ショーケ
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ーク、②住宅団地・郊外モデル：南知

多町、③ショーケースモデル：中部国

際空港島）において、具体的なビジネ

スモデルを想定した実証実験及び事

業モデルの分析・検証等を実施 

 ＊計344名試乗 

・民間事業者の実証実験の円滑な実施

を支援するため「あいち自動運転ワ

ンストップセンター」を運営 

ーク、②住宅団地・郊外モデル：西尾

市、③ショーケースモデル：中部国際

空港島）において、具体的なビジネス

モデルを想定した実証実験及び事業

モデルの分析・検証等を実施 

＊計 665名試乗 

・民間事業者の実証実験の円滑な実施

を支援するため「あいち自動運転ワ

ンストップセンター」を運営 

ース：中部国際空港島、②集客施設：

モリコロパーク、③都心：名古屋市）

において、実証実験を実施 

 ＊計2,252名試乗 

 

 

・民間事業者の実証実験の円滑な実施

を支援するため「あいち自動運転ワ

ンストップセンター」を運営 

ース：中部国際空港島、②集客施設：

モリコロパーク、③都心：名古屋市）

において、実証実験を実施 

・先進的な IoT 技術等を活用したショ

ーケースの形成に向けた取組を実施 

 

・民間事業者の実証実験の円滑な実施

を支援するため「あいち自動運転ワ

ンストップセンター」を運営 

28 

自動車安全技術に係る

研究開発・実証実験の

支援 

経済産業局 ○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の開催 

＊3回開催 

 

・大学・企業等による研究会等の開催 

＊3回開催 

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の開催 

 

 

②  航空宇宙 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

29 

国際戦略総合特区「ア

ジア No.1 航空宇宙産

業クラスター形成特

区」の推進による一層

の集積強化、世界三大

拠点の実現 

政策企画局 

経済産業局 

○総合特区制度の活用 

・特区の区域の追加・変更 

【2019年 12月指定】 

＊区域の変更（県内）2地区（名古屋、

小牧の各市町内地区） 

・総合特区制度における規制の特例措

置、税制・金融上の支援措置の活用 

＊国による利子補給（県内）3件 

 

 

・設備等投資促進税制の適用期限の延

長や税制措置の対象範囲の拡大、重

点的な金融支援などを国へ要請 

＊設備等投資促進税制の適用期限が 

2年延長 

 

○総合特区制度の活用 

・特区の区域の追加・変更 

 

 

 

・総合特区制度における規制の特例措

置、税制・金融上の支援措置の活用 

＊設備等投資促進税制（県内）1法人

を指定法人に指定 

＊国による利子補給（県内）1件 

・税制措置の対象範囲の拡大や重点的

な金融支援などを国へ要請 

 

 

 

・新たな総合特区計画の作成 

○総合特区制度の活用 

・特区の区域の追加・変更 

【2021年 12月指定】 

＊区域の変更（県内）３地区（安城、

清須、北名古屋の各市町内地区） 

・総合特区制度における規制の特例措

置、税制・金融上の支援措置の活用 

 

 

 

・設備等投資促進税制の適用期限の延

長や税制措置の対象範囲の拡大、重

点的な金融支援などを国へ要請 

 ＊設備等投資促進税制の適用期限が 

2年延長 

 

○総合特区制度の活用 

・特区の区域の追加・変更 

 

 

 

・総合特区制度における規制の特例措

置、税制・金融上の支援措置の活用 

 

 

 

・税制措置の対象範囲の拡大や重点的

な金融支援などを国へ要請 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

○新規参入支援 

・航空機部品製造認証取得・運用支援 

＊取得支援 3 社、運用支援 2社 

○販路開拓支援 

・県が中心となって設立したコンソー

シアムを通じて、海外販路開拓を推進 

・パリ・エアショー2019 及びエアロマ

ート名古屋 2019及びシンガポール・

エアショー2020出展支援 

＊パリ・エアショー2019 

7社 

＊エアロマート名古屋2019 

24社 1グループ 

＊シンガポール・エアショー2020  

4社 

・覚書を締結した仏オクシタニー地域

圏政府と連携した海外企業とのマッ

チング等を実施 

○研究開発機能の強化 

・産学行政連携による研究開発の推進 

・テストベッドの活用に向けた環境整

備に関する調査・検討の実施 

・新型コロナウイルス感染症の影響に
より苦境に立たされている航空宇宙
産業への支援について国へ緊急要請 

○新規参入支援 

・航空機部品製造認証取得・運用支援 

 ＊取得支援 4社 

○販路開拓支援 

・県を中心に産学行政から構成する「あ

いち・なごやエアロスペースコンソ  

ーシアム」において、エアロマート・

ツールーズ2020等への出展支援を行

い、県内企業の海外取引拡大を支援 

 ＊エンジンフォーラム神戸2020 

  18社 

 ＊エアロマート・ツールーズ 2020 

  5社 

 

 

 

 

 

○研究開発機能の強化 

・産学行政連携による研究開発の推進 

 

 

 

 

○あいち・なごやエアロスペースコンソ

ーシアムにおける総合的な航空宇宙産

業の支援 

・航空機部品製造認証取得・運用支援 

＊取得支援 2社、運用支援 2社 

・エアロマート名古屋2021等への出展

支援を行い、県内企業の販路開拓を

支援 

＊他産業からの受注獲得に取り組む

航空機サプライヤーに対する支援

の拡充 

＊エアロマート名古屋2021 

57社 

＊第 33回日本ものづくりワールド 

16社 

 

 

 

○研究開発機能の強化 

・産学行政連携による研究開発の推進 

 

 

 

 

○あいち・なごやエアロスペースコンソ

ーシアムにおける総合的な航空宇宙産

業の支援 

・航空機部品製造認証取得・運用支援 

 

・エアロマート・ツールーズ2022等へ

の出展支援を行い、県内企業の販路

開拓を支援 

＊第 7回名古屋ものづくりワールド 

   14社 

 

 

 

 

 

 

 

 

○研究開発機能の強化 

・産学行政連携による研究開発の推進 

 

30 

航空宇宙産業の国際競

争力強化に向けた人材

育成の推進、サプライ

チェーン強化、航空機

装備品の国産化に向け

た支援推進 

経済産業局 

都市・交通局 

教育委員会 

○人材育成・確保支援 

 

 

・航空機産業生産技術・品質保証に係る

人材育成研修の開催 

＊5回 163名受講 

 

 

 

 

・製造技能者育成支援 

＊3回 24名受講 

 

・工業高校生等向けのインターンシッ

プ等を開催 

○人材育成・確保支援 

 

 

・航空宇宙産業高度人材育成講座の開

発  

 

 

・製造人材育成研修の開催 

＊人材育成研修 5回 714名受講 

＊設計演習講座 65名受講 

・製造技能者育成支援 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・高校生向けのインターンシップ等を

開催 

○あいち・なごやエアロスペースコンソ

ーシアムにおける総合的な航空宇宙産

業の支援 

・航空宇宙産業高度人材育成講座の開

催 

＊高度人材講座 21名受講 

＊ビジネス人材講座 3回 54名受講 

・製造人材育成講座の開催 

 ＊人材育成講座5回、1,491名受講 

 ＊設計演習講座68名講座 

 

 

 

・高校生向けのインターンシップ等を

開催 

○あいち・なごやエアロスペースコンソ

ーシアムにおける総合的な航空宇宙産

業の支援 

・航空宇宙産業高度人材育成講座の開

催 

 

 

・製造人材育成講座の開催 

 

 

 

 

 

・高校生向けのインターンシップ等を

開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

＊1回8名参加 

 

・専門学科の学科改編 

＊航空産業科の設置（小牧工業） 

○航空宇宙産業マッチング支援 

・ニーズセミナーの開催、マッチング・

専門指導者の派遣 

＊65名参加 

＊専門指導者派遣9社 

＊マッチング 5社7件 

○宇宙産業参入促進 

・宇宙産業の動向やニーズ等に関する

シンポジウム等の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツ・イベントの

企画・実施 

＊オンラインイベント33名参加 

＊インターンシップ 22名参加 

・航空産業教育の推進（小牧工業） 

 

○航空宇宙産業マッチング支援 

・ニーズセミナーの開催、マッチング・

専門指導者の派遣 

＊43名参加 

＊専門指導者派遣11社 

＊マッチング 11社 14件 

○宇宙産業参入促進 

・宇宙産業の動向やニーズ等に関する

シンポジウム等の開催 

＊78名受講 

 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツ・イベントの

企画・実施 

＊オンラインイベント15名参加 

＊インターンシップ 19名参加 

・航空産業教育の推進（小牧工科） 

 

○航空宇宙産業マッチング支援 

・マッチング・専門指導者派遣の実施 

＊専門指導者派遣9社 

＊マッチング 10社 16件 

 

 

○宇宙産業参入促進 

・宇宙産業の動向やニーズ等に関する

セミナー等の開催 

＊53名受講 

 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツ・イベントの

企画・実施 

 

 

・航空産業教育の推進（小牧工科） 

 

○航空宇宙産業マッチング支援 

・マッチング・専門指導者派遣の実施 

 

 

 

 

○宇宙産業参入促進 

・宇宙産業の動向やニーズ等に関する

セミナー等の開催 

 

 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツ・イベントの

企画・実施 

・新機体（T-4ブルーインパルス）の展

示等 

31 

MRJ プロジェクトの推

進 

経済産業局 ○Mitsubishi SpaceJet ファミリーの量

産開始を見据えた人材育成・確保 

・製造技能者育成支援 

＊3回 24名受講 

 

・工業高校生等向けのインターンシップ

等を開催 

＊1回 8名参加 

○Mitsubishi SpaceJet ファミリーの開

発完了を見据えた人材確保 

・製造技能者育成支援 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・高校生向けのインターンシップ等を開

催 

＊オンラインイベント33名参加 

＊インターンシップ22名参加 

○Mitsubishi SpaceJet ファミリーの開

発完了を見据えた人材確保 

 

 

 

・高校生向けのインターンシップ等を

開催 

＊オンラインイベント15名参加 

＊インターンシップ 19名参加 

○Mitsubishi SpaceJet ファミリーの開

発完了を見据えた人材確保 

 

 

 

・高校生向けのインターンシップ等を

開催 

 

32 

国産ロケッ卜開発プロ

ジェク卜の推進 

経済産業局 ○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊航空宇宙分野で 7 件の研究開発・ 

実証実験を採択 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊航空宇宙分野で 6 件の研究開発・ 

実証実験を採択 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊航空宇宙分野で 4 件の研究開発・ 

実証実験を採択 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊航空宇宙分野で3件の研究開発・  

実証実験を採択 
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③ ロボット・AI 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

33 

産学行政の連携による

あいちロボット産業ク

ラスター推進協議会の

設置による日本一のロ

ボット産業拠点化 

経済産業局 

 

○「あいちロボット産業クラスター推進協

議会」を核としたロボット産業の推進 

・「製造・物流等分野」、「医療・介護等

分野」、「無人飛行ロボット」のワーキ

ンググループにおいて、開発・実用

化・普及の促進に向けた取組 

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における無人飛行ロボ

ット等の近未来技術実証のための規

制緩和活用企業へのサポート 

・国家戦略特区の特例を用いた特定実

験試験局制度の活用 

○近未来技術等の社会実装 

・無人飛行ロボットの社会実装に向け

た課題整理のための実証実験の実施 

＊実証実験の実施3件 

・介護・リハビリ支援ロボットの社会実

装に向けた支援体制の構築 

＊ロボット活用計画の立案支援 2件 

○「あいちロボット産業クラスター推進協

議会」を核としたロボット産業の推進 

・「製造・物流等分野」、「医療・介護等

分野」、「無人飛行ロボット」のワーキ

ンググループにおいて、開発・実用

化・普及の促進に向けた取組 

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における無人飛行ロボ

ット等の近未来技術実証のための規

制緩和活用企業へのサポート 

・国家戦略特区の特例を用いた特定実

験試験局制度の活用 

○近未来技術等の社会実装 

・無人飛行ロボットの社会実装に向け

た社会実装モデルの作成 

＊社会実装モデルの作成 3件 

・介護リハビリ支援ロボットの社会実

装に向けた支援体制の構築 

＊ロボット活用計画の立案支援 2件 

○「あいちロボット産業クラスター推進協

議会」を核としたロボット産業の推進 

・「製造・物流等分野」、「医療・介護等

分野」、「無人飛行ロボット」のワーキ

ンググループにおいて、開発・実用

化・普及の促進に向けた取組 

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における無人飛行ロボ

ット等の近未来技術実証のための規

制緩和活用企業へのサポート 

・国家戦略特区の特例を用いた特定実

験試験局制度の活用 

○ロボットの活用促進 

・無人飛行ロボットを活用したビジネ

スモデルの作成 

＊ビジネスモデルの作成 2件 

・介護リハビリ支援ロボットの現場へ

の導入・活用支援 

 ＊現場導入・支援件数 2件 

○「あいちロボット産業クラスター推進協

議会」を核としたロボット産業の推進 

・「製造・物流等分野」、「医療・介護等

分野」、「無人飛行ロボット」のワー

キンググループにおいて、開発・実

用化・普及の促進に向けた取組 

○近未来技術の実証 

・国家戦略特区における無人飛行ロボ

ット等の近未来技術実証のための規

制緩和活用企業へのサポート 

・国家戦略特区の特例を用いた特定実

験試験局制度の活用 

○ロボットの活用促進 

・無人飛行ロボットを活用したビジネ

スモデルの作成 

 

・介護リハビリ支援ロボットの現場へ

の導入・活用支援 

34 

産業用ロボットに加え

てサービス分野でのロ

ボットの社会実装・普

及の推進（医療、介護・

福祉、家事支援、無人

飛行ロボット、レスキ

ュー、ゲーム/エンター

テイメント等） 

県民文化局 

環境局 

経済産業局 

○サービスロボットの社会実装に向けた支援 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

サービスロボットの研究開発・実証

実験を支援 

＊サービスロボット実用化で 7 件を

採択 

・県内外で実用化されているまたは実用

化に近いサービスロボットの実証実

験やデモンストレーションを実施 

○介護・生活支援等のサービスロボット

の実用化の推進 

・「あいちサービスロボット実用化支援

センター」の運営 

○県立大学における AI・ロボット技術研

究の推進 

・次世代ロボット研究所等におけるロ

ボット、AI、IoT等の活用に関する技

術相談・共同研究等の実施 

＊「IoT活用促進事業実施委託業務」

○サービスロボットの社会実装に向けた支援 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

サービスロボットの研究開発・実証

実験を支援 

＊サービスロボット実用化で 6 件を

採択 

・県内外で実用化されているまたは実用

化に近いサービスロボットの実証実

験やデモンストレーションを実施 

○介護・生活支援等のサービスロボット

の実用化の推進 

・「あいちサービスロボット実用化支援

センター」の運営 

○県立大学における AI・ロボット技術研

究の推進 

・次世代ロボット研究所等におけるロ

ボット、AI、IoT等の活用に関する技

術相談・共同研究等の実施 

＊新あいち創造研究開発補助金の採

○サービスロボットの社会実装に向けた支援 

 

 

 

 

 

 

・県内外で実用化されているまたは実用

化に近いサービスロボットの実証実

験やデモンストレーションを実施 

○介護・生活支援等のサービスロボット

の実用化の推進 

・「あいちサービスロボット実用化支援

センター」の運営 

○県立大学における AI・ロボット技術研

究の推進 

・次世代ロボット研究所等におけるロ

ボット、AI、IoT等の活用に関する技

術相談・共同研究等の実施 

＊新あいち創造研究開発補助金の採

○サービスロボットの社会実装に向けた支援 

 

 

 

 

 

 

・県内外で実用化されているまたは実

用化に近いサービスロボットの実証

実験やデモンストレーションを実施 

○介護・生活支援等のサービスロボット

の実用化の推進 

・「あいちサービスロボット実用化支

援センター」の運営 

○県立大学における AI・ロボット技術研

究の推進 

・次世代ロボット研究所等におけるロ

ボット、AI、IoT 等の活用に関する

技術相談・共同研究等の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

に採択され、「信号処理を活用した

IoTプロジェクト」、「画像処理を活

用したIoTプロジェクト」を開始 

○ドローンを用いた産業廃棄物等の保管状

況の確認 

・産業廃棄物等の過剰保管現場等の確

認作業 

択に至った企業等からの受託研究1

件、共同研究 1件を実施 

＊奨学寄付金による研究 1件を実施 

○ドローンを用いた産業廃棄物等の保管状

況の確認 

・産業廃棄物等の過剰保管現場等の確

認作業 

択に至った企業等からの受託研究2

件、共同研究 1件を実施 

 

○ドローンを用いた産業廃棄物等の保管

状況の確認 

・産業廃棄物等の過剰保管現場等の確

認作業 

 

 

 

○ドローンを用いた産業廃棄物等の保

管状況の確認 

・産業廃棄物等の過剰保管現場等の確

認作業 

35 

日本初開催となるワー

ルドロボットサミット

を 2020年 10月に愛知

県国際展示場で開催、

大会レガシーの継承、

及びロボカップアジア

パシフィック大会の同

時開催 

経済産業局 ○ワールドロボットサミット及びロボカッ

プアジアパシフィック大会の開催準備 

・大会開催計画の策定 

・PRイベントの開催 

・県外展示会への出展 

・県内チームへの活動支援 

○ワールドロボットサミット及びロボカッ

プアジアパシフィック大会の開催準備 

・大会開催計画の策定 

 

・展示会への出展 

・県内チームへの活動支援 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・開催理念を継承したロボット産業振

興の取組の検討 

○ロボカップアジアパシフィック大会の

開催（会期：11月25日～29日） 

・大会開催 

・PRイベントの実施 

・展示会への出展 

・県内チームへの活動支援 

○ワールドロボットサミットの開催 

 会期：9月9日～9月 12日 

 会場：Aichi Sky Expo 

○大会レガシーの継承 

・レガシーとなる新たなロボット競技

会の開催準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・高校生ロボットシステムインテグレ

ーション競技会の開催 

 

 

④ ICT 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

36 

デジタル・コンテンツ産

業の誘致・集積の強化 

経済産業局 ○デジタル・コンテンツ産業の集積強化 

・デジタル・コンテンツ活用促進のため

の各種事業への協力・後援 

○デジタル・コンテンツ産業の集積強化 

・デジタル・コンテンツ活用促進のため

の各種事業への協力・後援 

○デジタル・コンテンツ産業の集積強化 

・デジタル・コンテンツ活用促進のため

の各種事業への協力・後援 

○デジタル・コンテンツ産業の集積強化 

・デジタル・コンテンツ活用促進のため

の各種事業への協力・後援 

37 

データ利活用を可能と

す る デ ー タ 社 会

「Society 5.0」の実現 

政策企画局 

総務局 

経済産業局 

○オープンデータの推進 

・オープンデータカタログの内容・機能

の拡充 

＊内閣官房が定義する推奨データセ

ット項目数 10項目 

 

 

○官民データ活用の推進 

・「愛知県官民データ活用推進計画」の策

定 

＊3月策定 

 

 

 

○オープンデータの推進 

・オープンデータカタログの内容・機能

の拡充 

 ＊内閣官房が定義する推奨データセ

ット項目数 11項目 

 

 

○官民データ活用の推進 

・官・民によるデータ活用を積極的に推

進 

・『あいち DX推進プラン 2025』を策定

し、都道府県官民データ活用推進計

画として位置付け 

＊12月策定 

○オープンデータの推進 

・オープンデータカタログの内容・機能

の拡充 

＊内閣官房が定義する推奨データセ

ット項目数 12項目 

 

 

○官民データ活用の推進 

・官・民によるデータ活用を積極的に推   

 進 

＊情報政策課内に「DX推進室」を設      

 置 

 

 

○オープンデータの推進 

・オープンデータカタログの内容・機能

の拡充 

＊内閣官房が定義する推奨データセ

ット項目数 12項目 

＊オープンデータカタログサイト改

修 

○官民データ活用の推進 

・官・民によるデータ活用を積極的に推    

 進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊8件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

＊商談会開催 2回83社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 3回 59名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IT や IoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業 5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

＊支援スタートアップ7社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊20件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

＊商談会開催 2回145社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 58名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IT や IoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業 5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

＊支援スタートアップ10社 

・大学院生等を対象としたビジネスプ

ランコンテストを行うとともに、ハ

ンズオン支援を実施 

＊採択3件（優秀賞1件、奨励賞2件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊18件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

＊商談会開催 2回149社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 37名参加 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

＊国内スタートアップへのアクセラ

レーションプログラム参加スター

トアップ 20社参加 

＊海外スタートアップと県内事業会

社の協業プログラム参加スタート

アップ 19社参加 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方対象としたビ

ジネスプランコンテストを行うとと

もに、ハンズオン支援を実施 

＊採択3件（優秀賞1件、奨励賞2件） 

 

 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

 ＊あいちパートナーVC認定13社 

○ＩＣＴを活用した課題解決支援 

 ・県庁内の行政課題に対し、ICTを活用

した解決策を民間企業等から募集・

マッチングし、実証実験を行う 

「AICHI X TECH」を実施 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 

・首都圏等のスタートアップと県内企

業の連携促進 

 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

 

・小中高生等の起業家精神育成プログ

ラムの開催 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○IoT の活用促進 

・IoT導入・活用人材の育成支援 

＊7回、15名参加 

 

 

・IoT 推進アドバイザリーボードの開催 

・IoT 活用セミナーの開催 

＊91名参加 

・IoT 活用相談窓口の設置 

＊相談件数 132件 

 

・ニーズ・シーズマッチングセミナー、

ワークショップの開催によりコンソー

シアム形成の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・先進的AI・IoT・ビッグデータ活用関

連の研究開発 

＊10 大学、9 研究開発機関等、36 社

が参画 

○IoT・産業用ロボットの活用促進 

・スマート技術導入・活用人材の育成支 

援  

＊産業用ロボット9回20名参加 

＊IoT3回 28名参加 

・IoT 推進アドバイザリーボードの開催 

・活用セミナーの開催 

＊87名参加 

・活用相談窓口の設置、現場改善支援、

マッチング支援 

＊相談・マッチング件数 100件 

 

 

 

・デジタル技術の活用状況等に関する

調査の実施 

 

 

 

 

 

 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・先進的AI・IoT・ビッグデータ活用関

連の研究開発 

＊10大学、10研究開発機関等、37社

が参画 

○デジタル技術の活用促進 

・企業内でデジタル化を推進する人材

の育成 

＊研修の開催 18回 106名参加 

＊アイデアコンテストの開催 

10チーム(44名)参加 

・経営者に対する普及啓発 

  ＊セミナーの開催3回 423名参加 

・デジタル技術の導入・利活用の支援 

  ＊相談・マッチング件数132件 

 

 

 

 

・デジタル技術の活用状況等に関する

調査及びデータ分析の実施 

 

 

 

 

 

 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・先進的AI・IoT・ビッグデータ活用関

連の研究開発 

＊11大学、10研究開発機関等、37社

が参画 

○新たな研究プロジェクトの検討・調整 

 

 

○県内市町村のスマートシティ化に向け

たモデルの検討 

 ・刈谷スマートシティ研究会 

  ＊3回 

○デジタル技術の活用促進 

・企業内でデジタル化を推進する人材

の育成 

 

 

 

・経営者に対する普及啓発 

 

・デジタル技術の導入・利活用の支援 

   

 

 

 

 

・先進的なデジタル技術を活用したビ

ジネスモデルの創出 

○ソフト系 IT企業の誘致・集積促進 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と 

した補助制度により、企業立地を支 

援  

＊ソフト系 IT企業の県内進出を支援

する新あいち創造産業立地補助金

（Cタイプ）を新設 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅳ期）の実施 

・DXの加速関連の研究開発 

○スマートシティモデル事業 

 ・モデル事業の公募・選定 

＊3市（岡崎市、半田市、刈谷市） 

・成果報告会の開催 

38 

新たなビジネス・モデ

ル（クラウド・ビジネ

ス､ビッグデータ・ビジ

経済産業局 

労働局 

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊8件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊20件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

＊18件 

・首都圏等のスタートアップと県内企

○スタートアップ支援 

・県内スタートアップ創出のための起

業支援金支給 

 

・首都圏等のスタートアップと県内企
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ネス、ソーシャルメデ

ィア・ビジネス）の開

発・普及の促進 

業の連携促進 

＊商談会開催 2回83社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持っ

た人材や「新しいアイデア」を生み出

したい人材を発掘し、起業家として

養成 

＊キャンプ開催 3回 59名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IT や IoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業 5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

＊支援スタートアップ7社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○IoT の活用促進 

・IoT導入・活用人材の育成支援 

＊研修会 7回、15名参加 

 

 

・IoT 推進アドバイザリーボードの開催 

・IoT 活用セミナーの開催 

＊91名参加 

・IoT 活用相談窓口の設置 

＊相談件数 132件 

業の連携促進 

＊商談会開催 2回145社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 58名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・IT や IoT を活用して新たなビジネ

スモデルの創出や技術革新を起こす

創業 5 年未満のスタートアップ等に

対する個別の短期集中支援及び資金

獲得・事業提携等への支援 

＊支援スタートアップ10社 

・大学院生等を対象としたビジネスプ

ランコンテストを行うとともに、ハ

ンズオン支援を実施 

＊採択 3 件（優秀賞 1 件、奨励賞 2

件） 

 

 

 

 

○IoT・産業用ロボットの活用促進  

・スマート技術導入・活用人材の育成支  

援  

＊産業用ロボット9回20名参加 

＊IoT3回 28名参加 

・IoT 推進アドバイザリーボードの開催 

・活用セミナーの開催 

 ＊87名参加 

・活用相談窓口の設置、現場改善支援、

マッチング支援 

業の連携促進 

＊商談会開催 2回149社参加 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

＊キャンプ開催 37名参加 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

＊国内スタートアップへのアクセラ

レーションプログラム参加スター

トアップ 20社参加 

＊海外スタートアップと県内事業会

社の協業プログラム参加スタート

アップ 19社参加 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

＊採択3件（優秀賞1件、奨励賞2件） 

 

 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

 ＊あいちパートナーVC認定13社 

○デジタル技術の活用促進 

・企業内でデジタル化を推進する人材

の育成 

＊研修の開催 18回 106名参加 

＊アイデアコンテストの開催 

10チーム(44名)参加 

・経営者に対する普及啓発 

  ＊セミナーの開催3回 423名参加 

・デジタル技術の導入・利活用の支援 

  ＊相談・マッチング件数132件 

業の連携促進 

 

・従来にない「新しいアイデア」を持 

った人材や「新しいアイデア」を生み

出したい人材を発掘し、起業家とし

て養成 

 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起業する意志のある方を対象とした

ビジネスプランコンテストを行うと

ともに、ハンズオン支援を実施 

 

・小中高生等の起業家精神育成プログ

ラムの開催 

・ベンチャーキャピタルとのネットワ

ーク構築 

 

○デジタル技術の活用促進 

・企業内でデジタル化を推進する人材

の育成 

 

 

 

・経営者に対する普及啓発 

 

・デジタル技術の導入・利活用の支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

・ニーズ・シーズマッチングセミナー、

ワークショップの開催によりコンソー

シアム形成の支援 

 ＊相談・マッチング件数 100件 

 

 

 

・デジタル技術の活用状況等に関する

調査の実施 

 

 

 

 

・デジタル技術の活用状況等に関する

調査及びデータ分析の実施 

 

 

 

 

・先進的なデジタル技術を活用したビ

ジネスモデルの創出 

・中小企業が抱えるデジタル人材育成

に関する様々な問題を解決するため

のアドバイザーの派遣 

・中小企業のニーズに応じた社内研修

のカリキュラムの作成から、研修の

実施、終了後のフォローアップまで

の支援を行うデジタル人材育成支援

モデル事業の実施 

・能力開発リーダー向けデジタル人材 

 育成研修の実施 

・一般社員向けデータ分析・活用人材 

 育成研修の実施 

 

 

 

⑤ 医療・健康長寿 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

39 

大学、医療機関、介護

施設、企業、自治体等

のネットワーク体制で

あるあいち健康長寿産

業クラスター推進協議

会等による産学連携・

医工連携を通じた医

療・福祉機器分野等の

育成・振興強化 

経済産業局 ○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・医療機器セミナーの開催及び展示会

出展 

＊セミナー参加者数 33名 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・医療機器セミナーの開催及び展示会

出展 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・展示会への出展支援 

  ＊出展支援件数 5件 

 

 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・展示会への出展支援 

 

 

40 

あいち福祉用具開発ネ

ットワークの構築によ

る福祉用具の開発強化 

経済産業局 ○「福祉用具分野」への新規参入促進 

・研修会の開催等による開発支援 

＊研修会参加者数17名 

・介護施設等とのマッチング支援 

＊相談・マッチング支援件数72件 

○「福祉用具分野」への新規参入促進 

・研修会の開催等による開発支援 

 ＊研修会参加者数 12名 

・介護施設等とのマッチング支援 

＊相談・マッチング支援件数50件 

○「福祉用具分野」への新規参入促進 

・研修会の開催等による開発支援 

＊研修会参加者数30名 

・介護施設等とのマッチング支援 

＊相談・マッチング支援件数63件 

○「福祉用具分野」への新規参入促進 

・研修会の開催等による開発支援 

 

・介護施設等とのマッチング支援 
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⑥ 環境 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

41 

循環ビジネスの発掘・

創出支援 

環境局 

 

○循環ビジネスの発掘・創出支援 

・あいち資源循環推進センターによる

総合的な支援 

＊相談件数 412件 

・先導的な循環ビジネスに係るセミナ

ー・見学会の開催 

＊セミナー1回・見学会 2回、189名

参加 

・持続可能な社会づくりに向けた人材

を育成する「あいち環境塾」の実施 

＊卒塾生 19名 

○循環ビジネスの発掘・創出支援 

・あいち資源循環推進センターによる

総合的な支援 

＊相談件数 424件 

・先導的な循環ビジネスに係るセミナ

ー・見学会の開催 

＊セミナー1回、112名参加 

＊見学会 2回、延べ 51名参加 

・持続可能な社会づくりに向けた人材

を育成する「あいち環境塾」の実施 

＊卒塾生 11名 

○循環ビジネスの発掘・創出支援  

・あいち資源循環推進センターによる

総合的な支援 

 ＊相談件数 431件 

・先導的な循環ビジネスに係るセミナ

ー・見学会の開催 

＊セミナー2回、延べ1,132名参加 

＊見学会 2回、延べ 53名参加 

・持続可能な社会づくりに向けた人材

を育成する「あいち環境塾」の実施 

＊卒塾生 18名 

○循環ビジネスの発掘・創出支援  

・あいち資源循環推進センターによる

総合的な支援 

  

・サーキュラーエコノミー型ビジネス

に係るセミナー・見学会の開催 

 

 

・持続可能な社会づくりに向けた人材

を育成する「あいち環境塾」の実施 

 

⑦ エネルギー 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

42 

新エネルギー（太陽光・

風力・小水力・バイオマ

ス等）に関する研究・技

術開発促進 

環境局 

経済産業局 

農林基盤局 

建設局 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・新エネルギー実証研究エリアの運営 

＊実証企業 5者 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるシンポジウム及び各種研究会の

開催 

＊シンポジウムの開催267名参加 

＊課題別研究会3回開催123名参加 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

実験を支援 

＊環境・新エネルギー分野で 11件の

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・新エネルギー実証研究エリアの運営 

 ＊実証企業 5者 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるシンポジウム及び各種研究会の

開催 

＊シンポジウムの配信454回視聴 

＊課題別研究会 3回開催 140名参加 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

実験を支援 

＊環境・新エネルギー分野で 7 件の 

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・実証研究エリアでの実証実験支援 

＊実証企業 6者 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるフォーラムの開催 

＊フォーラムの開催 120名参加 

 

 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

実験を支援 

＊環境・新エネルギー分野で 10件の 

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

○カーボンニュートラルの実現に向けた

新たな取組 

・あいちカーボンニュートラル戦略会

議の設置・開催 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・実証研究エリアでの実証実験支援 

 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるフォーラム及び各種研究会の開

催 

 

 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

実験を支援 

＊環境・新エネルギー分野で14件の  

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

○カーボンニュートラルの実現に向けた

新たな取組 

・あいちカーボンニュートラル戦略会

議の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ＊開催 2回 

・企業・団体からの事業・企画アイデア

の募集 

 ＊選定2プロジェクト 

・矢作川カーボンニュートラルプロジ

ェクト概略検討調査業務の実施 

・再生可能エネルギーの拡大に向け、実 

現可能性検討調査を実施 

 

・企業・団体からの事業・企画アイデア

の募集 

 

・矢作川カーボンニュートラルプロジ

ェクトの推進 

・再生可能エネルギーの拡大に向け、実

現可能性検討調査を実施 

 

43 

水素エネルギーの産業

の振興、水素エネルギ

ー社会の形成推進 

総務局 

環境局 

経済産業局 

 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

＊認定1件、認証3件 

○水素エネルギー社会の形成 

・水素エネルギー社会形成研究会にお

けるセミナーの開催、水素エネルギ

ーの利活用モデルの検討 

＊セミナー2回開催 212名参加 

＊WG による水素エネルギーの利活用

モデルの検討 

 

 

 

 

 

○中小企業の水素エネルギー分野への参

入支援 

・ビジネス交流会の開催 

＊48名参加 

 

・コーディネーターによる支援 

＊企業訪問 28社 

○水素ステーションの整備促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素 

の排出が少ない水素を「低炭素水素」

として認証・情報発信する「低炭素水

素認証制度」の運用、拡大検討 

＊認定1件、認証4件 

○水素エネルギー社会の形成 

・水素エネルギー社会形成研究会にお

けるセミナーの開催、水素エネルギ

ーの利活用モデルの検討 

＊セミナー2回開催 559名参加 

 ＊WG による水素エネルギーの利活用

モデルの検討 

 

 

 

 

 

○中小企業の水素エネルギー分野への参

入支援 

・ビジネス交流会の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・コーディネーターによる支援 

＊企業訪問 15社 

○水素ステーションの整備促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

＊認定 1件、認証5件 

○水素エネルギー社会の形成 

・水素エネルギー社会形成研究会にお

けるセミナーの開催、水素エネルギ

ーの利活用モデルの検討 

＊セミナー3回開催 584名参加（オン

ライン含む） 

＊WG による水素エネルギーの利活用

モデルの検討 

・大規模水素社会の実現に向けた包

括連携協定の締結 

・中部圏大規模水素サプライチェー

ン社会実装推進会議の設立 

○中小企業の水素エネルギー分野への参

入支援 

・ビジネス交流会の開催 

＊32名参加 

 

・コーディネーターによる支援 

＊企業訪問 8社 

○水素ステーションの整備促進  

＊年度末時点ステーション整備数 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

 

○水素エネルギー社会の形成 

・水素エネルギー社会形成研究会にお

けるセミナーの開催、水素エネルギ

ーの利活用モデルの検討 

 

 

 

 

 

 

・中部圏大規模水素サプライチェーン社

会実装推進会議における取組の推進 

○中小企業の水素エネルギー分野への参

入支援 

・ビジネス交流会の開催 

 

 

・コーディネーターによる支援 

 

○水素ステーションの整備促進  
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

27基 28か所（整備中含む） 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

＊22名参加 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 8件 

＊需要創出活動費補助20件 

・FC フォークリフトの FC フォークリ

フト用水素供給設備の整備に対する

補助 

＊FC フォークリフトの導入補助 2 件

（5台） 

 

 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

○FCV、FCバスの普及促進 

・2014 年度に全国の自治体に先駆けて

公用車として率先導入した FCV を活

用した普及啓発 

＊環境学習等のイベントで FCV を 18

回展示 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助 

＊42台 

 

・2019年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

＊課税免除台数 116台 

35基 36カ所（整備中含む） 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

＊18名参加 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 10件 

 ＊需要創出活動費補助 29件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 ＊FCフォークリフトの導入補助 2件

（26台） 

 

 

・FC フォークリフトの普及モデルを構

築するための実証実施 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

○FCV、FCバスの普及促進 

・2014 年度に全国の自治体に先駆けて

公用車として率先導入した FCV 及び

2020年度に導入した FCVを活用した

普及啓発 

＊環境学習等のイベントで FCV を展

示予定であったが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により未実施 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助 

＊82台 

 

・2020年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

 ＊課税免除台数247台 

36基 37か所（整備中含む） 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

＊書面開催 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 5件 

＊需要創出活動費補助32件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

＊FC フォークリフトの導入補助 1 件

（19台） 

 

 

・FC フォークリフトの普及モデルを構

築するための実証実施 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

○FCV、FCバスの普及促進 

・公用車として導入した FCV を活用し

た普及啓発 

 ＊環境学習等のイベントで FCVを 13

回展示 

 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助（自家用登録のFCバス

は大企業も対象） 

 ＊124台 

・2021年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

  ＊課税免除台数 393台 

 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

 

 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 

 

 

 

・FC フォークリフトの普及モデルを構

築するための実証実施 

・愛知県庁敷地内における移動式水素

ステーションによる普及啓発 

○FCV、FCバスの普及促進 

・公用車として導入した FCV を活用し

た普及啓発 

 

 

 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助（自家用登録のFCバス

は大企業も対象） 

 

・2022年度に新車新規登録された FCV、

FCバスについて、登録年度の月割分及

び翌年度から 5 年度分の自動車税種

別割の課税を免除 
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⑧ 知の拠点あいちにおける研究開発・支援機能の強化 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

44 

知の拠点あいちを拠点

とした産学行政連携に

よる研究開発･製品開

発の一層の推進 

経済産業局 ○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2016-2020の推進 

・次期科学技術・知的財産アクションプ

ラン（仮称）の検討・調整 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅱ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

＊セミナー8回開催 304名参加 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連、先進的AI・IoT・

ビッグデータ活用関連、革新的モノづ

くり関連の研究開発 

＊17大学、11研究開発機関等、100社

が参画 

 

 

 

 

○スーパークラスタープログラムの成果

を活かした取組の推進 

・（公財）科学技術交流財団に「愛知地

域スーパークラスタープログラム成

果継承推進会議」を設置し、研究成果

の社会実装等を推進 

○国等の競争的資金を活用した共同研究

開発の実施 

・文部科学省地域イノベーション・エコ

システム形成プログラム「あいち次

世代自動車イノベーション・エコシ

ステム形成事業」の推進 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2016-2020の推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2025の策定（3月） 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅱ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

＊セミナー7回開催 311名参加 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連、先進的AI・IoT・

ビッグデータ活用関連、革新的モノづ

くり関連の研究開発 

＊17大学、12研究開発機関等、106社

が参画 

 

 

 

 

○スーパークラスタープログラムの成果

を活かした取組の推進 

・（公財）科学技術交流財団に「愛知地

域スーパークラスタープログラム成

果継承推進会議」を設置し、研究成果

の社会実装等を推進 

○国等の競争的資金を活用した共同研究

開発の実施 

・文部科学省地域イノベーション・エ 

コシステム形成プログラム「あいち

次世代自動車イノベーション・エコ

システム形成事業」の推進 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

 

 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン 2025の推進 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅱ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）の実施 

・近未来自動車関連、先進的AI・IoT・

ビッグデータ活用関連、革新的モノづ

くり関連の研究開発 

＊19大学、12研究開発機関等、106社

が参画 

○新たな研究プロジェクトの検討・調整 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国等の競争的資金を活用した共同研究

開発の実施 

・文部科学省地域イノベーション・エコ

システム形成プログラム「あいち次

世代自動車イノベーション・エコシ

ステム形成事業」の推進 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

 

 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2025の推進 

 

 

 

 

 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅲ期）成果活用プラザによる研究成

果の普及 

・あいち産業科学技術総合センターに

おけるセミナーの開催や技術相談等 

 

 

○知の拠点あいち重点研究プロジェクト

（Ⅳ期）の実施 

・基幹産業の更なる高度化関連、DX の

加速関連、SDGs関連の研究開発 

 

 

 

 

 

 

○国等の競争的資金を活用した共同研究

開発の実施 

・文部科学省地域イノベーション・エコ

システム形成プログラム「あいち次

世代自動車イノベーション・エコシ

ステム形成事業」の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

45 

シンクロトロン光セン

ターを始めとする高度

な分析機器・装置を生

かした研究開発・製品

開発の支援、及びグロ

ーバルな連携 

経済産業局 ○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2016-2020の推進 

・次期科学技術・知的財産アクションプ

ラン（仮称）の検討・調整 

○次世代モノづくり技術の高度化 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による企業の製品開発への支援 

＊依頼試験 3,682件 

＊技術相談・指導2,424件 

・企業の提案による共同研究の実施 

＊共同研究 8件 

・研究会、講習・講演会による研究成果

等の情報発信 

＊知の拠点あいちにおける研究会・ 

講習会10回開催 502名参加 

・あいちシンクロトロン光センターの

運営・機能強化支援 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2016-2020の推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2025の策定（3月） 

○次世代モノづくり技術の高度化 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による企業の製品開発への支援 

＊依頼試験 3,049件 

 ＊技術相談・指導 2,457件 

・企業の提案による共同研究の実施 

 ＊共同研究 9件 

・研究会、講習・講演会による研究成果

等の情報発信 

 ＊知の拠点あいちにおける研究会・

講習会13回開催 798名参加 

・あいちシンクロトロン光センターの

運営・機能強化支援 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

 

 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン 2025の推進 

○次世代モノづくり技術の高度化 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による企業の製品開発への支援 

＊依頼試験 3,942件 

＊技術相談・指導3,841件 

・企業の提案による共同研究の実施 

＊共同研究 11件 

・研究会、講習・講演会による研究成果

等の情報発信 

＊知の拠点あいちにおける研究会・講

習会 31回開催 829名参加 

・あいちシンクロトロン光センターの

運営・機能強化支援 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

 

 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2025の推進 

○次世代モノづくり技術の高度化 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による企業の製品開発への支援 

 

 

・企業の提案による共同研究の実施 

 

・研究会、講習・講演会による研究成果

等の情報発信 

 

 

・あいちシンクロトロン光センターの

運営・機能強化支援 

46 

知の拠点あいちにおけ

る中小・小規模企業者

の技術支援強化 

経済産業局 ○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2016-2020の推進 

・次期科学技術・知的財産アクションプ

ラン（仮称）の検討・調整 

○地域企業に対する技術支援 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による技術支援 

＊依頼試験 1,898件 

＊技術相談・指導1,146件 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2016-2020の推進 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2025の策定（3月） 

○地域企業に対する技術支援 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による技術支援 

 ＊依頼試験 1,304件 

 ＊技術相談・指導 1,223件 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

 

 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン 2025の推進 

○地域企業に対する技術支援 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による技術支援 

＊依頼試験 1,495件 

＊技術相談・指導1,910件 

○科学技術・知的財産施策の総合的な推進 

 

 

・あいち科学技術・知的財産アクション

プラン2025の推進 

○地域企業に対する技術支援 

・依頼試験や技術相談・指導、試作・評

価による技術支援 
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⑨ 企業立地の推進 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

47 

産業空洞化対策減税基

金に基づく企業立地、

研究開発等への支援 

経済産業局 ○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊83件の研究開発・実証実験を採択 

＊サービスロボット実用化で 7 件を

採択 

＊21 世紀高度先端産業立地補助金採

択 3件 

＊新あいち創造産業立地補助金採択

39件 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

 ＊72件の研究開発・実証実験を採択 

 ＊サービスロボット実用化で 6 件を

採択 

 ＊21 世紀高度先端産業立地補助金採

択 1件 

 ＊新あいち創造産業立地補助金採択

25件 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊78件の研究開発・実証実験を採択 

 

 

＊21 世紀高度先端産業立地補助金採

択 1件 

＊新あいち創造産業立地補助金採択

38件 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

 ＊66件の研究開発・実証実験を採択 

 ＊ソフト系IT企業の県内進出を支援

する新あいち創造産業立地補助金

（Cタイプ）を新設 

48 

市町村や企業ニーズを

踏まえた迅速な企業用

地開発 

経済産業局 

企業庁 

○市町村と連携した新たな企業用地の開発 

・事業の採算性や法規制の解除見込み

等の開発要件の整理 

＊岩倉川井野寄地区、知多大興寺（2

期）地区の開発決定 

○企業ニーズの把握 

・企業訪問の実施 

＊企業訪問数 1,413件 

・産業立地サポートステーションによ

る立地関連情報の提供 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

・用地造成工事の着手 

○市町村と連携した新たな企業用地の開発 

・事業の採算性や法規制の解除見込み

等の開発要件の整理 

＊豊明柿ノ木地区の開発決定 

 

○企業ニーズの把握 

・企業訪問の実施 

＊企業訪問数 743件 

・産業立地サポートステーションによ

る立地関連情報の提供 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

・用地造成工事の実施 

○市町村と連携した新たな企業用地の開発 

・事業の採算性や法規制の解除見込み

等の開発要件の整理 

＊幸田須美地区の開発決定 

 

○企業ニーズの把握 

・企業訪問の実施 

＊企業訪問数 661件 

・産業立地サポートステーションによ

る立地関連情報の提供 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

 ・用地造成工事の実施 

○市町村と連携した新たな企業用地の開発 

・事業の採算性や法規制の解除見込み

等の開発要件の整理 

 

 

○企業ニーズの把握 

・企業訪問の実施 

 

・産業立地サポートステーションによ

る立地関連情報の提供 

○西尾次世代産業地区の整備推進 

 ・用地造成工事の実施(2023 年度完了

予定) 

49 

産業立地促進税制の活

用による戦略的企業誘

致 

経済産業局 ○不動産取得税の減額又は免除 

・指定された区域内の土地・家屋を取得

する際に生じる不動産取得税の減額

又は免除 

＊減額16件 

○不動産取得税の減額又は免除 

・指定された区域内の土地・家屋を取得

する際に生じる不動産取得税の減額

又は免除 

＊減額8件 

○不動産取得税の減額又は免除  

・指定された区域内の土地・家屋を取得

する際に生じる不動産取得税の減額

又は免除 

＊減額 14件 

○不動産取得税の減額又は免除  

・指定された区域内の土地・家屋を取得

する際に生じる不動産取得税の減額

又は免除 
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⑩ 中小企業・商店街等の振興 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

50 

愛知県中小企業振興基

本条例に基づく総合的

な中小・小規模企業者

の支援 

経済産業局 ○愛知県中小企業振興条例に基づく中小

企業支援の実施 

・アンケート調査や企業訪問により中

小企業のニーズをきめ細かく把握 

＊中小企業景況調査 4回 

＊中小・小規模企業訪問ヒアリング

161社 

・（公財）あいち産業振興機構、商工会・

商工会議所等の中小企業団体、金融

機関などと連携した中小企業支援施

策の実施 

 

 

 

○サービス産業の支援施策の充実 

・ベストプラクティス（成功事例）の表彰 

・生産性向上を目的とした専用のポー

タルサイトの運営 

○地場産業の若者人材確保支援 

・繊維・窯業産地企業への若者人材の確

保等に係る専門家の派遣 

・繊維・窯業産地企業の魅力を県内外の

若者に向けて発信するツールの作成 

○あいち中小企業応援ファンドによる中

小・小規模企業の支援 

・地域産業資源等を活用した新製品（商

品）の開発、販路拡大等の新事業展開

への取組を支援 

○中小・小規模企業者の経営革新の促進 

 ・経営革新計画の策定促進 

＊承認件数 230件 

・小規模事業者の経営革新に対する支援 

＊補助件数 21件 

 

 

 

 

○全国商工会青年部全国大会への支援 

・地域経済の発展と活性化に貢献して

○愛知県中小企業振興条例に基づく中小

企業支援の実施 

・アンケート調査や企業訪問により中

小企業のニーズをきめ細かく把握 

 ＊中小企業景況調査4回 

 ＊中小・小規模企業訪問ヒアリング

195社（一部電話調査含む） 

・（公財）あいち産業振興機構、商工会・

商工会議所等の中小企業団体、金融

機関などと連携した中小企業支援施

策の実施 

＊国の各種助成金の電子申請手続支
援など相談体制の強化を行う商工
会を支援 

○サービス産業の支援施策の充実 

・ベストプラクティス（成功事例）の表彰 

・生産性向上を目的とした専用のポー

タルサイトの運営 

○地場産業の若者人材確保支援 

・繊維・窯業産地企業への若者人材の確

保等に係る専門家の派遣 

・繊維・窯業産地企業の魅力を県内外の

若者に向けて発信するツールの作成 

○あいち中小企業応援ファンドによる中

小・小規模企業の支援 

・地域産業資源等を活用した新製品（商

品）の開発、販路拡大等の新事業展開

への取組を支援 

○中小・小規模企業者の経営革新の促進 

・経営革新計画の策定促進 

＊承認件数 844件 

・小規模事業者の経営革新に対する支援 

 ＊補助件数 21件 

・中小企業等が取り組む新サービス・新
製品の開発及び販路拡大に対する支
援 

 ＊補助件数 63件 
 

 

○愛知県中小企業振興条例に基づく中小

企業支援の実施 

・アンケート調査や企業訪問により中

小企業のニーズをきめ細かく把握 

＊中小企業景況調査 4回 

 ＊中小・小規模企業訪問ヒアリング

207社（一部電話調査含む） 

・（公財）あいち産業振興機構、商工会・

商工会議所等の中小企業団体、金融

機関などと連携した中小企業支援施

策の実施 

 

 

 

○サービス産業の支援施策の充実 

・ベストプラクティス（成功事例）の表彰 

・生産性向上を目的とした専用のポー

タルサイトの運営 

○地場産業の若者人材確保支援  

・繊維・窯業産地企業への若者人材の確

保等に係る専門家の派遣 

・繊維・窯業産地企業の魅力を県内外の

若者に向けて発信するツールの作成 

○あいち中小企業応援ファンドによる中

小・小規模企業の支援 

・地域資源を活用した新製品（商品）の

開発、販路拡大等の新事業展開への

取組を支援 

○中小・小規模企業者の経営革新の促進 

・経営革新計画の策定促進 

＊承認件数 498件 

・小規模事業者の経営革新に対する支援 

＊補助件数 12件 

・中小企業等が取り組む新サービス・新
製品の開発及び販路拡大に対する支
援 
＊補助件数 63件 
 

 

○愛知県中小企業振興条例に基づく中小

企業支援の実施 

・アンケート調査や企業訪問により中

小企業のニーズをきめ細かく把握 

 

 

 

・（公財）あいち産業振興機構、商工会・

商工会議所等の中小企業団体、金融

機関などと連携した中小企業支援施

策の実施 

 

 

 

○サービス産業の支援施策の充実 

・ベストプラクティス（成功事例）の表彰 

・生産性向上を目的とした専用のポー

タルサイトの運営 

○地場産業の若者人材確保支援  

・繊維・窯業産地企業への若者人材の確

保等に係る専門家の派遣 

・繊維・窯業産地企業の魅力を県内外の

若者に向けて発信するツールの作成 

○あいち中小企業応援ファンドによる中

小・小規模企業の支援 

・地域資源を活用した新製品（商品）の

開発、販路拡大等の新事業展開への

取組を支援 

○中小・小規模企業者の経営革新の促進 

・経営革新計画の策定促進 

 

・小規模事業者の経営革新に対する支援 

 

・中小企業等が取り組む新サービス・新
製品の開発及び販路拡大に対する支
援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

いる商工会青年部の全国大会の開催

を支援 

 
 

 

 

51 

事業承継支援の強化 

経済産業局 ○｢あいち事業承継ネットワーク｣におけ

る事業承継支援 

・事業承継コーディネーター等を配置 

＊6名配置 

・事業承継診断の実施 

＊6,766件実施 

・事業承継セミナーの開催 

＊21回開催 

・士業専門家の派遣等による個社支援 

＊166社支援 

・事業承継計画策定支援 

 ＊3,206件 

 

 

・後継者育成塾の開催 

＊2コース開催 

 

 

・商工団体への補助対象事業に「事業承

継枠」を設定 

・制度融資「再生・事業承継支援資金」

の融資対象者にあいち事業承継ネッ

トワークの利用者を追加し、金利を

引下げ 

○「あいち事業承継ネットワーク」にお

ける事業承継支援 

・事業承継コーディネーター等を配置 

 ＊7名配置 

・事業承継診断の実施 

 ＊6,046件実施 

・事業承継セミナーの開催 

 ＊15回開催 

・士業専門家の派遣等による個社支援 

 ＊120社支援 

・事業承継計画策定支援 

 ＊2,721件 

・経営者保証解除の支援 

 ＊1件 

・後継者育成塾の開催 

 ＊2コース開催 

 

 

・商工団体への補助対象事業に「事業承

継枠」を設定 

・制度融資「再生・事業承継支援資金」

に国の「事業承継特別保証」の対象者

を追加し金利を引下げ 

○「愛知県事業承継・引継ぎ支援センタ

ー」を中心とした事業承継支援 

・名古屋商工会議所を事務局として設

立した「愛知県事業承継・引継ぎ支援

センター」において、事業承継・引継

ぎのワンストップ支援を実施 

  ＊「愛知県事業承継・引継ぎ支援セ

ンター」事業の開始（4月） 

 

 

 

 

 

 

・後継者育成塾の開催 

 ＊2コース開催 

・事業承継フォローアップ事業の実施 

・経営技術専門家派遣事業の実施 

・商工団体への補助対象事業に「事業承

継枠」を設定 

○「愛知県事業承継・引継ぎ支援センタ

ー」を中心とした事業承継支援 

・名古屋商工会議所を事務局として設

立した「愛知県事業承継・引継ぎ支援

センター」において、事業承継・引継

ぎのワンストップ支援を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

・後継者育成塾の開催 

 

・事業承継フォローアップ事業の実施 

・経営技術専門家派遣事業の実施 

・商工団体への補助対象事業に「事業承

継枠」を設定 

 

52 

愛知県よろず支援拠点

を活用した県内中小・

小規模企業者等の経営

相談の推進 

経済産業局 ○「愛知県よろず支援拠点」における経

営相談の推進 

・連携覚書を締結した県内の金融機関

等とセミナーや相談会を協力して実

施 

＊セミナー137回開催 

＊相談会108回開催 

○「愛知県よろず支援拠点」における経

営相談の推進 

・連携覚書を締結した県内の金融機関 

等とセミナーや相談会を協力して実

施 

 ＊セミナー93回開催 

 ＊相談会 88回開催 

○「愛知県よろず支援拠点」における経

営相談の推進 

・連携覚書を締結した県内の金融機関 

等とセミナーや相談会を協力して実

施 

 ＊セミナー102回開催 

 ＊相談会 451回開催 

○「愛知県よろず支援拠点」における経

営相談の推進 

・連携覚書を締結した県内の金融機関 

等とセミナーや相談会を協力して実

施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

53 

愛知ブランド企業を活

用した中小・小規模企

業者の競争力強化 

経済産業局 ○愛知ブランド企業の認定 

・独自の技術や製品を持つ企業を認定

する愛知ブランド企業の認定を実施 

＊新規認定 10社 

○愛知ブランド企業の情報発信 

・ウェブサイトの管理・更新 

・パンフレットの作成 

○愛知ブランド企業ネットワークの構築 

・総会の開催 

・分科会の実施  

＊4回 

○愛知ブランド企業の認定 

・独自の技術や製品を持つ企業を認定

する愛知ブランド企業の認定を実施 

＊新規認定 15社 

○愛知ブランド企業の情報発信 

・ウェブサイトの管理・更新 

・パンフレットの作成 

○愛知ブランド企業ネットワークの構築 

 

・分科会の実施  

＊3回 

○愛知ブランド企業の認定 

・独自の技術や製品を持つ企業を認定

する愛知ブランド企業の認定を実施 

 

○愛知ブランド企業の情報発信 

・ウェブサイトの管理・更新 

・パンフレットの作成 

○愛知ブランド企業ネットワークの構築 

 

・分科会の実施  

＊3回 

○愛知ブランド企業の認定 

・独自の技術や製品を持つ企業を認定

する愛知ブランド企業の認定を実施 

 

○愛知ブランド企業の情報発信 

・ウェブサイトの管理・更新 

・パンフレットの作成 

○愛知ブランド企業ネットワークの構築 

・総会の開催 

・分科会の実施 

54 

産業におけるデザイン

機能の強化 

経済産業局 ○中小企業の産業デザイン支援機能の強化 

・あいち産業科学技術総合センター内

の「産業デザイントライアルコア」に

おいて、産業デザイン相談・モノづく

り支援の取組を推進 

 ＊相談指導件数 251件 

・産業デザイン関連中小企業と先進的

な造形システムを保有する企業等と

のネットワークの構築促進 

○中小企業の産業デザイン支援機能の強化 

・あいち産業科学技術総合センター内

の「産業デザイントライアルコア」に

おいて、産業デザイン相談・モノづく

り支援の取組を推進 

 ＊相談指導件数 277件 

・産業デザイン関連中小企業と先進的

な造形システムを保有する企業等と

のネットワークの構築促進 

○中小企業の産業デザイン支援機能の強化 

・あいち産業科学技術総合センター内

の「産業デザイントライアルコア」に

おいて、産業デザイン相談・モノづく

り支援の取組を推進 

 ＊相談指導件数 267件 

○中小企業の産業デザイン支援機能の強化 

・あいち産業科学技術総合センター内

の「産業デザイントライアルコア」に

おいて、産業デザイン相談・モノづく

り支援の取組を推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

55 

商店街の集客力向上・

販売力向上・体質強化

等の支援、商店街情報

の発信強化 

経済産業局 ○商店街の活性化促進 

・あいち商店街活性化プラン 2016-

2020の推進 

 

 

 

・商店街と大学、地域住民等との連携を促進 

＊1大学、2研究会 

＊マッチング交流会 5回開催 

 

 

 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

＊20市町村、48事業 

 

 

 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

＊116件 

 

 

 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う

商店街活性化アドバイザーの派遣支

援や商店街マネージャーの配置支援 

＊アドバイザー派遣 5商店街、20回 

＊マネージャー配置 6市 

・県公式ウェブサイトによる県内商店

街の紹介 

○商店街の活性化促進 

・あいち商店街活性化プラン 2016-

2020の推進 

・あいち商店街活性化プラン2021の策定 

 

 

・商店街と大学、地域住民等との連携を促進 

 ＊1大学、2研究会 

 

 

 

 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

 ＊50市町村、83事業 

 ＊市町村が商店街の活性化に向けて
実施するプレミアム商品券発行事
業に対する支援を拡充 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

 ＊94件 

 ＊食事のテイクアウトや商品等のデ
リバリー事業など商店街等団体が
実施する事業を支援 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う

商店街活性化アドバイザーの派遣支

援や商店街マネージャーの配置支援 

 ＊アドバイザー派遣4商店街、21回 

 ＊マネージャー配置6市 

・県公式ウェブサイトによる県内商店

街の紹介 

・県内の小売店、飲食店、ホテル・旅館等
を対象としたクラウドファンディング
の活用によるクーポン等の販売促進 

○商店街の活性化促進 

 

 

・あいち商店街活性化プラン2021の推進 

・あいち商店街活性化プラン2025の策

定 

・商店街と大学、地域住民等との連携を促進 

＊1大学、2研究会 

 

 

 

 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

 ＊40市町村、74事業 

＊市町村が商店街の活性化に向けて
実施するプレミアム商品券発行事
業に対する支援を拡充 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

＊102件 

＊感染症対策を講じて行うイベントや
オンライン化の推進など商店街等団
体が実施する事業の取組を支援 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う

商店街活性化アドバイザーの派遣支

援や商店街マネージャーの配置支援 

＊アドバイザー派遣 6商店街、21回 

＊マネージャー配置 6市 

・県公式ウェブサイトによる県内商店

街の紹介 

○商店街の活性化促進 

 

 

 

・あいち商店街活性化プラン2025の推

進 

・商店街と大学、地域住民等との連携を促進 

 

・商店街の空き店舗への出店・利活用の

促進 

・商店街の未来を拓くプロジェクトに

よる模範的商店街の重点支援 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

  

＊市町村が商店街の活性化に向けて
実施するプレミアム商品券発行事
業に対する支援を拡充 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

 

＊感染症対策を講じて行うイベントや
オンライン化の推進など商店街等団
体が実施する事業の取組を支援 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う商

店街活性化アドバイザーの派遣支援

や商店街マネージャーの配置支援 

 

 

・県公式ウェブサイトによる県内商店

街の紹介 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

56 

商店街のコミュニティ

機能強化・賑わいある

まちづくり等の支援 

経済産業局 ○商店街の活性化促進 

・あいち商店街活性化プラン 2016-

2020の推進 

 

 

・商店街と大学、地域住民等との連携を

促進 

＊1大学、2研究会 

 ＊マッチング交流会5回開催 

 

 

 

 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

＊20市町村、48事業 

 

 

 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

＊116件 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う

商店街活性化アドバイザーの派遣支

援や商店街マネージャーの配置支援 

＊アドバイザー派遣 5商店街、20回 

 ＊マネージャー配置6市 

○商店街の活性化促進 

・あいち商店街活性化プラン 2016-

2020の推進 

・あいち商店街活性化プラン2021の策定  

 

・商店街と大学、地域住民等との連携を

促進 

 ＊1大学、2研究会 

 

 

 

 

 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

 ＊50市町村、83事業 

＊市町村が商店街の活性化に向けて
実施するプレミアム商品券発行事
業に対する支援を拡充 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

 ＊94件 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う

商店街活性化アドバイザーの派遣支

援や商店街マネージャーの配置支援 

 ＊アドバイザー派遣4商店街、21回 

 ＊マネージャー配置6市 

○商店街の活性化促進 

・あいち商店街活性化プラン2021の推進 

・あいち商店街活性化プラン2025の策定 

 

 

・商店街と大学、地域住民等との連携を

促進 

＊1大学、2研究会 

 

 

 

 

 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

＊40市町村、74事業 

＊市町村が商店街の活性化に向けて
実施するプレミアム商品券発行事
業に対する支援を拡充 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

＊102件 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う

商店街活性化アドバイザーの派遣支

援や商店街マネージャーの配置支援 

＊アドバイザー派遣 6商店街、21回 

＊マネージャー配置 6市 

○商店街の活性化促進 

・あいち商店街活性化プラン2025の推進 

 

 

 

・商店街と大学、地域住民等との連携を

促進 

 

 

・商店街の空き店舗への出店・利活用の

促進 

・商店街の未来を拓くプロジェクトに

よる模範的商店街の重点支援 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による、市町村における商店街活性

化に向けた取組支援 

  

＊市町村が商店街の活性化に向けて
実施するプレミアム商品券発行事
業に対する支援を拡充 

・商業振興事業費補助金制度による、商

店街等における商店街活性化に向け

た取組支援 

 

・愛知県商店街振興組合連合会の行う商

店街活性化アドバイザーの派遣支援

や商店街マネージャーの配置支援 
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⑪ 金融機能の強化 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

57 

金融懇談会の開催など

金融機関等との連携強

化 

政策企画局 

経済産業局 

○金融機関等との連携強化 

・知事と金融機関等による金融懇談会

の開催 

＊1回開催 

・金融機関提案型メニューの拡充 

＊6金融機関、9件のメニューを採択 

○金融機関等との連携強化 

・知事と金融機関等による金融懇談会

の開催 

＊1回開催 

・金融機関提案型メニューの拡充 

＊11金融機関、18件のメニューを採

択  

○金融機関等との連携強化 

・知事と金融機関等による金融懇談会

の開催 

＊1回開催 

・金融機関提案型メニューの拡充 

 ＊11金融機関、18件のメニューを採

択  

○金融機関等との連携強化 

・知事と金融機関等による金融懇談会

の開催 

 

・金融機関提案型メニューの拡充 

 ＊11金融機関、18件のメニューを採

択  

58 

経済活力の源泉である

中小企業の金融の円滑

化を促進（制度融資、設

備貸与等） 

経済産業局 ○金融の円滑化の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資のメ

ニューの検討 

＊小規模企業等振興資金【小口資金】

に設備資金 10年以内を追加、新型
コロナウイルス感染症対策緊急つ
なぎ資金の創設等 

 

・設備貸与制度の実施    

＊件数63件 

○金融の円滑化の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資のメ

ニューの検討 

＊サポート資金【短期】、新型コロナ
ウイルス感染症対応資金、新型コロ
ナウイルス感染症対策緊急小口つ
なぎ資金の創設等 

 

・設備貸与制度の実施 

 ＊件数 35件 

○金融の円滑化の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資のメ

ニューの検討 

  ＊サポート資金【経営改善等支援】
の創設、再生・事業承継支援資金
【再生】、創業等支援資金の拡充等 

・原油・原材料高の影響を受けた事業者
に対する信用保証料の支援 

・設備貸与制度の実施 

＊件数 29件 

○金融の円滑化の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資のメ

ニューの検討 

  ＊パワーアップ資金【カーボンニュ

ートラル】の創設等 

 

・原油・原材料高の影響を受けた事業者
に対する信用保証料の支援 

・設備貸与制度の実施 

（20）創業等支援資金

などベンチャー企業へ

の金融支援を促進、及

びクラウドファンディ

ングの普及促進（再掲） 

経済産業局 ○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

＊県のスタートアップ支援事業により

起業した者等に対する金利の優遇 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

＊セミナー開催 56名参加 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

 

 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

 ＊オンラインセミナー開催17名参加 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

 ＊再挑戦支援保証に対応した融資対

象者を追加 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

 ＊セミナー開催62名参加 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 

○ベンチャー企業への金融支援の促進 

・経済情勢等を踏まえた制度融資等の

メニューの検討 

  

 

○クラウドファンディングの普及促進 

・普及啓発 

 

・クラウドファンディングの活用促進

につなげる制度融資の実施 
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⑫ 政策減税の活用 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

59 

アジア No.1 航空宇宙

産業クラスター形成特

区における設備等投資

促進税制（特別償却、

税額控除）、地方税の軽

減措置による産業集積

の促進 

政策企画局 

総務局 

経済産業局 

○総合特区制度の活用 

・航空機製造等に係る設備投資予定の

具体化に応じ、設備等投資促進税制

の適用を受ける指定法人を指定 

 

・設備等投資促進税制の適用期限の延

長を国へ要請 

 ＊設備等投資促進税制の適用期限が

2年延長 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区域

内の土地・家屋を取得する際に生じ

る不動産取得税の免除 

○総合特区制度の活用 

・航空機製造等に係る設備投資予定の

具体化に応じ、設備等投資促進税制

の適用を受ける指定法人を指定 

＊指定法人の指定数（県内）1法人 

 

 

 

 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区 

域内の土地・家屋を取得する際に生

じる不動産取得税の免除 

○総合特区制度の活用 

・航空機製造等に係る設備投資予定の

具体化に応じ、設備等投資促進税制

の適用を受ける指定法人を指定 

 

・設備等投資促進税制の適用期限の延

長を国へ要請 

 ＊設備等投資促進税制の適用期限が

2年延長 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区域

内の土地・家屋を取得する際に生じ

る不動産取得税の免除 

○総合特区制度の活用 

・航空機製造等に係る設備投資予定の

具体化に応じ、設備等投資促進税制

の適用を受ける指定法人を指定 

 

 

 

 

 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区域

内の土地・家屋を取得する際に生じ

る不動産取得税の免除 

60 

産業立地促進税制の活

用による戦略的企業誘

致（航空宇宙関連産業

等の製造業などに対す

る不動産取得税の課税

免除） 

総務局 

経済産業局 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区域

内の土地・家屋を取得する際に生じ

る不動産取得税の免除 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区 

域内の土地・家屋を取得する際に生

じる不動産取得税の免除 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区域

内の土地・家屋を取得する際に生じ

る不動産取得税の免除 

○不動産取得税の免除 

・航空宇宙関連企業が、指定された区域

内の土地・家屋を取得する際に生じ

る不動産取得税の免除 

61 

EV・PHV・FCVに対する

自動車税の課税免除

（エコカー免税）によ

る次世代自動車の普及

促進 

総務局 

環境局 

○EV・PHV・FCVに対する自動車税の課税

免除 

・2019年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

 ＊課税免除台数3,921台 

○EV・PHV・FCVに対する自動車税の課税

免除 

・2020年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

＊課税免除台数 3,352台 

○EV・PHV・FCVに対する自動車税の課税

免除 

・2021年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 

 ＊課税免除台数5,389台 

○EV・PHV・FCVに対する自動車税の課税

免除 

・2022年度に新車新規登録された EV・

PHV・FCV について、登録年度の月割

分及び翌年度から 5 年度分の自動車

税種別割の課税を免除 
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３ 農林水産業の振興 

（1） 農林水産業の振興 

① 研究開発・生産 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

62 

水田の大区画化や農

道・林道、干潟・浅場、

漁港など生産基盤の整

備推進 

農業水産局 

農林基盤局 

都市・交通局 

○農業の生産基盤強化 

・水田の大区画化やパイプライン化、農

地の排水対策、農道整備の推進 

＊経営体育成基盤整備事業等の実施 

 

○林業の生産基盤強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

 

 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

 ＊下水道放流水の栄養塩増加試験運

転の効果調査 

○農業の生産基盤強化 

・水田の大区画化やパイプライン化、農

地の排水対策、農道整備の推進 

＊経営体育成基盤整備事業等の実施 

 

○林業の生産基盤強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

 

 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

 ＊下水道放流水の栄養塩増加試験運

転の効果調査 

○農業の生産基盤強化 

・水田の大区画化やパイプライン化、農

地の排水対策、農道整備の推進 

＊経営体育成基盤整備事業等の実施 

 

○林業の生産基盤強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

＊フェラバンチャ1台 

プロセッサ 1台  

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

・のり食害防止対策への支援 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

 ＊下水道放流水の栄養塩増加試験運

転の効果調査 

○農業の生産基盤強化 

・水田の大区画化やパイプライン化、農

地の排水対策、農道整備の推進 

＊広域農道奥三河線（奥三河 2 期地

区）の全線開通（5月） 

○林業の生産基盤強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

 

 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

・のり食害防止対策への支援 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

63 

農地中間管理機構を通

じた農地の集積・集約

化など、農地の合理的

な利用の推進 

農業水産局 ○農地中間管理機構による農地集積の促進 

・農地中間管理機構への運営支援 

・農地貸出者等への協力金の交付 

 ＊新たに担い手へ集積した面積 

193.5ha 

○市町村の活動支援 

・将来の地域農業の担い手と農地利用

の方向性を取りまとめた「人・農地プ

ラン」の作成支援 

○農地中間管理機構による農地集積の促進 

・農地中間管理機構への運営支援 

・農地貸出者等への協力金の交付 

＊新たに担い手へ集積した面積 

583.5ha 

○市町村の活動支援 

・将来の地域農業の担い手と農地利用

の方向性を取りまとめた「人・農地プ

ラン」の作成支援 

○農地中間管理機構による農地集積の促進 

・農地中間管理機構への運営支援 

・農地貸出者等への協力金の交付 

＊新たに担い手へ集積した面積 

799.0ha  

○市町村の活動支援 

・将来の地域農業の担い手と農地利用

の方向性を取りまとめた「人・農地プ

ラン」の実行・作成支援 

○農地中間管理機構による農地集積の促進 

・農地中間管理機構への運営支援 

・農地貸出者等への協力金の交付 

 

 

○市町村の活動支援 

・将来の地域農業の担い手と農地利用

の方向性を取りまとめた「人・農地プ

ラン」の作成支援及び法改正に基づ

く地域計画の周知 

64 

農業総合試験場や森

林･林業技術センター、

水産試験場における新

技術や新品種の開発推

進と成果の普及、知的

農業水産局 

農林基盤局 

○県農林水産研究機関による試験研究と

成果の普及の推進 

・幅広い分野の先端技術等を活用した

技術の開発と普及 

＊9新技術開発 

・幅広い需要に応える戦略的な品種の

○県農林水産研究機関による試験研究と

成果の普及の推進 

・幅広い分野の先端技術等を活用した

技術の開発と普及 

＊8新技術開発 

・幅広い需要に応える戦略的な品種の

○県農林水産研究機関による試験研究と

成果の普及の推進 

・幅広い分野の先端技術等を活用した

技術の開発と普及 

＊11新技術開発 

・幅広い需要に応える戦略的な品種の

○県農林水産研究機関による試験研究と

成果の普及の推進 

・幅広い分野の先端技術等を活用した

技術の開発と普及 

 

・幅広い需要に応える戦略的な品種の
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

財産の保護・活用 開発と普及 

＊4新品種を開発 

 

 

 

 

 

○県における権利の取得 

・新品種・新技術の知的財産化(育成者

権、商標権、特許権)の推進 

＊特許出願 1件 

○生産者等の権利取得支援 

・知的財産に関する啓発・情報提供 

開発と普及 

＊5新品種を開発 

 

 

 

 

 

○県における権利の取得 

・新品種・新技術の知的財産化(育成者

権、商標権、特許権)の推進 

＊特許出願 1件、品種登録出願 4件 

○生産者等の権利取得支援 

・知的財産に関する啓発・情報提供 

○主要農作物の品種の開発並びに種子の

生産及び供給に関する条例に基づく対

策の推進 

 ・主要農作物の品種開発の加速化 

 ・優良種子の安定供給体制の整備 

開発と普及 

＊4新品種を開発 

・産学官連携による革新的な技術開発

を目的とした「あいち農業イノベー

ションプロジェクト」の推進 

＊研究会の開催：2回 

＊共同研究テーマの設定 

○県における権利の取得 

・新品種・新技術の知的財産化(育成者

権、商標権、特許権)の推進 

＊特許出願 1件、品種登録出願 3件 

○生産者等の権利取得支援 

・知的財産に関する啓発・情報提供 

○主要農作物の品種の開発並びに種子の

生産及び供給に関する条例に基づく対

策の推進 

・主要農作物の品種開発の加速化 

・優良種子の安定供給体制の整備 

開発と普及 

 

・産学官連携による革新的な技術開発

を目的とした「あいち農業イノベー

ションプロジェクト」の推進 

 

 

○県における権利の取得 

・新品種・新技術の知的財産化(育成者

権、商標権、特許権)の推進 

 

○生産者等の権利取得支援 

・知的財産に関する啓発・情報提供 

○主要農作物の品種の開発並びに種子の

生産及び供給に関する条例に基づく対

策の推進 

・主要農作物の品種開発の加速化 

・優良種子の安定供給体制の整備 

65 

あいち型産地パワーア

ップ事業等を活用した

産地における生産力の

強化 

農業水産局 ○産地の戦略等に基づく生産性向上の取

組を支援 

・あいち型産地パワーアップ事業を活

用した生産施設等の整備や既存施設

の改修等の支援 

 ＊施設整備等：17産地 

・産地パワーアップ事業等を活用した

低コスト耐候性ハウスや共同利用施

設の整備等の支援 

 ＊低コスト耐候性ハウス：10 棟、

2.0ha 

 ＊共同利用施設の整備等：2産地 

・農業生産力パワーアッププロジェク

ト推進事業の活用による産地の実証

活動の支援 

 ＊産地戦略実証活動：8産地 

○産地の戦略等に基づく生産性向上の取

組を支援 

・あいち型産地パワーアップ事業を活

用した生産施設等の整備 

 ＊施設整備等：13産地 

 

・産地生産基盤パワーアップ事業等を

活用した低コスト耐候性ハウスや共

同利用施設の整備等の支援 

＊低コスト耐候性ハウス：1 棟、

0.13ha 

＊共同利用施設の整備等：1産地 

 

・農業生産力強化支援事業の活用によ

る産地戦略の実現に向けた取組支援 

 ＊産地戦略実証活動：5産地 

＊専門家の派遣：4産地 

・農作業省力化設備緊急整備事業の活
用による農作業の省力化を支援 

 ＊省力化機械等の整備：28産地 

○産地の戦略等に基づく生産性向上の取

組を支援 

・あいち型産地パワーアップ事業を活

用した生産施設等の整備 

＊施設整備等：12産地 

 

・産地生産基盤パワーアップ事業等を

活用した低コスト耐候性ハウスや共

同利用施設の整備等の支援 

＊低コスト耐候性ハウス：1 棟、

0.22ha 

＊共同利用施設の整備等:１産地 

 

・農業生産力強化支援事業の活用によ

る産地戦略の実現に向けた取組支援 

＊産地戦略実証活動：7産地 

＊専門家の派遣：4産地5品目 

 

○産地の戦略等に基づく生産性向上の取

組を支援 

・あいち型産地パワーアップ事業を活

用した生産施設等の整備 

 

 

・産地生産基盤パワーアップ事業等を

活用した低コスト耐候性ハウスや共

同利用施設の整備等の支援 

 

 

 

 

・農業生産力強化支援事業の活用によ

る産地戦略の実現に向けた取組支援 

 

 

・施設園芸省エネルギー化施設設備整
備費の活用による省エネルギー化を
支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

66 

生産性を高める ICTや

AI 等を活用した新技

術の導入推進等、スマ

ート農業の確立と普及 

農業水産局 ○ICTやAI等を活用した新技術の導入推進 

 ・ICTやAI等を活用した農業生産技術

の開発 

 ・スマート農業技術の実証と推進 

  ＊1地区 

○ICTやAI等を活用した新技術の導入推進 

・ICTや AI等を活用した農業生産技術

の開発 

・スマート農業技術の実証と推進 

＊2地区 

○ICTやAI等を活用した新技術の導入推進 

・ICTや AI等を活用した農業生産技術

の開発 

・スマート農業技術の実証と推進 

 ＊2地区 

・産学官連携による革新的な技術開発を

目的とした「あいち農業イノベーショ

ンプロジェクト」の推進 

＊研究会の開催：2回 

＊共同研究テーマの設定 

○ICTやAI等を活用した新技術の導入推進 

・ICTや AI等を活用した農業生産技術

の開発 

・スマート農業技術の実証と推進 

 

・産学官連携による革新的な技術開発

を目的とした「あいち農業イノベー

ションプロジェクト」の推進 

 

67 

農起業支援センターに

おける新規参入希望者

への支援など、農林水

産業を支える多様な人

材の確保・育成 

農業水産局 

農林基盤局 

○農起業支援センター等を活用した新た

な担い手の確保・育成 

・就農希望者・企業の相談や生産技術指

導による支援 

・各地農業塾の連携強化 

＊ネットワーク会議 2回 

＊研修会 4回  

・農業次世代人材投資資金による支援 

＊準備型 38名、経営開始型238名 

○農業の担い手の育成と経営体の強化・

育成 

・生産技術、経営指導 

・資金面での相談、支援 

・法人化に向けた取組支援 

・農業経営士、農村生活アドバイザー、

青年農業士の認定 

＊農業経営士 45名、農村生活アドバ

イザー18名、青年農業士 22名 

 

 

 

 

 

 

 

 

○林業の担い手の確保と経営体の強化 

・愛知県林業労働力確保支援センター

等と連携した就業相談活動や研修事

業などの実施 

＊就業相談 4回 

○農起業支援センター等を活用した新た

な担い手の確保・育成 

 ・就農希望者・企業の相談や生産技術

指導による支援 

 

 

 

・農業次世代人材投資資金等による支援 

＊準備型等 32名、経営開始型 214名 

○農業の担い手の育成と経営体の強化・

育成 

・生産技術、経営指導 

・資金面での相談、支援 

・法人化に向けた取組支援 

・農業経営士、農村生活アドバイザー、

青年農業士の認定 

＊農業経営士 42名、農村生活アドバ

イザー28名、青年農業士 22名 

○農業者への支援 

・利子補給による資金繰り支援 

・人手不足解消に向けた就農希望者へ
の研修の実施 

 

 

 

 

○林業の担い手の確保と経営体の強化 

・愛知県林業労働力確保支援センター

等と連携した就業相談活動や研修事

業などの実施 

＊就業相談 6回 

○農起業支援センター等を活用した新た

な担い手の確保・育成 

・就農希望者・企業の相談や生産技術指

導による支援 

 

 

 

・農業次世代人材投資資金等による支援 

＊準備型等 37名、経営開始型200名 

○農業の担い手の育成と経営体の強化・

育成 

・生産技術、経営指導 

・資金面での相談、支援 

・法人化に向けた取組支援 

・農業経営士、農村生活アドバイザー、

青年農業士の認定 

＊農業経営士 34名、農村生活アドバ

イザー17名、青年農業士 19名 

○農業者の原油価格・物価高騰対策 
・燃油・飼料の高騰による価格差を支援 

＊施設園芸農家 3,599件 
＊畜産農家 899件 

 

 

 

 

○半農半 Xに取り組む多様な人材の育成 

 ・半農半 Xに関する調査、情報の発信 

 

○林業の担い手の確保と経営体の強化 

・愛知県林業労働力確保支援センター

○農起業支援センター等を活用した新た

な担い手の確保・育成 

・就農希望者・企業の相談や生産技術指

導による支援 

 

 

 

・農業次世代人材投資資金等による支援 

 

○農業の担い手の育成と経営体の強化・

育成 

・生産技術、経営指導 

・資金面での相談、支援 

・法人化に向けた取組支援 

・農業経営士、農村生活アドバイザー、

青年農業士の認定 

 

 

○農業者の原油価格・物価高騰対策 
・飼料の高騰による価格差を支援 

 

 

○明治用水頭首工の漏水の影響を受けた

稲作農家への支援 

 ・営農再開に必要となる農業資材の経

費を支援 

○半農半 Xに取り組む多様な人材の育成 

・半農半 X の実践セミナーや相談会の

開催 

○林業の担い手の確保と経営体の強化 

・愛知県林業労働力確保支援センター
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

＊研修33日 

・森林組合の経営基盤の強化に向けた

指導 

・意欲と能力のある林業経営体の育成 

・新規に参入する事業体への支援 

・全国林業後継者大会の開催 

 ＊6月 1日開催 

  会場：豊田市コンサートホール 

  約600名参加 

 

 

○水産業の担い手の確保と経営体の強化 

・漁業就業者確保育成センター等と連

携した就業相談 

＊相談件数 16件 

 

・水産業協同組合の経営基盤の強化に

向けた指導 

＊財務状況を把握した沿海漁協数 22 

＊研修17日99名 

・森林組合の経営基盤の強化に向けた

指導 

・意欲と能力のある林業経営体の育成 

・新規に参入する事業体への支援 

 

 

 

 

○林業者への支援 

 ・利子補給による資金繰り支援 

○水産業の担い手の確保と経営体の強化  

・「漁業就業者確保育成センター」等と

連携した就業相談  

＊相談件数 4件 

 

・水産業協同組合の経営基盤の強化に

向けた指導 

＊財務状況を把握した沿海漁協数 22 

 

 

○漁業者への支援 
・利子補給による資金繰り支援 

等と連携した就業相談活動や研修事

業などの実施 

＊就業相談 7回 

＊研修 61日500名 

・森林組合の経営基盤の強化に向けた

指導 

・意欲と能力のある林業経営体の育成 

・新規に参入する事業体への支援 

 

 

 

○水産業の担い手の確保と経営体の強化 

・「漁業就業者確保育成センター」等と

連携した就業相談 

＊相談件数 2件 

 

・水産業協同組合の経営基盤の強化に

向けた指導 

＊財務状況を把握した沿海漁協数22 

・リース方式による漁船導入の支援 

＊導入を支援した漁船4隻 

○漁業者等の原油価格・物価高騰対策 
・燃油高騰による価格差を支援 

＊漁業者782件 

等と連携した就業相談活動や研修事

業などの実施 

 

 

・森林組合の経営基盤の強化に向けた

指導 

・意欲と能力のある林業経営体の育成 

・新規に参入する事業体への支援 

 

○林業者等の原油価格・物価高騰対策 
・燃油高騰による価格差を支援 

○水産業の担い手の確保と経営体の強化 

・「漁業就業者確保育成センター」等と

連携した就業相談 

・漁業就業の魅力の発信と漁業体験研

修の実施 

・水産業協同組合の経営基盤の強化に

向けた指導 

 

・リース方式による漁船導入の支援 

 

○漁業者等の原油価格・物価高騰対策 
・燃油高騰による価格差を支援 

 

68 

農福連携や国家戦略特

区などの活用による人

材の円滑な確保 

農業水産局 ○農福連携の推進 

 ・農福連携相談窓口の設置と運営 

 ・農福連携協議会の設置と運営 

○農業支援外国人の受け入れによる人材

の確保 

 ・国家戦略特区活用と適正受入管理協

議会の運営、相談窓口の設置 

 

 

・改正出入国管理法による新たな受け

入れ制度下での情報収集 

○農福連携の推進 

 ・農福連携相談窓口の運営 

 ・農福連携協議会の運営 

○農業支援外国人の受け入れによる人材

の確保 

 ・国家戦略特区活用と適正受入管理協

議会の運営 

・特定機関及び派遣先農業経営体に対

する現地調査等 

・改正出入国管理法による新たな受け 

入れ制度（在留資格「特定技能」）の

情報収集 

○農福連携の推進 

・農福連携相談窓口の運営 

・農福連携協議会の運営 

○農業支援外国人の受け入れによる人材

の確保 

・国家戦略特区活用と適正受入管理協

議会の運営 

・特定機関及び派遣先農業経営体に対

する現地調査等 

・改正出入国管理法による新たな受け

入れ制度（在留資格「特定技能」）の

情報収集 

○農福連携の推進 

・農福連携相談窓口の運営 

・農福連携協議会の運営 

○農業支援外国人の受け入れによる人材

の確保 

・国家戦略特区活用と適正受入管理協

議会の運営 

・特定機関及び派遣先農業経営体に対

する現地調査等 

・在留資格「特定技能」などに関する情

報収集 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

69 

名古屋コーチンの生産

体制強化など、地域ぐ

るみでの高収益型農業

の実現 

農業水産局 ○名古屋コーチンの生産体制強化 

・種鶏場移転整備（用地造成工事） 

 

○地域ぐるみでの高収益型農業の実現 

・畜産クラスター協議会の活動支援に

よる生産基盤の強化 

＊4協議会事業実施 

 

○名古屋コーチンの生産体制強化 

・種鶏場移転整備（養生期間） 

 

○地域ぐるみでの高収益型農業の実現 

・畜産クラスター協議会の活動支援に

よる生産基盤の強化 

＊2協議会事業実施 

・食肉処理施設等の整備による畜産物
流通体制の強化 

 ＊1施設 
・肥育農家の子牛導入及び食肉業者の
「みかわ牛」購入を支援 

 ＊子牛導入1,668頭 

 ＊「みかわ牛」購入828頭 

○名古屋コーチンの生産体制強化 

・種鶏場移転整備（建設工事） 

 

○地域ぐるみでの高収益型農業の実現 

・畜産クラスター協議会の活動支援に

よる生産基盤の強化 

＊3協議会事業実施 

・食肉処理施設等の整備による畜産物
流通体制の強化 

  ＊1施設 
・加工・販売業者による名古屋コーチン
の商品開発及び販売の促進 

 
 
○原油価格・物価高騰対策 
・食肉流通センター、食鳥処理施設、 
学校給食用牛乳製造工場に対し、燃
料費高騰への支援 

○名古屋コーチンの生産体制強化 

・種鶏場移転整備（建設工事、3月開場

予定） 

○地域ぐるみでの高収益型農業の実現 

・畜産クラスター協議会の活動支援に

よる生産基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・食肉流通センター、食鳥処理施設、 
学校給食用牛乳製造工場に対し、燃
料費高騰への支援 

70 

鳥獣被害防止対策の支

援 

環境局 

農業水産局 

○鳥獣被害防止対策の推進 

・農林水産物への被害を防止する取組

を行う市町村や地域協議会への支援 

・市町村の被害防止計画の策定支援 

・有害鳥獣の生態を踏まえた防御機材

の現地実証の実施 

・第二種特定鳥獣管理計画の推進 

○豚熱の拡散リスクの抑制 

 ・野生イノシシの生息数減少に向け捕

獲を強化 

  ＊捕獲頭数：6,653頭 

○愛知産ジビエの販路拡大 

・個別商談会の実施を支援 

 ＊支援数：5商談会 

 

・獣肉処理施設における調査及び現地

見学会の実施 

＊2回実施 

○鳥獣被害防止対策の推進 

・農林水産物への被害を防止する取組

を行う市町村や地域協議会への支援 

・市町村の被害防止計画の策定支援 

・有害鳥獣の生態を踏まえた防御機材

の現地実証の実施 

・第二種特定鳥獣管理計画の推進 

○豚熱の拡散リスクの抑制 

 ・野生イノシシの生息数減少に向け捕

獲を強化 

＊捕獲頭数：4,980頭 

○愛知産ジビエの販路拡大 

・販路拡大のための獣肉処理施設にお

ける個別商談会の支援 

＊支援数：6者 

・シカ利用率向上のための施設間利用

の実証等 

＊施設間利用頭数：74頭 

・豚熱感染確認区域内の獣肉処理施設

における陰性イノシシのジビエ利用

実証 

＊検査実施頭数：96頭 

○鳥獣被害防止対策の推進 

・農林水産物への被害を防止する取組

を行う市町村や地域協議会への支援 

・市町村の被害防止計画の策定支援 

・有害鳥獣の生態を踏まえた防御機材

の現地実証の実施 

・第二種特定鳥獣管理計画の推進 

○豚熱の拡散リスクの抑制 

・野生イノシシの生息数減少に向け捕 

獲を強化 

＊捕獲頭数：5,870頭（速報値） 

○愛知産ジビエの販路拡大 

・シカの解体マニュアル作成、消費者対

象の講習会開催 

＊講習会：2回 

 

 

 

・豚熱感染確認区域内におけるジビエ

利用普及のための研修会開催、地域

内輸送の検証 

＊研修会：3回 

○鳥獣被害防止対策の推進 

・農林水産物への被害を防止する取組

を行う市町村や地域協議会への支援 

・市町村の被害防止計画の策定支援 

・有害鳥獣の生態を踏まえた防御機材

の現地実証の実施 

・第二種特定鳥獣管理計画の推進 

○豚熱の拡散リスクの抑制 

・野生イノシシの生息数減少に向け捕 

獲を強化 

 

○愛知産ジビエの販路拡大 

・シカ肉の新商品開発 

 

 

 

 

 

・ジビエ消費拡大のための企画イベン

トや、料理講習会等の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

71 

都市農業の振興 

農業水産局 ○都市農業の推進 

 ・都市農業振興計画の推進 

○体験農園等の支援 

 ・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

  ＊10か所 

 ・市民農園の整備に関する支援 

○都市農業の推進 

 ・都市農業振興計画の推進 

○体験農園等の支援 

 ・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

＊11か所 

 ・市民農園の整備に関する支援 

○都市農業の推進 

 ・都市農業振興計画の推進 

○体験農園等の支援 

 ・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

＊11か所 

・市民農園の整備に関する支援 

○都市農業の推進 

 ・都市農業振興計画の推進 

○体験農園等の支援 

・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

 

・市民農園の整備に関する支援 

 

② 販売・輸出強化 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

72 

農林漁業者による農林

水産物の加工・販売、

農家レストランの開設

など、6 次産業化の推

進と農山漁村の活性化 

経済産業局 

農業水産局 

○農商工連携の推進 

・｢新事業展開応援助成金（農商工連携

枠）」により、あいち産業科学技術総

合センターや愛知県農業総合試験場

等と連携して行う事業を支援 

○国家戦略特区を活用した 6次産業化の

推進 

・農家レストラン設置推進 

・中小企業信用保証制度の農業の適用・

支援 

＊制度活用融資の活用決定 4件 

○6 次産業化サポートセンターの設置・

運営、人材育成研修会の開催 

・6 次産業化サポートセンターにおけ

る農林漁業者等の個別相談 

＊226件 

・人材育成研修会の開催 

＊21回 

○関係者の交流・商談支援 

・生産者、流通関係者等との交流による

商品開発や販路開拓への支援 

○新商品開発等の支援 

・新商品開発や農家レストラン、農産物

加工施設等の整備支援 

○体験農園等の支援 

・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

  ＊10か所 

○農山漁村と都市住民の交流促進 

・グリーンツーリズム・ベイツーリズム

○農商工連携の推進 

・｢新事業展開応援助成金（農商工連携

枠）」により、あいち産業科学技術総

合センターや愛知県農業総合試験場

等と連携して行う事業を支援 

○6次産業化の推進 

 

・農家レストラン設置推進 

・中小企業信用保証制度の農業の適用・

支援 

＊制度活用融資の活用決定 3件 

○6 次産業化サポートセンターの設置・

運営、人材育成研修会の開催 

・6 次産業化サポートセンターにおけ

る農林漁業者等の個別相談 

＊102件 

・人材育成研修会の開催 

＊22回 

○関係者の交流・商談支援 

・生産者、流通関係者等との交流による

商品開発や販路開拓への支援 

○新商品開発等の支援 

・新商品開発や農家レストラン、農産物

加工施設等の整備支援 

○体験農園等の支援 

・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

＊11か所 

○農山漁村と都市住民の交流促進 

・グリーンツーリズム・ベイツーリズム

○農商工連携の推進 

・｢新事業展開応援助成金（農商工連携

枠）」により、あいち産業科学技術総

合センターや愛知県農業総合試験場

等と連携して行う事業を支援 

○6次産業化の推進 

 

・農家レストラン設置推進 

・中小企業信用保証制度の農業の適用・

支援 

＊制度活用融資の活用決定 3件 

○6 次産業化サポートセンターの設置・

運営、人材育成研修会の開催 

・6 次産業化サポートセンターにおけ

る農林漁業者等の個別相談 

＊122件 

・人材育成研修会の開催 

＊23回 

○関係者の交流・商談支援 

・生産者、流通関係者等との交流による

商品開発や販路開拓への支援 

○新商品開発等の支援 

・新商品開発等の支援 

 

○体験農園等の支援 

・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

＊11か所 

○農山漁村と都市住民の交流促進 

・グリーンツーリズム・ベイツーリズム

○農商工連携の推進 

・｢新事業展開応援助成金（農商工連携

枠）」により、あいち産業科学技術総

合センターや愛知県農業総合試験場

等と連携して行う事業を支援 

○6次産業化の推進 

 

・農家レストラン設置推進 

・中小企業信用保証制度の農業の適用・

支援 

 

○サポートセンターの設置・運営、人材

育成研修会の開催 

・サポートセンターにおける農林漁業

者等の個別相談 

 

・人材育成研修会の開催 

 

○関係者の交流・商談支援 

・生産者、流通関係者等との交流による

商品開発や販路開拓への支援 

○新商品開発等の支援 

・新商品開発や農産物加工施設整備等の

支援、地域食品産業連携プロジェクト

の支援 

○体験農園等の支援 

・「農業体験農園ビジネスモデル」の情

報発信 

○農山漁村と都市住民の交流促進 

・グリーンツーリズム・ベイツーリズム
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

の情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

・産地直売所の交流機能等の強化支援 

＊スタンプラリー、ワークショップの

開催 

の情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

・産地直売所の交流機能等の強化支援 

＊3地域でチーム会議を開催 

の情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

・産地直売所の交流機能等の強化支援 

＊3地域でチーム会議を開催 

の情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

・産地直売所の交流機能等の強化支援 

73 

農林水産業国際競争力

強化センターを中心と

した農林水産物等の輸

出促進、特に成長著し

い東南アジアへの農林

水産物輸出強化 

農業水産局 ○海外市場の獲得 

・国内での食品展示会への出展 

＊4事業者（中止） 

・海外での食品展示商談会等へのフォロ

ーアップ 

＊9事業者 

 

○輸出に取り組む関係者への情報提供 

・農林漁業者等への情報提供 

・輸出事業者ネットワークへの情報発信 

 

 

 

 

○関係機関が連携した取組の推進 

・「あいちの農林水産物輸出促進会議」

の開催 

＊2回 

・海外バイヤーが参加する花き商談会

への出展及び現地視察の実施 

 ＊出展 1回、現地視察 1回 

○海外市場の獲得 

・国内での食品展示会への出展 

＊10事業者 

・海外での食品展示商談会等へのフォロ

ーアップ 

※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止 

○輸出に取り組む関係者への情報提供や

支援 

・農林漁業者等への情報提供 

・輸出事業者ネットワークへの情報発信 

・食品製造事業者等への輸出先国のニー
ズに対応した施設整備支援 

＊8事業者 

○関係機関が連携した取組の推進 

・「あいちの農林水産物輸出促進会議」

の開催 

＊2回 

 

 

 

○海外市場の獲得 

・国内での食品展示会への出展 

＊8事業者 

・海外での食品展示商談会等へのフォロ

ーアップ 

＊2事業者 

 

○輸出に取り組む関係者への情報提供や

支援 

・農林漁業者等への情報提供 

・輸出事業者ネットワークへの情報発信 

・食品製造事業者等への輸出先国のニー
ズに対応した施設整備支援 

＊2事業者 

○関係機関が連携した取組の推進 

・「あいちの農林水産物輸出促進会議」

の開催 

   ＊2回 

○海外市場の獲得 

・国内での食品展示会への出展 

 

・海外バイヤーとの商談機会の創出 

 

 

 

○輸出に取り組む関係者への情報提供や

支援 

・農林漁業者等への情報提供 

・輸出事業者ネットワークへの情報発信 

・食品製造事業者等への輸出先国のニー
ズに対応した施設整備支援 

 

○関係機関が連携した取組の推進 

・「あいちの農林水産物輸出促進会議」

の開催 

・産地、関係機関等で構成するプロジェ

クトチーム会議の開催 

 

 

74 

日本一の生産額を誇る

花きの需要拡大など花

の王国あいちの推進、

フラワーバレンタイン

など県内消費・首都圏

消費の拡大策の展開 

農業水産局 ○花と緑のイベントの開催 

・第 70 回全国植樹祭 PR イベント「あ

いち花の交流ひろば」の開催 

 ＊来場者：28,237名 

・フラワーバレンタインプロモーショ

ン 

＊東京・名古屋で実施 

・北京国際園芸博覧会への出展 

 ＊かがり弁ギクが金賞受賞 

 

 

 

 

 

 

○花と緑のイベントの開催 

・「あいち花マルシェ 2020」の開催 

 ＊売上：24,692千円 

 ＊来場者：32,874人 

・フラワーバレンタインプロモーショ

ンの実施 

 ＊名古屋で実施 

・県産花きの新たな需要を拡大する取

組の実施 

 ＊特設ウェブサイトを設置し、生産

者による花の説明動画等を配信 

 

○農業者への支援 

 ・花き・つまものの利活用に取り組む
農業者の支援 

○花と緑のイベントの開催 

・「あいち花マルシェ 2021」の開催 

＊売上：3,985千円 

＊来場者：36,496人 

・フラワーバレンタインプロモーショ

ンの実施 

＊東京・名古屋で実施 

・県産花きの新たな需要を拡大する取

組の実施 

  ＊特設ウェブサイトを設置し、生産

者による花の説明動画等を配信 

 

○花きの消費回復に向けた取組実施 

・公共施設等における花きの活用 

 ＊県庁舎 9箇所、38市町村の公共施

○花と緑のイベントの開催 

・「あいち花マルシェ2022」の開催 

 

 

・フラワーバレンタインプロモーショ

ンの実施 

 

・県産花きの新たな需要を拡大する取

組の実施 

・アルメーレ国際園芸博覧会への出展 

・関東東海花の展覧会で県産花きを PR

する特別展示の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

○花いっぱい県民運動の推進 

・「今月のあいちの花」の展示 

 ＊12回 

・スポーツシーン等での花き活用推進 

＊大相撲夏場所はじめ8回 

・「食と花の街道」の認定 

＊花き1,514戸、つまもの 365戸 

 ・公共施設等における花きの活用拡大
支援 
＊11団体 32取組 

 

○花いっぱい県民運動の推進 

・「今月のあいちの花」の展示 

 ＊12回 

・スポーツシーン等での花き活用推進 

＊大相撲 7月場所はじめ 5回 

 ・「食と花の街道」の認定 

設で 189回 

・企業等における新たな花きの活用ス
タイルの創出 

＊生産ほ場見学バスツアー、ホテルの
コンセプトルーム 

○花いっぱい県民運動の推進 

・「今月のあいちの花」の展示 

＊12回 

・スポーツシーン等での花き活用推進 

＊大相撲 7月場所はじめ 9回 

・「食と花の街道」の認定 

 

 

 

 

 

○花いっぱい県民運動の推進 

・「今月のあいちの花」の展示 

 

・スポーツシーン等での花き活用推進 

 

・「食と花の街道」の認定 

75 

いいともあいち運動の

展開や、学校給食等に

おける県産農林水産物

の活用、ネットを使っ

た情報発信など地産地

消の推進 

農業水産局 

教育委員会 

○いいともあいち運動の推進 

・ネットワーク会員や推進店の登録数

の拡大 

＊ネットワーク会員数1,649会員 

＊推進店 1,234店舗 

・あいちの農林水産フェアの開催 

＊1回開催 

 

 

 

・「食と花の街道」の認定 

○インターネットを活用した県産農林水

産物の情報提供 

・SNS の活用による農林水産物の PR 

 

 

 

○学校給食等における地産地消の推進 

・「愛知を食べる学校給食の日」の実施 

・「わが家の愛であ朝ごはんコンテス

ト」の開催 

○いいともあいち運動の推進 

・ネットワーク会員や推進店の登録数

の拡大 

＊ネットワーク会員数1,704会員 

＊推進店 1,168店舗 

･「第 15 回食育推進全国大会 in あい

ち」会場内への県産農林水産物 PRブ

ースの設置 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・「食と花の街道」の認定 

○インターネットを活用した県産農林水

産物の情報提供や販路拡大 

・SNS の活用による農林水産物の PR 

・通販サイトを活用した県産農林水産
物の販路拡大 

 ＊サイト開設期間 7/30～3/31 
○学校給食等における地産地消の推進 

・「愛知を食べる学校給食の日」の実施 

・「わが家の愛であ朝ごはんコンテス

ト」の開催 

・生産者を支援するため、県産牛肉や名
古屋コーチン、県産水産物を学校給
食へ提供 

 ＊提供量（牛肉：117トン、名古屋コ
ーチン：70トン、ウナギ：約 40ト
ン、ニジマス：約 19トン、シラス：
約 6トン） 

○いいともあいち運動の推進 

・ネットワーク会員や推進店の登録数

の拡大 

＊ネットワーク会員数1,830会員 

＊推進店 1,213店舗 

・あいちの農林水産フェアの開催 

＊１回 5,376名来場 

 

 

 

・「食と花の街道」の認定 

○インターネットを活用した県産農林水

産物の情報提供や販路拡大 

・SNS の活用による農林水産物の PR 

 

 

 

○学校給食等における地産地消の推進 

・「愛知を食べる学校給食の日」の実施 

・「わが家の愛であ朝ごはんコンテス

ト」の開催 

 
 
 
 
 
 
 
 

○いいともあいち運動の推進 

・ネットワーク会員や推進店の登録数

の拡大 

 

 

・「第 17 回食育推進全国大会 in あい

ち」会場内への県産農林水産物 PRブ

ースの設置 

 

 

・「食と花の街道」の認定 

○インターネットを活用した県産農林水

産物の情報提供や販路拡大 

・SNS の活用による農林水産物の PR 

 

 

 

○学校給食等における地産地消の推進 

・「愛知を食べる学校給食の日」の実施 

・「わが家の愛であ朝ごはんコンテス

ト」の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 
 
 
 

 

○農産物の地域内流通網の構築 

・県内事業量調査 

・地域内流通網の設計 

○若い世代に向けた県産水産物の普及啓

発  

・小学校等への普及啓発資材の配布 

＊1,000校 

○SDGsの達成に貢献する地産地消の取組

促進 

・キックオフキャンペーンの開催 

・県産品の購入を促進するためのデジ

タルスタンプラリーの実施 

○農産物の地域内流通網の構築 

・マッチング商談会の開催 

・地域内流通システム実証試験の実施 

○若い世代に向けた県産水産物の普及啓

発  

・小学校等への普及啓発資材の配布 

 

76 

県産木材の生産から供

給までの一貫した流

通・加工体制の強化（豊

田市の大型製材工場

等）と、あいち認証材

の利用促進に向けた取

組の充実 

農林基盤局 ○流通・加工体制の一体的な強化 

・循環型林業の取組支援 

 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

＊県産木材生産量13.9万㎥ 

○あいち認証材の利用促進 

・「あいち木づかいプラン」の策定・推進 

 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

＊イベントでの PR 5回実施 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

＊8件 

○流通・加工体制の一体的な強化 

・循環型林業の実施及び流通コスト削

減への取組支援 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

＊県産木材生産量17.7万㎥ 

○あいち認証材の利用促進 

・「あいち木づかいプラン」の策定・推進 

 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

＊イベントでの PR 3回実施 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

＊17件 

 

 

・木材利用を推進する技術者の育成に

向けた講座の開設 

○流通・加工体制の一体的な強化 

・循環型林業の実施及び流通コスト削

減への取組支援 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

＊県産木材生産量20.4万㎥ 

○あいち認証材の利用促進 

・「あいち木づかいプラン」の策定・推進 

 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

＊イベントでの PR 4回実施 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

＊6件 

 

 

・木材利用を推進する技術者の育成に

向けた講座の開設 

・アジア競技大会選手村後利用事業に

おける「街区全体で統一的に木造・木

質化を図るまちづくり」プロジェク

ト研究会の設置・運営 

○流通・加工体制の一体的な強化 

・循環型林業の実施及び流通コスト削

減への取組支援 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

 

○あいち認証材の利用促進 

・「木材利用の促進に関する基本計画」

の策定・推進 

・関係者と連携した「あいち認証材」 

の普及・啓発 

 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

・県内全域における木材利用の取組を

積極的に進める機運をさらに高める

ためのシンポジウム開催 

・木材利用を推進する技術者の育成に

向けた講座の開設 

・アジア競技大会選手村後利用事業に

おける「街区全体で統一的に木造・木

質化を図るまちづくり」プロジェク

トの支援 
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③ 森林の適切な維持・管理 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

77 

第 70 回全国植樹祭の

開催（2019年）、レガシ

ー継承 

農林基盤局 ○全国植樹祭の開催 

  ＊6月 2日開催 

   テ ー マ：「木に託す もり・ま

ち・ 人の あす未来」 

   式典会場：愛知県森林公園 

植樹会場：愛知県森林公園、愛知

県昭和の森、愛知県森

林・林業技術センター 

ｻﾃﾗｲﾄ会場：オアシス 21、豊橋総

合動植物公 園（の

んほいパーク）、尾張

旭市渋川福祉センタ

ー 

参加者数：15,096人 

○レガシー継承 

・全国植樹祭の開催理念を継承した県

産木材の利用促進 

 ＊県産木材を利用したPR効果の高い

建築物等への支援：8件 

 

・森と緑づくりへの理解を深めるための

事業の実施 

 ＊スクールステイ苗木の育成 

 ＊学校等の身近な樹木を活用した森林

づくり体験の実施 

・森林公園の利活用の推進 

 ＊民間活力導入に向けた事業者ヒア

リング及び自然環境調査を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○レガシー継承 

・全国植樹祭の開催理念を継承した県

産木材の利用促進 

＊県産木材を利用した PR効果の高い

建築物等への支援：17件 

＊全国植樹祭 1周年記念行事の開催 

・森と緑づくりへの理解を深めるための

事業の実施 

 ＊スクールステイ苗木の育成 

 ＊学校等の身近な樹木を活用した森林

づくり体験の実施 

・森林公園の利活用の推進 

 ＊情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○レガシー継承 

・全国植樹祭の開催理念を継承した県

産木材の利用促進 

＊県産木材を利用した PR効果の高い

建築物等への支援：6件 

＊全国植樹祭 2周年記念行事の開催 

・森と緑づくりへの理解を深めるための

事業の実施 

＊スクールステイ苗木の育成 

  ＊学校等の身近な樹木を活用した森

林づくり体験の実施  

・森林公園の利活用の推進 

＊情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○レガシー継承 

・全国植樹祭の開催理念を継承した県

産木材の利用促進 

＊全国植樹祭 3周年記念行事の開催 

 

 

・森と緑づくりへの理解を深めるための

事業の実施 

 

 

 

・森林公園の利活用の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

78 

効率的な森林整備のた

め、森林境界の明確化

を進めるとともに、森

林情報管理システム

（森林 GIS）の充実や

ICT を活用したスマー

ト林業の推進 

農林基盤局 ○森林境界の明確化推進 

・森林組合等が行う森林境界の確認等

地域活動に対する支援 

  ＊4団体 

○森林情報の整備推進 

・森林情報管理システム（森林GIS）の維

持・管理 

・地籍等調査の実施、森林データ情報の更新 

・航空レーザ計測による森林情報の把

握・解析 

 ＊新城市の一部、蒲郡市 1.2万 ha 

○森林境界の明確化推進 

・森林組合等が行う森林境界の確認等

地域活動に対する支援 

＊1団体 

○森林情報の整備推進 

・森林情報管理システム（森林GIS）の維

持・管理 

・地籍等調査の実施、森林データ情報の更新 

・航空レーザ計測による森林情報の把

握・解析 

＊岡崎市、豊田市等 12.7万 ha 

○森林境界の明確化推進 

・森林組合等が行う森林境界の確認等

地域活動に対する支援 

  ＊1団体 

○森林情報の整備推進 

・森林情報管理システム（森林GIS）の維

持・管理 

・地籍等調査の実施、森林データ情報の更新 

・航空レーザ計測による森林情報の把

握・解析 

＊3.9万 ha（県内全域完了） 

・森林クラウドシステムの導入検討 

○森林境界の明確化推進 

・森林組合等が行う森林境界の確認等

地域活動に対する支援 

    

○森林情報の整備推進 

・森林情報管理システム（森林GIS）の維

持・管理 

・地籍等調査の実施、森林データ情報の更新 

・航空レーザ計測により把握した森林

情報等の活用 

 

・森林クラウドシステムの整備 

79 

あいち森と緑づくり事

業などによる森林、里

山林の整備、都市緑化

の推進など、山から街

まで緑豊かなあいちの

実現 

環境局 

農林基盤局 

都市・交通局 

○森林、里山林の整備推進 

・あいち森と緑づくり事業、造林事業、

治山事業等による森林整備 

＊間伐面積 2,820ha 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

＊新規整備 4か所 

○都市緑化の推進 

・市街化区域等の民有樹林地の市町村

有地化及び緑地整備 

＊44,985㎡ 

・民有地の建物や敷地の緑化及び民有

の既存樹林地における園路整備 

＊28,284㎡ 

・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 

 ＊3,797ｍ 

・県民参加による緑づくり活動及び都

市緑化の普及啓発等 

 ＊118件 

○環境活動・学習の推進 

・NPO 等が行う森と緑の保全活動や環

境学習事業を支援 

＊107事業（104団体）に交付 

・地域の様々な立場の人々が協働して

行う生態系ネットワーク形成事業を

支援 

＊7事業（4団体）に交付 

○森林、里山林の整備推進 

・あいち森と緑づくり事業、造林事業、

治山事業等による森林整備 

＊間伐面積 2,610ha 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

＊新規整備 3か所、継続整備2か所 

○都市緑化の推進 

 ・市街化区域等の民有樹林地の市町村

有地化及び緑地整備 

＊36,400㎡ 

・民有地の建物や敷地の緑化及び民有

の既存樹林地における園路整備 

＊23,852㎡ 

・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 

 ＊6,181ｍ 

 ・県民参加による緑づくり活動及び都

市緑化の普及啓発等 

＊124件 

○環境活動・学習の推進 

・NPO 等が行う森と緑の保全活動や環

境学習事業を支援 

＊96事業（95団体）に交付 

・地域の様々な立場の人々が協働して

行う生態系ネットワーク形成事業を

支援 

＊8事業（5団体）に交付 

○森林、里山林の整備推進 

・あいち森と緑づくり事業、造林事業、

治山事業等による森林整備 

＊間伐面積 2,616ha 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

＊新規整備 4か所、継続整備3か所 

○都市緑化の推進 

 ・市街化区域等の民有樹林地の市町村

有地化及び緑地整備 

＊31,794㎡ 

・民有地の建物や敷地の緑化及び民有

の既存樹林地における園路整備 

＊29,669㎡ 

・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 

＊8,167ｍ 

・県民参加による緑づくり活動及び都

市緑化の普及啓発等 

＊144件 

○環境活動・学習の推進 

・NPO 等が行う森と緑の保全活動や環

境学習事業を支援 

＊104事業（103団体）に交付 

・地域の様々な立場の人々が協働して

行う生態系ネットワーク形成事業を

支援 

＊6事業（3団体）に交付 

○森林、里山林の整備推進 

・あいち森と緑づくり事業、造林事業、

治山事業等による森林整備 

 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

 

○都市緑化の推進 

・市街化区域等の民有樹林地の市町村

有地化及び緑地整備 

 

・民有地の建物や敷地の緑化及び民有

の既存樹林地における園路整備 

 

・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 

 

・県民参加による緑づくり活動及び都

市緑化の普及啓発等 

 

○環境活動・学習の推進 

・NPO 等が行う森と緑の保全活動や環

境学習事業を支援 

 

・地域の様々な立場の人々が協働して

行う生態系ネットワーク形成事業を

支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

80 

防災効果の高い伐採の

重点実施と、高齢化し

た人工林の若返りのた

めのあいちニコ杉への

植え替え推進 

農林基盤局 ○防災効果の高い伐採の重点実施 

・あいち森と緑づくり事業による公道

沿い、集落周辺、河川沿いの間伐 

○「あいちニコ杉」等による森づくりの

推進 

・花粉症対策苗木の安定供給を図る採

種園・採穂園の造成・管理 

 

 

・人工林の若返りのための花粉症対策

苗木への植え替え推進 

○防災効果の高い伐採の重点実施 

・あいち森と緑づくり事業による公道

沿い、集落周辺、河川沿いの間伐 

○「あいちニコ杉」等による森づくりの

推進 

・花粉症対策苗木の安定供給を図る採

種園・採穂園の造成・管理 

＊採種園 4棟造成 

＊採穂園 0.18ha造成 

・人工林の若返りのための花粉症対策

苗木への植え替え推進 

○防災効果の高い伐採の重点実施 

・あいち森と緑づくり事業による公道

沿い、集落周辺、河川沿いの間伐 

○「あいちニコ杉」等による森づくりの

推進 

・花粉症対策苗木の安定供給を図る採

種園・採穂園の造成・管理 

 

 

・人工林の若返りのための花粉症対策

苗木への植え替え推進 

○防災効果の高い伐採の重点実施 

・あいち森と緑づくり事業による公道

沿い、集落周辺、河川沿いの間伐 

○「あいちニコ杉」等による森づくりの

推進 

・花粉症対策苗木の安定供給を図る採

種園・採穂園の造成・管理 

 

 

・人工林の若返りのための花粉症対策

苗木への植え替え推進 

81 

森林環境譲与税を活用

した森林整備人材の育

成推進 

農林基盤局 ○森林整備人材の確保・育成 

・林業高校卒業生等のインターンシッ

プ支援 

 ＊県内林業高校に募集案内 

・新規林業就業者が必要な林業用具一

式の導入等支援 

・技術者養成研修の実施 

 ＊33日 

・市町村職員向け研修の実施 

 ＊4日 

○森林整備人材の確保・育成 

・林業高校卒業生等のインターンシッ

プ支援 

＊7名 

・新規林業就業者が必要な林業用具一

式の導入等支援 

・技術者養成研修の実施 

＊17日99名 

・市町村職員向け研修の実施 

＊4日 86名 

○森林整備人材の確保・育成 

・林業高校卒業生等のインターンシッ

プ支援 

＊1名 

・新規林業就業者が必要な林業用具一

式の導入等支援 

・技術者養成研修の実施 

 ＊61日 500名 

・市町村職員向け研修の実施 

＊3日 31名 

○森林整備人材の確保・育成 

・林業高校卒業生等のインターンシッ

プ支援 

 

・新規林業就業者が必要な林業用具一

式の導入等支援 

・技術者養成研修の実施 

 

・市町村職員向け研修の実施 
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④ 水産業の振興 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

82 

栽培漁業や資源管理に

よる水産資源の維持増

大、あさり・うなぎの

資源回復への取組強化 

農業水産局 ○資源の安定供給及び水産資源における

適正管理の推進 

・栽培漁業センターで生産した種苗を

放流する栽培漁業の推進 

＊放流用水産種苗の生産 7魚種 

 

 

・資源状況調査の実施 

＊主要魚種の資源調査を実施 

・漁業者の資源管理の取組への指導 

＊資源管理計画 33計画 

・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 

＊天然親うなぎの放流等 

・あさり資源回復への取組実施 

 ＊下水道放流水の栄養塩増加試験運

転の効果調査 

○資源の安定供給及び水産資源における

適正管理の推進 

・栽培漁業センターで生産した種苗を

放流する栽培漁業の推進 

＊放流用水産種苗の生産 7魚種 

・アユ種苗放流の支援 

 

・資源状況調査の実施 

＊主要魚種の資源調査を実施 

・漁業者の資源管理の取組への指導 

＊資源管理計画 38計画 

・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 

＊天然親うなぎの放流等 

・あさり資源回復への取組実施 

 ＊下水道放流水の栄養塩増加試験運

転の効果調査 

・新たな養殖技術の導入 

＊カキのシングルシード式養殖等 

○資源の安定供給及び水産資源における

適正管理の推進 

・栽培漁業センターで生産した種苗を

放流する栽培漁業の推進 

＊放流用水産種苗の生産 7魚種 

・種苗放流の支援（アサリ、ミルクイ、
アワビ、アユ） 

・資源状況調査の実施 

＊主要魚種の資源調査を実施 

・漁業者の資源管理の取組への指導 

＊資源管理計画 40計画 

・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 

＊親うなぎ放流の指導等 

・あさり資源回復への取組実施 

＊下水道放流水の栄養塩増加試験運

転の効果調査 

・新たな養殖技術の導入 

＊カキのシングルシード式養殖等 

○資源の安定供給及び水産資源における

適正管理の推進 

・栽培漁業センターで生産した種苗を

放流する栽培漁業の推進 

 

 

 

・資源状況調査の実施 

 

・漁業者の資源管理の取組への指導 

 

・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 

 

・あさり資源回復への取組実施 

 

 

・新たな養殖技術の導入 

（62） 

干潟・浅場、漁港など

生産基盤の整備推進

（一部再掲） 

農業水産局 

都市・交通局 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

 ＊篠島フェリー岸壁耐震化完了 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

 ＊日間賀漁港岸壁耐震化完了 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

83 

伊勢湾・三河湾の海の

幸を生かしたグルメの

発信 

総務局 

観光コンベ

ンション局 

農業水産局 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関するPR 活

動の推進 

・SNS の活用による県産水産物の情報

発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

 ＊テレビ・ラジオ・SNS等を活用した

PR 

 ＊プレスツアー2回実施 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 

 

・離島三島の特徴を活かして開発した

戦略産品の PR 

 ＊課題解決検討会議24回開催 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 ＊試食販売会の実施 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知県大型観光キャンペーンを通じ

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

・着地型観光プログラム販売事業者と連

携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーショ 

ン実施：11件 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関する PR活

動の推進  

・SNS の活用による県産水産物の情報

発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊島会議参加者との調理体験による

PR 

＊ラジオ・SNS等を活用したPR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける

PRの実施 

 

 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

16地域78社101人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

＊着地型観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：5件 

＊ナイト観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：8件 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関する PR活

動の推進  

・SNS の活用による県産水産物の情報

発信  

○あいちの離島の魅力発信 

 ・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊SNS等を活用した PR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける

PRの実施 

 

 

 

 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 ＊観光商談会（ウェブ） 

  9地域 130社130人と面談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 

 ＊セミナー修了者 11名 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関する PR活

動の推進  

・SNS の活用による県産水産物の情報発

信 

○あいちの離島の魅力発信 

 ・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 

 

 

 

・高付加価値な観光プログラムの開発・

促進 

 

 

 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 
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４ 「人が輝くあいち」 

（1）教育立県あいち、人財創造あいち  

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

84 

「愛知の教育に関する

大綱」「あいちの教育ビ

ジョン」に基づく教育

の推進 

県民文化局 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

○「あいちの教育ビジョン 2020－第三次

愛知県教育振興基本計画－」の推進 

・有識者へのヒアリングによる実施状

況の点検・評価 

○｢愛知の教育に関する大綱(2021年度～

2025年度)｣の策定 

・愛知県総合教育会議における「大綱」

の協議 

＊｢愛知の教育に関する大綱(2021 年

度～2025年度)｣を策定（2月） 

○「あいちの教育ビジョン 2025－第四次

愛知県教育振興基本計画－」の策定 

・検討会議の開催 

＊4回開催 

＊「あいちの教育ビジョン 2025－第

四次愛知県教育振興基本計画－」を

策定（2月） 

○｢愛知の教育に関する大綱(2021年度～

2025年度)｣の推進 

 

 

 

 

○「あいちの教育ビジョン 2025－第四次

愛知県教育振興基本計画－」の推進 

・有識者へのヒアリングによる実施状

況の点検・評価 

○｢愛知の教育に関する大綱(2021年度～

2025年度)｣の推進 

 

 

 

 

○「あいちの教育ビジョン 2025－第四次

愛知県教育振興基本計画－」の推進 

・有識者へのヒアリングによる実施状

況の点検・評価 

85 

総合教育会議等を活用

し、多様な教育課題に

ついて多角的に議論 

県民文化局 

教育委員会 

○愛知県総合教育会議の継続開催 

・教育の諸課題をテーマに開催 

 ＊2回開催 

○愛知県総合教育会議の継続開催 

・教育に関する大綱の策定をテーマに

開催 

＊3回開催 

○愛知県総合教育会議の継続開催 

・教育の諸課題をテーマに開催 

 ＊1回開催 

○愛知県総合教育会議の継続開催 

・教育の諸課題をテーマに開催 

86 

義務教育段階における

少人数学級・少人数指

導等の継続による確か

な学力の育成、新学習

指導要領への対応とし

ての英語専科教員の配

置拡充 

教育委員会 ○少人数学級、少人数指導等の実施 

・小学校第 1・2学年及び中学校第 1学

年における35人学級編制の継続実施 

 （小学校第 2 学年、中学校第 1 学年

は県独自に実施） 

 

・少人数指導授業対応教員の配置 

＊専任992人、非常勤講師 314人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1人：非常勤40時間／週）） 

 

 

 

 

 

○新学習指導要領への対応 

・小学校における英語専科教員の配置 

＊専任66人、非常勤講師 13人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1人：非常勤40時間／週）） 

○少人数学級、少人数指導等の実施 

・小学校第1・2学年及び中学校第 1学

年における35人学級編制の継続実施 

 （小学校第 2 学年、中学校第 1 学年

は県独自に実施） 

  

・少人数指導授業対応教員の配置 

＊専任896人、非常勤講師 305人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1人：非常勤40時間／週）） 

・小中学校における学習指導員の配置 

＊21市町 

 

 

 

○新学習指導要領への対応 

・小学校における英語専科教員の配置 

＊専任85人、非常勤講師 29人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1 人：非常勤 40時間／週）） 

○少人数学級、少人数指導等の実施 

・小学校第 1・2学年及び中学校第 1学

年における35人学級編制の継続実施 

（中学校第 1学年は県独自に実施） 

・国に先行して、県独自に小学校第 3学

年に 35人学級編制を拡充  

・少人数指導授業対応教員の配置 

＊専任 690人、非常勤講師 298人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1人：非常勤40時間／週）） 

・小中学校における学習指導員の配置 

＊16市町 

 

 

 

○新学習指導要領への対応 

・小学校における英語専科教員の配置 

＊専任 99人、非常勤講師 31人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1 人：非常勤 40時間／週）） 

○少人数学級、少人数指導等の実施 

・小学校第 1～3学年及び中学校第 1学

年における35人学級編制の継続実施 

 （中学校第 1学年は県独自に実施） 

・国に先行して、県独自に小学校第 4学

年に 35人学級編制を拡充  

・少人数指導授業対応教員の配置 

＊専任697人、非常勤講師 310人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1人：非常勤40時間／週）） 

・小中学校における学習指導員の配置 

・小学校高学年における教科担任制の推進 

＊専任31人、非常勤講師 6人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任

1人：非常勤40時間／週）） 

○新学習指導要領への対応 

・小学校における英語専科教員の配置 

＊専任100人、非常勤講師 32人 

（非常勤講師は専任換算人数（専任 

1 人：非常勤 40時間／週）） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

87 

授業改善によるアクテ

ィブ・ラーニングの推

進 

教育委員会 ○授業改善によるアクティブ・ラーニン

グの推進 

 ・県立高等学校教育課題研究指定校事業

による研究 

＊研究指定校：県立高等学校6校  

 ・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）の策定における検討 

○アクティブ・ラーニング推進事業の 

実施 

・「主体的・対話的で深い学び」の実現

を目指し、アクティブ・ラーニング

の視点から実践研究を行い、授業改

善を推進 

＊2市町村（尾張1・三河 1）に研究 

を委嘱 

○授業改善によるアクティブ・ラーニン

グの推進 

・「主体的・対話的・深い学び」の研究 

＊研究指定校：県立高等学校12校 

＊アクティブ・ラーニングルームの 

整備：県立高等学校 12校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「深い学び」を実現する指導と評価の

改善事業の実施 

・「深い学び」を生み出す手立てや ICT

活用を踏まえた学習モデルを開発

し、授業改善を推進 

 

 

 

 

○ICT教育フェアの開催 

・市町村立小中学校の ICT 教育担当教

員等に向けた講演会等を開催 

○授業改善によるアクティブ・ラーニン

グの推進 

・「主体的・対話的・深い学び」の研究 

＊研究指定校：県立高等学校12校 

＊研究重点校：県立高等学校25校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「深い学び」を実現する指導と評価の

改善事業の実施 

・「深い学び」を生み出す手立てや ICT活

用を踏まえた学習モデルを開発し、授

業改善を推進 

＊研究指定校(県立高等学校 12 校)に

て、深い学びを生み出す授業者用ワ

ークシートや授業参観者用シート、

生徒用授業振り返りシートを開発 

○ICT活用教育推進事業の実施 

・「ICT活用教育モデル校」における公

開授業等の実施による ICT 教育の推

進・研究 

 ＊2市 8校 

○授業改善によるアクティブ・ラーニン

グの推進 

・「主体的・対話的・深い学び」の研究 

＊研究指定校：県立高等学校12校 

＊研究重点校：県立高等学校55校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「深い学び」を実現する指導と評価の

改善事業の実施 

・「深い学び」を生み出す手立てや ICT活

用を踏まえた学習モデルを開発し、授

業改善を推進 

 

 

 

 

○ICT活用教育推進事業の実施 

・あいちラーニング推進事業研究推進

校、研究実践校における公開授業等

の実施による ICT教育の推進、研究 

88 

「高等学校将来ビジョ

ン」に基づく魅力ある

高等学校づくり 

教育委員会 ○時代の変化や生徒のニーズに対応した

県立高等学校づくりの推進 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 1

期）に基づく取組の推進 

＊総合学科の設置（知立） 

＊専門学科の学科改編（小牧工業、名

南工業、刈谷北） 

＊コース制の設置・改編（中村、東浦） 

 

 

 

○時代の変化や生徒のニーズに対応した

県立高等学校づくりの推進 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 1

期・第2期）に基づく取組の推進 

＊専攻科の学科改編（瀬戸窯業） 

 

 

 

 

 

 

○時代の変化や生徒のニーズに対応した

県立高等学校づくりの推進 

・県立高等学校教育推進実施計画（第2

期）に基づく取組の推進 

＊工業高校、窯業高校の校名を工科

高校に変更（14校） 

＊工業高校の学科改編（理工科を 1

校、IT工学科を 4校、環境科学科

を 4 校、生活コースを 8 校に新

設、ロボット工学科を1校から７

校に拡大） 

○時代の変化や生徒のニーズに対応した

県立高等学校づくりの推進 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）に基づく取組の推進 

＊理数科の設置（瑞陵、岡崎北） 

＊総合情報科の設置（東海樟風） 

＊理数コースの設置（春日井） 

＊企業連携コースの設置（守山、幸田） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・東三河地域の特色ある県立高等学校

づくり】 

＊新城有教館高校の開校 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）の策定における検討 

 ＊県立高等学校教育推進実施計画

（第 2期）を策定（2月） 

・東三河地域の特色ある県立高等学校

づくり 

＊あいちグローバルハイスクールの

指定（時習館） 

＊総合学科の設置（豊橋西） 

＊ロボット工学科の設置（豊橋工業） 

＊あつみ次世代農業創出プロジェク

トの実施（渥美農業）） 

○公立高等学校入学者選抜制度の改善 

・「愛知県公立高等学校入学者選抜制度

の改善に関する検討会議」の開催 

＊3回開催 

・東三河地域の特色ある県立高等学校

づくり 

＊あいちグローバルハイスクールの

指定（時習館） 

 

 

＊あつみ次世代農業創出プロジェク

トの実施（渥美農業） 

○公立高等学校入学者選抜制度の改善 

・2023年度（令和 5年度入試）から実

施される新制度の周知及び新入試制

度に伴う入学者選抜システムの構築 

○県立高等学校の魅力化・特色化と再編

の推進 

・県立高等学校再編将来構想の策定（12

月） 

 

・東三河地域の特色ある県立高等学校

づくり 

＊あいちグローバルハイスクールの

指定（時習館） 

 

 

＊あつみ次世代農業創出プロジェク

トの実施（渥美農業） 

○公立高等学校入学者選抜制度の改善 

・新しい制度による入学者選抜の実施 

 

 

○県立高等学校の魅力化・特色化と再編

の推進 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）に基づく取組の推進 

（稲沢緑風館高校の整備、津島地区新

校の整備、新たなタイプの学校づく

りに向けた準備（犬山総合、御津あお

ば）） 

＊総合情報科の設置（東海樟風） 

・学校説明会やウェブページのリニュ

ーアルなど県立高等学校の魅力発信 

〇中高一貫教育制度の導入の可能性の

検討 

・中高一貫教育導入検討部会の設置 

・「中高一貫教育導入方針（仮称）」策定 

 （12月策定予定） 

89 

スーパーサイエンスハ

イスクールや STEM 教

育の充実・発展（STEAM

教育 STREAM教育）と

理科教育施設の計画的

な整備 

教育委員会 ○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

 

 

 

 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊研究指定校：県立高等学校5校 

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

 

 

 

 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊新規研究指定校：県立高等学校 5校

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

（1 校は科学技術人材育成重点枠に

も指定） 

・次世代科学技術人材育成コンソーシ

アムの構築 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊研究指定校：県立高等学校5校 

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

（1 校は科学技術人材育成重点枠に

も指定） 

・次世代科学技術人材育成コンソーシ

アムの構築 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊研究指定校：県立高等学校5校 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

（普通科 2校、農業科1校、工業科2

校） 

・職業学科の STEM教育に関する教材開

発や授業支援を行う支援員を派遣 

＊STEM教材開発支援員 4名 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 ＊2回 282名参加 

 

 

 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

 ＊6講座 150名参加 

 

・工業高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

 ＊4講座 38名参加 

 

 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

 ＊817名参加 

 

 

・STEM教育魅力発見講座の開催 

＊「STEM教育出前講座」小中学生対象

5講座 46名参加 

＊「航空宇宙 STEM教育講座」小中学

生対象7名参加 

  ＊「先端技術 STEM教育講座」工業高 

校生対象 19回 587名参加 

 

 

 

 

 

 

（普通科 2校、工業科2校、商業科1

校） 

・職業学科のSTEM教育に関する教材開

発や授業支援を行う支援員を派遣 

＊STEM教材開発支援員 4名 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 ＊1回 114名参加 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、本戦のみ開催（参加チ

ームを1校 1チームに限定） 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・工業高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

＊466名参加 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、参加者を制限 

・STEM教育魅力発信事業の開催 

＊「STEM教育出前講座」小中学生対象 

＊「航空宇宙 STEM教育講座」小中学

生対象 

  ＊「先端技術 STEM 教育講座」工業高

校生対象 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止 

○STREAM教育の充実 

 ・大学や企業と連携して、小グループ

ごとにプロジェクトを立ち上げ、ロ

ボット製作・開発の課題研究を実施

（豊橋工業） 

（2020年度から継続） 

 

・職業学科の STEM教育に関する教材開

発や授業支援を行う支援員を派遣 

＊4校配置 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 ＊1回 114名参加 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、本戦のみ開催（参加チ

ームを 1校 1チームに限定） 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

＊5講座 77名参加 

 

・工科高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

＊オンラインによる開催 27校参加 

 

 

・STEM教育普及事業の開催 

＊｢IT・航空STEM講座」小中学生対象 

3講座 175名参加 

＊「先端技術 STEM講座」工科高校生

対象 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止 

 

○STREAM教育の充実 

・大学や企業と連携して、小グループご

とにプロジェクトを立ち上げ、ロボ

ット製作・開発の課題研究を実施 

（豊橋工科） 

（2020年度から継続） 

 

 

 

 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 

 

 

 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

 

 

・工科高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

 

 

 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

 

 

 

・STEM教育普及事業の開催 

 

 

 

 

 

 

 

○STREAM教育の充実 

・大学や企業と連携して、小グループご

とにプロジェクトを立ち上げ、ロボ

ット製作・開発の課題研究を実施 

（豊橋工科） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○理科教育設備の充実 

 ・各県立高等学校における理科教育を

実施するための設備を整備 

○理科教育設備の充実 

 ・各県立高等学校における理科教育を

実施するための設備を整備 

○理科教育設備の充実 

・各県立高等学校における理科教育を

実施するための設備を整備 

○理科教育設備の充実 

・各県立高等学校における理科教育を

実施するための設備を整備 

90 

工業教育の中核となる

愛知総合工科高校にお

ける優秀な産業人材の

育成 

教育委員会 ○民間協力体制の構築 

・企業や大学等との連携の推進 

 ＊「あいち T＆Eサポーター」登録制

度を活用した企業実習、講師派遣 

○民間協力体制の構築 

・企業や大学等との連携の推進 

 ＊「あいちT＆Eサポーター」登録制

度を活用した企業実習、講師派遣 

○民間協力体制の構築 

・企業や大学等との連携の推進 

＊「あいち T＆Eサポーター」登録制

度を活用した企業実習、講師派遣 

○民間協力体制の構築 

・企業や大学等との連携の推進 

91 

様々な産業分野を担う

人材の育成をめざす専

門高校教育の充実（先

端的農業高校、ロボッ

ト工学科、ものづくり

女子の増加をねらいと

した工業高校の学科改

編、体験的水産教育の

充実等） 

教育委員会 ○産業分野を担う人材の育成 

・専門学科の学科改編 

＊航空産業科の設置（小牧工業） 

＊エネルギーシステム科・エネルギ 

ー化学科の設置（名南工業） 

 

 

 

 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）の策定における検討 

○産業分野を担う人材の育成 

・専門学科の学科改編 

＊ロボット工学科の設置（豊橋工業） 

 

 

 

 

 

 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）に基づく取組の推進 

○産業分野を担う人材の育成 

・専門学科の学科改編 

＊工業高校、窯業高校の校名を工科 

高校に変更（14校） 

＊工業高校の学科改編（理工科を 1

校、IT 工学科を 4 校、環境科学科

を 4校、生活コースを8校に新設、

ロボット工学科を 1 校から７校に

拡大） 

・県立高等学校教育推進実施計画（第2

期）に基づく取組の推進 

○産業分野を担う人材の育成 

・専門学科の学科改編 

＊総合情報科の設置（東海樟風） 

・三谷水産高校実習船建造に向けた調

査・設計 

 

 

 

 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）に基づく取組の推進 

92 

次世代グローバル人材

の育成（あいちグロー

バルハイスクールの指

定、イングリッシュハ

ブスクール事業におけ

るコアスクールの指

定、国際教養科の新設

等国際理解教育の一層

の推進） 

教育委員会 ○次世代グローバル人材の育成 

・あいちグローバルハイスクールの指定 

  ＊指定校：旭丘高校 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校 12

校への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

 

 

 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

  

 

・国際教養科の設置 

  ＊刈谷北高校 

○次世代グローバル人材の育成 

・あいちグローバルハイスクールの指定 

＊旭丘高校、時習館高校 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校 12

校への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○次世代グローバル人材の育成 

・あいちグローバルハイスクールの指定 

＊旭丘高校、時習館高校 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校12

校への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、イングリッシュ１Dayツア

ーは日程を縮小し実施、宿泊を伴

うイングリッシュキャンプは、一

部中止 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○次世代グローバル人材の育成 

・あいちグローバルハイスクールの指定 

＊旭丘高校、時習館高校 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校 12

校への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

 

 

 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

 

 

 ・国際探究科の設置の準備（刈谷北） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・国際理解コースの設置 

  ＊中村高校 

93 

生徒の多様なニーズに

応えるための全日制単

位制高等学校の設置、

多様な学びを実現する

定時制通信制高校の魅

力アップ 

教育委員会 ○全日制単位制高等学校の設置、定時制・

通信制教育の充実に係る検討 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 2

期）の策定における検討 

○全日制単位制高等学校の設置、定時制・

通信制教育の充実 

・全日制単位制高等学校の設置に向け

た準備（守山、幸田） 

・定時制・通信制高等学校の改編に向け

た準備（城北つばさ） 

○全日制単位制高等学校の設置、定時制・

通信制教育の充実 

・全日制単位制高等学校の設置に向け

た準備（守山、幸田） 

・定時制・通信制高等学校の改編に向け

た準備（城北つばさ） 

○全日制単位制高等学校の設置、定時制・

通信制教育の充実 

・全日制単位制高等学校の設置 

 ＊守山高校、幸田高校 

・定時制・通信制高等学校の改編に向け

た準備（城北つばさ） 

・通信制サテライト施設の設置 

＊旭陵高校の通信制サテライトを名

古屋西高校、小牧高校に設置 

・日本語指導モデル校の指定 

○定時制・通信制教育の在り方検討 

・新しい時代に対応した定時制・通信制

教育の在り方検討部会による検討 

94 

県・市共同で名古屋市

科学館に、ノーベル賞

受賞者顕彰施設のオー

プン（2021年） 

経済産業局 ○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・県・名古屋市共同で名古屋市科学館サ

イエンスホールの施設改修・展示製

作を実施 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室のオープン 

 ＊オープン（3月） 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室の運営 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室の運営 

95 

主権者教育と消費者教

育の充実（18歳成人） 

県民文化局 

教育委員会 

○主権者教育の充実 

 ・「高等学校教育課程課題研究（地理歴

史・公民班）」における研究成果の還元 

○消費者教育の充実 

 ・「消費者教育研究校」指定による消費

者教育の導入支援 

＊高校3校、特別支援学校 1校を指定 

 

・研究校の実践例を「あいち消費者教育

リポート」として、すべての中学校・

高校・特別支援学校へ提供 

・教員向けセミナーとして「消費者教育

推進フォーラム」を開催 

 ＊96名参加 

・「社会への扉」等を活用した実践的な

授業を全県立高校・特別支援学校を

対象に順次実施 

 ＊県立高校 139校/150校（92.7％） 

 ＊県立特別支援学校 29 校/30 校

○主権者教育の充実 

 ・「高等学校教育課程課題研究（地理歴

史・公民班）」における研究成果の還元 

○消費者教育の充実 

 ・「消費者教育研究校」指定による消費

者教育の導入支援 

＊高校3校、特別支援学校 1校を研究

校に指定 

・研究校の実践例を「あいち消費者教育

リポート」として、すべての中学校・

高校・特別支援学校へ提供 

・教員向けセミナーとして「消費者教育

推進フォーラム」の開催 

 ＊72名参加 

・「社会への扉」等を活用した実践的な

授業を全県立高校・特別支援学校を

対象に実施 

＊県立高校 147校/150校（98％） 

＊県立特別支援学校 29 校/31 校

○主権者教育の充実 

 ・「高等学校教育課程課題研究（地理歴

史・公民班）」における研究成果の還元 

○消費者教育の充実 

 ・「消費者教育研究校」指定による消費

者教育の導入支援 

＊高校 3校、特別支援学校 1校を研究

校に指定 

・研究校の実践例を「あいち消費者教育

リポート」として、すべての中学校・

高校・特別支援学校へ提供 

・教員向けの消費者教育勉強会の実施 

 ＊29名参加 

 

・「社会への扉」等を活用した実践的な

授業を全県立高校・特別支援学校を

対象に実施 

＊県立高校 149校/149校（100％） 

＊県立特別支援学校 29 校/31 校

○主権者教育の充実 

・「高等学校教育課程課題研究（地理歴

史・公民班）」における研究成果の還元 

○消費者教育の充実 

 ・「消費者教育研究校」指定による消費

者教育の導入支援 

＊高校3校、特別支援学校 1校を研究

校に指定 

・研究校の実践例を「あいち消費者教育

リポート」として、すべての中学校・

高校・特別支援学校へ提供 

・教員向けの消費者教育勉強会の実施 

 

 

・「社会への扉」等を活用した実践的な

授業を全県立高校・特別支援学校を

対象に実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

（96.7％） 

・上記取組の円滑化と効率化に向けた

外部講師派遣回数の拡大及び「消費

者教育コーディネーター」の設置 

 ＊1名配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学習指導要領に基づく主権者・消費者

教育の推進 

・学習指導要領に基づき、児童生徒の

発達段階や特性に応じた主権者・消

費者教育を各教科等で実施 

（93.5％） 

・「消費者教育コーディネーター」によ

る実践的授業への支援（調整・指導案

の作成） 

 ＊34回 

・実践的授業への講師派遣  

＊83回 

・消費者教育オンライン講座（実践的授

業）の動画配信  

＊視聴回数 2,456回 

 

 

 

 

○学習指導要領に基づく主権者・消費者

教育の推進 

・学習指導要領に基づき、児童生徒の

発達段階や特性に応じた主権者・消

費者教育を各教科等で実施 

（93.5％） 

・「消費者教育コーディネーター」によ

る実践的授業への支援（調整・指導案

の作成）  

 ＊26回 

・実践的授業への講師派遣 

＊58回 

・消費者教育オンライン講座（実践的授

業）の動画配信 

＊視聴回数 3,555回 

・成年年齢引下げ直前動画メッセージ

の配信 

＊視聴回数 18,586回 

 

○学習指導要領に基づく主権者・消費者

教育の推進 

・学習指導要領に基づき、児童生徒の発

達段階や特性に応じた主権者・消費

者教育を各教科等で実施 

 

・「消費者教育コーディネーター」によ

る実践的授業への支援（調整・指導案

の作成）  

 

・実践的授業（高等学校等）への講師派

遣 

・消費者教育オンライン講座（実践的授

業）の動画配信  

 

・小学生向けと中学生向けの消費者教

育教材を開発し、小・中学校へ配布す

るとともに、教材を活用した実践的

授業を支援 

○学習指導要領に基づく主権者・消費者

教育の推進 

・学習指導要領に基づき、児童生徒の発

達段階や特性に応じた主権者・消費

者教育を各教科等で実施 

96 

学校における安心安全

の確保と安全教育の推

進 

教育委員会 ○学校における安全教育の充実 

・「あいちの学校安全マニュアル」の活用 

 

 

 

 

・高校生交通安全啓発資料の作成・活用 

・「あいちの防災教育マニュアル」の活用 

○学校における安全教育の充実 

・「あいちの学校安全マニュアル」の改訂 

＊文部科学省学校安全資料「「生きる

力」をはぐくむ学校での安全教育」

の改訂を反映してマニュアルを改

訂（3月） 

・高校生交通安全啓発資料の作成・活用 

・「あいちの防災教育マニュアル」の活用 

○学校における安全教育の充実 

・「あいちの学校安全マニュアル」の活用 

 

 

 

 

・高校生交通安全啓発資料の作成・活用 

・「あいちの防災教育マニュアル」の活用 

○学校における安全教育の充実 

・「あいちの学校安全マニュアル」の活用 

 

 

 

 

・高校生交通安全啓発資料の作成・活用 

・「あいちの防災教育マニュアル」の活用 

97 

外部人材の活用による

複雑化・多様化する教

育課題への対応（いじ

め・不登校問題等への

対応・根絶等） ～ス

クールカウンセラー・

スクールソーシャルワ

ーカー・外国人生徒教

育支援員・部活動総合

指導員など～ 

県民文化局 

教育委員会 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 164校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校245校

（名古屋市を除く)、小中連携校 61

校、（中学校を拠点に校区内の小学

校にも対応）、スーパーバイザー3

名 

＊県立高校：スクールカウンセラー54

名、スーパーバイザー2名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 1校に 1名配置 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 152校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校226校

（名古屋市を除く)、小中連携校 79

校、（中学校を拠点に校区内の小学

校にも対応）、スーパーバイザー3

名 

＊県立高校：スクールカウンセラー54

名、スーパーバイザー2名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 1校に 1名配置 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 141校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校206校

（名古屋市を除く）、小中連携校 98

校、（中学校を拠点に校区内の小学

校にも対応）、スーパーバイザー3

名 

＊県立高校：スクールカウンセラー58

名、スーパーバイザー2名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 2校に各1名配置 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 131校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校186校

（名古屋市を除く）、小中連携校

117 校、（中学校を拠点に校区内の

小学校にも対応）、スーパーバイザ

ー4名 

＊県立高校：スクールカウンセラー58

名、スーパーバイザー3名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 5校に各1名配置 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワー

カー7名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 1校に 1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で 20 

市町の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

＊県立高校：30回 

公立小中学校 51回 

 ・24時間いじめ等電話相談の運用 

 

○いじめ問題への組織的な体制の充実 

・愛知県いじめ問題対策連絡協議会の

開催 

・いじめ対応支援チームによる県立学

校や市町村教育委員会の支援 

・愛知県いじめ問題対策委員会の開催 

 ＊1回開催 

 

・愛知県いじめ問題調査委員会の開催 

 ＊7回開催 

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

  ＊高校 106名、特別支援学校 22名 

  

・小型通訳機の配備 

 ＊高校 23台、特別支援学校 6台 

 ・就労アドバイザーの配置 

 ＊高校 3名 

 

 

○部活動指導に関わる負担の軽減 

 ・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：12校12名をモデル配置 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワ

ーカー8名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特 

別支援学校 1校に1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で 28市

町の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

＊県立高校：29回 

公立小中学校 102回 

・24時間いじめ等電話相談の運用 

 

○いじめ問題への組織的な体制の充実 

・愛知県いじめ問題対策連絡協議会の

開催 

・いじめ対応支援チームによる県立学

校や市町村教育委員会の支援 

・愛知県いじめ問題対策委員会の開催 

＊1回開催 

 

・愛知県いじめ問題調査委員会の開催 

 ＊6回開催 

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊高校 15,741 時間（116 名）、特別 

支援学校 1,283時間(25名) 

・小型通訳機の配備 

＊高校34台、特別支援学校6台 

・就労アドバイザーの配置 

＊高校3名 

 

 

○部活動指導に関わる負担の軽減 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：24校配置拡充 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワ

ーカー9名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 2校に各1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で 32市

町村の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

＊県立高校：30回 

  公立小中学校111回 

・24時間いじめ等電話相談の運用 

・県立高等学校 SNS相談事業の実施 

○いじめ問題への組織的な体制の充実 

・愛知県いじめ問題対策連絡協議会の

開催 

・いじめ対応支援チームによる県立学

校や市町村教育委員会の支援 

・愛知県いじめ問題対策委員会による

調査審議 

＊弁護士によるいじめ対応への評価 

・愛知県いじめ問題調査委員会の開催 

 ＊5回開催 

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊高校 17,205 時間(126 名)、特別支

援学校 1,327時間(31名) 

・小型通訳機の配備 

＊高校 37台、特別支援学校17台 

・就労アドバイザーの配置 

＊高校 3名 

 

 

○部活動指導に関わる負担の軽減 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：24校配置継続 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワ

ーカー10名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 2校に各1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で、希望

市町村の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

 

 

・24時間いじめ等電話相談の運用 

・県立高等学校 SNS相談事業の実施 

○いじめ問題への組織的な体制の充実 

・愛知県いじめ問題対策連絡協議会の

開催 

・いじめ対応支援チームによる県立学

校や市町村教育委員会の支援 

・愛知県いじめ問題対策委員会による

調査審議 

 

・愛知県いじめ問題調査委員会の開催 

  

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊高校 17,205 時間、特別支援学校

1,427時間 

・小型通訳機の配備 

＊高校37台、特別支援学校15台 

・就労アドバイザーの配置 

＊高校3名 

・日本語教育支援員の配置 

＊高校350時間 

○部活動指導に関わる負担の軽減 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：36校36名に配置拡充 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

＊中学校：12市町村 121名配置 

 

 

 

 

 

 

 

○県立大学によるスクールソーシャルワー

カーや学校教職員に対する研修の実施 

・大学でのスクールソーシャルワーク

研修や教育委員会等と連携した研修

の実施 

＊教員免許状更新講習：7講座 360名 

参加 

 ＊同認定講習：5講座 270名参加 

 ＊スクールソーシャルワーク研修：

31名参加 

 ＊連続セミナー：3回 162名参加 

○道徳教育の充実 

・地域や保護者等に道徳の時間の授業

を公開 

・家庭や地域と連携した体験活動の実施 

・道徳教育推進会議の開催 

 ＊2回開催 

・道徳教育の研究推進校への研究委託 

 ＊推進校：小学校 2校、中学校 2校 

実践校：幼稚園 2園、小学校8校、      

中学校6校 

＊県立高校 8校 

   県立特別支援学校 2校 

 

 

・道徳教育総合推進サイト「モラル 

BOX」の活用 

＊中学校：中学校へ配置する市町村 

への補助 

 

 

 

 

 

 

○県立大学によるスクールソーシャルワー

カーや学校教職員に対する研修の実施 

・大学でのスクールソーシャルワーク

研修や教育委員会等と連携した研修

の実施 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため全て中止 

 

 

 

 

○道徳教育の充実 

・地域や保護者等に道徳の時間の授業

を公開 

・家庭や地域と連携した体験活動の実施 

・道徳教育推進会議の開催 

 ＊2回開催 

・道徳教育の研究推進校への研究委託 

＊推進校：小学校2校、中学校 2校  

実践校：幼稚園 2園、小学校8校、         

中学校6校 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止 

＊県立高校 8校 

県立特別支援学校2校 

・道徳教育総合推進サイト「モラル 

BOX」の活用 

＊中学校：中学校へ配置する市町村 

への補助 

・2023 年度以降の休日の部活動（運動

部・文化部）の段階的な地域移行に向

け、拠点校（地域）において実践研究

を実施 

 ＊運動部：中学校（1市 1町） 

  文化部：中学校（1市） 

○県立大学による学校教職員に対する研修

の実施 

・教育委員会等と連携した研修の実施

＊教員免許状更新講習：9講座 190名 

参加 

＊現職教員等を対象とした講演会・ 

セミナーの開催（3講座 250名参 

加） 

 

 

 

○道徳教育の充実 

・地域や保護者等に道徳の時間の授業

を公開 

・家庭や地域と連携した体験活動の実施 

・道徳教育推進会議の開催 

  ＊2回開催 

・道徳教育の研究推進校への研究委託 

 ＊推進校：小学校 2校、中学校 2校 

  実践校：幼稚園 2園、小学校8校、

中学校6校 

＊県立高校 8校 

県立特別支援学校2校 

 

 

・道徳教育総合推進サイト「モラル 

BOX」の活用 

＊中学校：中学校へ配置する市町村 

への補助 

・2023 年度以降の休日の部活動（運動

部・文化部）の段階的な地域移行に向

け、拠点校（地域）において実践研究

を実施 

 ＊運動部：中学校（1市 1町） 

  文化部：中学校（1市） 

○県立大学による学校教職員に対する研修

の実施 

・教育委員会等と連携した研修の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

○道徳教育の充実 

・地域や保護者等に道徳の時間の授業

を公開 

・家庭や地域と連携した体験活動の実施 

・道徳教育推進会議の開催 

 

・道徳教育の研究推進校への研究委託 

＊推進校：小学校 2校、中学校 2校

＊県立高校 8校 

県立特別支援学校2校 

 

 

 

 

・道徳教育総合推進サイト「モラル 

BOX」の活用 

98 

不登校やひきこもりな

ど社会とのつながりを

持つことが困難な子ど

も・若者やその家族の

県民文化局 

保健医療局 

教育委員会 

○不登校児童生徒、その家族への支援 

・家庭教育コーディネーターによる訪

問活動 

＊訪問回数3,532回、好転率89.1％ 

・大学生によるホームフレンド活動 

＊活動回数573回、好転率92.2％ 

○不登校児童生徒、その家族への支援 

・家庭教育コーディネーターによる訪

問活動 

＊訪問回数4,694回、好転率77.1％ 

・大学生によるホームフレンド活動 

＊活動回数 689回、好転率 89.3％ 

○不登校児童生徒、その家族への支援 

・家庭教育コーディネーターによる訪

問活動 

＊訪問回数5,209回、好転率88.7％ 

・大学生によるホームフレンド活動 

＊活動回数 671回、好転率 89.6％ 

○不登校児童生徒、その家族への支援 

・家庭教育コーディネーターによる訪

問活動 

 

・大学生によるホームフレンド活動 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

支援（学業を中断した

子ども・若者の学び直

し機会の充実） 

○ひきこもり本人や家族への支援の推進 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるひきこもり相談の実施 

 ＊1,875件 

・保健所における家族教室の実施 

 ＊63回 

・ひきこもり支援機関との連携推進 

・ひきこもり者を支援する人材（サポー

ター）の育成 

 ＊19名 

 

 

 

 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 164校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校245校

（名古屋市を除く)、小中連携校 61

校、（中学校を拠点に校区内の小学

校にも対応）、スーパーバイザー3

名 

＊県立高校：スクールカウンセラー54

名、スーパーバイザー2名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 1校に１名配置 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワー

カー7名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 1校に 1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金 20 市

町の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

○ひきこもり本人や家族への支援の推進 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるひきこもり相談の実施 

＊1,872件 

・保健所における家族教室の実施 

＊17回 

・ひきこもり支援機関との連携推進 

・ひきこもり者を支援する人材の育成 

＊13名 

○市町村ひきこもり相談体制整備に向け

た支援 

・市町村支援員による支援 

・研修会の開催 

＊1回 54名参加 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 152校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校226校

（名古屋市を除く)、小中連携校 79

校、（中学校を拠点に校区内の小学

校にも対応）、スーパーバイザー3

名 

＊県立高校：スクールカウンセラー54

名、スーパーバイザー2名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 1校に 1名配置 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワ

ーカー8名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特 

別支援学校 1校に1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で 28市

町の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

○ひきこもり本人や家族への支援の推進 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるひきこもり相談の実施 

＊1,410件 

・保健所における家族教室の実施 

 ＊14回 

・ひきこもり支援機関との連携推進 

・ひきこもり者を支援する人材の育成 

  ＊10名 

○市町村ひきこもり相談体制整備に向け

た支援 

・市町村支援員による支援 

・研修会の開催 

 ＊1回 98名参加 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 141校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校206校

（名古屋市を除く)、小中連携校 98

校、（中学校を拠点に校区内の小学

校にも対応）、スーパーバイザー3

名 

＊県立高校：スクールカウンセラー58

名、スーパーバイザー2名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 2校に各1名配置 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワー

カー9名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 2校に各1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で 32市

町の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 

○ひきこもり本人や家族への支援の推進 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるひきこもり相談の実施 

 

・精神保健福祉センターにおける家族

教室の実施 

・ひきこもり支援機関との連携推進 

・ひきこもり者を支援する人材の育成 

 

○市町村ひきこもり相談体制整備に向け

た支援 

・市町村支援員による支援 

・研修会の開催 

 

○相談体制の充実 

・スクールカウンセラー及びスーパー

バイザーの配置 

＊公立小中学校：スクールカウンセラ

ー小学校拠点校 131校(4 校に 1名

程度)、中学校・義務教育学校186校

（名古屋市を除く)、小中連携校

117 校、（中学校を拠点に校区内の

小学校にも対応）、スーパーバイザ

ー4名 

＊県立高校：スクールカウンセラー58

名、スーパーバイザー3名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 5校に各1名配置 

・スクールソーシャルワーカーの配置・

設置補助 

＊県立高校：スクールソーシャルワー

カー10名 

＊県立特別支援学校：拠点となる特別

支援学校 2校に各1名配置 

＊公立小中学校：スクールソーシャル

ワーカー設置事業費補助金で、希望

市町の設置を補助 

・スクールソーシャルワークに係る教

員向けの校内研修に講師としてスク

ールソーシャルワーカーを派遣 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ＊県立高校：30回 

公立小中学校 51回 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

 ・若者・外国人未来塾の実施 

  ＊学習支援実施地域：5地域 

 ・若者未来応援協議会の設置 

○進学や学び直しの支援 

・長期欠席者等に対する公立高校入学

者選抜の受検機会等の確保 

○子ども・若者支援地域協議会の設置促進 

 ・子ども・若者支援ネットワーク形成

会議の開催 

  ＊108名参加 

  

・連絡会議の開催 

  ＊2回 127名参加 

  

・担当者研修会の開催 

  ＊2回 81名参加 

 

 

・民間支援団体調査の実施 

  ＊8団体 

・民間支援団体研修会の開催 

  ＊75名参加 

＊県立高校：29回 

公立小中学校 102回 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

 ・若者・外国人未来塾の実施 

  ＊学習支援実施地域：7地域 

 ・若者未来応援協議会の設置 

○進学や学び直しの支援 

・長期欠席者等に対する公立高校入学

者選抜の受検機会等の確保 

○子ども・若者支援地域協議会の設置促進 

・子ども・若者支援ネットワーク講演会

の開催 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響

により中止 

 ・連絡会議の開催 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響

により中止 

 ・担当者研修会の開催 

  ＊2回 106名参加 

 ・市町村への専門家派遣 

  ＊2市へ派遣 

＊県立高校：30回 

 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

・若者・外国人未来塾の実施 

＊学習支援実施地域：8地域 

・若者未来応援協議会の設置 

○進学や学び直しの支援 

・長期欠席者等に対する公立高校入学

者選抜の受検機会等の確保 

○子ども・若者支援地域協議会の設置促進 

・子ども・若者支援ネットワーク講演会

の開催 

＊54名参加 

 

・連絡会議の開催 

＊43名参加 

 

・担当者研修会の開催 

＊3回 147名参加 

・市町村ヒアリング 

＊2回 

 

 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

・若者・外国人未来塾の実施 

＊学習支援実施地域：9地域 

・若者未来応援協議会の設置 

○進学や学び直しの支援 

・長期欠席者等に対する公立高校入学

者選抜の受検機会等の確保 

○子ども・若者支援地域協議会の設置促進 

・子ども・若者支援ネットワーク講演会

の開催 

 

 

・連絡会議の開催 

 

 

・担当者研修会の開催 

 

・市町村への専門家派遣 

 

 

 

 

 

99 

小・中・高等学校を通

じたキャリア教育の充

実、就労支援や職業能

力開発の充実及び職業

観・勤労観の醸成 

労働局 

教育委員会 

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校(17校)及び全公立

中学校・義務教育学校後期課程で

キャリア教育を推進 

 

 

・「キャリアコミュニティプロジェク

ト「未来」」の実施 

＊モデル市町村の中学校で実施  

（6 市町） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校（15校）及び公立

中学校（28校）後期課程でキャリ

ア教育を推進 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため実施規模を縮小 

・「キャリアコミュニティプロジェク

ト「未来」」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

 ＊小学校モデル校（36 校）及び公立

中学校・義務教育学校後期課程

（278校）でキャリア教育を推進 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため実施規模を縮小 

・「キャリアコミュニティプロジェクト

「未来」」の実施 

＊4市町村 

 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校（36 校）及び公立 

中学校・義務教育学校後期課程（全

校）でキャリア教育を推進 

 

 

・「キャリアコミュニティプロジェクト

「未来」」の実施 

 ＊2市町村 

 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア



- 77 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

教育ノートの活用促進 

 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校（全日制）でのインター

ンシップ等の実施 

  ＊20,257名参加 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター4

名 

 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施

（2017年度入学生より 3年間で 1単

位以上） 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・工業・商業・水産・家庭・看護・福祉

での地域産業専門講座の実施 

  ＊48校 140時間 

・農業科での GAP教育推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノートの活用促進 

 

○特別支援学校における就労支援の充実 

 ・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

教育ノートの活用促進 

 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校（全日制）でのインター

ンシップ等の実施 

＊4,178名参加 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター4

名 

 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施

（2017年度入学生より 3年間で 1単

位以上） 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・あいちの産業担い手育成事業の実施 

＊先端農業技術者育成、GAP認証 

（安城農林高校） 

＊スマート林業担い手育成（田口高

校） 

＊水産業 6次産業化担い手育成 

（三谷水産高校） 

＊地域協働ビジネススキルアップ 

（商業科） 

＊生活産業グローバル人材育成、あ

いちものづくり文化継承（家庭

科） 

＊グローバル介護人材育成、高大連 

携介護力スキルアップ（福祉科） 

・体験活動等を記録し、小学校から高 

校までの成長を蓄積していくキャリ

ア教育ノートの活用促進 

 

○特別支援学校における就労支援の充実 

 ・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校（全日制）でのインタ

ーンシップ等の実施 

＊6,763名参加 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター5

名 

 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施（3

年間で 35時間以上） 

 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・あいちの産業担い手育成事業の実施 

＊先端農業技術者育成、GAP認証 

（安城農林高校） 

＊スマート林業担い手育成（田口高

校） 

＊水産業 6次産業化担い手育成 

（三谷水産高校） 

＊地域協働ビジネススキルアップ 

（商業科） 

＊生活産業グローバル人材育成、あ

いちものづくり文化継承（家庭

科） 

＊グローバル介護人材育成、高大連

携介護力スキルアップ（福祉科） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

 ・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 4校に各1名 

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校でのインターンシップ

等の実施 

 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター5

名 

 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施（3

年間で35時間以上） 

 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・あいちの産業担い手育成事業の実施 

＊先端農業技術者育成、GAP認証 

（安城農林高校） 

＊スマート林業担い手育成（田口高

校） 

＊水産業 6次産業化担い手育成 

（三谷水産高校） 

＊地域協働ビジネススキルアップ 

（商業科） 

＊生活産業グローバル人材育成、あ

いちものづくり文化継承（家庭

科） 

＊グローバル介護人材育成、高大連

携介護力スキルアップ（福祉科） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

 ・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 5校に各1名 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○キャリア教育推進事業 

 ・特別支援学校におけるキャリア教育

の推進 

○外部人材の活用 

・「あいち夢はぐくみサポーター」登録

数の拡大と各学校でのサポーターの

活用 

○産業界のキャリア教育参画の促進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成ポータルサイト「ひと育

ナビ・あいち」の活用 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・高等技術専門校における職業訓練の実

施 

＊名古屋高等技術専門校に組込みシ

ステム科、インテリア科を新設 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高

等技術専門校） 

・在職者訓練コースの拡充 

 ＊訓練規模 58 コース 630 名→75 コ

ース 800名 

・専門学校等を活用した委託訓練の実施 

○キャリア教育推進事業 

 ・特別支援学校におけるキャリア教育

の推進 

○外部人材の活用 

・「あいち夢はぐくみサポーター」登録

数の拡大と各学校でのサポーターの

活用 

○産業界のキャリア教育参画の促進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成ポータルサイト「ひと育

ナビ・あいち」の活用 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・高等技術専門校における職業訓練の実

施 

 

 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高等

技術専門校） 

・在職者訓練コースを更に拡充して実施 

 ＊訓練規模75コース800名→115コー

ス1,200名 

・専門学校等を活用した委託訓練の実施 

○キャリア教育推進事業 

 ・特別支援学校におけるキャリア教育

の推進 

○外部人材の活用 

・「あいち夢はぐくみサポーター」登録

数の拡大と各学校でのサポーターの

活用 

○産業界のキャリア教育参画の促進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成ポータルサイト「ひと育

ナビ・あいち」の活用 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・高等技術専門校における職業訓練の実

施 

 

 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高等

技術専門校） 

・在職者訓練コースの実施 

 ＊訓練規模117コース1,200名 

 

・専門学校等を活用した委託訓練の実施 

○キャリア教育推進事業 

 ・特別支援学校におけるキャリア教育

の推進 

○外部人材の活用 

・「あいち夢はぐくみサポーター」登録

数の拡大と各学校でのサポーターの

活用 

○産業界のキャリア教育参画の促進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成ポータルサイト「ひと育

ナビ・あいち」の活用 

○企業等のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・高等技術専門校における職業訓練の実

施 

＊岡崎高等技術専門校に機械技術科、

3Dモデリング科を新設 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高等

技術専門校） 

・在職者訓練コースを更に拡充して実施 

＊訓練規模 117コース 1,200名→159

コース1,600名 

・専門学校等を活用した委託訓練の実施 

100 

県立学校における教育

環境の改善 

トイレ環境の改善

（2023年度までの5年

間で、県立学校の普通

教室棟・管理棟の全ト

イレの湿式床の乾式

化、便器の洋式化） 

特別支援学校の空調

整備（普通教室は 2019

年夏までに、特別教室

は 2020 年夏までに供

用開始） 

教育委員会 ○県立学校施設長寿命化 

・明和高校始め 51校の設計 

・旭丘高校始め 27校の工事 

○トイレ環境の改善 

・名古屋西高校始め 45校の設計 

 

○特別支援学校の空調整備 

・名古屋特別支援学校始め 6校の設計 

・名古屋盲学校始め 22校の工事 

 

 

 

 

 

 

○県立学校施設長寿命化 

・熱田高校始め 39校の設計 

・明和高校始め 50校の工事 

○トイレ環境の改善 

・明和高校始め 57校の設計 

・名古屋西高校始め 45校の工事 

○特別支援学校の空調整備 

・一宮東特別支援学校始め 8校の工事 

 ・豊橋特別支援学校潮風教室への空調

設置 

 ・みあい特別支援学校の空調改修 

  ＊特別支援学校の普通教室、特別教

室への空調設置完了 

 

 

○県立学校施設長寿命化 

・名古屋西高校始め 44校の設計 

・明和高校始め 50校の工事 

○トイレ環境の改善 

・愛知商業高校始め 65校の設計 

・中村高校始め 64校の工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立学校施設長寿命化 

・名古屋西高校始め 51校の設計 

・名古屋西高校始め 58校の工事 

○トイレ環境の改善 

・中村高校始め 61校の設計 

・名古屋西高校始め 65校の工事 

○校舎改築 

・明和高校、春日井高校 2校のデザイ

ンビルド方式による改築に伴う事

業者選定支援業務委託 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立刈谷北高等学校用地と隣接する株

式会社豊田自動織機用地との土地交換 

・土地測量・鑑定評価 

○高等学校の空調整備 

 ・全館空調校の空調設備の更新 

・昼間定時制の普通教室へのリース空

調設置 

 ・昼間定時制及び通信制の PTA 設置空

調のリース料及び光熱費を公費負担 

・PTA設置空調の運転に要する光熱費に

ついて公費負担を検討 

○夏季休業期間中の授業実施対応 

・夏季休業期間中の授業日におけるPTA
設置空調のリース料及び光熱費を公
費負担 

 ・夏季休業期間中の授業日における空
調未設置校の普通教室及び寄宿舎へ
のレンタル空調（床置式）設置 

○県立刈谷北高等学校用地と隣接する株

式会社豊田自動織機用地との土地交換 

 ・土地交換に係る協議 

○GIGAスクール構想による県立学校の校

内情報通信ネットワーク整備 

 ・県立高校 150校の工事 

 ・県立特別支援学校30校の工事 

○GIGAスクール構想による県立学校の児

童生徒用端末整備 

 ・県立高校 40,000台 

 ・県立特別支援学校5,536台 

  （小学部 1年から高等部 3年まで全

児童生徒に 1人 1台） 

○児童生徒に対する教育機会の確保支援 

 ・県立学校に家庭学習のための通信機
器を整備 

  ＊モバイルルータ2,500台 
 ・県立学校に民間のオンライン学習支

援サービスを導入 
  ＊県立高校 150 校、県立特別支援学

校 30校に導入 

○高等学校の空調整備 

 ・全ての高等学校における普通教室等

の空調設備の公費による設置運用 

  ＊未設置校への空調設置 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立刈谷北高等学校用地と隣接する株

式会社豊田自動織機用地との土地交換 

 ・土地交換に係る協議 

 

 

 

 

○GIGAスクール構想による県立学校の児

童生徒用端末整備 

・県立高校 22,000台 

 

 

 

○児童生徒に対する教育機会の確保支援 

 

 

 

・県立学校に民間のオンライン学習支
援サービスを導入 

○高等学校の空調整備 

 ・全ての高等学校における普通教室等

の空調設備の公費による運用 

 ・旭丘高校始め 33校の PTA設置空調の

リース契約満了に伴う県リースへの

切替 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立刈谷北高等学校用地と隣接する株

式会社豊田自動織機用地との土地交換 

 ・土地交換契約締結予定 

 

 

 

 

○GIGAスクール構想による県立学校の児

童生徒用端末整備 

・県立高校 54,734台 

＊全校で１人１台完成 

 

 

○児童生徒に対する教育機会の確保支援 

・半島部・山間部等の県立学校に民間の

オンライン学習支援サービスを導入 

 

 

 

 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・物価高騰の影響を受ける県立学校の
給食費に対する助成 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

101 

教員の働き方改革の推

進 

教育委員会 ○「教員の多忙化解消プラン」に基づく

取組の推進 

・県立高校における教員の出退勤時刻

記録電子化の試行 

 

 

 

 

 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：12校12名をモデル配置 

＊中学校：12市町村 121名を配置 

 

・スクール・サポート・スタッフの配置 

 

 

 

○「教員の多忙化解消プラン」に基づく

取組の推進 

・県立高校における教員の出退勤管理

システムの導入 

  

 

 

 

 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：24校24名に配置拡充 

＊中学校：中学校へ配置する市町村 

へ補助 

・スクール・サポート・スタッフの配置  

＊小学校：24市町配置、中学校：27市
町配置 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止
のため733名増員（14名→747名） 

・スクールロイヤーの配置 

＊各教育事務所に配置 

・小中学校における学習指導員の配置 

＊21市町 

・GIGAスクールサポーターの配置 

 ＊県立高校：8名配置 

 ＊小中学校：15市町配置 

 

 

 

 

 

○教員の業務量、勤務時間等に関する指

針の明確化 

 ・「義務教育諸学校等の教育職員の給与

等に関する特別措置条例」の一部改

正 

 ・愛知県立学校の教育職員の業務量の

適切な管理等に関する規則の制定 

 ・愛知県立学校の教育職員の業務量の

適切な管理等に関する方針の策定 

○教員の働き方改革に向けた取組の推進 

 

・「愛知県立学校の教育職員の業務量の

適切な管理等に関する規則」及び「愛

知県立学校の教育職員の業務量の適

切な管理等に関する方針」に基づき、

教育職員の業務量の客観的な把握の

ために県立学校において出退勤管理

システムを運営 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：24 校 24 名に配置継続 

＊中学校：中学校へ配置する市町村 

へ補助 

・スクール・サポート・スタッフの配置 

 ＊小学校：25市町配置、中学校 26市
町配置 

 

 

・スクールロイヤーの配置 

 ＊各教育事務所に配置 

・小中学校における学習指導員の配置 

 ＊16市町 

・GIGAスクールサポーターの配置 

 ＊県立高校：4名配置 

 ＊小中学校：18市町配置 

・GIGA スクール運営支援センターの 

配置 

 ＊小中学校：7市町配置 

 

 

 

 

・2023 年度以降の休日の部活動（運動

部・文化部）の段階的な地域移行に向

け、拠点校（地域）において実践研究

を実施 

 ＊運動部：中学校（1市 1町） 

  文化部：中学校（1市） 

 

・総合教育センターの移転整備調査 

○教員の働き方改革に向けた取組の推進 

 

・「愛知県立学校の教育職員の業務量の

適切な管理等に関する規則」及び「愛

知県立学校の教育職員の業務量の適

切な管理等に関する方針」に基づき、

教育職員の業務量の客観的な把握の

ために県立学校において出退勤管理

システムを運営 

・部活動指導員の配置・配置補助 

＊県立高校：36校36名に配置拡充 

＊中学校：中学校へ配置する市町村 

へ補助 

・教員業務支援員（スクール・サポート・

スタッフ）の配置 

 

 

 

・スクールロイヤーの配置 

＊各教育事務所に配置 

・小中学校における学習指導員の配置 

   

 

 

 

・GIGA スクール運営支援センターの 

配置 

＊県立高校：5名配置 

 ＊小中学校：20市町配置 

・情報通信技術支援員の配置 

 

 

・2023 年度以降の休日の部活動（運動

部・文化部）の段階的な地域移行に向

け、拠点校（地域）において実践研究

を実施 

 ＊運動部：中学校（1市 1町） 

  文化部：中学校（1市） 

 

・総合教育センターの移転整備に向け 

 た基本設計 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

102 

教育における海外連携

推進（教員・生徒） 

政策企画局 

県民文化局 

教育委員会 

○海外大学との連携推進 

【県立大学】 

・グローバル学術交流事業を通じた研

究者交流および研究成果の発信 

 ＊学術講演会の開催1回 87名参加 

 ＊特別講義の開催 2 回延べ 102 名参

加 

・海外留学の促進 

 ＊タシケント国立東洋学大学と協定

を締結 

 

【県立芸術大学】 

・海外大学・機関等との国際交流の推進 

 ＊ドイツ五大陸博物館と学術連携協

定を締結 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外留学や国際的な芸術活動の支援、

留学生受入制度の多様化などについ

て検討・実施 

 ＊海外における交流事業を実施 

 ＊留学生向け日本語講座の実施を検討  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広い視野をもったグローバル人材の育成 

・専門高校生海外インターンシッププ

○海外大学との連携推進 

【県立大学】 

・グローバル学術交流事業を通じた研

究者交流および研究成果の発信 

＊学術講演会の開催 3 回延べ 519 名

参加 

 

・海外留学の促進 

＊2021 年度からの新教養教育科目と

して「教養外国語ショートプログラ

ム」「教養留学修得科目」を設置 

【県立芸術大学】 

・海外大学・機関等との国際交流の推進 

 ＊ヨーテボリ大学音楽演劇アカデミ

ー（スウェーデン）との連携協定を

締結 

 ＊カールスルーエ美術大学（ドイツ）

とお互いの大学施設において相手

方学生の作品群を展示する形式の

国際交流ドローイング展を企画

し、12 月にカールスルーエ美術大

学の作品群を展示 

 

・海外留学や国際的な芸術活動の支 

援、留学生受入制度の多様化などに

ついて検討・実施 

 ＊オンラインによる留学報告会の実 

施 2回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○広い視野をもったグローバル人材の育成 

・専門高校生海外インターンシッププ

○海外大学との連携推進 

【県立大学】 

・グローバル学術交流事業を通じた研

究者交流および研究成果の発信 

  ＊学術講演会の開催 3回延べ 314名

参加（オンライン開催） 

 

 

 

 

 

【県立芸術大学】 

・海外大学・機関等との国際交流の推進 

＊ソウル市立大学（韓国）と協定を締  

 結 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外留学や国際的な芸術活動の支援、

留学生受入制度の多様化などについ

て検討・実施 

  ＊オンラインによる留学報告会の実

施１回 

  ＊海外危機管理セミナーを開催（学

生向け 1回、教職員向け１回） 

【県内大学】 

・清華大学、上海交通大学との交流の

推進 

＊覚書に基づく交流として、県内大学

生 10名が中国・清華大学のサマー

スクール（オンライン方式）を受講 

・アジア大学サミット2021を活用した

海外大学との連携の推進 

○広い視野をもったグローバル人材の育成 

・専門高校生海外インターンシッププ

○海外大学との連携推進 

【県立大学】 

・グローバル学術交流事業を通じた研

究者交流および研究成果の発信 

 

 

 

 

 

 

 

【県立芸術大学】 

・海外大学・機関等との国際交流の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海外留学や国際的な芸術活動の支援 

 

 

 

 

 

 

【県内大学】 

・清華大学、上海交通大学との交流の

推進 

＊覚書に基づく交流として、県内大

学生9名が中国・清華大学のサマース

クール（オンライン方式）を受講（7月） 

・アジア大学サミット2022を活用した海

外大学との連携の推進 

○広い視野をもったグローバル人材の育成 

・専門高校生海外インターンシッププ
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ロジェクトの実施 

 ＊10名参加 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

 ＊41名参加 

ロジェクトの実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

ロジェクトの実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止 

のため中止 

ロジェクトの実施 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

 

103 

建学の精神を尊重しつ

つ、私学への着実な助

成の実施 

県民文化局 ○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

 ＊388件 

・保護者に対する授業料軽減補助 

 ＊52,736件 

○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

  ＊390件 

・保護者に対する授業料軽減補助 

  ＊51,876件 

○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

 ＊401件 

・保護者に対する授業料軽減補助 

 ＊52,318件 

○原油価格・物価高騰対策 
・私立学校のスクールバスの燃料費へ
の支援 

 

○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

  

・保護者に対する授業料軽減補助 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・私立学校のスクールバスの燃料費へ
の支援 

・私立学校の学校給食費への支援 

104 

大学連携を促進～情報

交換会、合同職員研修、

具体的な連携事業など

を活性化～ 

政策企画局 

県民文化局 

教育委員会 

○大学連携の促進 

・愛知学長懇話会において、知事と県内

大学学長・総長との意見交換を実施 

・名古屋大学PhD プロフェッショナル

登龍門のディスカッション・セッシ

ョンへの知事出講 

 

 

・大学の地域連携担当部署との意見交

換会の開催 

・県内大学における県政連続講義の実施 

 

 

・大学対抗ハッカソンの開催 

 ＊12大学49名参加 

・大学連携ポータルサイトの改修 

 

 

 

 

 

○海外大学との連携推進 

・清華大学、上海交通大学と覚書締

結、浙江大学と調整 

 

 

○大学連携の促進 

・愛知学長懇話会において、知事と県内

大学学長・総長との意見交換を実施 

・名古屋大学PhD プロフェッショナル

登龍門のディスカッション・セッシ

ョンへの知事出講 

 

 

・大学の地域連携担当部署との意見交

換会の開催 

・県内大学における県政連続講義の実施 

・県と学校法人名城大学との連携・協

力に関する包括協定締結 

・大学対抗ハッカソンの開催 

＊14大学 61名参加 

・大学情報ポータルサイトの運営 

・情報系学部・学科を有する県内大学 

と企業との長期インターンシップや

PBLの促進 

 

 

○海外大学との連携推進 

・清華大学、上海交通大学との交流の

推進 

 

 

○大学連携の促進 

・愛知学長懇話会において、知事と県内

大学学長・総長との意見交換を実施 

・名古屋大学PhD プロフェッショナル

登龍門のディスカッション・セッシ

ョンへの知事出講 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・大学の地域連携担当部署との意見交

換会の開催 

・県内大学における県政連続講義の実施 

・学校法人名城大学との連携・協力に

関する包括協定に基づく取組の推進 

・大学対抗ハッカソンの開催 

＊11大学 53名参加 

・大学情報ポータルサイトの運営 

・情報系学部・学科を有する県内大学 

と企業との長期インターンシップや

PBLの促進 

 ＊長期インターンシップ：2社で実施 

 ＊PBL：1大学で実施 

○海外大学との連携推進 

・清華大学、上海交通大学との交流の

推進 

＊覚書に基づく交流として、県内大学

生 10名が中国・清華大学のサマー

○大学連携の促進 

・愛知学長懇話会において、知事と県内

大学学長・総長との意見交換を実施 

・名古屋大学PhD プロフェッショナル

登龍門のディスカッション・セッシ

ョンへの知事出講 

 

 

・大学の地域連携担当部署との意見交

換会の開催 

・県内大学における県政連続講義の実施 

・学校法人名城大学との連携・協力に

関する包括協定に基づく取組の推進 

・県内企業等と連携した大学対抗ハッ

カソンの開催 

・大学情報ポータルサイトの運営 

・情報系学部・学科を有する県内大学 

と企業との長期インターンシップや

PBLの促進 

 

 

○海外大学との連携推進 

・清華大学、上海交通大学との交流の

推進 

＊覚書に基づく交流として、県内大

学生9名が中国・清華大学のサマース
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

 

 

○県立大学と県立芸術大学の連携 

・両大学が連携する取組（共同研究、地

域貢献活動、教育の連携等）を教職協

働により推進 

 ＊2大学連携推進会の設置・開催 

 

 

 

 

○他大学との連携推進 

【県立大学・県立芸術大学】 

・長久手市及び他大学との連携による

「長久手市大学連携基本計画：大学

連携推進ビジョン 4U」に基づく取組

を推進 

 ＊連続公開ワークショップ開催 

4回（県大開催 1回） 

○大学と教育委員会との連携促進 

・あいちの学校連携ネットの活用 

 

・浙江大学との覚書締結に向けた調整 

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

  

 

○県立大学と県立芸術大学の連携 

・両大学が連携する取組（共同研究、地

域貢献活動、教育の連携等）を教職協

働により推進 

 ＊両大学の共催により、「《災害と文 

化財》シリーズ 5周年シンポジウム 

地域の文化財ネットワークを考え

る―瀬戸・長久手・豊田エリア―」

を開催 1回82名参加 

○他大学との連携推進 

【県立大学・県立芸術大学】 

・長久手市及び他大学との連携による

「長久手市大学連携基本計画：大学

連携推進ビジョン 4U」に基づく取組

を推進 

 ＊連続公開ワークショップ開催 

4回（県大開催 1回） 

○大学と教育委員会との連携促進 

・あいちの学校連携ネットの活用 

スクール（オンライン方式）を受講 

・浙江大学との覚書締結に向けた調整 

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

・アジア大学サミット2021を活用した

海外大学との連携の推進 

○県立大学と県立芸術大学の連携 

・両大学が連携する取組（共同研究、地

域貢献活動、教育の連携等）を教職協

働により推進 

＊「《災害と文化財》シリーズ 長久手

にまつわる文化財」を開催（芸大

主催（県大協力）） 1回 58名参

加 

 

○他大学との連携推進 

【県立大学・県立芸術大学】 

・長久手市及び他大学との連携による

「長久手市大学連携基本計画：大学

連携推進ビジョン 4U」に基づく取組

を推進 

＊連続公開ワークショップ開催 

4回（県大開催 1回） 

○大学と教育委員会との連携促進 

・あいちの学校連携ネットの活用 

・県立大学との包括連携協定締結 

クール（オンライン方式）を受講（7月） 

・浙江大学と覚書締結（6月） 

・シンガポール国立大学との覚書に基づ 

く科学技術分野における交流の推進 

・アジア大学サミット2022を活用した

海外大学との連携の推進 

○県立大学と県立芸術大学の連携 

・両大学が連携する取組（共同研究、地

域貢献活動、教育の連携等）を教職協

働により推進 

 

 

 

 

 

○他大学との連携推進 

【県立大学・県立芸術大学】 

・長久手市及び他大学との連携による

「長久手市大学連携基本計画：大学

連携推進ビジョン 4U」に基づく取組

を推進 

 

 

○大学と教育委員会との連携促進 

・あいちの学校連携ネットの活用 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

105 

県立大学におけるグロ

ーバル社会で活躍でき

る人材の育成強化と地

域連携の強化による地

域の持続的発展への貢

献 

県民文化局 ○グローバル社会で活躍できる人材の育成 

・外国籍住民との関わり方や海外発信

の手法など幅広い知識について、5学

部横断的に学ぶことのできる教養教

育科目群「県大世界あいち学（仮称）」

の設置を検討 

 ＊新教養教育カリキュラムの策定 

 

・海外協定大学におけるショートプロ

グラムの単位化に向けた検討 

 ＊新教養教育カリキュラムにおいて

2科目を設置 

 ＊教育福祉学部・看護学部において

学部独自の新たなショートプログ

ラムを構築し、単位化 

・外国語を教授言語に取り入れた授業

の充実策を検討 

 ＊留学生及び外国語学部生の共修科

目を新たに設置することを決定 

 

 

・多言語学習センター（iCoToBa）の運用 

○地域連携の強化 

・愛知県の関連部署との意見交換会や

市町村、他大学との連携による事業

等、地域の課題への対応に向けた取

組を推進 

 ＊県の関連部署との意見交換会：2回 

共催事業・貢献活動：3件 

 ＊県内市町村との意見交換会：1回 

共催事業：1件 

・地元産業界・自治体・地域社会等との

共同による学生を対象とした実践型

教育を実施 

＊「地域ものづくり学生共同プロジェ

クト」：ポスターセッション・発表

会 120名参加 

○グローバル社会で活躍できる人材の育成 

・外国籍住民との関わり方や海外発信

の手法など幅広い知識について、5学

部横断的に学ぶことのできる2021年

度からの教養教育新カリキュラムの

実施に向けた準備 

＊新教養教育カリキュラムについて 

文部科学省へ届出（2021年度開講） 

・海外協定大学におけるショートプロ

グラムの単位化に向けた詳細の決定 

＊2021 年度からの新教養教育科目と

して「教養外国語ショートプログラ

ム」「教養留学修得科目」を設置 

 

 

・外国語を教授言語に取り入れた授業

の実施に向けた準備 

   

 

 

 

・多言語学習センター（iCoToBa）の運用 

○地域連携の強化 

・愛知県の関連部署との意見交換会や

市町村、他大学との連携による事業

等、地域の課題への対応に向けた取

組を推進 

＊県の関連部署との意見交換会：3回 

共催事業・貢献活動：4件 

 ＊県内市町村との共催事業：1件 

 

・地元産業界・自治体・地域社会等との

共同による学生を対象とした実践型

教育を実施 

＊日本文化学部と情報科学部の連携

により新教養教育科目「ものづくり

の現状と課題」を設置（2022開講予

定） 

○グローバル社会で活躍できる人材の育成 

・外国籍住民との関わり方や海外発信

の手法など幅広い知識について、5学

部横断的に学ぶことのできる新教養

教育カリキュラムの実施 

＊新教養教育カリキュラム「県大世界

あいち学」の開講 

 

・海外協定大学におけるショートプロ

グラムの単位化に向けた詳細の決定 

  ※新型コロナウイルス感染症の影響

により「教養外国語ショートプロ

グラム」「教養留学修得科目」の開

講は見送り 

 

 ・外国語を教授言語に取り入れた授業

の実施に向けた準備 

＊「外国語セミナー」（英語、葡語、

仏語、西語、独語、中語）の開講準

備（2022年開講） 

  

・多言語学習センター（iCoToBa）の運用 

○地域連携の強化 

・愛知県の関連部署との意見交換会や

市町村、他大学との連携による事業

等、地域の課題への対応に向けた取

組を推進 

＊県の関連部署との意見交換会：7回 

共催事業・貢献活動：1件 

 ＊県内市町村との共催事業：1件 

 

・地元産業界・自治体・地域社会等との

共同による学生を対象とした実践型

教育を実施 

 ＊新教養教育科目「キャリア実践」

を開講（企業講師によるPBL（問題

解決型学習）授業6 回） 

○グローバル社会で活躍できる人材の育成 

・外国籍住民との関わり方や海外発信

の手法など幅広い知識について、5学

部横断的に学ぶことのできる新教養

教育カリキュラムの実施 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響を

考慮した「教養外国語ショートプロ

グラム」等の実施可否の検討 

 

 

 

 

・外国語を教授言語に取り入れた授業

の実施 

＊「外国語セミナー」（英語、葡語、仏

語、西語、独語、中語）の開講 

 

 

・多言語学習センター（iCoToBa）の運用 

○地域連携の強化 

・愛知県の関連部署との意見交換会や

市町村、他大学との連携による事業

等、地域の課題への対応に向けた取

組を推進 

 

 

 

 

・地元産業界・自治体・地域社会等との

共同による学生を対象とした実践型

教育を実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

106 

大学や専門学校等と連

携した社会人の学び直

しの環境づくりや情報

提供 

県民文化局 

教育委員会 

○社会人の学び直しの環境づくり・情報

提供 

【県立大学】  

・企業のものづくり人材等を対象とし

たリカレント教育講座・セミナー等

の企画・実施 

 ＊「地域ものづくり学生共同プロジ

ェクト」：ポスターセッション・発

表会 120名参加 

 

・教育・医療・福祉等の分野で活躍する

専門職業人や本学卒業生等の社会人

を対象とした講座・セミナー等を開講 

 ＊教員免許状更新講習：7講座 360名

参加 

 ＊同認定講習：5講座270名参加 

 ＊スクールソーシャルワーク研修：31

名参加 

 ＊連続セミナー：3回162名参加 

 ＊看護職向けセミナー：15回1,023名

参加 

【県立芸術大学】 

 ・実技系の生涯教育講座（学び直し）の

開設を検討 

  ＊実技系のリカレント講座：1 回 22

名参加 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○リカレント教育の推進 

・リカレント教育推進会議等の開催 

＊24名参加 

 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○社会人の学び直しの環境づくり・情報

提供 

【県立大学】  

・企業のものづくり人材等を対象とし

たリカレント教育講座・セミナー等

の企画・実施 

 ＊オンデマンド型授業コンテンツの

制作・配信に関するノウハウをリ

カレント教育に活用することの可

能性について検討 

・教育・医療・福祉等の分野で活躍する

専門職業人や本学卒業生等の社会人

を対象とした講座・セミナー等を開講 

  ＊教員免許状更新講習、スクールソー

シャルワーク研修等 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため全て中止 

 ＊看護職向けセミナー：13回1,037名

参加 

 

 

【県立芸術大学】 

 ・実技系の生涯教育講座（学び直し）の

開設を検討 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○リカレント教育の推進 

・リカレントフォーラムの開催 

＊73名参加 

（会場：13名、オンライン：60名） 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○社会人の学び直しの環境づくり・情報

提供 

【県立大学】  

・企業のものづくり人材等を対象とし

たリカレント教育講座・セミナー等

の企画・実施 

＊ICT リカレント教育コンシェルジ

ュサービスを試行し、1団体（3名）、

1企業（2名）が利用 

 

・教育・医療・福祉等の分野で活躍する

専門職業人や本学卒業生等の社会人

を対象とした講座・セミナー等を開講 

＊教員免許状更新講習：9講座 190名 

参加  

＊看護職向けセミナー：7回1,114名

参加 

 

 

 

 

【県立芸術大学】 

 ・実技系及び講義形式の生涯教育講座

（学び直し）の開設を検討 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○リカレント教育の推進 

・リカレントフォーラムの開催 

＊96名参加 

（会場：23名、オンライン：73名） 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○社会人の学び直しの環境づくり・情報

提供 

【県立大学】  

・企業のものづくり人材等を対象とし

たリカレント教育講座・セミナー等

の企画・実施 

 

 

 

 

・教育・医療・福祉等の分野で活躍する

専門職業人や本学卒業生等の社会人

を対象とした講座・セミナー等を開講 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県立芸術大学】 

 ・実技系及び講義形式の生涯教育講座

（学び直し）の開設を検討 

 

 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○リカレント教育の推進 

・リカレントフォーラムの開催 

 

 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 
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（2）女性の活躍促進 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

107 

あいち女性輝きカンパ

ニーの認証などを通じ

た、女性の活躍に向け

た企業等の意識改革の

促進や取組への支援

（女性の活躍促進コー

ディネーターによる企

業支援、あいち女性の

活躍プロモーションリ

ーダーによる中小企業

支援、あいち女性の活

躍促進会議の開催、女

性の活躍促進宣言の募

集、あいちウーマノミ

クス研究会の開催、あ

いち女性の活躍促進サ

ミットの開催など） 

県民文化局 

経済産業局 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・あいち女性の活躍促進会議の開催 

 

 

・女性の活躍促進サミット 2019 の開

催、知事表彰の実施 

 ＊257名参加 

 

 

 

・「女性の活躍促進宣言」の募集 

 ＊宣言企業数 1,518社（2019年度ま

での累計（2020年4月 1日時点）） 

・「あいち女性輝きカンパニー」の認証 

 ＊629 社認証（2019 年度までの累計

（2020年 4月 1日時点）） 

・コーディネーターによる企業の取組

支援 

 ＊企業・団体に派遣（18回） 

・女性の活躍促進に取り組む中小企業

の情報発信 

 ＊PR 動画・パンフレットの制作・情

報発信 

・女性の活躍プロモーションリーダー

と連携した中小企業への取組促進 

 ＊85社委嘱（2019年度までの累計） 

・女性の活躍企業の魅力発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興 

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

 ＊1回開催 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・あいち女性の活躍促進会議の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・女性の活躍促進サミット 2020 の開

催、知事表彰の実施 

＊305名参加 

 

 

 

・「女性の活躍促進宣言」の募集 

＊宣言企業数 1,737 社（2020 年度ま

での累計（2021年4月 1日時点）） 

・「あいち女性輝きカンパニー」の認証 

 ＊736社（2020年度までの累計（2021

年 4月1日時点）） 

・コーディネーターによる企業の取組

支援 

＊企業・団体に派遣（10回） 

 

 

 

 

・女性の活躍プロモーションリーダー

と連携した中小企業への取組促進 

＊140社委嘱（2021年4月 1日時点） 

・女性の活躍企業の魅力発信 

・女性の活躍推進のための行動計画策

定支援 

 ＊93名参加 

・女性管理職比率の向上推進 

 ＊冊子の作成 

 ＊座談会 1回開催 

 ＊キャリアアップセミナー1回開催 

 ＊市町村職員向けセミナー2回開催 

○女性の活躍に向けた産業の振興 

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

 ＊1回開催 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・あいち女性の活躍促進会議の開催 

 

 

・女性の活躍促進サミット 2021 の開

催、知事表彰の実施 

＊342名参加 

＊特定の取組が特に優れている小規

模企業を対象とする「奨励賞」を新

設 

・「女性の活躍促進宣言」の募集 

＊宣言企業数 2,126社（2021年度ま

での累計（2022年4月 1日時点）） 

・「あいち女性輝きカンパニー」の認証 

＊1,045 社（2021 年度までの累計

（2022年 4月 1日時点）） 

・コーディネーターによる企業の取組

支援 

＊企業・団体に派遣（12回） 

 

 

 

 

・女性の活躍プロモーションリーダー

と連携した中小企業への取組促進 

＊182社委嘱（2022年4月 1日時点） 

・女性の活躍企業の魅力発信 

・女性の活躍推進のための行動計画策

定支援 

  ＊179名参加 

・モノづくり企業に関する女性管理職

登用に向けた調査・研究、好取組事例

や効果的な手法等の情報発信 

 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興  

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

＊1回開催 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・あいち女性の活躍促進会議の開催 

 

 

・女性の活躍促進サミット 2022 の開

催、知事表彰の実施 

 

 

 

 

・「女性の活躍促進宣言」の募集 

 

 

・「あいち女性輝きカンパニー」の認証 

 

 

・コーディネーターによる企業の取組

支援 

 

 

 

 

 

・女性の活躍プロモーションリーダー

と連携した中小企業への取組促進 

 

・女性の活躍企業の魅力発信 

 ・モデル地域における中小企業の女性

活躍の推進に向けた意見交換会の実施、

リーフレットの作成、セミナーの開催  

 ・役員等の女性リーダー育成に向けた

講演会・情報発信・企業ワーキンググ

ループの実施 

 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興  

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・女性起業家の経営者としての成長及

び事業拡大を支援するプログラムの

実施 

 ＊ブラッシュアップ期間 63名参加 

 ＊アクセラレーション期間20名参加 

・女性起業支援セミナーの開催 

 ＊84名参加 

・女性起業支援機関向けワークショッ

プの開催 

 ＊25名参加 

・女性起業家・経営者の成長及び事業拡

大を支援するプログラムの実施 

 ＊ブラッシュアップ期間 27名参加 

 ＊アクセラレーション期間20名参加 

 

・女性起業支援セミナーの開催 

 ＊71名参加 

・女性起業支援機関向けワークショッ

プの開催 

 ＊19名参加 

・女性起業家・経営者の成長及び事業拡

大を支援するプログラムの実施 

＊ブラッシュアップ期間 36名参加 

＊アクセラレーション期間20名参加 

 

・女性起業家・経営者のビジネスの本格

的な拡大を目指す伴走プログラムの

実施 

 

 

・ビジネスを形にする手法を学ぶワー

クショップ等の開催 

108 

愛知県ファミリー・フ

レンドリー企業の登録

拡大 

労働局 ○従業員の仕事と生活の調和に積極的に

取り組む企業の普及拡大  

・登録制度を運営し、専用ウェブサイト

で登録企業の取組を紹介  

 ＊新規登録企業数 187社 

・ワーク・ライフ・バランス普及コンサ

ルタント（社会保険労務士）の派遣に

よる登録の支援  

・他の企業の模範となる優れた取組を

行っている登録企業を知事表彰 

○従業員の仕事と生活の調和に積極的に

取り組む企業の普及拡大  

・登録制度を運営し、専用ウェブサイト

で登録企業の取組を紹介  

 ＊新規登録企業数 99社 

・ワーク・ライフ・バランス普及コンサ

ルタント（社会保険労務士）の派遣に

よる登録の支援  

 ・他の企業の模範となる優れた取組を 

行っている登録企業を知事表彰 

○従業員の仕事と生活の調和に積極的に

取り組む企業の普及拡大  

・登録制度を運営し、専用ウェブサイト

で登録企業の取組を紹介  

 ＊新規登録企業数 94社 

・ワーク・ライフ・バランス普及コンサ

ルタント（社会保険労務士等）の派遣

による登録の支援  

・他の企業の模範となる優れた取組を 

行っている登録企業を知事表彰 

○従業員の仕事と生活の調和に積極的に

取り組む企業の普及拡大  

・登録制度を運営し、専用ウェブサイト

で登録企業の取組を紹介  

  

・ワーク・ライフ・バランス普及コンサ

ルタント（社会保険労務士等）の派遣

による登録の支援  

・他の企業の模範となる優れた取組を 

行っている登録企業を知事表彰 

109 

女性管理職養成等の人

材育成の強化 

人事局 

県民文化局 

経済産業局 

農業水産局 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

 ＊105名参加 

・男性管理職ワークショップの開催 

 ＊6回 67名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興 

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

＊1回開催 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

＊115名参加 

・男性管理職ワークショップの開催 

＊6回 54名参加 

・女性管理職比率の向上推進 

＊冊子の作成 

 ＊座談会 1回開催 

 ＊キャリアアップセミナー1回開催 

 ＊市町村職員向けセミナー2回開催 

 

 

 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興 

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

＊1回開催 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

 ＊85名参加 

・男性管理職ワークショップの開催 

  ＊6回 64名参加 

 

 

 

 

 

・モノづくり企業に関する女性管理職

登用に向けた調査・研究、好取組事例

や効果的な手法等の情報発信 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興  

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

＊1回開催 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

 

・管理職向けワークショップの開催 

 

 

 

 

 

 

・役員等の女性リーダー育成に向けた

講演会・情報発信・企業ワーキンググ

ループの実施 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興  

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

 



- 88 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○若手女性農業者の早期経営参画の推進 

・若手女性農業者が農業知識・技術を習

得するためのヤングセミナー及び女

性農業者応援企業セミナーの開催 

 ＊29回開催 

○方針決定の場で活躍できる女性農業者

の育成 

・農業分野における方針決定の場に参

画できる人材育成セミナー及び市町

村幹部等との懇談会の開催 

 ＊人材育成セミナー 11回開催 

   農政懇談会 3回開催 

○女性農業者実践活動の支援 

・実践活動支援研修会の開催 

 ＊15名参加 

 

○県庁女性職員の管理職への登用の推進 

・政策・方針決定に参画できるよう、意

欲と能力のある優秀な女性職員を積

極的に登用 

＊女性管理職の割合 10.67％ 

○若手女性農業者の早期経営参画の推進 

・若手女性農業者が農業知識・技術を 

習得するためのヤングセミナー及び

女性農業者応援企業セミナーの開催 

＊23回開催 

○方針決定の場で活躍できる女性農業者

の育成 

・農業分野における方針決定の場に参

画できる人材育成セミナー及び市町

村幹部等との懇談会の開催 

＊人材育成セミナー2回開催 

＊農政懇談会 4回 

○女性農業者実践活動の支援 

・実践活動支援研修会の開催 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○県庁女性職員の管理職への登用の推進 

・政策・方針決定に参画できるよう、意

欲と能力のある優秀な女性職員を積

極的に登用 

＊女性管理職の割合 11.18％ 

○若手女性農業者の早期経営参画の推進 

・若手女性農業者が農業知識・技術を 

習得するためのヤングセミナーの開

催 

＊10回開催 

○方針決定の場で活躍できる女性農業者

の育成 

・農業分野における方針決定の場に参

画できる人材育成セミナー及び市町

村幹部等との懇談会の開催 

＊人材育成セミナー5回開催 

＊農政懇談会 5回 

○女性農業者実践活動の支援 

・あいち農山漁村女性の活躍促進大会

の開催 

 ＊84名参加 

○県庁女性職員の管理職への登用の推進 

・政策・方針決定に参画できるよう、意

欲と能力のある優秀な女性職員を積

極的に登用 

 ＊女性管理職の割合12.03％ 

○若手女性農業者の経営参画の推進 

・若手女性農業者が農業知識・技術を 

習得するためのヤングセミナーの開

催 

 

○方針決定の場で活躍できる女性農業者

の育成 

・農業分野における方針決定の場に参

画できる人材育成セミナー及び市町

村幹部等との懇談会の開催 

 

 

○女性農業者実践活動の支援 

・女性起業家育成研修会、経営及び技術

向上研修会の開催 

 

○県庁女性職員の管理職への登用の推進 

・政策・方針決定に参画できるよう、意

欲と能力のある優秀な女性職員を積

極的に登用 

 ＊女性管理職の割合13.01％ 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

110 

女性の起業支援等を通

じた産業振興・雇用促

進 

経済産業局 

農業水産局 

○女性の起業を支援するセミナーの開催 

・（公財）あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの開催 

 ＊22名参加 

○女性の活躍に向けた産業の振興 

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

 ＊1回開催 

・女性起業家の経営者としての成長及

び事業拡大を支援するプログラムの

実施 

＊ブラッシュアップ期間 63名参加 

＊アクセラレーション期間20名参加  

・女性起業支援セミナーの開催 

 ＊84名参加 

・女性起業支援機関向けワークショッ

プの開催 

  ＊25名参加 

○農業分野における女性起業家の確保・

育成 

・女性起業家および起業を志向する女

性農業者を対象とする交流研修会の

開催 

 ＊15名参加 

○女性の起業を支援するセミナーの開催 

・（公財）あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの開催 

 ＊16名参加 

○女性の活躍に向けた産業の振興 

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

 ＊1回開催 

・女性起業家・経営者の成長及び事業拡

大を支援するプログラムの実施 

 ＊ブラッシュアップ期間 27名参加 

 ＊アクセラレーション期間20名参加 

 

・女性起業支援セミナーの開催 

 ＊71名参加 

・女性起業支援機関向けワークショッ

プの開催 

 ＊19名参加 

○農業分野における女性起業家の確保・

育成 

・女性起業家および起業を志向する女

性農業者を対象とする交流研修会の

開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○女性の起業を支援するセミナーの開催 

・（公財）あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの開催 

＊17名参加 

○女性の活躍に向けた産業の振興  

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

＊1回開催 

・女性起業家・経営者の成長及び事業拡

大を支援するプログラムの実施 

＊ブラッシュアップ期間 36名参加 

＊アクセラレーション期間20名参加 

 

 

 

 

 

 

○農業分野における女性起業家の確保・

育成 

・地域で活躍する女性農業者を対象と

した交流研修会の開催 

＊35名参加 

○女性の起業を支援するセミナーの開催 

・（公財）あいち産業振興機構における

女性起業家セミナーの開催 

 

○女性の活躍に向けた産業の振興  

・「あいち・ウーマノミクス研究会」の

開催 

 

・女性起業家・経営者のビジネスの本格

的な拡大を目指す伴走プログラムの

実施 

 

・ビジネスを形にする手法を学ぶワー

クショップ等の開催 

 

 

 

 

○女性農業者実践活動の支援 

・女性起業家育成研修会、経営及び技術

向上研修会の開催 

 

111 

あいち子育て女性再就

職サポートセンターを

生かした女性の再就職

に対する支援の強化 

労働局 ○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

・あいち子育て女性再就職サポートセン

ター（ママ・ジョブ・あいち）の運営、

出張相談等の実施  

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

 ・あいち子育て女性再就職サポートセン

ター（ママ・ジョブ・あいち）の運営、

出張相談等の実施 

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

 ・あいち子育て女性再就職サポートセン

ター（ママ・ジョブ・あいち）の運営、

出張相談等の実施 

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

 ・あいち子育て女性再就職サポートセン

ター（ママ・ジョブ・あいち）の運営、

出張相談等の実施 

112 

定時退社や有給休暇取

得の促進 

人事局 

労働局 

○あいちワーク・ライフ・バランス推進

協議会による官民一体となった取組の

推進  

・「県内一斉ノー残業デー」を始めとす

る定時退社や有給休暇取得等を呼び

かける「あいちワーク・ライフ・バラ

ンス推進運動」の実施  

○企業の働き方改革の取組の推進  

・キックオフイベントの実施 

○あいちワーク・ライフ・バランス推進

協議会による官民一体となった取組の

推進  

 ・テレワークの実施を始めとする多様

な働き方や定時退社、有給休暇取得

等を呼びかける「あいちワーク・ライ

フ・バランス推進運動」の実施  

○企業の働き方改革の取組の推進  

 ・キックオフイベントの実施 

○あいちワーク・ライフ・バランス推進

協議会による官民一体となった取組の

推進  

 ・テレワークの実施を始めとする多様

な働き方や定時退社、有給休暇取得

等を呼びかける「あいちワーク・ライ

フ・バランス推進運動」の実施  

○企業の働き方改革の取組の推進  

 

○あいちワーク・ライフ・バランス推進

協議会による官民一体となった取組の

推進  

 ・テレワークの実施を始めとする多様

な働き方や定時退社、有給休暇取得

等を呼びかける「あいちワーク・ライ

フ・バランス推進運動」の実施  

○企業の働き方改革の取組の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・街頭啓発活動の実施  

＊3回 

・サミットやセミナーの開催 

＊サミット 190名参加 

 

＊派遣型セミナー26回 945名参加 

＊集合型セミナー4回171名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○時間外勤務の上限規制を踏まえた県庁

職員の総勤務時間の縮減 

・時間外勤務縮減キャンペーンの実施 

・全庁一斉定時退庁日の設定 

・グループ定時退庁日の設定 

・月 1はぐみん年休運動の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

・ワーク・ライフ・バランス推進強化月

間（7～8 月）の実施（職員の意識啓

発、時間外勤務の縮減、休暇の取得促

進等） 

・街頭啓発活動の実施  

  ＊1回 

・サミットやセミナーの開催 

 ＊サミット 会場参加 19名 

       オンライン参加 86名 

 ＊派遣型セミナー24回 1,624名参加 

 ＊集合型セミナー3回 85名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○時間外勤務の上限規制を踏まえた県庁

職員の総勤務時間の縮減 

・時間外勤務縮減キャンペーンの実施 

・全庁一斉定時退庁日の設定 

・グループ定時退庁日の設定 

・月 1はぐみん年休運動の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

・ワーク・ライフ・バランス推進強化月

間（7～8 月）の実施（職員の意識啓

発、多様で弾力的な働き方の推進、時

間外勤務の縮減、休暇の取得促進） 

・街頭啓発活動の実施 

 ＊1回 

・セミナー、ワークショップの開催 

＊個人参加型セミナー2回 55名参加 

＊団体参加型セミナー9 回 319 名参加 

＊ワークショップ3回24名参加 

・シンポジウムの開催 

 ＊会場参加 35名 

オンライン参加 83名 

・タウンミーティングの開催 

 ＊2回 

 ＊会場参加 14名 

オンライン参加 31名 

・ポスター・デジタルサイネージの掲   

 出 

 ＊4カ所 

・企業ニーズ調査の実施 

・啓発資料の作成 

○時間外勤務の上限規制を踏まえた県庁

職員の総勤務時間の縮減 

・時間外勤務縮減キャンペーンの実施 

・全庁一斉定時退庁日の設定 

・グループ定時退庁日の設定 

・月 1はぐみん年休運動の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

・ワーク・ライフ・バランス推進強化月

間（7～8 月）の実施（職員の意識啓

発、多様で弾力的な働き方の推進、時

間外勤務の縮減、休暇の取得促進） 

 

 

・セミナー、ワークショップの開催 

 

 

 

・フォーラムの開催 

 

 

・タウンミーティングの開催 

 

 

 

 

 

 

 

・啓発動画の作成 

○時間外勤務の上限規制を踏まえた県庁

職員の総勤務時間の縮減 

・時間外勤務縮減キャンペーンの実施 

・全庁一斉定時退庁日の設定 

・グループ定時退庁日の設定 

・月１はぐみん年休運動の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

・ワーク・ライフ・バランス推進強化月

間（7～8 月）の実施（職員の意識啓

発、多様で弾力的な働き方の推進、時

間外勤務の縮減、休暇の取得促進） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

113 

仕事と育児の両立を促

進する保育環境の充実

（病児・病後児保育な

どを含む、多様な保育

サービスの充実） 

福祉局 

県民文化局 

○教育・保育の量の充実  

・幼児教育・保育施設への施設型給付 

 ＊認定こども園 179か所、幼稚園 16

か所、保育所 567か所 

・家庭的保育、小規模保育、事業所内保

育等への地域型保育給付 

 ＊家庭的保育27か所、小規模保育283

か所、事業所内保育 15か所、居宅

訪問型保育 2か所 

・認可外保育施設等への施設等利用給付 

 ＊48市町 

○多様なニーズに対応した保育サービス

の拡充 

・病院・保育所等に付設された専用スペ

ースでの病児・病後児預かりへの助成 

 ＊80か所 

・病児・病後児保育事業の整備に対する

助成 

 ＊2か所 

・延長保育に対する助成 

 ＊標準時間569か所、短時間268か所 

・医療的ケア児の受け入れを行う保育

所等に対する助成 

＊1か所 

○教育・保育の量の充実  

・幼児教育・保育施設への施設型給付 

＊認定こども園 212 か所、幼稚園 27

か所、保育所 582か所 

・家庭的保育、小規模保育、事業所内保

育等への地域型保育給付 

＊家庭的保育28か所、小規模保育303

か所、事業所内保育 16か所、居宅

訪問型保育 3か所 

・認可外保育施設等への施設等利用給付 

＊49市町村 

○多様なニーズに対応した保育サービス

の拡充 

・病院・保育所等に付設された専用スペ

ースでの病児・病後児預かりへの助成 

＊87か所 

・病児・病後児保育事業の整備に対する

助成 

＊1か所 

・延長保育に対する助成 

＊標準時間520か所、短時間249か所 

・医療的ケア児の受け入れを行う保育

所等に対する助成 

＊4か所 

○教育・保育の量の充実  

・幼児教育・保育施設への施設型給付 

＊認定こども園 228 か所、幼稚園 35

か所、保育所 615か所 

・家庭的保育、小規模保育、事業所内保

育等への地域型保育給付 

＊家庭的保育26か所、小規模保育327

か所、事業所内保育 24か所、居宅

訪問型保育 3か所 

・認可外保育施設等への施設等利用給付 

＊51市町村 

○多様なニーズに対応した保育サービス

の拡充 

・病院・保育所等に付設された専用スペ

ースでの病児・病後児預かりへの助成 

＊89か所 

・病児・病後児保育事業の整備に対する

助成 

＊1か所 

・延長保育に対する助成 

＊標準時間607か所、短時間257か所  

・医療的ケア児の受け入れを行う保育

所等に対する助成 

＊4か所 

○教育・保育の量の充実  

・幼児教育・保育施設への施設型給付 

 

 

・家庭的保育、小規模保育、事業所内保

育等への地域型保育給付 

 

 

 

・認可外保育施設等への施設等利用給付 

 

○多様なニーズに対応した保育サービス

の拡充 

・病院・保育所等に付設された専用スペ

ースでの病児・病後児預かりへの助

成 

・病児・病後児保育事業の整備に対する

助成 

 

・延長保育に対する助成 

 

・医療的ケア児の受け入れを行う保育

所等に対する助成 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・物価高騰の影響を受ける民間の保育
所等の給食費に対する助成 

114 

男性のワーク・ライフ・

バランス確保の促進､

育児休暇取得の推奨・

促進など､男性の育児

参加の促進（イクメン・

イクボスの普及拡大） 

総務局 

人事局 

福祉局 

労働局 

○育児等に積極的な男性（イクメン）と

部下の仕事と育児・介護・地域活動等

との両立を応援する上司（イクボス）

の普及拡大 

・あいちイクメン・イクボス応援会議の

運営  

＊2回開催 

・男性の育児参画あるいは部下のワー

ク・ライフ・バランスを支援する管理

職等の育成に取り組む企業の知事表

彰（イクメン・イクボス企業賞）  

・あいちイクメン・イクボス応援サイト

の運営  

○育児等に積極的な男性（イクメン）と

部下の仕事と育児・介護・地域活動等

との両立を応援する上司（イクボス）

の普及拡大 

・あいちイクメン・イクボス応援会議の

運営  

＊1回開催 

・男性の育児参画あるいは部下のワー

ク・ライフ・バランスを支援する管理

職等の育成に取り組む企業の知事表

彰（イクメン・イクボス企業賞）  

・あいちイクメン・イクボス応援サイト

の運営  

○育児等に積極的な男性（イクメン）と

部下の仕事と育児・介護・地域活動等

との両立を応援する上司（イクボス）

の普及拡大 

・あいちイクメン・イクボス応援会議の

運営  

＊1回開催 

・男性の育児参画あるいは部下のワー

ク・ライフ・バランスを支援する管理

職等の育成に取り組む企業の知事表

彰（イクメン・イクボス企業賞）  

・あいちイクメン・イクボス応援サイト

の運営 

○育児等に積極的な男性（イクメン）と

部下の仕事と育児・介護・地域活動等

との両立を応援する上司（イクボス）

の普及拡大 

・あいちイクメン・イクボス応援会議の

運営  

 

・男性の育児参画あるいは部下のワー

ク・ライフ・バランスを支援する管理

職等の育成に取り組む企業の知事表

彰（イクメン・イクボス企業賞）  

・あいちイクメン・イクボス応援サイト

の運営 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・管理職等の理解促進のためのセミナ

ー（イクボス養成講座）の開催 

＊3回 99名参加 

○育児等に積極的な男性の普及拡大 

・家事・育児等における家族の相互理解

を促す啓発冊子の作成 

 ・啓発冊子を活用した家族向けセミナ

ーの実施 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○県庁男性職員の育児参加支援 

・「職員の子育て応援プログラム」の推進 

 

・男性職員に対する育児参加支援策「イ

クメンサポート」の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

○職員の多様で弾力的な働き方の検討 

・時差勤務の拡充の検討 

・モバイルワーク及び在宅勤務の試行

実施（制度設計、基盤整備・運用） 

＊2020.1～試行実施 

 

 

 

 

 

 

・サテライトオフィスの設置 

  ＊本庁、自治研修所、東京事務所、西

三河総合庁舎及び東三河総合庁舎

に設置 

 

○職員のワーク・ライフ・バランス推進 

・「職員のワーク・ライフ・バランス推

進要綱」に基づく取組、ワーク・ライ

フ・バランス推進強化月間の実施等 

 

 

 

○育児等に積極的な男性の普及拡大 

・父親向け子育てハンドブックのアプ

リケーション改修及び普及啓発 

※普及啓発は新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止 

 

 

○県庁男性職員の育児参加支援 

・「職員の子育て応援プログラム」の推進 

 

・男性職員に対する育児参加支援策「イ

クメンサポート」の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

○職員の多様で弾力的な働き方の検討 

 

・モバイルワーク及び在宅勤務の試行

実施（利用状況把握・検証、基盤運用） 

＊～2020.12 試行実施 

・2021.1～在宅勤務の一層の推進（基盤

整備・運用） 

＊テレワーク用端末既存の 100 台に

加え 1,000台追加配備 

 

 

・サテライトオフィスの運用及び利用

の促進 

 

 

 

○職員のワーク・ライフ・バランス推進 

・「職員のワーク・ライフ・バランス推

進要綱」に基づく取組、ワーク・ライ

フ・バランス推進強化月間の実施等 

 

 

 

○育児等に積極的な男性の普及拡大 

・子育てハンドブック「お父さんダイス

キ」アプリケーションの配信 

・子育ての意識向上セミナー、普及啓発

の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○県庁男性職員の育児参加支援 

・「愛知県職員の女性活躍促進・子育て応

援プログラム」の推進 

・男性職員に対する育児参加支援策「イ

クメンサポート」の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

○職員の多様で弾力的な働き方の検討 

 

・モバイルワーク及び在宅勤務の一層の

推進（利用状況把握、基盤整備・運用） 

＊テレワーク用端末 1,100台配備 

＊1人 1台パソコンを薄型・軽量なモ

バイル端末に変更 

＊1人1台パソコンでのテレワーク対

応（同時接続 500台） 

 

 

・サテライトオフィスの運用及び利用

の促進 

＊新たに海部総合庁舎、知多総合庁

舎、豊田加茂総合庁舎、新城設楽総

合庁舎に設置 

○職員のワーク・ライフ・バランス推進 

・「職員のワーク・ライフ・バランス推 

進要綱」に基づく取組、ワーク・ライ

フ・バランス推進強化月間の実施等 

 

 

 

○育児等に積極的な男性の普及拡大 

・子育てハンドブック「お父さんダイス

キ」アプリケーションの配信 

・子育ての意識向上セミナー、普及啓発

の実施 

 

 

○県庁男性職員の育児参加支援 

・「愛知県職員の女性活躍促進・子育て応

援プログラム」の推進 

・男性職員に対する育児参加支援策「イ

クメンサポート」の実施 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に資

する行動を人事評価において適切に

評価 

○職員の多様で弾力的な働き方の検討 

 

・モバイルワーク及び在宅勤務の一層の

推進（利用状況把握、基盤整備・運用） 

＊テレワーク用端末 1,100台配備 

＊1人1台パソコンを薄型・軽量なモ

バイル端末に変更 

＊1人1台パソコンでのテレワーク対

応（同時接続 1,500台） 

＊リモートアクセス環境整備（1,000

ライセンス） 

・サテライトオフィスの運用及び利用

の促進 

 

 

 

○職員のワーク・ライフ・バランス推進 

・「職員のワーク・ライフ・バランス推 

進要綱」に基づく取組、ワーク・ライ

フ・バランス推進強化月間の実施等 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

115 

ウィルあいち等を交流

拠点に企業で活躍する

女性のネットワークづ

くり 

県民文化局 ○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

 ＊105名参加 

・｢あいち女性連携フォーラム｣による

県内女性団体等の相互交流等の実施 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

＊115名参加 

・｢あいち女性連携フォーラム｣による

県内女性団体等の相互交流等の実施 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

   ＊85名参加 

 ・｢あいち女性連携フォーラム｣による

県内女性団体等の相互交流等の実施 

○あいち女性の活躍促進プロジェクトの

推進 

・働く女性のキャリアアップ・交流事業

の開催 

 

・｢あいち女性連携フォーラム｣による

県内女性団体等の相互交流等の実施 

116 

男女共同参画の視点に

立ったキャリア教育の

推進や、女子中高生の

理系進路選択支援など

固定的役割分担意識に

とらわれない進路選択

などの支援 

県民文化局 

教育委員会 

○進路選択の支援 

・女子中高生による大学及び企業の研

究開発施設等の取材、情報発信 

 ＊5コース 95名参加 

 

・女子大学生等を対象に就業継続を前

提としたキャリアプランや職業観の

形成を支援するためのセミナー等の

開催 

 ＊625名参加 

○高校生の男女共同参画意識の向上 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

 ＊5名参加 

○進路選択の支援 

・女子中高生による大学及び企業の研

究開発施設等の取材、情報発信 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・女子大学生等を対象に就業継続を前

提としたキャリアプランや職業観の

形成を支援するためのセミナー等の

開催 

 ＊237名参加 

○高校生の男女共同参画意識の向上 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○進路選択の支援 

 ・中高生・大学生等を対象とした固定

的な性別役割分担意識にとらわれな

いキャリアプラン形成のための出前

講座の開催 

＊16校実施（2,000名参加） 

 

 

 

 

○高校生の男女共同参画意識の向上 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○進路選択の支援 

 ・中高生・大学生等を対象とした固定

的な性別役割分担意識にとらわれな

いキャリアプラン形成のための出前

講座の開催 

 

 

 

 

 

○高校生の男女共同参画意識の向上 

・あいち高等学校男女共同参画海外派遣

の実施 

 

 

 

（3）子ども・子育て応援 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

117 

「日本一子育てしやす

いあいち」の実現をめざ

した、総合的な子育て支

援施策の推進 

福祉局 

保健医療局 

○「あいち はぐみんプラン2015-2019」

に基づく施策の推進 

・待機児童の解消、多様な保育サービス

の充実 

・放課後児童クラブの整備 

・虐待の予防と早期発見・早期対応 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・結婚支援 

・貧困対策の推進 

○次期「あいち はぐみんプラン」の策定 

＊「あいち はぐみんプラン 2020-

2024」を策定（3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「あいち はぐみんプラン2020-2024」

に基づく施策の推進 

・結婚支援 

 ＊出会いの場を提供するイベント実

施数 424企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「あいち はぐみんプラン2020-2024」

に基づく施策の推進 

・結婚支援 

＊出会いの場を提供するイベント実

施数 435企画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「あいち はぐみんプラン2020-2024」

に基づく施策の推進 

・結婚支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

○子育て世代包括支援センターの設置促進 

・連携促進会議や子育て世代包括支援

センター充実強化研修会の開催 

 ＊連携促進会議の開催 14回 

 ＊研修会の開催1回 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・多様な保育サービス、児童の放課後対

策の拡充 

・子どもの貧困・ひとり親家庭の支援 

・児童虐待防止対策の推進 

・地域の多様な主体との協働推進 

○子育て世代包括支援センターの設置促進 

・連携促進会議や子育て世代包括支援 

センター充実強化研修会の開催 

 ＊連携促進会議の開催 16回 

 ＊事例検討会 16回 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・多様な保育サービス、児童の放課後対

策の拡充 

・子どもの貧困・ひとり親家庭の支援 

・児童虐待防止対策の推進 

・地域の多様な主体との協働推進 

○子育て世代包括支援センターの充実強化 

・連携促進会議や子育て世代包括支援 

センター充実強化研修会の開催 

＊充実強化研修会の開催１回 

＊連携促進会議の開催12回 

＊事例検討会 4回 

○重層的支援体制整備事業の推進 

・高齢者、障害者、子どもの各分野を超

えて、包括的に相談支援や地域づく

り等の取組を実施する市町村への支

援 

○ヤングケアラーの支援のための現状把 

 握 

 ・ヤングケアラーの生活実態や課題等

を明らかにし、今後の具体的な支援

策を検討するため「愛知県ヤングケ

アラー実態調査」を実施 

 ＊調査回答数  

    児童・生徒 30,597人 

    公立小中高等学校 1,197校 

    インタビュー調査 8人25機関 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・多様な保育サービス、児童の放課後対

策の拡充 

・子どもの貧困・ひとり親家庭の支援 

・児童虐待防止対策の推進 

・地域の多様な主体との協働推進 

○子育て世代包括支援センターの充実強化 

・連携促進会議や子育て世代包括支援 

センター充実強化研修会の開催 

 

 

 

○重層的支援体制整備事業の推進 

・高齢者、障害者、子どもの各分野を超

えて、包括的に相談支援や地域づく

り等の取組を実施する市町村への支

援 

○ヤングケアラーへの支援・理解促進 

・シンポジウムの開催 

・ヤングケアラー支援関係機関研修の

実施、支援コーディネーターの配置 

・子ども向け啓発パンフレットの作成・

配付 

・市町村モデル事業の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

118 

親子の交流拠点や一時

預かりなど地域におけ

る子ども・子育て支援

の充実 

福祉局 ○地域子育て支援拠点の充実 

・子育て家庭への情報提供や、交流の場

を提供する地域子育て支援拠点への

助成 

 ＊374か所 

○一時預かりの充実 

・保育所や認定こども園、幼稚園等にお

いて実施される一時預かりへの助成 

 ＊623か所 

○地域子育て支援拠点の充実 

・子育て家庭への情報提供や、交流の場

を提供する地域子育て支援拠点への

助成 

 ＊379か所 

○一時預かりの充実 

・保育所や認定こども園、幼稚園等にお

いて実施される一時預かりへの助成 

＊634か所 

○地域の子育て支援力の向上 

 ・子育てに不安を抱える家庭に訪問し、

傾聴や協働などによる寄り添い型の

支援を行うモデル事業を実施 

  ＊2団体へ委託 

○地域子育て支援拠点の充実 

・子育て家庭への情報提供や、交流の場

を提供する地域子育て支援拠点への

助成 

  ＊355か所 

○一時預かりの充実 

・保育所や認定こども園、幼稚園等にお

いて実施される一時預かりへの助成 

＊654か所 

○地域の子育て支援力の向上 

・子育てに不安を抱える家庭に訪問し、

傾聴や協働などによる寄り添い型の

支援を行うモデル事業を実施 

＊2団体へ委託 

○地域子育て支援拠点の充実 

・子育て家庭への情報提供や、交流の場

を提供する地域子育て支援拠点への

助成 

 

○一時預かりの充実 

・保育所や認定こども園、幼稚園等にお

いて実施される一時預かりへの助成 

 

○地域の子育て支援力の向上 

・子育てに不安を抱える家庭に訪問し、

傾聴や協働などによる寄り添い型の

支援の推進 

 

 

119 

子どもが輝く未来の実

現に向けた子どもの貧

困対策の推進 ～未来

基金の造成と子どもの

貧困対策への活用～ 

福祉局 ○子どもの貧困対策の推進 

・子どもの貧困対策推進プロジェクト

チームによる「子どもが輝く未来へ

のロードマップ」の進捗状況の把握 

・生活困窮者自立支援制度における学

習・生活支援事業の実施 

 ＊12町 

・愛知県社会福祉協議会の子どもの学

習支援ボランティア養成と人材バン

ク運営事業を支援 

・子ども食堂の設置拡大と取組の充実

を図る取組の推進 

○「子どもが輝く未来基金」を活用した

取組、事業の推進 

・児童養護施設入所児童等の自立支援 

・子ども食堂の支援 

・子どもの学習支援 

○子どもの貧困対策の推進 

・子どもの貧困対策推進プロジェクト

チームによる「子どもが輝く未来へ

のロードマップ」の進捗状況の把握 

・生活困窮者自立支援制度における学

習・生活支援事業の実施 

 ＊12町 

・愛知県社会福祉協議会の子どもの学

習支援ボランティア養成と人材バン

ク運営事業を支援 

・子ども食堂の設置拡大と取組の充実

を図る取組の推進 

○「子どもが輝く未来基金」を活用した

取組、事業の推進 

・児童養護施設入所児童等の自立支援 

・子ども食堂の支援 

・子どもの学習支援 

○子ども食堂の感染症対策支援 
・子ども食堂に対し、衛生用品等の購入
費を補助 

○子どもの貧困対策の推進 

・子どもの貧困対策推進プロジェクト

チームによる「子どもが輝く未来へ

のロードマップ」の進捗状況の把握 

・生活困窮者自立支援制度における学

習・生活支援事業の実施 

＊12町 

・愛知県社会福祉協議会の子どもの学

習支援ボランティア養成と人材バン

ク運営事業を支援 

・子ども食堂の設置拡大と取組の充実

を図る取組の推進 

○「子どもが輝く未来基金」を活用した

取組、事業の推進 

・児童養護施設入所児童等の自立支援 

・子ども食堂の支援 

・子どもの学習支援 

○子ども食堂の感染症対策支援 
・子ども食堂に対し、衛生用品等の購入
費を補助 

○子どもの貧困対策の推進 

・子どもの貧困対策推進プロジェクト

チームによる「子どもが輝く未来へ

のロードマップ」の進捗状況の把握 

・生活困窮者自立支援制度における学

習・生活支援事業の実施 

   

・愛知県社会福祉協議会の子どもの学

習支援ボランティア養成と人材バン

ク運営事業を支援 

・子ども食堂の設置拡大と取組の充実

を図る取組の推進 

○「子どもが輝く未来基金」を活用した

取組、事業の推進 

・児童養護施設入所児童等の自立支援 

・子ども食堂の支援 

・子どもの学習支援 

○子ども食堂の感染症対策支援 
・子ども食堂に対し、衛生用品等の購入
費を補助 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

120 

AI・ICT を活用した子

育て家庭や高齢者の支

援 

福祉局 ○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における市町村の意見を踏ま

えて検討 

 

 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・AI・ICTによる高齢者支援のための調

査・研究 

○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における検討を踏まえて市町

村と連携 

 ＊「AIを活用した総合案内サービス」

の共同導入 39市町村 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・高齢者施設等のICT導入事例の紹介 

 ＊267件 

○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における検討を踏まえて市町

村と連携 

 ＊「AIを活用した総合案内サービス」

の共同導入 41市町村 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・高齢者施設等のICT導入事例の紹介 

 ＊323件 

○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における検討を踏まえて市町

村と連携 

 

 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・高齢者施設等のICT導入事例の紹介 

121 

子育て応援の日（はぐ

みんデー）の普及など、

社会全体で子ども・子

育てを応援する環境づ

くり 

福祉局 ○子育て応援の日（はぐみんデー）の普及 

・子育て応援の日はぐみんデー普及推

進強化月間の実施 

＊育 19キャンペーンの実施 

・はぐみんカードの普及拡大及び協賛店舗

の登録拡大 

 ＊新規協賛店 340店 

○子育て応援の日（はぐみんデー）の普及 

・子育て応援の日はぐみんデー普及推

進強化月間の実施 

＊駅貼りポスター19駅 

・はぐみんカードの普及拡大及び協賛店舗 

の登録拡大 

＊新規協賛店 254店 

○子育て応援の日（はぐみんデー）の普及 

・子育て応援の日はぐみんデー普及推

進強化月間の実施 

  ＊駅貼りポスター12駅 

・はぐみんカードの普及拡大及び協賛店舗 

の登録拡大 

  ＊新規協賛店171店 

○子育て応援の日（はぐみんデー）の普及 

・子育て応援の日はぐみんデー普及推

進強化月間の実施 

 

・はぐみんカードの普及拡大及び協賛店舗 

の登録拡大 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

122 

保育士の確保や資質の

向上 

福祉局 ○保育士の確保 

・保育士・保育所支援センターによる就

職支援 

 ＊求人相談 329 件、求職相談 1,280

件、マッチング件数 90件 

・保育士修学資金貸付の貸付 

 ＊65名 

 

 

・保育補助者雇上強化事業費の補助 

 ＊58件 

・保育士就職促進支援事業費の補助 

 ＊2件 

 

 

 

・保育体制強化事業費の補助 

 ＊70件 

○保育士の資質向上の推進 

・経験ステージや専門分野に特化した

専門性の高い研修の開催 

 ＊現任保育士研修参加者 846名 

○認可外保育施設における保育の質の確保 

・認可外保育施設の職員等を対象とし

た重大事故防止のための研修の開催 

 ＊5回 280名参加 

・巡回指導員による重大事故防止のた

めの助言又は指導等の巡回支援指導

の実施 

 ＊39か所実施 

 

 

・事故防止に役立つ備品購入の補助 

 ＊2件 

○保育士の確保 

・保育士・保育所支援センターによる就

職支援 

＊求人相談 264 件、求職相談 1,281 

件、マッチング件数 101件 

・保育士修学資金貸付の貸付 

＊65名 

・潜在保育士就職準備金の貸付 

 ＊35名 

・保育補助者雇上強化事業費の補助 

＊73件 

・保育士就職促進支援事業費の補助 

＊4件 

・保育士養成施設卒業生就職促進事業

費の補助 

 ＊1件 

・保育体制強化事業費の補助 

＊205件 

○保育士の資質向上の推進 

・経験ステージや専門分野に特化した

専門性の高い研修の開催 

＊現任保育士研修参加者 490名 

○認可外保育施設における保育の質の確保 

・認可外保育施設の職員等を対象とし

た重大事故防止のための研修の開催 

 ＊6回 104名参加 

・巡回指導員による重大事故防止のた

めの助言又は指導等の巡回支援指導

の実施 

＊6か所実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため重点実施 

・事故防止に役立つ備品購入の補助 

＊1件 

・業務負担を軽減し事故防止に役立つ

ICT機器購入の補助 

 ＊2件 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 

＊民間児童福祉施設等職員応援金の
交付 

○保育士の確保 

・保育士・保育所支援センターによる就

職支援 

＊求人相談 303 件、求職相談 2,187

件、マッチング件数 134件 

・保育士修学資金貸付の貸付 

＊65名 

・潜在保育士就職準備金の貸付 

 ＊45名 

・保育補助者雇上強化事業費の補助 

＊19件 

・保育士就職促進支援事業費の補助 

＊1件 

・保育士養成施設卒業生就職促進事業

費の補助 

 ＊2件 

・保育体制強化事業費の補助 

＊24件 

○保育士の資質向上の推進 

・経験ステージや専門分野に特化した

専門性の高い研修の開催 

＊現任保育士研修参加者 584名 

○認可外保育施設における保育の質の確保 

・認可外保育施設の職員等を対象とし

た重大事故防止のための研修の開催 

 ＊6回 88名参加 

・巡回指導員による重大事故防止のた

めの助言又は指導等の巡回支援指導

の実施 

＊80か所実施 

 

 

・事故防止に役立つ備品購入の補助 

＊4件 

・業務負担を軽減し事故防止に役立つ

ICT機器購入の補助 

 ＊3件 

 

○保育士の確保 

・保育士・保育所支援センターによる就

職支援 

 

 

・保育士修学資金貸付の貸付 

 

・潜在保育士就職準備金の貸付 

 

・保育補助者雇上強化事業費の補助 

 

・保育士就職促進支援事業費の補助 

 

・保育士養成施設卒業生就職促進事業

費の補助 

 

・保育体制強化事業費の補助 

 

○保育士の資質向上の推進 

・経験ステージや専門分野に特化した

専門性の高い研修の開催 

 

○認可外保育施設における保育の質の確保 

・認可外保育施設の職員等を対象とし

た重大事故防止のための研修の開催 

 

・巡回指導員による重大事故防止のた

めの助言又は指導等の巡回支援指導

の実施 

 

 

 

・事故防止に役立つ備品購入の補助 

 

・業務負担を軽減し事故防止に役立つ

ICT機器購入の補助 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

123 

保育所の整備・拡充、

認定こども園の設置促

進、待機児童の解消 

福祉局 ○保育所及び認定こども園の整備・拡充 

・施設整備に対する助成 

 ＊保育所 22 か所、認定こども園 26

か所  

○保育所及び認定こども園の整備・拡充 

・施設整備に対する助成 

＊保育所 35か所、認定こども園 22か

所  

○保育所及び認定こども園の整備・拡充 

・施設整備に対する助成 

＊保育所 25か所、認定こども園 30か

所  

○保育所及び認定こども園の整備・拡充 

・施設整備に対する助成 

 

124 

放課後児童クラブ（学

童保育）の整備促進な

ど放課後児童対策の充

実、長期休み期間中の

児童の居場所の確保 

福祉局 ○放課後児童クラブの充実及び整備促進 

 ・整備費助成 

  ＊22か所 

 ・運営費助成 

  ＊1,530か所 

・長期休暇中に支援の単位を新たに設

けて運営する場合に運営費の加算

（運営費助成の一部） 

○放課後児童支援員等の資質向上 

・認定資格研修の開催 

 ＊14会場、1,228名受講 

・キャリアアップ研修の開催 

 ＊17会場、1,226名受講 

○放課後児童クラブの充実及び整備促進 

・整備費助成 

  ＊31か所 

・運営費助成 

 ＊1,572か所 

・長期休暇中に支援の単位を新たに設

けて運営する場合に運営費の加算

（運営費助成の一部） 

○放課後児童支援員等の資質向上 

・認定資格研修の開催 

＊14会場、751名受講 

・キャリアアップ研修の開催 

＊14会場、862名受講 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 
＊民間児童福祉施設等職員応援金の
交付 

○放課後児童クラブの充実及び整備促進 

・整備費助成 

＊40か所 

・運営費助成 

 ＊1,596か所 

・長期休暇中に支援の単位を新たに設

けて運営する場合に運営費の加算

（運営費助成の一部） 

○放課後児童支援員等の資質向上 

・認定資格研修の開催 

 ＊13会場、742名受講 

・キャリアアップ研修の開催 

  ＊19会場、1,070名受講 

○放課後児童クラブの充実及び整備促進 

 ・整備費助成 

 

・運営費助成 

 

・長期休暇中に支援の単位を新たに設

けて運営する場合に運営費の加算

（運営費助成の一部） 

○放課後児童支援員等の資質向上 

・認定資格研修の開催 

 

・キャリアアップ研修の開催 

 

 

125 

妊娠・出産に関する意

識啓発や健康教育 

保健医療局 ○妊娠・出産に関する意識啓発や健康教育 

 ・女性に対する健康教室や健康相談の

実施 

  ＊健康教室 10回 

  ＊相談件数 665件 

 ・企業と大学と連携した健康教育の実施 

○妊娠・出産に関する意識啓発や健康教育 

 ・女性に対する健康教室や健康相談の

実施 

 ＊健康教室 10回 

 ＊相談件数 972件 

・企業と大学と連携した健康教育の実施 

○妊娠・出産に関する意識啓発や健康教育 

 ・女性に対する健康教室や健康相談の

実施 

＊健康教室 10回 

＊相談件数 903件 

・企業と大学と連携した健康教育の実施 

○妊娠・出産に関する意識啓発や健康教育 

 ・女性に対する健康教室や健康相談の

実施 

 

 

・企業と大学と連携した健康教育の実施 

126 

不妊に悩む夫婦に対す

る支援 

保健医療局 ○不妊に悩む夫婦に対する経済的・精神

的支援 

 ・不妊専門相談や公開講座の実施 

  ＊電話相談 212件 

  ＊面接相談 29件 

  ＊メール相談30件 

  ＊公開講座の開催1回 

 ・不妊治療（体外受精・顕微授精・人

工授精）費への助成 

  ＊特定不妊治療 5,564件 

  ＊一般不妊治療 3,212件 

○不妊に悩む夫婦に対する経済的・精神

的支援 

 ・不妊専門相談や公開講座の実施 

 ＊電話相談 217件 

 ＊面接相談 25件 

 ＊メール相談 29件 

 

・不妊治療（体外受精・顕微授精・人工

授精）費への助成 

 ＊特定不妊治療5,536件 

 ＊一般不妊治療3,467件 

○不妊に悩む夫婦に対する経済的・精神

的支援 

 ・不妊専門相談や公開講座の実施 

 ＊電話相談 227件 

 ＊面接相談 28件 

 ＊メール相談 34件 

 ＊公開講座の開催 1回 

・不妊治療（体外受精・顕微授精・人工

授精）費への助成 

 ＊特定不妊治療8,872件 

 ＊一般不妊治療4,922件 

・不育症検査費への助成 

 ＊助成件数 46件 

・がん患者等に対する妊よう性温存治

○不妊に悩む夫婦に対する経済的・精神

的支援 

・不妊専門相談や公開講座の実施 

 

 

 

 

・不妊治療（体外受精・顕微授精・人工

授精）費への助成 

 

 

・不育症検査費への助成 

 

・がん患者等に対する妊よう性温存治
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

療費への助成 

 ＊助成件数 80件 

療費及び温存後生殖補助医療費への

助成 

127 

産科医の確保、周産期

母子医療センターの整

備や地域の分娩施設等

との連携促進 

保健医療局 ○産科医の育成・確保 

 ・分娩を取り扱う医師等への手当に対

する助成 

  ＊94施設 

○周産期母子医療センターの安定的な運営 

 ・総合及び地域周産期母子医療センター

の運営助成 

  ＊17施設 

○周産期医療施設の連携促進 

 ・周産期医療協議会の開催 

・受入病院検索等周産期医療情報ネッ

トワークの運営 

○産科医の育成・確保 

 ・分娩を取り扱う医師等への手当に対

する助成 

 ＊95施設 

○周産期母子医療センターの安定的な運営 

 ・総合及び地域周産期母子医療センター

の運営助成 

 ＊19施設 

○周産期医療施設の連携促進 

 ・周産期医療協議会の開催 

・受入病院検索等周産期医療情報ネッ

トワークの運営 

○産科医の育成・確保 

 ・分娩を取り扱う医師等への手当に対

する助成 

  ＊99施設 

○周産期母子医療センターの安定的な運営 

 ・総合及び地域周産期母子医療センター

の運営助成  

＊19施設 

○周産期医療施設の連携促進 

 ・周産期医療協議会の開催 

・受入病院検索等周産期医療情報ネッ

トワークの運営 

○産科医の育成・確保 

 ・分娩を取り扱う医師等への手当に対

する助成 

   

○周産期母子医療センターの安定的な運営 

 ・総合及び地域周産期母子医療センター

の運営助成  

 

○周産期医療施設の連携促進 

 ・周産期医療協議会の開催 

・受入病院検索等周産期医療情報ネッ

トワークの運営 

128 

小児科医の育成・確保、

あいち小児保健医療総

合センターを中核とし

た小児救急医療体制の

充実 

保健医療局 

病院事業庁 

○小児科医の育成・確保 

 ・小児集中治療専門医養成のための研

修への助成 

  ＊3施設 

○あいち小児保健医療総合センターの小

児 3次救急医療の実施 

・小児救命救急センターの運用 

・小児重症患者搬送連携システムの運用 

○小児科医の育成・確保 

 ・小児集中治療専門医養成のための研

修への助成 

 ＊3施設 

○あいち小児保健医療総合センターの小

児 3次救急医療の実施 

・小児救命救急センターの運用 

・小児重症患者搬送連携システムの運用 

○小児科医の育成・確保 

・小児集中治療専門医養成のための研

修への助成 

＊3施設 

○あいち小児保健医療総合センターの小

児 3次救急医療の実施 

・小児救命救急センターの運用 

・小児重症患者搬送連携システムの運用 

○小児科医の育成・確保 

・小児集中治療専門医養成のための研

修への助成 

 

○あいち小児保健医療総合センターの小

児 3次救急医療の実施 

・小児救命救急センターの運用 

・小児重症患者搬送連携システムの運用 

129 

児童虐待の未然防止や

早期発見・早期対応、

児童相談センターの機

能強化による児童虐待

事案への適切な対応、

保護した児童の家庭的

養護の推進、被虐待児

の家族再統合の支援 

福祉局 

保健医療局 

警察本部 

○児童虐待の未然防止 

・市町村の子ども家庭相談体制の充実

支援 

 ＊検討会 2回開催 

 ＊研修会 5回 128名参加 

 

 

 

○児童虐待の早期発見・早期対応に向け

た取組 

・児童虐待事案認知時における速やか

な安全確認及び児童相談センターへ

の通告 

・児童相談センターへの事前照会の徹底 

・要保護児童対策地域協議会実務者会

議への積極的な参画 

 

 

○児童虐待の未然防止 

・市町村の子ども家庭相談体制の充実 

支援 

 ＊市町村子ども家庭総合支援拠点設

置促進の有識者講習会1回開催 

 ＊研修会 2回 79名参加 

 

 

○児童虐待の早期発見・早期対応に向け

た取組 

 ・児童虐待事案認知時における速やか

な安全確認及び児童相談センターへ

の通告 

 ・児童相談センターへの事前照会の徹底 

 ・要保護児童対策地域協議会実務者会

議への積極的な参画 

 

 

○児童虐待の未然防止 

・市町村の子ども家庭相談体制の充実

支援 

＊市町村相談支援機能強化プロジェ

クト会議 2回開催 

 ＊子ども家庭総合支援拠点設置促進

会議等 2回開催 

 ＊研修会 3回 101名参加 

○児童虐待の早期発見・早期対応に向け

た取組 

・児童虐待事案認知時における速やか

な安全確認及び児童相談センターへ

の通告 

・児童相談センターへの情報提供の徹底 

・要保護児童対策地域協議会実務者会

議での情報共有 

・保育所等への相談支援や巡回支援を

行う地域連携推進員の配置に対する

○児童虐待の未然防止 

・市町村の子ども家庭相談体制の充実

支援 

 ＊市町村へ訪問し、個別ケースの検

討等を実施 

＊子ども家庭総合支援拠点設置促進

会議等2回開催 

 

○児童虐待の早期発見・早期対応に向け

た取組 

・児童虐待事案認知時における速やか

な安全確認及び児童相談センターへ

の通告 

・児童相談センターへの情報提供の徹底 

・要保護児童対策地域協議会実務者会

議での情報共有 

・保育所等への相談支援や巡回支援を

行う地域連携推進員の配置に対する
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

○児童相談体制の充実・強化 

・児童相談センターの専門職員の増員

及び専門性の向上 

 ＊191人→207人に増員 

・家族再統合の支援に向けた指導 

 

・弁護士との連携による相談体制の強化 

・狭隘化する児童相談センターの施設

整備 

○児童相談センターと警察の連携強化 

・合同訓練の実施 

 ＊2回実施 

 

 

・児童相談センターと警察との協定に

基づく情報共有 

○家庭的養護の推進 

・里親等委託の推進 

・児童養護施設等の小規模化、地域分散

化、高機能化、多機能化の推進 

○児童虐待防止医療ネットワークの推進 

 ・拠点病院である「あいち小児保健医

療総合センター」における児童虐待

専門医療コーディネーターの配置 

  ＊医療機関からの相談件数 3件 

・拠点病院・中核的な病院、地域の医療

機関の連携体制の構築 

 ＊推進会議の開催 1回 

 ＊医療機関連絡会の開催 3回 

 

 

○児童相談体制の充実・強化 

・児童相談センターの専門職員の増員

及び専門性の向上 

 ＊207人→255人に増員 

・家族再統合の支援に向けた指導・弁護

士との連携による相談体制の強化 

・弁護士との連携による相談体制の強化 

・狭隘化する児童相談センターの施設

整備 

○児童相談センターと警察の連携強化 

 ・合同訓練の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、児童相談センター単独で訓

練実施 

・児童相談センターと警察との協定に 

基づく情報共有 

○家庭的養護の推進 

・里親等委託の推進 

・児童養護施設等の 小規模化、地域分

散化、高機能化、多機能化の推進 

○児童虐待防止医療ネットワークの推進 

 ・拠点病院である「あいち小児保健医

療総合センター」における児童虐待

専門医療コーディネーターの配置 

  ＊医療機関からの相談件数 7件 

・拠点病院・中核的な病院、地域の医療

機関の連携体制の構築 

＊保健医療関係者研修会の開催 1回 

＊推進会議の開催1回 

＊医療機関連絡会の開催 2回 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 

 ＊民間児童福祉施設等職員応援金の
交付 

 ＊応援職員派遣等の協力体制の構築 

助成 

＊2市 

○児童相談体制の充実・強化 

・児童相談センターの専門職員の増員

及び専門性の向上 

 ＊255人→296人に増員 

・家族再統合の支援に向けた指導 

・弁護士との連携による相談体制の強化 

 

 

 

○児童相談センターと警察の連携強化 

・合同訓練の実施 

＊2回実施 

 

 

・児童相談センターと警察との協定に

基づく情報共有 

○家庭的養護の推進 

・里親等委託の推進 

・児童養護施設等の小規模化、地域分散

化、高機能化、多機能化の推進 

○児童虐待防止医療ネットワークの推進 

 ・拠点病院である「あいち小児保健医

療総合センター」における児童虐待

専門医療コーディネーターの配置 

＊医療機関からの相談件数 4件 

・拠点病院・中核的な病院、地域の医療

機関の連携体制の構築 

＊保健医療関係者研修会の開催 1回 

＊推進会議の開催1回 

＊医療機関連絡会の開催 3回 

 

助成 

 

○児童相談体制の充実・強化 

・児童相談センターの専門職員の増員

及び専門性の向上 

 ＊296人→331人に増員 

・家族再統合の支援に向けた指導 

・弁護士との連携による相談体制の強化 

 

 

 

○児童相談センターと警察の連携強化 

・合同訓練の実施 

 

 

 

・児童相談センターと警察との協定に

基づく情報共有 

○家庭的養護の推進 

・里親等委託の推進 

・児童養護施設等の小規模化、地域分散

化、高機能化、多機能化の推進 

○児童虐待防止医療ネットワークの推進 

 ・拠点病院である「あいち小児保健医

療総合センター」における児童虐待

専門医療コーディネーターの配置 

 

・拠点病院・中核的な病院、地域の医療

機関の連携体制の構築 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

130 

女性相談センターと児

童相談センター等との

連携による DV への適

切な対応 

県民文化局 

福祉局 

警察本部 

○DV防止に向けた啓発 

・DV被害防止に関する広報啓発の実施 

 ＊ウェブページによるDV相談窓口の

周知啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関係機関等との連携の推進 

・県 DV被害者保護支援ネットワーク会

議等の開催 

 ＊県DV被害者保護支援ネットワーク

会議 1回 

 ＊ワーキンググループ会議1回 

 

 

 

○警察における DV対策の推進 

・DV保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

 ＊DV相談受理件数4,615件（2019年） 

○DV防止に向けた啓発 

・DV被害防止に関する広報啓発の実施 

＊「DV 防止啓発カード」を作成し、 

市町村、男女共同参画施設等へ配付 

＊ウェブページによる DV相談窓口の

周知啓発 

 ＊SNS（Twitter）を活用した DV被害

防止広報活動の実施 

 

 

 

 

 

○関係機関等との連携の推進 

・県 DV被害者保護支援ネットワーク会

議等の開催 

＊県 DV被害者保護支援ネットワーク

会議 1回 

 

 

 

 

○警察における DV対策の推進 

・DV保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

 ＊DV相談受理件数4,188件（2020年） 

○DV防止に向けた啓発 

・DV被害防止に関する広報啓発の実施 

＊「DV 防止啓発カード」を作成し、 

コンビニへ配付 

＊ウェブページによる DV相談窓口の

周知啓発 

＊ウェブページ、YouTube、名古屋市

との連携（名古屋市発行広報誌「広

報なごや」、名古屋市作成アプリ「な

ごや子育てアプリ なごみー」）によ

る DV相談窓口の周知啓発 

＊SNS（Twitter）を活用した DV被害

防止広報活動の実施 

○関係機関等との連携の推進 

・県 DV被害者保護支援ネットワーク会

議等の開催 

 ＊県DV被害者保護支援ネットワーク

会議 1回 

・ストーカー、DV 等関係機関連絡会議

の開催 

＊ストーカー、DV 等関係機関連絡会

議１回 

○警察における DV対策の推進 

・DV保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

＊DV相談受理件数4,551件(2021年) 

○DV防止に向けた啓発 

・DV被害防止に関する広報啓発の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○関係機関等との連携の推進 

・県 DV被害者保護支援ネットワーク会

議等の開催 

＊県 DV被害者保護支援ネットワーク

会議 1回 

 

 

 

 

○警察における DV対策の推進 

・DV 保護命令違反等の事件化、被害者

の安全確保 

 

 

 

（4）医療・健康長寿 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

131 

がん検診・健康診査の

受診率向上などによる

疾病の早期発見・重症

化予防 

保健医療局 ○がん検診の正しい知識の普及によるが

ん検診受診率の向上 

・女性や働く世代を対象としたがん予

防、がん検診受診促進に関する講演

会等の開催 

 ＊乳がん、子宮頸がんに関する講演

会 1回開催、69名参加 

 ＊働く世代のがん対策講演会 2 回開

催、296名参加 

○がん検診の正しい知識の普及によるが

ん検診受診率の向上 

・女性や働く世代を対象としたがん予

防、がん検診受診促進に関する講演

会等の開催 

 

 

＊働く世代のがん対策講演会開催、

103名参加 

○がん検診の正しい知識の普及によるが

ん検診受診率の向上 

・女性や働く世代を対象としたがん予

防、がん検診受診促進に関する講演

会等の開催 

＊子宮頸がんに関する講演会2回開催、

140名参加 

 

 

○がん検診の正しい知識の普及によるが

ん検診受診率の向上 

・女性や働く世代を対象としたがん予

防、がん検診受診促進に関する講演

会等の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・市町村、企業等と連携した普及啓発活

動の実施 

 ＊市町村、企業等へポスターを配布・

掲示 

 ＊連携企業での店内放送等の実施 

○特定健診・特定保健指導の受診率向上

に向けた普及啓発の推進 

 ・特定健診等普及啓発強化月間（6月）

における普及啓発イベントの開催 

 ＊医療保険者等と連携した普及啓発

キャンペーンの実施 

＊大規模小売店舗のレシートに健診

受診を勧める PR文を掲載 

 

 

 

 

＊特定健康診査の実施率 54.3％ 

（2017年度実績（2019年度公表値）） 

・市町村、企業等と連携した普及啓発活

動の実施 

＊市町村、企業等へポスターを配布・

掲示 

＊連携企業での店内放送等の実施 

○特定健診・特定保健指導の受診率向上

に向けた普及啓発の推進 

 ・医療保険者等と連携し、ポスターや

クリアファイルなどの啓発資材を活

用した普及啓発活動の実施 

 

 

 

 

 

 

 

＊特定健康診査の実施率 55.6％ 

（2018年度実績（2020年度公表値）） 

・市町村、企業等と連携した普及啓発活

動の実施 

＊市町村、企業等へポスターを配布・

掲示 

＊連携企業での店内放送等の実施 

○特定健診・特定保健指導の受診率向上

に向けた普及啓発の推進 

・医療保険者等と連携し、ポスターなど

の啓発資材を活用した普及啓発活動

の実施 

＊企業等と連携し、健診啓発動画を 

作成し、市町村及び県保健所等へ

DVD を配布及び YouTube にて配信

し、県ウェブサイトへ掲載 

＊医療保険者等と連携し、民間企業 

主催の企画展にブースを出展し、啓

発資材の配布及び啓発動画の放映 

＊特定健康診査の実施率 57.2％ 

（2019年度実績（2021年度公表値）） 

・市町村、企業等と連携した普及啓発

活動の実施 

 

 

 

○特定健診・特定保健指導の受診率向上

に向けた普及啓発の推進 

・医療保険者等と連携し、ポスターなど

の啓発資材を活用した普及啓発活動

の実施 

132 

大学と連携した医師育

成・派遣体制の強化や、

再就業支援などによる

医師・看護師の確保 

県民文化局 

保健医療局 

○県立大学による看護師の養成・支援 

 ・学部・大学院、認定看護師教育課程

の運営 

 ・看護職の実践力向上に資する各種セミナ

ーの実施 

＊看護職向けセミナー：15回1,023名

参加 

○医師育成・派遣体制の強化 

・地域医療支援センターを中心とした

医師派遣体制の強化や医師のキャリ

ア形成支援の推進 

・医師派遣を行う医療機関への支援 

  ＊5医療機関 

○医師の再就業支援 

・医師無料職業紹介窓口の運営 

  ＊相談件数 36件 

・女性医師等への復職支援など女性医

師等が育児をしながら働くことがで

きる体制整備への支援 

  ＊24医療機関 

○地域で働く医師の確保 

・地域で働くことを前提とした修学資

○県立大学による看護師の養成・支援 

 ・学部・大学院、認定看護師教育課程

の運営 

 ・看護職の実践力向上に資する各種セミナ

ーの実施 

＊看護職向けセミナー：13回1,037名

参加 

○医師育成・派遣体制の強化 

 ・地域医療支援センターを中心とした

医師派遣体制の強化や医師のキャリ

ア形成支援の推進 

・医師派遣を行う医療機関への支援 

＊5医療機関 

○医師の再就業支援 

・医師無料職業紹介窓口の運営 

＊相談件数 29件 

・女性医師等への復職支援など女性医

師等が育児をしながら働くことがで

きる体制整備への支援 

＊26医療機関 

○地域で働く医師の確保 

 ・地域で働くことを前提とした修学資

○県立大学による看護師の養成・支援 

 ・学部・大学院による看護専門職の養

成 

・看護職の実践力向上に資する各種セミナ

ーの実施 

＊看護職向けセミナー：7回 1,114名参   

加 

○医師育成・派遣体制の強化 

 ・地域医療支援センターを中心とした

医師派遣体制の強化や医師のキャリ

ア形成支援の推進 

・医師派遣を行う医療機関への支援 

  ＊5医療機関 

○医師の再就業支援 

・医師無料職業紹介窓口の運営 

  ＊相談件数 25件 

・女性医師等への復職支援など女性医

師等が育児をしながら働くことがで

きる体制整備への支援 

  ＊25医療機関 

○地域で働く医師の確保 

・地域で働くことを前提とした修学資

○県立大学による看護師の養成・支援 

・学部・大学院による看護専門職の養成 

 

・看護職の実践力向上に資する各種セミナ

ーの実施 

 

 

○医師育成・派遣体制の強化 

 ・地域医療支援センターを中心とした

医師派遣体制の強化や医師のキャリ

ア形成支援の推進 

・医師派遣を行う医療機関への支援 

 

○医師の再就業支援 

・医師無料職業紹介窓口の運営 

   

・女性医師等への復職支援など女性医

師等が育児をしながら働くことがで

きる体制整備への支援 

   

○地域で働く医師の確保 

・地域で働くことを前提とした修学資
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

金の貸付 

＊165名 

 

 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向

けた取組 

・早期離職防止を図る新人看護職員研修

等への支援 

 ＊83病院 

・就業環境改善相談 

 ＊相談件数 214件 

・看護職カムバック研修の開催 

 ＊557名参加 

・ナースセンターでの再就業支援 

 ＊就職者数 1,375名 

・病院内保育所への支援 

 ＊運営費助成 102件 

金の貸付 

  ＊180名 

○地域枠医師の派遣 

  ＊4名派遣 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向

けた取組 

・早期離職防止を図る新人看護職員研修

等への支援 

＊80病院 

・就業環境改善相談 

＊相談件数 155件 

・看護職カムバック研修の開催 

＊202名参加 

・ナースセンターでの再就業支援 

＊就職者 1,378名 

・病院内保育所への支援 

＊運営費助成 104件 

○勤務医の働き方改革の推進 

 ・医療機関が実施する医師の労働時間

短縮に向けた取組への助成 

＊5医療機関 

金の貸付 

  ＊184名  

○地域枠医師の派遣 

  ＊6名 

○看護職員の再就業支援と離職防止に向

けた取組 

・早期離職防止を図る新人看護職員研修

等への支援 

＊84病院 

・就業環境改善相談 

＊相談件数 204件 

・看護職カムバック研修の開催 

＊267名参加 

・ナースセンターでの再就業支援 

＊就職者 1,423名 

・病院内保育所への支援 

＊運営費助成 102件 

○勤務医の働き方改革の推進 

 ・医療機関が実施する医師の労働時間

短縮に向けた取組への助成 

  ＊7医療機関 

金の貸付 

   

○地域枠医師の派遣 

   

○看護職員の再就業支援と離職防止に向

けた取組 

・早期離職防止を図る新人看護職員研修

等への支援 

 

・就業環境改善相談 

 

・看護職カムバック研修の開催 

 

・ナースセンターでの再就業支援 

 

・病院内保育所への支援 

 

○勤務医の働き方改革の推進 

 ・医療機関が実施する医師の労働時間

短縮に向けた取組への助成 

 

133 

地域の医療機関の機能

分担・連携の推進によ

る救急医療体制の強化 

防災安全局 

保健医療局 

○地域の救急医療体制の強化 

・救急医療機関の施設及び設備整備や

施設運営等に対する助成 

 ＊愛知医科大学病院のドクターヘリ

運航事業に補助金交付 

○第 2次救急医療体制の整備 

 ・地域の実情に応じた2次医療体制の検

討及び運営 

○第 3次救急医療体制の充実 

 ・2 次医療圏内における救命救急セン

ターの複数設置の推進 

  ＊24か所 

○救急医療を担う人材の育成 

・休日夜間の救急医療を担う医師の手

当に対する助成 

 ＊13施設 

○迅速かつ適切な傷病者搬送の確保 

・傷病者の搬送及び受入れの実施に関

する基準の運用及び検証 

○地域の救急医療体制の強化 

・救急医療機関の施設及び設備整備や

施設運営等に対する助成 

＊愛知医科大学病院のドクターヘリ

運航事業に補助金交付 

○第 2次救急医療体制の整備 

 ・地域の実情に応じた2次医療体制の検

討及び運営 

○第 3次救急医療体制の充実 

 ・2 次医療圏内における救命救急セン

ターの複数設置の推進 

  ＊24か所 

○救急医療を担う人材の育成 

・休日夜間の救急医療を担う医師の手

当に対する助成 

  ＊11施設 

○迅速かつ適切な傷病者搬送の確保 

・傷病者の搬送及び受入れの実施に関 

する基準の運用及び検証 

○地域の救急医療体制の強化 

・救急医療機関の施設及び設備整備や

施設運営等に対する助成 

＊愛知医科大学病院のドクターヘリ

運航事業に補助金交付 

○第 2次救急医療体制の整備 

 ・地域の実情に応じた2次医療体制の検

討及び運営 

○第 3次救急医療体制の充実 

 ・2 次医療圏内における救命救急セン

ターの複数設置の推進 

＊24か所 

○救急医療を担う人材の育成 

・休日夜間の救急医療を担う医師の手

当に対する助成 

＊12施設 

○迅速かつ適切な傷病者搬送の確保 

・傷病者の搬送及び受入れの実施に関

する基準の運用及び検証 

○地域の救急医療体制の強化 

・救急医療機関の施設及び設備整備や

施設運営等に対する助成 

＊愛知医科大学病院のドクターヘリ

運航事業に補助金交付 

○第 2次救急医療体制の整備 

 ・地域の実情に応じた2次医療体制の検

討及び運営 

○第 3次救急医療体制の充実 

 ・2 次医療圏内における救命救急セン

ターの複数設置の推進 

 

○救急医療を担う人材の育成 

・休日夜間の救急医療を担う医師の手

当に対する助成 

 

○迅速かつ適切な傷病者搬送の確保 

・傷病者の搬送及び受入れの実施に関

する基準の運用及び検証 
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134 

重症外傷センター指定

制度の創設による救急

医療体制の強化 

保健医療局 ○重症外傷の医療体制の充実 

・重症外傷センターの指定制度創設に

向けた会議の開催 

 ＊2回開催 

○重症外傷の医療体制の充実 

・重症外傷センターの指定制度創設に 

向けた会議の開催 

＊2回開催 

＊試行を希望する病院を調査 

○重症外傷の医療体制の充実 

・重症外傷センターの指定制度創設に

向けた会議の開催 

 ＊1回開催 

 ＊試行病院を決定するための機能基

準（案）を協議 

○重症外傷の医療体制の充実 

・重症外傷センターの指定制度創設に

向けた会議の開催（試行実施に向け

協議を進める） 

 

135 

愛知県がんセンターを

中心としたがん診療連

携体制の充実、次世代

のがん予防と医療の創

出をめざす「がんにな

らない、なっても安心

プロジェクト」の推進 

保健医療局 

病院事業庁 

○地域がん診療連携拠点病院の機能強化 

・診療機能や医療連携機能の強化を図

る取組への支援 

 ＊15施設 

○がん診療連携体制の充実 

・がんセンターの都道府県がん診療連

携拠点病院の指定更新 

・愛知県がん診療連携協議会の開催 

 ＊1回開催 

○がんセンターにおけるプレシジョン・

メディシン（精密医療）の推進 

・個別化医療の実施 

＊遺伝子パネル検査件数(自施設症

例)：97件 

・バイオバンク事業の実施 

＊収集検体数：30,440本（3,823名） 

・病院と研究所の協働による、ゲノム解

析を基盤とした重点プロジェクトの

実施 

○地域がん診療連携拠点病院の機能強化 

・診療機能や医療連携機能の強化を図 

る取組への支援 

    ＊15施設 

○がん診療連携体制の充実 

・愛知県がん診療連携協議会の開催 

＊1回開催（ウェブ会議） 

 

 

○がんセンターにおけるプレシジョン・

メディシン（精密医療）の推進 

・個別化医療の実施 

＊遺伝子パネル検査件数(自施設症

例)：356件 

・バイオバンク事業の実施 

 ＊収集検体数：26,370本（3,310名） 

・病院と研究所の協働による、ゲノム解

析を基盤とした重点プロジェクトの

実施 

○地域がん診療連携拠点病院の機能強化 

・診療機能や医療連携機能の強化を図

る取組への支援 

＊15施設 

○がん診療連携体制の充実 

・愛知県がん診療連携協議会の開催 

＊1回開催（ウェブ会議） 

 

 

○がんセンターにおけるプレシジョン・

メディシン（精密医療）の推進 

・個別化医療の実施 

＊遺伝子パネル検査件数(自施設症

例)：382件 

・バイオバンク事業の実施 

 ＊収集検体数：26,829本（3,363名） 

・病院と研究所の協働による、ゲノム解

析を基盤とした重点プロジェクトの

実施 

 

○地域がん診療連携拠点病院の機能強化 

・診療機能や医療連携機能の強化を図

る取組への支援 

 

○がん診療連携体制の充実 

・愛知県がん診療連携協議会の開催 

 

 

 

○がんセンターにおけるプレシジョン・

メディシン（精密医療）の推進 

・個別化医療の実施 

 

 

・バイオバンク事業の実施 

 

・病院と研究所の協働による、ゲノム

解析を基盤とした重点プロジェク

トの実施 

○がん患者の社会参加支援 

 ・がん患者に対する医療用ウィッグ又

は乳房補整具購入費用の補助 

136 

医療ツーリズムの推進 

政策企画局 

保健医療局 

○愛知県の優れた医療技術の提供による

医療の国際化の推進 

・あいち医療ツーリズム推進協議会の

開催 

 ＊2月開催、13団体参加 

・国際医療コーディネーターの育成 

 ＊約30名参加 

・県内医療機関への情報提供等支援 

 ＊アドバイザー派遣 7月実施 

・海外PR 

 ＊11月実施 

 

・国家戦略特区における医療ツーリズ

○愛知県の優れた医療技術の提供による

医療の国際化の推進 

・あいち医療ツーリズム推進協議会の

開催 

 ＊2月書面開催、17団体参加 

・国際医療コーディネーターの育成 

 ＊約23名参加 

 

 

・海外PR 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・国家戦略特区における医療ツーリズ

○愛知県の優れた医療技術の提供による

医療の国際化の推進 

・あいち医療ツーリズム推進協議会の

開催 

＊2月書面開催、17団体参加 

・医療ツーリズム推進実務講座の開催 

＊3月オンライン開催 35名参加 

・ガイドラインの策定 

  ＊県内 319病院に配布 

・海外PR 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・国家戦略特区における医療ツーリズ

○愛知県の優れた医療技術の提供による

医療の国際化の推進 

・あいち医療ツーリズム推進協議会の

開催 

 

 

 

・ガイドラインの策定 

 

・海外PR 

 

 

・国家戦略特区における医療ツーリズ
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ムの推進に向けた継続提案 

＊提案の一部実現 

ムの推進に向けた継続提案 

 

ムの推進に向けた継続提案 ムの推進に向けた継続提案 

137 

医療提供・人材育成の

拠点づくり、地域医療

を担う看護職員育成、

医療機器産業の育成な

ど、医療プロジェクト

の推進による長寿社会

への対応及び医療基盤

の整備強化 

防災安全局 

福祉局 

保健医療局 

感染症対策局 

経済産業局 

○先進的医療の提供・医療人材育成の拠

点づくりの推進 

・先進的で優れた診療技術を有する分

野の研修プログラムを実施する県内

4大学病院等に対する支援 

 ＊7医療機関 

・地域医療支援センターを活用した医

師のキャリア形成支援策の充実 

・女性医師への復職支援など女性医師

が育児をしながら働くことができる

体制整備への支援 

 ＊24医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

  ＊3人 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・医療機器セミナーの開催及び展示会

出展 

＊セミナー参加者数：33名参加 

 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 
 

 

 

 

 

 

 

【情報提供・相談対応】 

・一般電話相談窓口を設置（1月） 

 

 

 

○先進的医療の提供・医療人材育成の拠

点づくりの推進 

・先進的で優れた診療技術を有する分

野の研修プログラムを実施する県内

4大学病院等に対する支援 

＊5医療機関 

・地域医療支援センターを活用した医

師のキャリア形成支援策の充実 

・女性医師への復職支援など女性医師

が育児をしながら働くことができる

体制整備への支援 

 ＊26医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

 ＊4人 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・医療機器セミナーの開催及び展示会 

出展 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 

・「愛知県新型コロナウイルス感染症対
策推進条例」の制定（10月） 

・「愛知県新型コロナウイルス感染拡大
予防対策指針」に基づく対策の推進 

＊「新しい生活様式」の定着 

＊事業者における徹底した感染防止
対策の実施 

【情報提供・相談対応】 
・一般電話相談窓口を設置 
・県民・事業者への情報提供 

＊県 HP の特設サイトや LINE による
情報発信 

○医療人材育成の拠点づくりの推進 

 

 

 

 

 

・地域医療支援センターを活用した医

師のキャリア形成支援策の充実 

・女性医師への復職支援など女性医師

が育児をしながら働くことができる

体制整備への支援 

  ＊25医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

  ＊3人 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・展示会への出展支援 

＊出展支援件数 5件 

 

 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 
 

 

・「愛知県新型コロナウイルス感染拡大
予防対策指針」に基づく対策の推進 

＊「新しい生活様式」の定着 

＊事業者における徹底した感染防止
対策の実施 

【情報提供・相談対応】 

・一般電話相談窓口を実施 

・県民・事業者への情報提供 

＊県 HP の特設サイトや LINE による
情報発信 

○医療人材育成の拠点づくりの推進 

 

 

 

 

 

・地域医療支援センターを活用した医

師のキャリア形成支援策の充実 

・女性医師への復職支援など女性医師

が育児をしながら働くことができる

体制整備への支援 

 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等

の育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・展示会への出展支援 

 

 

 

○新型コロナウイルス感染症対策の推進 
 

 

・「愛知県新型コロナウイルス感染拡大
予防対策指針」に基づく対策の推進 

 

 

 

【情報提供・相談対応】 

・一般電話相談窓口を実施 

・県民・事業者への情報提供 

＊県 HP の特設サイトや LINE による
情報発信 
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【医療提供体制の充実・強化】 

・帰国者・接触者相談センター及び帰国
者・接触者外来を設置（2月） 
 

＊名古屋テレビ塔、オアシス21、刈谷
ハイウェイオアシス観覧車を感染
状況に応じた色にライトアップ 

＊新聞広告、テレビ・ラジオ・ウェブ
CMによる情報発信 

 
 
【医療提供体制の充実・強化】 

・帰国者・接触者相談センター及び帰国
者・接触者外来を設置 

・受診・相談センターを設置するととも
に、診療・検査医療機関を指定（10月） 
＊診療・検査医療機関：1,622か所 

(3月) 
 

 

・入院病床の確保 
＊感染症指定医療機関を始め必要病
床を確保：74病院 1,215床確保（う
ち重症病床 126床）（2月） 

＊新型コロナウイルス感染症専門病
院として愛知県立愛知病院を開設
（最大100床）（10月） 

 

 

 

 

 

 

 

・宿泊療養施設を開設 
＊3施設合計1,109室稼働（12月） 

・医療機関・医療従事者への支援 

＊2 次救急医療を担う病院を経営す
る医療法人に必要な資金を無利子、
無担保で貸付 3法人 

＊新型コロナウイルス感染症患者を
受け入れる入院医療機関の医療従
事者の処遇改善を促進するため、応
援金を交付 94医療機関 

＊新型コロナウイルス感染症から回

＊刈谷ハイウェイオアシス観覧車を
感染状況に応じた色にライトアッ
プ 

＊感染防止対策の取組内容が具体的
に分かる動画を作成し、インターネ
ット上で公開 

 
【医療提供体制の充実・強化】 

 

 

・受診・相談センターを設置するととも
に、診療・検査医療機関を指定 

 ＊診療・検査医療機関：1,905か所 
(3月)  

＊設備整備に対する補助金を交付 
439医療機関 

・入院病床の確保 
  ＊感染症指定医療機関を始め必要病

床を確保：臨時の医療施設の開設
を含め、最大 84病院 2,540床確保
（うち重症病床 230床）（3月） 

＊病床の確保に対する補助金を交付 
82医療機関 

＊入院医療機関における設備整備に 
対する補助金を交付 68医療機関 

＊重点医療機関等における設備整備
に対する補助金を交付 46医療機
関 

＊愛知県立愛知病院を運営(最大100
床) 

・宿泊療養施設を運営・開設 
 ＊9施設合計 2,224室稼働（3月） 

・医療機関・医療従事者への支援 

＊2 次救急医療を担う病院を経営す
る医療法人に必要な資金を無利子、
無担保で貸付 1法人 

＊新型コロナウイルス感染症患者を
受け入れる入院医療機関の医療従
事者の処遇改善を促進するため、応
援金を交付 125医療機関 

＊新型コロナウイルス感染症から回

＊刈谷ハイウェイオアシス観覧車を
感染状況に応じた色にライトアッ
プ 

 

 

 

 

【医療提供体制の充実・強化】 

 

 

・受診・相談センターを設置するとと
もに、診療・検査医療機関を指定 

 

 

＊設備整備に対する補助金を交付 

 

・入院病床の確保 

  ＊感染症指定医療機関を始め必要病
床を確保 

 

 

＊病床の確保に対する補助金を交付 
 
＊入院医療機関における設備整備に
対する補助金を交付  

＊重点医療機関等における設備整備
に対する補助金を交付 

 

＊愛知県立愛知病院を運営 

 

・宿泊療養施設を運営 

 

・医療機関・医療従事者への支援 

＊２次救急医療を担う病院を経営す
る医療法人に必要な資金を無利子、
無担保で貸付  

＊新型コロナウイルス感染症患者を
受け入れる入院医療機関の医療従
事者の処遇改善を促進するため、応
援金を交付  

＊新型コロナウイルス感染症から回
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復した患者を他の医療機関で受け
入れることで、新たな新型コロナウ
イルス感染症患者を受け入れる病
床を確保するため、応援金を交付 
31医療機関 

＊医療機関等に勤務する医療従事者
や職員に対し、慰労金を交付 
12,468件 

＊新型コロナウイルス感染症の院内
等での感染拡大を防ぎながら、地域
で求められる医療を提供すること
ができるよう補助金を交付 
11,859件 

＊救急・周産期・小児医療の体制確保
を行うため、補助金を交付 90件 

・医療体制緊急確保チームの設置 
(2021.1) 
＊統括官の任命 
＊入院病床の確保・入院調整の支援 
＊クラスター発生・拡大抑制の対応 
＊回復患者の転院先病院の調整 

・施術所への支援 
  ＊新型コロナウイルス感染症の所内

又は出張先での感染防止対策を実
施する施術所に対し支援を実施 

   3,334施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

復した患者を他の医療機関で受け
入れることで、新たな新型コロナウ
イルス感染症患者を受け入れる病
床を確保するため、応援金を交付 
63医療機関 

 
 

 

 

 

 

 

 

＊救急・周産期・小児医療の体制確保
を行うため、補助金を交付 45件  

・医療体制緊急確保チームの運営 

 ＊入院病床の確保・入院調整の支援 

 ＊クラスター発生・拡大抑制の対応 

 ＊回復患者の転院先病院の調整 
 

 

・地域の医療機関や訪問看護ステーシ
ョンと連携し、自宅療養者等への医
療提供体制を整備（6月 16日～） 
＊登録機関数（3 月 31 日時点）医療
機関：1,249件、訪問看護ステーシ
ョン：138件 

＊診療実績（6月 16日～3月 31日）
183,439件 

・愛知入院待機ステーション開設（愛知
県武道館） 
＊入院待機者の一時的な受入れ施設
の開設・運営（9月 6日～10月 31
日） 

・自宅療養者の受診搬送体制及び自宅
療養者・宿泊療養者の入院搬送体制
の整備（9月21日～） 
＊自宅療養者の受診等搬送実績（9月
21日～3月 31日）：延べ 725回 

＊自宅療養者の宿泊療養者の入院搬

復した患者を他の医療機関で受け
入れることで、新たな新型コロナウ
イルス感染症患者を受け入れる病
床を確保するため、応援金を交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊救急・周産期・小児医療の体制確保
を行うため、補助金を交付   

・医療体制緊急確保チームの運営 

＊入院病床の確保・入院調整の支援 

＊回復患者の転院先病院の調整 

 

 

 

・地域の医療機関や訪問看護ステーシ
ョンと連携し、自宅療養者等への医
療提供体制を整備 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

・自宅療養者の受診搬送体制及び自宅
療養者・宿泊療養者の入院搬送体制
の整備 
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【検査体制の充実・強化】 
 ・PCR検査体制の拡充 

  ＊愛知県衛生研究所に新たに遺伝子
解析装置等を配備するとともに、
検査員を増員：9,000件/日以上の
PCR検査能力を確保（2021.3）。1日
あたり約 4 万件の抗原検査や PCR
検査が可能な体制を整備 

＊ドライブスルー方式等で PCR 検査
を行う検査所を設置：5 か所
（2021.3現在、2か所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送実績（9月 21日～3月 31日）：延
べ 331回 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【検査体制の充実・強化】 
・PCR検査体制の拡充 

 ＊県衛生研究所に変異株の特定に用
いる遺伝子解析装置を整備（6月18
日） 

＊県衛生研究所、民間医療機関に検査
機器を配備：約 48,000件の PCR検
査能力を確保（2022.2）。１日あた
り約 85,000件の抗原検査や PCR検
査が可能な体制を整備 

＊感染拡大傾向時に感染に不安を感
じる方等を対象として、予め登録さ
れた検査事業者が行う無料の PCR
等の検査費用を補助 
登録事業者：461件 

＊医療機関・検査機関における PCR検
査機器の整備に対する補助金を交
付 571機関 

＊ドライブスルー方式等で PCR 検査
を行う検査所を設置：1か所  

   ＊繁華街において若者をメインター 
   ゲットにした無症状者への PCR検  
   査を実施：8，283件 
   （9月 14日～11月12日） 
 

 

 

・愛知県自宅療養者サービス窓口を開  
設（6月1日～） 

＊配食サービス、宿泊療養施設への入
所、パルスオキシメーター貸出等の
希望に対応 

・応援看護職員人材調整支援事業 

＊コロナ病床を新設・増床した医療 
機関等の看護職員の派遣・調整を実
施 

・応援看護職員研修事業 

＊新型コロナウイルス感染症に対応
するための看護職員向けの各種研
修の実施 

 

【検査体制の充実・強化】 

 ・PCR検査体制の拡充 

 

 

 

＊県衛生研究所、民間医療機関に検査
機器を配備：約 50,000件の PCR検
査能力を確保（2022.6）。１日あた
り約 92,000件の抗原検査や PCR検
査が可能な体制を整備 

＊感染拡大傾向時に感染に不安を感
じる方等を対象として、予め登録さ
れた検査事業者が行う無料の PCR
等の検査費用を補助 
登録事業者：550件（7月 10日時点） 

＊医療機関・検査機関における PCR 
検査機器の整備に対する補助金を
交付 

＊ドライブスルー方式等で PCR 検査
を行う検査所を設置：1か所  
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

【ワクチン接種体制整備】 
・新型コロナワクチンの医療従事者向
け優先接種の実施（3月 8日～） 

・新型コロナワクチンの副反応専門相
談窓口を開設（合計 10か所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ワクチン接種体制整備】 
 
 
・小児接種の開始に合わせ、新たにあい
ち小児保健医療総合センターに新型
コロナワクチンの副反応専門相談窓
口を開設（合計 11か所） 

・大規模集団接種会場の開設（1・2回 
目）（5月 24日～11月25日） 
①名古屋空港ターミナルビル 
②藤田医科大学 
③愛知医科大学メディカルセンター 
④藤田医科大学岡崎医療センター 
⑤JA愛知厚生連 安城更生病院 
⑥バンテリンドームナゴヤ 
⑦豊橋中央会場 
⑧あいちワクチンステーション栄 

・大規模集団接種会場において、妊婦に
対して、予約の有無に関わらず、ワク
チン接種を受けられる機会を提供
（1・2 回目）（8 月 23 日～11 月 25
日） 

・大規模集団接種会場において、予約の
有無にかかわらず、ワクチン接種を
受けられる機会を提供（1・2 回目）
（9月 22日～11月 25日） 

・歯科医師によるワクチン接種実施に
向けての体制整備 

 ＊「歯科医師に対する新型コロナワ
クチン接種実技研修」の開催（5月
30日、6月 13日、17日に 13回実
施） 

・臨床検査技師及び救急救命士による
ワクチン接種実施に向けた体制整備 

 ＊「臨床検査技師及び救急救命士に
対する新型コロナワクチン接種実
技研修」の開催（7月 17日、25日、
8月 1日に 6回実施） 

・アストラゼネカ社ワクチン接種セン 
ターの開設（8月 31日～） 

【ワクチン接種体制整備】 
 
 
・11か所の専門相談窓口で新型コロナ
ワクチンの副反応に関する相談に対
応 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・アストラゼネカ社ワクチン接種セン 
ターの開設 
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①藤田医科大学岡崎医療センター 
②名古屋医療センター 

  
 
 
 
 
・若者のワクチン接種促進を図るため、
あいち若者ワクチン接種促進キャン
ペーンを実施（9月 30日～2月 28日） 

 
 ・体調不良等で 2回目接種が受けられ

なかった方のためのモデルナ社ワク
チン接種センターの開設（12月3日
～1月 21日） 
①愛知県がんセンター 
②愛知医科大学メディカルセンター 
③藤田医科大学 
④ほいっぷ内休日夜間急病診療所 

・大規模集団接種会場の開設（3回目） 
（1月 24日～）※1・2回目接種も実施 
①名古屋空港ターミナルビル 
②藤田医科大学 
③愛知医科大学メディカルセンター 
④藤田医科大学岡崎医療センター 
⑤JA愛知厚生連 安城更生病院 
⑥東三河総合庁舎 

・大規模集団接種会場において、妊産婦
に対して、予約の有無に関わらず、ワ
クチン接種を受けられる機会を提供
（3回目）（2月 21日～） 

・18 歳以上の全ての県民に対して、 
接種間隔を 6 か月に前倒して 3 回目
接種を実施（2月1日～） 

・大規模集団接種会場での小児接種
（1・2回目）の実施（3月 5日～） 
①名古屋空港ターミナルビル 
②藤田医科大学 
③愛知医科大学メディカルセンター 
④藤田医科大学岡崎医療センター 

 

① 藤田医科大学岡崎医療センター 
② 名古屋医療センター 

・ノババックスワクチン接種センター
の開設（6月5日～） 
① 愛知医科大学眼科クリニック   

MiRAI 
② 愛知医科大学メディカルセンター  

・若い世代の 3 回目接種促進を図るた
め、知事と SKE48 と医師による啓発
動画を作成し Youtubeにて配信（6月
17日～） 

 
 
 
 
 
 
 
 
・大規模集団接種会場の開設（3回目） 

※1・2回目接種も実施 
①名古屋空港ターミナルビル 
②藤田医科大学 
③愛知医科大学メディカルセンター 
④藤田医科大学岡崎医療センター 
⑤JA愛知厚生連 安城更生病院 
⑥東三河総合庁舎 

・大規模集団接種会場において、妊産婦
に対して、予約の有無にかかわらず、
ワクチン接種を受けられる機会を提
供（3回目） 

・18 歳以上の全ての県民に対して、接
種間隔を 6 か月に前倒して 3 回目接
種を実施（～5月 24日） 
・大規模集団接種会場での小児接種
（1・2回目）の実施 
①名古屋空港ターミナルビル 
②藤田医科大学 
③愛知医科大学メディカルセンター 
③ 藤田医科大学岡崎医療センター 

・大規模集団接種会場において、予約の
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急事態宣言等の発令に伴う対策】 
・県独自の宣言発令 

 ＊緊急事態宣言（4 月 10 日～5 月 6
日、8月 6日～8月 24日） 

＊厳重警戒宣言（3 月 1 日～3 月 21
日） 

・休業協力要請等の実施 
・休業要請及び営業時間短縮要請に協

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・高齢者施設、障害者施設、在宅の高齢
者及び障害者への巡回接種を行う医
療機関に対し、県独自の財政的支援
を実施 

・小児（5歳以上 11歳以下）への新型
コロナワクチン接種を行う医療機関
に対し、県独自の財政的支援を実施 

 
【緊急事態宣言等の発令に伴う対策】 

・県独自の宣言発令 

 

 

 ＊厳重警戒宣言（7月 12日～8月 11
日、10月 1日～10月 17日） 

・休業協力要請等の実施 

・休業要請及び営業時間短縮要請に協

有無にかかわらず、ワクチン接種を
受けられる機会を提供（3回目）（4月
9日～） 

・経済的負担の軽減を図るため、新型コ
ロナワクチンの接種後に副反応を発
症した方に対して、治療に要した医
療費等の 2 分の 1 相当を新型コロナ
ワクチン副反応等見舞金として支給
（4月 12日～） 

・大規模集団接種会場での 4 回目接種
の実施（6月13日～） 
①名古屋空港ターミナルビル 
②藤田医科大学 
③愛知医科大学メディカルセンター 
④藤田医科大学岡崎医療センター 
⑤JA愛知厚生連 安城更生病院 

・大規模集団接種会場において、予約の
有無にかかわらず、ワクチン接種を
受けられる機会を提供（４回目）（７
月 1日～） 

・大規模集団接種会場において、妊産 
婦に対して、予約の有無にかかわら
ず、ワクチン接種を受けられる機会
を提供（４回目）（７月 1日～） 

・高齢者施設、障害者施設、在宅の高齢
者及び障害者への巡回接種を行う医
療機関に対し、県独自の財政的支援
を実施 

・小児（5歳以上 11歳以下）への新型
コロナワクチン接種を行う医療機関
に対し、県独自の財政的支援を実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

力する事業者に対する支援 
 ＊休業要請に全面的に協力する事業

者に対し、市町村と連携して「愛知
県・市町村新型コロナウイルス感
染症対策協力金」を交付（4 月 17
日～5月 6日） 

＊感染拡大予防の業種別ガイドライ
ンを遵守し、営業時間の短縮等を実
施した「安全・安心宣言施設」を運
営する事業者に対し、名古屋市と連
携して「愛知県・名古屋市感染防止
対策協力金」を交付（8 月 5 日～8
月 24日） 

＊感染拡大予防の業種別ガイドライ
ンを遵守し、営業時間の短縮等を実
施した「安全・安心宣言施設」を運
営する事業者に対して「愛知県感染
防止対策協力金」を交付（11月 29
日～4月 19日） 

・市町村が独自に実施するテナント休
業支援金に対する支援 

・感染防止対策として取り組む項目を
届け出た施設に対して本県独自の PR
ステッカー・ポスターを提供し、「安
全・安心宣言施設」として応援（6月
8日～） 

 

 

 

 

 

力する事業者に対する支援 
＊まん延防止等重点措置及び緊急事
態措置等に伴い、感染拡大予防の業
種別ガイドラインを遵守し、営業時
間の短縮等を実施した事業者に対
して「愛知県感染防止対策協力金」
を交付（4月 20日～10月 17日、1
月 21日～3月 21日） 

＊まん延防止等重点措置及び緊急事
態措置による営業時間短縮要請や
不要不急の外出・移動の自粛の影響
で、売上が減少した中小企業者及び
酒類販売業者等に対して「愛知県中
小企業等応援金」を交付 

 

 

 

 

 

 

 

・感染防止対策として取り組む項目を
届け出た施設に対して本県独自の PR
ステッカー・ポスターを提供し、「安
全・安心宣言施設」として応援 

・まん延防止等重点措置及び緊急事態
措置に伴い、飲食店等における感染
防止対策の徹底や、営業時間短縮等
の要請への協力依頼のため、見回り
を実施 

・飲食店等における感染防止対策の実
施状況を確認する新たな制度「あい
スタ」を実施 

○原油価格・物価高騰対策 
・透析患者の通院送迎、訪問診療及び
訪問歯科診療を行っている医療機関
を支援するため、交付金を交付 
＊268件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・感染防止対策として取り組む項目を
届け出た施設に対して本県独自の PR
ステッカー・ポスターを提供し、「安
全・安心宣言施設」として応援 

 

 

 

 

 

・飲食店等における感染防止対策の実
施状況を確認する新たな制度「あい
スタ」を実施 

○原油価格・物価高騰対策 
・透析患者の通院送迎、訪問診療及び
訪問歯科診療を行っている医療機関
を支援するため、交付金を交付 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

138 

B型・C型肝炎、難病、

結核、腎疾患、アレル

ギー疾患対策の推進 

保健医療局 

感染症対策局 

○愛知県肝炎対策推進計画に基づく B

型・C型肝炎対策の推進 

・肝炎患者への医療給付 

・肝がん・重度肝硬変患者への医療給付 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

・肝炎ウイルス検査や肝炎ウイルス検

査陽性者へのフォローアップの実施 

○難病対策の推進 

・医療給付等の実施 

・難病診療連携拠点病院・難病医療協力

病院による医療ネットワークの推進 

・患者・家族教室や保健師等による訪問

相談の実施 

 ＊患者・家族教室49回895名参加 

 ＊訪問相談978回 

・県医師会が行う難病相談室への支援 

○結核対策の推進 

・定期検診による患者の早期発見の推進 

・まん延防止対策の推進 

○腎疾患対策の推進 

 ・慢性腎臓病（CKD）の啓発 

  ＊啓発ポスター・チラシの配布 

○アレルギー疾患対策の推進 

 ・県アレルギー疾患医療連絡協議会の

開催 

  ＊2回 

 ・県民向け講演会の開催 

  ＊2回 282名参加 

  

・医療従事者・教育関係者向け研修会の

開催 

  ＊3回 496名参加 

○愛知県肝炎対策推進計画に基づく B

型・C型肝炎対策の推進 

・肝炎患者への医療給付 

・肝がん・重度肝硬変患者への医療給付 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

・肝炎ウイルス検査や肝炎ウイルス検

査陽性者へのフォローアップの実施 

○難病対策の推進 

・医療給付等の実施 

・難病診療連携拠点病院・難病医療協力

病院による医療ネットワークの推進 

・患者・家族教室や保健師等による訪問

相談の実施 

 ＊患者・家族教室8回118名参加 

 ＊訪問相談852回 

・県医師会が行う難病相談室への支援 

○結核対策の推進 

・定期検診による患者の早期発見の推進 

・まん延防止対策の推進 

○腎疾患対策の推進 

・慢性腎臓病（CKD）の啓発 

＊啓発DVD・チラシの配布  

○アレルギー疾患対策の推進 

・県アレルギー疾患医療連絡協議会の

開催 

 ＊2回 

・県民向け講演会の開催 

 ＊2回 52名参加 

 

・医療従事者・教育関係者向け研修会の

開催 

 ＊2回 52名参加 

○愛知県肝炎対策推進計画に基づく B

型・C型肝炎対策の推進 

・肝炎患者への医療給付 

・肝がん・重度肝硬変患者への医療給付 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

・肝炎ウイルス検査や肝炎ウイルス検

査陽性者へのフォローアップの実施 

○難病対策の推進 

・医療給付等の実施 

・難病診療連携拠点病院・難病医療協力

病院による医療ネットワークの推進 

・患者・家族教室や保健師等による訪問

相談の実施 

 ＊患者・家族教室7回122名参加 

 ＊訪問相談449回 

・県医師会が行う難病相談室への支援 

○結核対策の推進 

・定期検診による患者の早期発見の推進 

・まん延防止対策の推進 

○腎疾患対策の推進 

 ・慢性腎臓病（CKD）の啓発 

＊啓発 DVD・チラシの配布 

○アレルギー疾患対策の推進 

・県アレルギー疾患医療連絡協議会の

開催 

＊2回 

・県民向け講演会の開催・動画配信 

＊2回 236名参加（ウェブ開催） 

＊視聴回数 1,771回 

・医療従事者・教育関係者向け研修会の

開催・動画配信 

＊2回 21名参加 

＊視聴回数 1,010回 

○愛知県肝炎対策推進計画に基づく B

型・C型肝炎対策の推進 

・肝炎患者への医療給付 

・肝がん・重度肝硬変患者への医療給付 

・肝疾患診療連携拠点病院を中心とし

た医療連携の促進と相談体制の整備 

・肝炎ウイルス検査や肝炎ウイルス検

査陽性者へのフォローアップの実施 

○難病対策の推進 

・医療給付等の実施 

・難病診療連携拠点病院・難病医療協力

病院による医療ネットワークの推進 

・患者・家族教室や保健師等による訪問

相談の実施 

 

 

・県医師会が行う難病相談室への支援 

〇結核対策の推進 

・定期検診による患者の早期発見の推進 

・まん延防止対策の推進 

○腎疾患対策の推進 

 ・慢性腎臓病（CKD）の啓発 

 

○アレルギー疾患対策の推進 

・県アレルギー疾患医療連絡協議会の

開催 

 

・県民向け講演会の開催 

 

 

・医療従事者・教育関係者向け研修会

の開催 

 

（120） 

AI・ICT を活用した子

育て家庭や高齢者の支

援（再掲） 

福祉局 ○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における市町村の意見を踏ま

えて検討 

 

 

○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における検討を踏まえて市町

村と連携 

 ＊「AIを活用した総合案内サービス」

の共同導入 39市町村 

○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における検討を踏まえて市町

村と連携 

 ＊「AIを活用した総合案内サービス」

の共同導入 41市町村 

○AIを活用した子育て支援 

・「あいち AI・ロボティクス連携共同研

究会」における検討を踏まえて市町

村と連携 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・AI・ICTによる高齢者支援のための調

査・研究 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・高齢者施設等のICT導入事例の紹介 

 ＊267件 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・高齢者施設等のICT導入事例の紹介 

 ＊323件 

○AI・ICTを活用した高齢者支援 

・高齢者施設等のICT導入事例の紹介 

 

 

139 

愛知県認知症施策推進

条例に基づく総合的か

つ計画的な認知症施策

の推進、「あいちオレン

ジタウン構想」の推進

による認知症予防・医

療体制の充実、国立長

寿医療研究センターと

連携した認知症研究の

促進 

福祉局 ○かかりつけ医等の対応力向上や認知症

サポート医の養成等 

・認知症地域医療研修に係るかかりつ

け医認知症対応力向上研修、認知症

サポート医養成研修等の開催 

 ＊かかりつけ医認知症対応力向上研

修 2回 115名参加 

 ＊認知症サポート医養成研修 

  6回 52名参加 

 

 

○認知症対策研究・支援事業（認知症地

域人材育成推進）の実施 

・認知症初期集中支援チームの活動強

化に係る研修会の開催等 

 ＊2回 126名参加 

・認知症地域支援推進員の活動強化に

係る研修会の開催 

＊活動強化研修 3回151名参加 

＊体験研修 2回 14名参加 

 

 

 

 

・認知症高齢者等行方不明者見守りネ

ットワーク構築に係る研修会の開催 

 ＊83名参加 

・介護保険事業所と医療機関、認知症カ

フェ等の地域資源との連携構築に係

る研修会の開催 

 ＊5回 78名参加 

・認知症診断後多職種協働支援のための

人材育成に係る支援テキストの作成 

 ＊作成部数188部 

  配布先 地区医師会等 

○認知症対策研究・支援事業（認知症共

同研究推進）の実施 

○かかりつけ医等の対応力向上や認知症

サポート医の養成等 

・認知症地域医療研修に係るかかりつ

け医認知症対応力向上研修、認知症

サポート医養成研修等の開催 

  ＊かかりつけ医認知症対応力向上 

研修 2回 115名参加 

  ＊認知症サポート医養成研修 

   4名参加（オンライン） 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため一部中止 

○認知症対策研究・支援事業（認知症地

域人材育成推進）の実施 

・認知症初期集中支援チームの活動強

化に係る研修会の開催等 

＊2回 88名参加 

・認知症地域支援推進員の活動強化に

係る研修会及び研究会の開催 

 ＊活動強化研修 3回 140名参加 

 ＊体験研修 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止、代替措置として

研修内容を記載したパンフレッ

トを配布 

・認知症高齢者等行方不明者見守りネ

ットワーク強化に係る研修会の開催 

＊68名参加 

・介護保険事業所と地域資源との連携

強化に係る研修会の開催 

 ＊集合型・ウェブ型 196名参加 

 

 

 

 

 

○認知症対策研究・支援事業（認知症共

同研究推進）の実施 

○かかりつけ医等の対応力向上や認知症

サポート医の養成等 

・認知症地域医療研修に係るかかりつ

け医認知症対応力向上研修、認知症

サポート医養成研修等の開催 

＊かかりつけ医認知症対応力向上 

研修 2回 115名参加 

＊認知症サポート医養成研修 

11回 33名参加 

 

 

○認知症対策研究・支援事業（認知症地

域人材育成推進）の実施 

・認知症初期集中支援チームの活動強

化に係る研修会の開催等 

＊2回 104名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症高齢者等行方不明者見守りネ

ットワーク強化に係る研修会の開催 

＊85名参加 

・介護保険事業所と地域資源との連携

強化に係る研修会の開催 

＊94名参加 

 

 

 

 

 

○認知症対策研究・支援事業（認知症共

同研究推進）の実施 

○かかりつけ医等の対応力向上や認知症

サポート医の養成等 

・認知症地域医療研修に係るかかりつ

け医認知症対応力向上研修、認知症

サポート医養成研修等の開催 

 

 

 

 

 

 

○認知症対策研究・支援事業（認知症地

域人材育成推進）の実施 

・認知症初期集中支援チームの活動強

化に係る研修会の開催等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・認知症高齢者等行方不明者見守りネ

ットワーク強化に係る研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認知症対策研究・支援事業（認知症共

同研究推進）の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・認知症予防プログラムの開発及び普

及の推進 

○国立長寿医療研究センターの病床機能

強化の支援 

・国立長寿医療研究センターの新棟整

備への助成 

 

○連携ラボにおける認知症検査法の確立 

・近い将来の認知症の発症リスクを予

測できる指標（チェックリスト）の開

発のための検診を実施 

・認知症予防プログラムの開発及び普

及の推進 

○国立長寿医療研究センターの病床機能

強化の支援 

・国立長寿医療研究センターの新棟整

備への助成 

 

○連携ラボにおける認知症検査法の確立 

・近い将来の認知症の発症リスクを予

測できる指標（チェックリスト）の開

発のための検診を実施 

 

○あいちオレンジタウン構想第2期アク 

ションプランの策定（12月） 

 

・後期高齢者健康度評価の研究等 

 

○国立長寿医療研究センターの病床機能

強化の支援 

・国立長寿医療研究センターの新棟整

備への助成 

＊新棟竣工 

○連携ラボにおける認知症検査法の確立 

・近い将来の認知症の発症リスクを予

測できる指標（チェックリスト）の開

発のための検診を実施 

 

○あいちオレンジタウン構想第 2期アク

ションプランの推進 

・愛知県認知症希望大使の委嘱、大使と

協働した普及啓発 

＊「愛知県認知症希望大使」に2名を

委嘱 

＊「認知症県民フォーラム」にて大使

のトークショーを開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため動画配信にて開催 

・認知症地域支援推進員の研修プラッ

トフォームの構築 

＊研修プラットフォームの開設 

・若年性認知症の人等の社会参加支援

モデルの構築 

＊モデル事業の実施（2市） 

・認知症高齢者の災害時支援モデルの

構築 

＊モデル事業の実施（2市） 

・新しい生活様式に対応した認知症カ

フェにおける交流の推進 

＊コロナ禍における認知症カフェに

関する実態調査 

＊愛知県認知症カフェサミットの開 

催 282名参加 

・後期高齢者健康度評価の研究等 

 

○国立長寿医療研究センターの病床機能

強化の支援 

＊国立長寿医療研究センターの新棟

が開院（5月） 

 

○連携ラボにおける認知症検査法の確立 

・近い将来の認知症の発症リスクを予

測できる指標（チェックリスト）の開

発のための検診を実施し、指標（チェ

ックリスト）を開発 

○あいちオレンジタウン構想第 2期アク

ションプランの推進 

・愛知県認知症希望大使と協働した普

及啓発 

 

 

 

 

 

 

・認知症地域支援推進員の研修プラッ

トフォームの更新 

 

・若年性認知症の人等の社会参加支援

モデルの構築 

 

・認知症高齢者の災害時支援モデルの

構築 

 

・新しい生活様式に対応した認知症カ

フェにおける交流の推進 

 

 

 

 

・企業と連携した認知症の人にやさし

いサービス等の創出の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

140 

地域包括ケアの推進に

向けた情報発信や地域

活動の充実 

福祉局 ○あいち地域包括ケアポータルサイトに

よる情報発信 

○モデル事業の実施 

・高齢者が参加しやすいように配慮した

通いの場づくりのモデル事業を実施 

 ＊5か所 

○あいち地域包括ケアポータルサイトに

よる情報発信 

○モデル事業の実施 

・高齢者が参加しやすいように配慮した

通いの場づくりのモデル事業を実施 

＊5か所 

○あいち地域包括ケアポータルサイトに

よる情報発信 

○モデル事業の実施 

・高齢者が参加しやすいように配慮した

通いの場づくりのモデル事業を実施 

＊5か所 

○重層的支援体制整備事業の推進 

・高齢者、障害者、子どもの各分野を超

えて、包括的に相談支援や地域づく

り等の取組を実施する市町村への支

援 

○あいち地域包括ケアポータルサイトに

よる情報発信 

○モデル事業の成果を全県へ広く周知 

 

 

 

○重層的支援体制整備事業の推進 

・高齢者、障害者、子どもの各分野を超

えて、包括的に相談支援や地域づく

り等の取組を実施する市町村への支

援 

141 

介護も含めた多様な職

種の連携による在宅医

療体制の充実 

福祉局 

保健医療局 

 

○在宅医療の充実・強化 

・在宅医療推進協議会の開催 

＊1回開催 

・在宅医療に参入する医師等を増加さ

せるための研修の開催 

 ＊4回開催、485名参加 

・人生の最終段階における医療・ケアに

ついての意思決定を支援する相談員

を養成する研修の開催 

 ＊19回開催、526名参加 

○多職種連携の推進 

・医療と介護の連携を図る研修等の開催 

 ＊市町村向け研修会8回609名参加 

 ＊医師会向けネットワーク会議 3 回

324名参加 

○在宅医療の充実・強化 

・在宅医療推進協議会の開催 

＊1回開催 

・在宅医療に参入する医師等を増加さ

せるための研修の開催 

＊4回開催、623名参加 

・人生の最終段階における医療・ケアに

ついての意思決定を支援する相談員

を養成する研修の開催 

＊6回開催、50名参加 

○多職種連携の推進 

・医療と介護の連携を図る研修等の開催 

＊市町村向け研修会9回2,122名参加 

＊医師会向けネットワーク会議 114 名

参加 

○在宅医療の充実・強化 

・在宅医療推進協議会の開催 

＊1回開催 

・在宅医療に参入する医師等を増加さ

せるための研修の開催 

 ＊5回開催、700名参加 

 

 

 

 

○多職種連携の推進 

・医療と介護の連携を図る研修等の開催 

＊市町村向け研修会8回626名参加 

＊医師会向けネットワーク会議136名 

参加（書面開催除く） 

○入退院支援ルールの策定 

・入退院支援ルール策定に係る研修会

の開催 

  ＊モデル医療圏向け研修回9回 

○在宅医療の充実・強化 

・在宅医療推進協議会の開催 

 

・在宅医療に参入する医師等を増加さ

せるための研修の開催 

 

 

 

 

 

○多職種連携の推進 

・医療と介護の連携を図る研修等の開催 

 

 

 

○入退院支援ルールの策定 

・入退院支援ルール策定に係る研修会

の開催 

 

 

142 

地域の実情に応じた在

宅・施設サービスの基

盤整備や住まいの確保 

福祉局 

建築局 

○第 7期愛知県高齢者健康福祉計画に基

づく介護サービスの基盤整備への支援 

・居宅サービスへの多様な事業者の参

入促進及びサービス水準の確保 

・特別養護老人ホームを始めとした施

設サービスの計画的な整備支援 

 

 

 

 

○第 7期愛知県高齢者健康福祉計画に基

づく介護サービスの基盤整備への支援 

・居宅サービスへの多様な事業者の参

入促進及びサービス水準の確保 

・特別養護老人ホームを始めとした施 

設サービスの計画的な整備支援 

○第8期愛知県高齢者福祉保健医療計画の

策定（3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第 8期愛知県高齢者福祉保健医療計画

に基づく介護サービスの基盤整備への

支援 

・居宅サービスへの多様な事業者の参

 

 

 

 

 

 

○第 8期愛知県高齢者福祉保健医療計画

に基づく介護サービスの基盤整備への

支援 

・居宅サービスへの多様な事業者の参
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

○介護人材確保対策 

 ・「参入促進」「資質の向上」「労働

環境・処遇の改善」を3つの柱にし

た介護人材確保対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組

の推進 

・サービス付き高齢者向け住宅、地域優

良賃貸住宅（高齢者型）及びシルバー

ハウジングの供給促進 

 ＊新規供給491戸 

 

 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 

・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

制度の普及・啓発 

 ＊登録数1,352戸 

・愛知県あんしん賃貸支援制度の普

及・啓発 

 ＊登録実績50戸 

・入居希望者への登録住宅の案内 

 

 

 

○介護人材確保対策 

 ・「参入促進」「資質の向上」「労働環

境・処遇の改善」を 3つの柱にした

介護人材確保対策の推進 

 ・介護職員相談窓口の開設 

  ＊6月開設 

 ・外国人介護人材受入セミナーの開催 

  ＊3回 153名参加 

  

 

・介護事業者が実施する日本語や介護

技術の学習等の支援 

 

 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組

の推進 

・サービス付き高齢者向け住宅、地域優

良賃貸住宅（高齢者型）及びシルバー

ハウジングの供給促進 

 ＊新規供給 518戸 

・愛知県高齢者居住安定確保計画 2030

の策定（3月） 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 

・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

制度の普及・啓発 

 ＊登録数57,176戸 

・愛知県あんしん賃貸支援制度の普

及・啓発 

  

・入居希望者への登録住宅の案内 

○新型コロナウイルス感染症対策 

・社会福祉施設等に対する支援 
＊衛生用品等の提供及び購入支援 
＊多床室の個室化、簡易陰圧装置の整
備支援 

＊社会福祉施設職員慰労金の交付 
＊高齢者施設等職員へのスクリーニ

入促進及びサービス水準の確保 

・特別養護老人ホームを始めとした施

設サービスの計画的な整備支援 

○介護人材確保対策 

 ・「参入促進」「資質の向上」「労働環境・

処遇の改善」を 3つの柱にした介護人

材確保対策の推進 

 ・介護職員相談窓口の運営 

 

 ・外国人介護人材受入セミナーの開催 

＊3回 164名参加 

  

 

・介護事業者が実施する日本語や介護

技術の学習等の支援 

 ・介護福祉士等就学資金貸付事業の実

施  

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組

の推進 

・サービス付き高齢者向け住宅、地域優

良賃貸住宅（高齢者型）及びシルバー

ハウジングの供給促進 

＊新規供給 651戸 

 

 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 

・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

制度の普及・啓発 

＊登録数 55,813戸 

・愛知県あんしん賃貸支援制度の普

及・啓発 

＊登録実績 63戸 

・入居希望者への登録住宅の案内 

○新型コロナウイルス感染症対策 

・社会福祉施設等に対する支援 
＊衛生用品等の提供及び購入支援 
＊多床室の個室化、簡易陰圧装置の整
備、ゾーニング環境等の整備支援 

 

＊高齢者施設等職員へのスクリーニ 

入促進及びサービス水準の確保 

・特別養護老人ホームを始めとした施

設サービスの計画的な整備支援 

○介護人材確保対策 

・「参入促進」「資質の向上」「労働環境・

処遇の改善」を 3 つの柱にした介護

人材確保対策の推進 

・介護職員相談窓口の運営 

 

・外国人介護人材受入セミナーの開催 

 

・外国人介護人材の指導担当職員向け

セミナーの開催 

・介護事業者が実施する日本語や介護

技術の学習等の支援 

・介護福祉士等就学資金貸付事業の実   

 施 

○高齢者居住安定確保計画に基づく取組

の推進 

・サービス付き高齢者向け住宅、地域優

良賃貸住宅（高齢者型）及びシルバー

ハウジングの供給促進 

 

 

 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 

・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅

制度の普及・啓発 

 

・愛知県あんしん賃貸支援制度の普

及・啓発 

 

・入居希望者への登録住宅の案内 

○新型コロナウイルス感染症対策 

・社会福祉施設等に対する支援 

＊衛生用品等の購入支援 
＊多床室の個室化、簡易陰圧装置の整
備、ゾーニング環境等の整備支援 

 

＊高齢者施設等職員へのスクリーニ 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ング検査の実施 ング検査の実施   

○原油価格・物価高騰対策 
・燃油価格高騰の影響を受ける社会福
祉施設の車両燃料費に対する助成 

ング検査の実施 
○原油価格・物価高騰対策 
・燃油価格高騰の影響を受ける社会福
祉施設の車両燃料費に対する助成 

143 

介護予防、高齢者虐待

防止に関する人材育

成、技術支援等 

福祉局 ○介護予防に関する技術支援 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関

する研修の開催 

 ＊3回 143名参加 

○高齢者虐待防止に関する人材育成 

・高齢者虐待防止対応人材育成研修の

開催 

 ＊尾張地区 132名参加 

 ＊三河地区 81名参加 

○介護予防に関する技術支援 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関

する研修の開催 

＊256名参加 

○高齢者虐待防止に関する人材育成 

・高齢者虐待防止対応人材育成研修の

開催 

 ＊三河地区 72名参加 

○介護予防に関する技術支援 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関

する研修の開催 

＊2回 421名参加 

○高齢者虐待防止に関する人材育成 

・高齢者虐待防止対応人材育成研修の

開催 

＊オンライン 262名参加 

○介護予防に関する技術支援 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関

する研修の開催 

 

○高齢者虐待防止に関する人材育成 

・高齢者虐待防止対応人材育成研修の 

開催 

144 

健康寿命の延伸をめざ

した県民の主体的な健

康づくりを促進する取

組の推進 

保健医療局 ○健康日本 21 あいち新計画（愛知県健

康増進計画）に基づく取組の推進 

・健康づくりにつながる取組を促進す

る「優待カード」の交付 

  ＊「まいか」32,301枚交付 

・健康情報ポータルサイト「あいち健 

康ナビ」の管理運営 

  ＊動画配信 11回 

  ＊コラム配信18回 

・健康教育の実施 

 ＊1,053回開催 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）対策、たば

こ対策の推進 

 ＊COPD 講演会～COPD という病気～ 

開催、77名参加 

 ＊たばこ対策指導者養成講習会の開

催、228名参加 

○健康経営に取り組む企業等の支援 

・健康経営を推進する取組に関する検

討会議の開催 

 ＊検討会議の開催 2回 

・健康経営に取り組む企業に対する表彰 

 ＊大規模法人部門 1 社、中小規模法

人部門 1社表彰 

 

・健康経営支援のためのポータルサイ

トの運営 

 ＊愛知県健康経営推進企業の登録数

○健康日本 21 あいち新計画（愛知県健

康増進計画）に基づく取組の推進 

・健康づくりにつながる取組を促進す 

る「優待カード」の交付 

＊「まいか」24,691枚交付 

・健康情報ポータルサイト「あいち健康

ナビ」の管理運営 

＊動画配信 8回 

＊コラム配信 18回 

・健康教育の実施 

＊362回開催 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）対策、たば

こ対策の推進 

＊たばこ対策講習会の開催、85 名参

加 

 

 

○健康経営に取り組む企業等の支援 

・健康経営を推進する取組に関する検 

討会議の開催 

＊検討会議の開催1回 

・健康経営に取り組む企業に対する表彰  

＊大規模法人部門1社、中小規模法人

部門 1社表彰 

 

・健康経営支援のためのポータルサイ

トの運営 

＊愛知県健康経営推進企業の登録数

○健康日本 21 あいち新計画（愛知県健

康増進計画）に基づく取組の推進 

・健康づくりにつながる取組を促進す

る「優待カード」の交付 

＊「まいか」30,142枚交付 

・健康情報ポータルサイト「あいち健康

ナビ」の管理運営 

＊動画配信 12回 

＊コラム配信 18回 

・健康教育の実施 

＊267回開催 

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）対策、たば

こ対策の推進 

＊たばこ対策講習会の開催、66 名参

加 

＊COPD・受動喫煙対策講習会の開催、

105名参加 

○健康経営に取り組む企業等の支援 

・健康経営を推進する取組に関する検

討会議の開催 

＊検討会議の開催1回 

・健康経営に取り組む企業に対する表彰  

＊大規模法人部門1社、中小規模法人

部門 1社表彰（表彰式は 2022年度

実施） 

・健康経営支援のためのポータルサイ

トの運営 

＊愛知県健康経営推進企業の登録数

○健康日本 21 あいち新計画（愛知県健

康増進計画）に基づく取組の推進 

・健康づくりにつながる取組を促進す

る「優待カード」の交付 

 

・健康情報ポータルサイト「あいち健康

ナビ」の管理運営 

 

 

・健康教育の実施 

   

・COPD（慢性閉塞性肺疾患）対策、たば

こ対策の推進 

 

 

 

 

○健康経営に取り組む企業等の支援 

・健康経営を推進する取組に関する検

討会議の開催 

 

・健康経営に取り組む企業に対する表彰  

 

 

 

・健康経営支援のためのポータルサイ

トの運営 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

155団体 

・健康マイレージ連携アプリの開発 

・企業や関係団体と連携し、健康づく

りの取組推進に関するPR や普及啓

発の実施 

 

○食生活改善支援の推進 

 ・自発的な食生活改善のための取組を

促すための研修の開催 

  ＊12回、398名参加 

・栄養バランスを考慮した食事提供等

に取組む事業者等への支援 

＊191回 97施設 

232団体 

・健康マイレージ連携アプリの運用 

・企業や関係団体と連携し、健康づく

りの取組推進に関するPR や普及啓

発の実施 

・健康経営に係る調査研究 

○食生活改善支援の推進 

 ・自発的な食生活改善のための取組を

促すための研修の開催 

  ＊11回、551名参加 

 ・栄養バランスを考慮した食事提供等

に取組む事業者等への支援 

  ＊183回61施設 

 

・県民健康・栄養調査の実施 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

571団体 

・健康マイレージ連携アプリの運用 

・企業や関係団体と連携し、健康づく

りの取組推進に関するPR や普及啓

発の実施 

 

○食生活改善支援の推進 

 ・自発的な食生活改善のための取組を

促すための研修の開催 

  ＊7回、227名参加 

・栄養バランスを考慮した食事提供等

に取組む事業者等への支援 

 ＊産官学が連携し、健康に配慮した

商品を開発・提供 

・県民健康・栄養調査の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

・健康マイレージ連携アプリの運用 

・企業や関係団体と連携し、健康づく

りの取組推進に関するPR や普及啓

発の実施 

 

○食生活改善支援の推進 

・食に関する施設及び関係団体等と連

携し、継続的な食生活改善に関する

ポスターやリーフレットなどの啓発

資材を活用した普及啓発活動の実施 

 

145 

口腔保健支援センター

の運営などによる、さ

らなる歯科口腔保健対

策の充実、8020運動の

推進 

保健医療局 ○口腔保健支援センターの運営 

 ・歯と口の健康づくりに向けた体制の

充実強化 

  ＊歯科保健医療関係者対象研修の開

催 1,027名参加 

○8020運動の推進 

 ・ライフステージに応じた歯科口腔保健

対策の推進 

  ＊大学生、働く世代に対する口腔ケア

啓発リーフレットの配布 

・フッ化物洗口などのう蝕予防対策や

歯周病対策の推進 

 ＊フッ化物洗口実施施設数1,215施設 

○障害者、高齢者等の歯科口腔保健対策

の推進 

・障害者（児）の口腔ケアサポートに取

り組む施設職員への研修の開催 

 ＊施設職員対象研修の開催 450 名参

加 

・要介護者の口腔ケア推進のため保健

医療福祉 関係者への研修等の開催 

 ＊保健医療福祉関係者対象研修の開

催 1,049名参加 

○口腔保健支援センターの運営 

 ・歯と口の健康づくりに向けた体制の

充実強化 

  ＊歯科保健医療関係者対象研修の開

催 683名参加 

○8020運動の推進 

 ・ライフステージに応じた歯科口腔保健

対策の推進 

 ＊大学生等、働く世代に対する口腔ケ

ア啓発リーフレットの配布 

・フッ化物洗口などのう蝕予防対策や

歯周病対策の推進 

 ＊フッ化物洗口実施施設数1,289施設 

○障害者、高齢者等の歯科口腔保健対策

の推進 

・障害者（児）の口腔ケアサポートに取

り組む施設職員への研修の開催 

 ＊施設職員対象研修の開催 288 名参

加 

・要介護者の口腔ケア推進のため保健

医療福祉関係者への研修等の開催 

＊保健医療福祉関係者対象研修の開

催 276名参加 

○口腔保健支援センターの運営 

・歯と口の健康づくりに向けた体制の

充実強化 

＊歯科保健医療関係者対象研修の開

催 579名参加 

○8020運動の推進 

・ライフステージに応じた歯科口腔保

健対策の推進 

＊大学生等、働く世代に対する口腔ケ

ア啓発リーフレットの配布 

・フッ化物洗口などのう蝕予防対策や

歯周病対策の推進 

＊フッ化物洗口実施施設数1,221施設 

○障害者、高齢者等の歯科口腔保健対策

の推進 

・障害者（児）の口腔ケアサポートに取

り組む施設職員への研修の開催 

＊施設職員対象研修の開催 313 名参

加 

・要介護者の口腔ケア推進のため保健

医療福祉関係者への研修等の開催 

＊保健医療福祉関係者対象研修の開

催 849名参加 

○口腔保健支援センターの運営 

・歯と口の健康づくりに向けた体制の

充実強化 

 

 

○8020運動の推進 

・ライフステージに応じた歯科口腔保

健対策の推進 

 

 

・フッ化物洗口などのう蝕予防対策や

歯周病対策の推進 

 

○障害者、高齢者等の歯科口腔保健対策

の推進 

・障害者（児）の口腔ケアサポートに取

り組む施設職員への研修の開催 

 

 

・要介護者の口腔ケア推進のため保健

医療福祉関係者への研修等の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○在宅歯科医療提供体制の充実 

・在宅歯科診療を実施する医療機関の

設備整備への支援 

 ＊在宅療養支援歯科診療所数 779 施

設  

○在宅歯科医療提供体制の充実 

・在宅歯科診療を実施する医療機関の 

設備整備への支援 

 ＊在宅療養支援歯科診療所数 564 施

設  

○在宅歯科医療提供体制の充実 

・在宅歯科診療を実施する医療機関の 

設備整備への支援 

＊在宅療養支援歯科診療所数 567 施

設  

○在宅歯科医療提供体制の充実 

・在宅歯科診療を実施する医療機関の 

設備整備への支援 

  

146 

あいち健康の森薬草園

の活用による健康づく

りの推進 

保健医療局 ○薬草園を活用した健康づくりの推進 

・薬草に関する講座、イベントの開催等 

 ＊65回開催、1,221名参加 

○薬草園を活用した健康づくりの推進 

・薬草に関する講座、イベントの開催等 

＊29回開催、332名参加 

○薬草園を活用した健康づくりの推進 

・薬草に関する講座、イベントの開催等 

＊93回開催、1,092名参加 

○薬草園を活用した健康づくりの推進 

・薬草に関する講座、イベントの開催等 

 

147 

あいち健康プラザと国

立長寿医療研究センタ

ーの連携による高齢者

に対応した健康プログ

ラムの研究・開発及び

普及 

福祉局 

保健医療局 

○連携ラボの設置 

・国立長寿医療研究センターの認知症

に関する専門的知見とあいち健康プ

ラザの生活習慣病予防のノウハウを

活かした共同研究を実施 

○新たな認知症予防プログラムの開発・研

究及び普及 

 ・高齢者用健康度評価の研究 

  ＊高齢者用健康度評価の運用開始 

・脳トレ、運動などの複数の認知症予防

プログラムの研究 

 ・認知症予防リーダー育成に向けた研究 

  ＊リーダー養成研修開催 

 

○あいち健康プラザにおける運動実践デ

ータを活用した運動プログラム等の研

究・開発及び普及 

・心疾患を有する利用者に対する運動

プログラムの開発 

○連携ラボの設置 

・国立長寿医療研究センターの認知症 

に関する専門的知見とあいち健康プ

ラザの生活習慣病予防のノウハウを

活かした共同研究を実施 

○新たな認知症予防プログラムの開発・研

究及び普及 

 ・高齢者用健康度評価の研究 

＊高齢者用健康度評価の運用 

・脳トレ、運動などの複数の認知症予防

プログラムの研究 

 ・認知症予防リーダー育成に向けた研究 

  ＊リーダー養成研修開催 

 

○あいち健康プラザにおける運動実践デ

ータを活用した運動プログラム等の研

究・開発及び普及 

・心疾患を有する利用者に対する運動 

プログラムの開発 

○連携ラボの設置 

・国立長寿医療研究センターの認知症

に関する専門的知見とあいち健康プ

ラザの生活習慣病予防のノウハウを

活かした共同研究を実施 

○後期高齢者健康度評価の研究 

・後期高齢者健康度評価が認知機能評

価の 1 次スクリーニングの役割を果

たせるかの検証 

○運動の実践が認知機能に与える効果の

研究 

 ・県内市町村やボランティアと連携し

た運動の実践と継続が認知機能に及

ぼす効果の研究 

○新しい生活様式に即した健康支援プロ

グラムの開発 

・新型コロナウイルス感染症のまん延

に伴い在宅生活を行う高齢者に対す

る自粛生活に係る健康支援プログラ

ムの開発 

○連携ラボの設置 

・国立長寿医療研究センターの認知症

に関する専門的知見とあいち健康プ

ラザの生活習慣病予防のノウハウを

活かした共同研究を実施 

○後期高齢者健康度評価の研究 

・後期高齢者健康度評価が認知機能評

価の 1 次スクリーニングの役割を果

たせるかの検証 

○運動の実践が認知機能に与える効果の

研究 

 ・県内市町村やボランティアと連携し

た運動の実践と継続が認知機能に及

ぼす効果の研究 

○新しい生活様式に即した健康支援プロ

グラムの開発 

・新型コロナウイルス感染症のまん延

に伴い在宅生活を行う高齢者に対す

る自粛生活に係る健康支援プログラ

ムの開発 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

148 

元気なシニア層の就

労、地域活動などへの

社会参加の促進 

福祉局 

労働局 

教育委員会 

○高齢社会懇談会の開催 

 ・懇談会で出された意見を基にモデル

事業を検討 

  ＊開催回数 4回 

 

 

 

 

 

 

○シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

・（公社）愛知県シルバー人材センター

連合会の運営支援 

・地域に密着したシルバー人材センタ

ーを運営している市町村への支援 

○シニア層の就労に関する事業の推進 

・中高年齢離職者再就職支援セミナー

の開催 

 ＊7回 143人参加 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 ＊410人参加 

・女性・高年齢者就職面接会の開催 

 ＊3回 31社、89人参加 

 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○学び直しの機会の提供 

・あいちシルバーカレッジの開催 

 ＊入学者数 630名 

○高齢者社会参加推進事業の実施 

 ・懇談会の意見等を踏まえた 3 つの市

町村モデル事業（就労支援・生きが

いづくり、多世代交流、移動支援）を

3年間実施 

  ＊12か所 

 ・社会参加の機運醸成等を図るための

普及啓発事業を実施 

  ＊アクティブシニアを題材としたテ

レビ番組を放映 

○シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

・（公社）愛知県シルバー人材センター

連合会の運営支援 

・地域に密着したシルバー人材センタ

ーを運営している市町村への支援 

○シニア層の就労に関する事業の推進 

・中高年齢離職者再就職支援セミナー

の開催 

 ＊7回 56名参加 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 ＊133名参加 

・女性・高年齢者就職面接会の開催 

 ＊3回 34社、105名参加 

 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○学び直しの機会の提供 

・あいちシルバーカレッジの開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○高齢者社会参加推進事業の実施 

・懇談会の意見等を踏まえた 3 つの市

町村モデル事業（就労支援・生きがい

づくり、多世代交流、移動支援）を実

施 

   ＊12か所 

・社会参加の機運醸成等を図るための

普及啓発事業を実施 

   ＊地域で活躍する高齢者の様子をイ 

ンターネット上で動画配信 

○シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

・（公社）愛知県シルバー人材センター

連合会の運営支援 

・地域に密着したシルバー人材センタ

ーを運営している市町村への支援 

○シニア層の就労に関する事業の推進 

・中高年齢者再就職支援セミナーの開

催 

 ＊10回 138名参加 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 ＊143名参加 

・市町村と連携した高年齢者就職面接

会の開催 

 ＊5回 59社、191名参加 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○学び直しの機会の提供 

・あいちシルバーカレッジの開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・あいちシルバーカレッジにおける地

域活動のための専門コース開催 

  ※新型コロナウイルスの影響を考慮

し、日程を短縮して開催 

○高齢者社会参加推進事業の実施 

・懇談会の意見等を踏まえた 3 つの市

町村モデル事業（就労支援・生きがい

づくり、多世代交流、移動支援）を実

施 

    

・社会参加の機運醸成等を図るための

普及啓発事業を実施するとともに、

取組の成果を広く周知 

    

○シルバー人材センターにおける就労機

会の確保 

・（公社）愛知県シルバー人材センター

連合会の運営支援 

・地域に密着したシルバー人材センタ

ーを運営している市町村への支援 

○シニア層の就労に関する事業の推進 

・中高年齢者再就職支援セミナーの開

催 

 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 

・市町村と連携した高年齢者就職面接

会の開催 

 

○シニア層の社会参加の促進 

・生涯学習情報システム「学びネットあ

いち」による情報提供 

○学び直しの機会の提供 

・あいちシルバーカレッジの開催 

  

 

・あいちシルバーカレッジにおける地

域活動のための専門コース開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

149 

相談支援体制の充実な

ど、こころの健康の保

持増進 

保健医療局 

労働局 

○相談支援体制の充実 

・相談窓口ネットワークの構築 

・心の悩みに関する電話相談の実施 

 ＊相談件数7,151件 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるメンタルヘルス相談の実施 

 ＊相談件数19,225件 

・メンタルヘルスに関するEメール相

談の実施 

 ＊相談件数271件 

 

 

 

・働く人向け相談会等における心の健康

相談の実施 

 ＊4回開催 

・自殺予防ゲートキーパーの養成 

 ＊1,966名 

・自殺ハイリスク者群への対策の推進 

・相談窓口の周知を図るためのリーフ

レット等の配布 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康

づくりの推進 

・メンタルヘルス対策セミナーの開催 

 ＊4回開催 

・メンタルヘルスのための企業等への

アドバイザーの派遣 

 ＊15件 

・メンタルヘルス対策の普及啓発資料の

作成・配布 

○仕事と治療の両立支援 

・取組事例集の作成 

○相談支援体制の充実 

・相談窓口ネットワークの構築 

・心の悩みに関する電話相談の実施 

 ＊相談件数7,480件 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるメンタルヘルス相談の実施 

 ＊相談件数20,429件 

・メンタルヘルスに関するEメール相

談の実施 

 ＊相談件数235件 

・メンタルヘルスに関するLINEでの相

談の実施 

 ＊相談件数1,936件 

・働く人向け相談会等における心の健康

相談の実施 

 ＊4回開催 

・自殺予防ゲートキーパーの養成 

 ＊704名 

・自殺ハイリスク者群への対策の推進 

・相談窓口の周知を図るためのリーフ

レット等の配布 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康

づくりの推進 

・メンタルヘルス対策セミナーの開催 

 ＊1回開催 

・メンタルヘルスのための企業等への

アドバイザーの派遣 

 ＊12件 

・メンタルヘルス対策の普及啓発資料の

作成・配布 

○仕事と治療の両立支援 

・取組事例集の配布 

○相談支援体制の充実 

・相談窓口ネットワークの構築 

・心の悩みに関する電話相談の実施 

 ＊相談件数12,543件 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるメンタルヘルス相談の実施 

 ＊相談件数17,685件 

・メンタルヘルスに関するEメール相

談の実施 

 ＊相談件数255件 

・メンタルヘルスに関するSNSでの相

談の実施 

 ＊相談件数5,681件 

・働く人の悩みごと相談会等における心

の健康相談の実施 

 ＊4回開催 

・自殺予防ゲートキーパーの養成 

 ＊858名 

・自殺ハイリスク者群への対策の推進 

・相談窓口の周知を図るためのリーフ

レット等の配布 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康

づくりの推進 

・メンタルヘルス対策セミナーの開催 

 ＊4回開催 

・メンタルヘルスのための企業等への

アドバイザー・相談員の派遣 

 ＊21件 

・メンタルヘルス対策の普及啓発資料の

作成・配布 

○仕事と治療の両立支援 

・セミナーの開催 

 ＊2回開催及びオンデマンド開催 

○相談支援体制の充実 

・相談窓口ネットワークの構築 

・心の悩みに関する電話相談の実施 

 

・保健所、精神保健福祉センターにお

けるメンタルヘルス相談の実施 

 

 

 

 

・メンタルヘルスに関するSNSでの相

談の実施（Eメール相談を統合） 

 

・働く人の悩みごと相談会等における心

の健康相談の実施 

 

・自殺予防ゲートキーパーの養成 

 

・自殺ハイリスク者群への対策の推進 

・相談窓口の周知を図るためのリーフ

レット等の配布 

○企業等への専門家の派遣と職場の健康

づくりの推進 

・メンタルヘルス対策セミナーの開催 

 

・メンタルヘルスのための企業等への

アドバイザー・相談員の派遣 

 

・メンタルヘルス対策の普及啓発資料の

作成・配布 

○仕事と治療の両立支援 

・取組事例集の作成・配布 

150 

愛知県精神医療センタ

ーにおける精神科救急

や先進的な専門医療へ

の対応など精神科医療

体制の充実 

保健医療局 

病院事業庁 

○精神科救急医療への対応 

・夜間・休日等の精神科救急医療への対

応 

＊夜間・休日等の精神科救急医療の 

実施 

○精神医療センターにおける精神科救急

への対応 

・24時間 365日救急患者を受け入れる

○精神科救急医療への対応 

・夜間・休日等の精神科救急医療への対  

 応 

＊夜間・休日等の精神科救急医療の 

実施 

○精神医療センターにおける精神科救急

への対応 

・24時間 365日救急患者を受け入れる

○精神科救急医療への対応 

・夜間・休日等の精神科救急医療への対 

 応 

＊夜間・休日等の精神科救急医療の 

実施 

○精神医療センターにおける精神科救急

への対応 

・24時間 365日救急患者を受け入れる

○精神科救急医療への対応 

・夜間・休日等の精神科救急医療への対 

 応 

 

 

○精神医療センターにおける精神科救急

への対応 

・24時間 365日救急患者を受け入れる
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

精神科救急病棟の運用 

・県の夜間・休日等の精神科救急医療体

制の後方支援（空床 5床） 

○精神医療センターにおける先進的な専

門医療の提供 

・児童青年期の患者への対応 

・成人発達障害への対応 

・ACTチームによる訪問支援の取組推進 

精神科救急病棟の運用 

・県の夜間・休日等の精神科救急医療体

制の後方支援（空床 5床） 

○精神医療センターにおける先進的な専

門医療の提供 

・児童青年期の患者への対応 

・成人発達障害への対応 

・ACTチームによる訪問支援の取組推進 

精神科救急病棟の運用 

・県の夜間・休日等の精神科救急医療体

制の後方支援（空床 5床） 

○精神医療センターにおける先進的な専

門医療の提供 

・児童青年期の患者への対応 

・成人発達障害への対応 

・ACTチームによる訪問支援の取組推進 

精神科救急病棟の運用 

・県の夜間・休日等の精神科救急医療体

制の後方支援（空床 5床） 

○精神医療センターにおける先進的な専

門医療の提供 

・児童青年期の患者への対応 

・成人発達障害への対応 

・ACTチームによる訪問支援の取組推進 

151 

依存症対策の更なる充

実強化 

保健医療局 ○依存症対策の推進 

・アルコール健康障害及びギャンブル

等依存症に関する専門相談、回復支

援プログラムの実施 

＊精神保健福祉センターにてアルコ

ール健康障害及びギャンブル等依

存症の専門電話による相談を実施 

    アルコール健康障害88件 

    ギャンブル等依存症153件 

    （2020年3月現在） 

＊精神保健福祉センターにて回復支

援プログラムを実施 

   【依存症全般】 

    延べ参加人数：242名 

    （2020年3月現在） 

   【ギャンブル等依存症】 

    延べ参加人数：69名 

    （2020年3月現在） 

・ギャンブル等依存症対策推進計画の

策定 

 ＊2020年 3月策定 

・依存症に関する普及啓発、市町村職

員等向け研修の実施 

  

 

 

 

 

＊依存症に関するリーフレットを発

行し、関係機関へ配布 

 ＊市町村職員等向け研修の実施 

  【アルコール健康障害】 

○依存症対策の推進 

・アルコール健康障害及びギャンブル

等依存症に関する専門相談、回復支

援プログラムの実施 

＊精神保健福祉センターにてアルコ

ール健康障害及びギャンブル等依

存症の専門電話による相談を実施 

    アルコール健康障害88件 

    ギャンブル等依存症133件 

    （2021年3月現在） 

＊精神保健福祉センターにて回復支

援プログラムを実施 

   【依存症全般】 

    延べ参加人数：222名 

    （2021年3月現在） 

   【ギャンブル等依存症】 

    延べ参加人数：87名 

    （2021年3月現在） 

 

 

 

・依存症に関する普及啓発、市町村職員

等向け研修の実施 

＊2020 年 3 月に策定したギャンブル

等依存症対策推進計画の周知等の

ため、日本司法書士会連合会及び愛

知県司法書士会と共催でシンポジ

ウムを実施（2021年 2月 14日） 

＊依存症に関するリーフレットを発

行し、関係機関へ配布 

＊市町村職員等向け研修の実施 

  【アルコール健康障害】 

○依存症対策の推進 

・アルコール健康障害及びギャンブル

等依存症に関する専門相談、回復支

援プログラムの実施 

＊精神保健福祉センターにてアルコ

ール健康障害及びギャンブル等依

存症の専門電話による相談を実施 

アルコール健康障害 81件 

ギャンブル等依存症 135件 

（2022年 3月現在） 

＊精神保健福祉センターにて回復支

援プログラムを実施 

【依存症全般】 

延べ参加人数：108名 

（2022年 3月現在） 

【ギャンブル等依存症】 

延べ参加人数：118名 

（2022年 3月現在） 

 

 

 

・依存症に関する普及啓発、市町村職

員等向け研修の実施 

 

 

 

 

 

＊依存症に関するリーフレットを発

行し、関係機関へ配布 

＊市町村職員等向け研修の実施 

【アルコール健康障害】 

○依存症対策の推進 

・アルコール健康障害及びギャンブル

等依存症に関する専門相談、回復支

援プログラムの実施 

＊精神保健福祉センターにてアルコ

ール健康障害及びギャンブル等依

存症の専門電話による相談を実施 

 

 

 

＊精神保健福祉センターにて回復支

援プログラムを実施 

 

 

 

 

 

 

・ギャンブル等依存症対策推進計画の

改定 

 

・依存症に関する普及啓発、市町村職

員等向け研修の実施 

 

 

 

 

 

＊依存症に関するリーフレットを発

行し、関係機関へ配布 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

   参加人数：32名 

  【ギャンブル等依存症】 

   参加人数：63名 

 

 

 

・依存症の医療提供体制の整備 

 ＊2020年3月に依存症専門医療機関

を追加 

 

・依存症関係団体への支援 

 ＊18団体へ補助金を交付 

   開催中止 

  【ギャンブル等依存症】 

   参加人数：106名 

  【ギャンブル等依存症回復プログ

ラム従事者養成研修】 

   参加人数：63名 

・依存症の医療提供体制の整備 

 ＊2021年3月に依存症専門医療機関

を追加し、依存症治療拠点機関を

再選定 

・依存症関係団体への支援 

 ＊18団体へ補助金を交付 

参加人数：13名 

【ギャンブル等依存症】 

参加人数：76名 

【ギャンブル等依存症回復プログ

ラム従事者養成研修】 

参加人数：50名 

・依存症の医療提供体制の整備 

 ＊2022年3月に依存症治療拠点機関

を追加 

 

・依存症関係団体への支援 

＊18団体へ補助金を交付 

 

 

 

 

 

 

・依存症の医療提供体制の整備 

 

 

 

・依存症関係団体への支援 

 

 

 

（5）障害者福祉・支援、ノーマライゼーション推進 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

152 

新たな特別支援学校や

分教室の設置・検討な

ど過大化の解消促進

（瀬戸つばき特別支援

学校の開校、みあい特

別支援学校における教

室の増設、西尾市内で

の知的障害・肢体不自

由併置校の新設、岡崎

特別支援学校の移転、

豊田市内での知的障害

新設検討） 

教育委員会 ○尾張北東地区での知的障害特別支援学

校の設置 

＊瀬戸つばき特別支援学校開校 

 

 

 

 

 

○みあい特別支援学校の校舎増築 

 ・建設工事 

○西三河南部地区での知的障害と肢体不

自由の学級を併置する特別支援学校の

設置 

 ・西三河南部地区新設特別支援学校の

実施設計 

○岡崎特別支援学校の移転 

 ・移転に向けた調査 

 

○豊田市に西三河北部地区特別支援学校

の設置 

 ・設置に向けた検討 

 

 

 

○知多地区聾学校分校の設置 

・基本設計及び実施設計 

 

○豊橋特別支援学校潮風教室の設置 

＊潮風教室開設 

○みあい特別支援学校の校舎増築 

 ＊供用開始 

○西三河南部地区での知的障害と肢体不

自由の学級を併置する特別支援学校の

設置 

 ・西三河南部地区新設特別支援学校の

建設工事 

○岡崎特別支援学校の移転 

 ・移転に向けた基本設計 

 

○豊田市に西三河北部地区特別支援学校

の設置 

 ・設置に向けた検討 

○市町村における取組の支援 

・守山養護学校施設整備費補助金によ

る支援（校舎増築） 

 

 

 

○知多地区聾学校分校の設置 

  ・実施設計 

 

 

 

 

 

○西三河南部地区での知的障害と肢体不

自由の学級を併置する特別支援学校の

設置 

 ・にしお特別支援学校の建設工事 

 

○岡崎特別支援学校の移転 

 ・実施設計及び既設公舎取壊工事 

 

○豊田市に西三河北部地区特別支援学校

の設置 

 ・設置に向けた検討 

○市町村における取組の支援 

 ＊守山養護学校（校舎増築）供用開始 

 

 

 

○千種聾学校ひがしうら校舎の設置 

・乗入口整備工事、建設工事及び環境整

備工事 

（2023年度開校予定） 

 

 

 

○西三河南部地区での知的障害と肢体不

自由の学級を併置する特別支援学校の

設置 

＊にしお特別支援学校開校 

 

○岡崎特別支援学校の移転 

 ・敷地整備工事及び建設工事 

（2024年度開校予定） 

○豊田市に西三河北部地区特別支援学校

の設置 

 ・設置に向けた検討 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

153 

医療的ケアのための看

護師の拡充、長時間通

学解消のためのスクー

ルバスの増車の検討、

特別支援教育における

外部専門人材の活用な

ど、特別支援学校での

幼児児童生徒への支援

の充実 

教育委員会 ○医療的ケアの充実 

 ・特別支援学校の非常勤看護師の増員 

  ＊10人（55人→65人） 

  

 

・医療的ケアの円滑な実施と質の向上の

ため、連絡協議会・研修会の開催 

○スクールバスの更新 

 ・肢体不自由特別支援学校の県有スク

ールバス更新 

  ＊2台 

 

 

 

 

 

○児童生徒への心のケア 

 ・スクールカウンセラーの配置 

＊拠点となる特別支援学校1校に1名 

  

・スクールソーシャルワーカーの配置 

＊拠点となる特別支援学校1校に1名 

 

○外国人等語学支援の必要な幼児児童生

徒への対応の充実 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

  ＊特別支援学校 22名 

 ・小型通訳機の配備 

＊特別支援学校 6台 

○医療的ケアの充実 

 ・特別支援学校の非常勤看護師の増員 

  ＊7人（65人→72人） 

 

 

 ・医療的ケアの円滑な実施と質の向上

のため、連絡協議会・研修会の開催 

○スクールバスの更新 

・肢体不自由特別支援学校の県有スク

ールバス更新 

＊2台 

○スクールバスの増車 

 ＊68台（97台→165台） 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、乗車率 50％以下とな
るよう増車 

○児童生徒への心のケア 

 ・スクールカウンセラーの配置 

＊拠点となる特別支援学校1校に1名 

  

・スクールソーシャルワーカーの配置 

＊拠点となる特別支援学校1校に1名 

 

○外国人等語学支援の必要な幼児児童生

徒への対応の充実 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

  ＊特別支援学校 25名 

 ・小型通訳機の配備 

＊特別支援学校 6台 

○医療的ケアの充実 

 ・特別支援学校の非常勤看護師の増員 

  ＊4人（72人→76人） 

 ・特別支援学校の常勤看護師の増員 

  ＊2人（7人→9人） 

 ・医療的ケアの円滑な実施と質の向上

のため、連絡協議会・研修会の開催 

○スクールバスの購入 

・にしお特別支援学校の県有スクール

バス購入 

＊2台 

○スクールバスの増車 

 ＊55台（97台→152台） 

 

 

 

○児童生徒への心のケア 

 ・スクールカウンセラーの配置 

＊拠点となる特別支援学校 2 校に各 1名 

 

・スクールソーシャルワーカーの配置 

＊拠点となる特別支援学校 2 校に各 1名 

 

○外国人等語学支援の必要な幼児児童生

徒への対応の充実 

・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊特別支援学校 31名 

・小型通訳機の配備 

＊特別支援学校 17台 

○医療的ケアの充実 

 ・特別支援学校の非常勤看護師の増員 

  ＊7人（76人→83人） 

 ・特別支援学校の常勤看護師の増員 

  ＊5人（9人→14人） 

 ・医療的ケアの円滑な実施と質の向上

のため、連絡協議会・研修会の開催 

○スクールバスの更新 

・肢体不自由特別支援学校の県有スク

ールバス更新 

＊3台 

○スクールバスの増車 

 ＊50台（102台→152台） 

 

 

 

○児童生徒への心のケア 

 ・スクールカウンセラーの配置 

＊拠点となる特別支援学 5 校に各 1 名 

 

・スクールソーシャルワーカーの配置 

＊拠点となる特別支援学校 2 校に各 1名 

 

○外国人等語学支援の必要な幼児児童生

徒への対応の充実 

・外国人生徒等教育支援員の配置 

 

・小型通訳機の配備 

＊特別支援学校 15台 

154 

教員の専門性の向上な

ど幼稚園・保育所、小

中学校、高等学校での

特別支援教育の充実 

県民文化局 

福祉局 

教育委員会 

○特別支援教育に関する研究の推進 

・県立大学生涯発達研究所及び大学院

人間発達学研究所における自治体や

他機関と連携した特別支援教育に関

する共同研究を実施 

 ＊愛知県総合教育センターとの共同

による｢幼児期からの就学移行相

談・支援体制に関する研究｣を継続 

 ＊瀬戸市との連携による特別支援教

育リーダー養成講座プログラムの

開発 

○特別支援教育に関する研究の推進 

・県立大学生涯発達研究所及び大学院

人間発達学研究科における自治体や

他機関と連携した特別支援教育に関

する共同研究を実施 

 ＊愛知県総合教育センターとの共同

による「特別支援教育におけるモ

デル実践の検討」を開始 

 ＊瀬戸市との連携による「特別支援

教育リーダー養成プログラム開発

共同研究」を実施 

○特別支援教育に関する研究の推進 

・県立大学生涯発達研究所及び大学院

人間発達学研究科における自治体や

他機関と連携した特別支援教育に関

する共同研究を実施 

＊愛知県総合教育センターとの共同

による「特別支援教育におけるモデ

ル実践の検討」を実施 

＊瀬戸市との連携による「特別支援教

育リーダー養成プログラム開発共

同研究」を実施 

○特別支援教育に関する研究の推進 

・県立大学生涯発達研究所及び大学院

人間発達学研究科における自治体や

他機関と連携した特別支援教育に関

する共同研究を実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○私立幼稚園に対する助成の着実な推進 

・障害児を受け入れている私立幼稚園に

対する補助 

 ＊171件 

○保育士の専門性の向上 

・障害児保育に関する実践的な研修の

実施 

 ＊現任保育士研修「障害の理解と保

育研修」の開催 59名参加 

 ＊保育士キャリアアップ研修「障害

児保育」の開催 246名参加 

○保育所への障害児の受入の促進 

・障害児の受入体制整備のための改修

等の支援 

 ＊3か所 

○公立学校における支援・指導の充実 

 ・「小・中学校における特別支援教育校

内支援体制作りガイドブック」の内

容の周知と効果的な活用の促進 

 ・リーダーとなる教員を中心とした学

校間や関係機関との連携の強化 

 ・個別の教育支援計画及び個別の指導計

画の作成率向上と適切な活用の推進 

*個別教育支援計画作成率(2018年度) 

  幼 93.6％ 

小(特) 99.9％ (通常) 64.6％ 

  中(特) 99.9％ (通常) 62.9％ 

  高 62.4％ 

＊個別指導計画作成率（2018年度） 

  幼 89.8％ 

小(特) 99.9％ (通常) 69.6％ 

  中(特) 99.7％ (通常) 63.6％ 

  高 93.6％ 

＊公立中学校から高等学校等への支援

情報の引継ぎ率 62.9％ 

  （個別の支援計画を作成している生徒

のうち、引継がれた生徒の割合） 

 

 

 

 

○私立幼稚園に対する助成の着実な推進 

・障害児を受け入れている私立幼稚園に

対する補助 

  ＊175件 

○保育士の専門性の向上 

・障害児保育に関する実践的な研修の

実施 

＊現任保育士研修「障害の理解と保 

育研修」の開催 34名参加 

＊保育士等キャリアアップ研修「障 

害児保育」の開催 71名参加 

○保育所への障害児の受入の促進 

・障害児の受入体制整備のための改修

等の支援 

  ＊2か所 

○公立学校における支援・指導の充実 

 ・「小・中学校における特別支援教育校

内支援体制作りガイドブック」の内

容の周知と効果的な活用の促進 

 ・リーダーとなる教員を中心とした学

校間や関係機関との連携の強化 

 ・個別の教育支援計画及び個別の指導計

画の作成率向上と適切な活用の推進 

＊個別教育支援計画作成率 

  幼  91.7％ 

小(特) 99.97％ (通常) 68.4％ 

  中(特) 100％ (通常) 65.1％ 

  高  62.4％ 

＊個別指導計画作成率 

  幼  95.8％ 

小(特) 99.96％ (通常) 73.1％ 

  中(特) 100％ (通常) 67.8％ 

  高  49.5％ 

＊公立中学校から高等学校等への支援

情報の引継ぎ率 65.1％ 

  （個別の支援計画を作成している生徒

のうち、引継がれた生徒の割合） 

 

 

 

 

○私立幼稚園に対する助成の着実な推進 

・障害児を受け入れている私立幼稚園に

対する補助 

＊188件 

○保育士の専門性の向上 

・障害児保育に関する実践的な研修の

実施 

＊現任保育士研修「障害の理解と保 

育研修」の開催 53名参加 

＊保育士等キャリアアップ研修「障 

害児保育」の開催 484名参加 

○保育所への障害児の受入の促進 

・障害児の受入体制整備のための改修

等の支援 

＊2か所 

○公立学校における支援・指導の充実 

・「小・中学校における特別支援教育校

内支援体制作りガイドブック」の内

容の周知と効果的な活用の促進 

・リーダーとなる教員を中心とした学

校間や関係機関との連携の強化 

・個別の教育支援計画及び個別の指導計

画の作成率向上と適切な活用の推進 

＊個別教育支援計画作成率 

  幼  95.9％ 

小(特) 99.99％ (通常) 69.0％ 

  中(特) 99.93％ (通常) 70.8％ 

  高  49.6％ 

＊個別指導計画作成率 

  幼  98.4％ 

小(特) 99.99％ (通常) 71.8％ 

  中(特) 99.93％ (通常) 72.9％ 

  高  68.0％ 

＊公立中学校から高等学校等への支援

情報の引継ぎ率 68.6％ 

  （個別の支援計画を作成している生徒

のうち、引継がれた生徒の割合） 

・個別の教育支援計画の作成や引継ぎ

に対する保護者の理解を深めるため

のリーフレット作成 

 

○私立幼稚園に対する助成の着実な推進 

・障害児を受け入れている私立幼稚園に

対する補助 

 

○保育士の専門性の向上 

・障害児保育に関する実践的な研修の

実施 

 

 

 

 

○保育所への障害児の受入の促進 

・障害児の受入体制整備のための改修

等の支援 

 

○公立学校における支援・指導の充実 

・「小・中学校における特別支援教育校

内支援体制作りガイドブック」の内

容の周知と効果的な活用の促進 

・リーダーとなる教員を中心とした学

校間や関係機関との連携の強化 

・個別の教育支援計画及び個別の指導計

画の作成率向上と適切な活用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・個別の教育支援計画の作成や引継ぎ

に対する保護者の理解を深めるため

のリーフレットの活用 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○教員の専門性の向上 

・特別な支援を必要とする幼児児童生

徒に対する支援・指導の充実を図る

教員研修の実施 

＊参加率（2018年度） 

幼 95.2％、小 93.1％、中 90.6％ 

義務教育学校 100％、高 83.1％   

・特別支援教育コーディネーター等、校

内の特別支援教育を推進する役割を

果たす教員を対象とした研修の充実 

 ・特別支援教育推進モデル事業の成果を

まとめた指導事例集等の周知と活用 

○特別支援学校との連携の強化 

・公立の小中学校との連携による地域

における肢体不自由教育及び視覚障

害教育の充実 

 

 ・幼稚園・保育所等、小・中学校の教員

の指導力向上に向けた特別支援学校

の教育的資源の活用 

 

○インクルーシブ教育システムの構築 

・市町村における障害の状態、本人や保

護者のニーズや希望、専門的見地、学

校や地域の状況等を踏まえた就学先

決定の支援 

○教員の専門性の向上 

・特別な支援を必要とする幼児児童生

徒に対する支援・指導の充実を図る

教員研修の実施 

＊参加率 

幼 94.6％、小 95.7％、中 95.0％ 

義務教育学校 92.6％ 

・特別支援教育コーディネーター等、校

内の特別支援教育を推進する役割を

果たす教員を対象とした研修の充実 

・特別支援教育推進モデル事業の成果を

まとめた指導事例集等の周知と活用 

○特別支援学校との連携の強化 

・公立の小・中学校及び義務教育学校

と特別支援学校との連携による地域

における肢体不自由教育及び視覚障

害教育の充実 

・幼稚園・保育所等、小・中学校及び

義務教育学校の教員の指導力向上に

向けた特別支援学校の教育的資源の

活用 

○インクルーシブ教育システムの構築 

・市町村における障害の状態、本人や保

護者のニーズや希望、専門的見地、学

校や地域の状況等を踏まえた就学先

決定の支援 

○教員の専門性の向上 

・特別な支援を必要とする幼児児童生

徒に対する支援・指導の充実を図る

教員研修の実施 

＊参加率 

幼 92.5％、小 96.2％、中 96.4％ 

義務教育学校 96.3％ 

・特別支援教育コーディネーター等、校

内の特別支援教育を推進する役割を

果たす教員を対象とした研修の充実 

・特別支援教育推進モデル事業の成果を

まとめた指導事例集等の周知と活用 

○特別支援学校との連携の強化 

・公立の小・中学校及び義務教育学校

と特別支援学校との連携による地域

における視覚障害教育及び知的障害

教育の充実 

・幼稚園・保育所等、小・中学校及び

義務教育学校の教員の指導力向上に

向けた特別支援学校の教育的資源の

活用 

○インクルーシブ教育システムの構築 

・市町村における障害の状態、本人や保

護者のニーズや希望、専門的見地、学

校や地域の状況等を踏まえた就学先

決定の支援 

○教員の専門性の向上 

・特別な支援を必要とする幼児児童生

徒に対する支援・指導の充実を図る

教員研修の実施 

 

 

 

・特別支援教育コーディネーター等、校

内の特別支援教育を推進する役割を

果たす教員を対象とした研修の充実 

・特別支援教育推進モデル事業の成果を

まとめた指導事例集等の周知と活用 

○特別支援学校との連携の強化 

・公立の小・中学校及び義務教育学校

と特別支援学校との連携による地域

における視覚障害教育及び知的障害

教育の充実 

・幼稚園・保育所等、小・中学校及び

義務教育学校の教員の指導力向上に

向けた特別支援学校の教育的資源の

活用 

○インクルーシブ教育システムの構築 

・市町村における障害の状態、本人や保

護者のニーズや希望、専門的見地、学

校や地域の状況等を踏まえた就学先

決定の支援 

155 

特別支援学校における

キャリア教育の充実と

就労支援の強化 

教育委員会 ○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊8校 

・映像コンテンツ（動画）を用いた就労

支援の実施 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）を用いた就労

支援の実施 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 4校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）及びリーフレッ

トを用いた就労支援の実施 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 5校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）及びリーフレッ

トを用いた就労支援の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

156 

障害者福祉減税基金を

活用した民間法人によ

る重症心身障害児者の

ための施設の整備支援 

福祉局 ○重症心身障害児者施設の整備支援 

・事業実施者の公募及び選定 

＊東海市に重症心身障害児者施設を

整備（64床） 

＊社会医療法人宏潤会を整備・運営事 

業者に選定 

・事業者との調整・協議 

○重症心身障害児者施設の整備支援 

 ・事業者との調整・協議 

 ・実施設計 

○重症心身障害児者施設の整備支援 

・建設工事 

 

○重症心身障害児者施設の整備支援 

・東海市に「重心施設 にじいろのいえ」

を整備（2022年度開所予定、64床） 

 

157 

愛知県医療療育総合セ

ンターを中核とした障

害児者の医療・療育体

制の充実 

福祉局 ○障害児者に対する医療の充実 

・地域の障害者施設や医療機関では対

応困難な事例に対する高度で専門的

な医療体制の充実 

 ＊重症心身障害児者療育ネットワー

ク会議 1回開催 

・小児の症候群を対象とする集団外来

開催 

 ＊3回開催 

○障害児者に対する療育の充実 

・地域生活を営む知的障害児とその家

族を支援するための短期入所事業の

充実 

 

 

 

 

 

 

・重症心身障害児者支援者向けの研修

会の開催 

 ＊2回開催 

○3期工事（中央病院等解体撤去、駐車場

整備等外構工事）の実施 

  ＊工事着工（9月） 

○障害児者に対する医療の充実 

・地域の障害者施設や医療機関では対

応困難な事例に対する高度で専門的

な医療体制の充実 

＊重症心身障害児者療育ネットワー

ク会議 1回開催（書面開催） 

・小児の症候群を対象とする集団外来

開催 

＊2回開催（オンライン） 

○障害児者に対する療育の充実 

・地域生活を営む知的障害児とその家

族を支援するための短期入所事業の

充実 

＊福祉型障害児入所施設「はるひの

家」の短期入所受け入れ件数39件 

 

 

 

 

・重症心身障害児者支援者向けの研修

会の開催 

＊2回開催 

○3期工事（中央病院等解体撤去、駐車場

整備等外構工事）の実施 

＊土壌汚染物質検出を受け、工事を中

断（7月） 

＊変更設計の実施 

○障害児者に対する医療の充実 

・地域の障害者施設や医療機関では対

応困難な事例に対する高度で専門的

な医療体制の充実 

＊重症心身障害児者療育ネットワー

ク会議 1回開催 

・小児の症候群を対象とする集団外来

開催 

  ＊3回開催（オンライン） 

○障害児者に対する療育の充実 

・地域生活を営む知的障害児とその家

族を支援するための短期入所事業の

充実 

 ＊福祉型障害児入所施設「はるひの  

    家」の短期入所受け入れ件数 1件 

   ※新型コロナウイルス感染防止対

策、障害がある濃厚接触児を一

時保護するためのユニット確保

のため受入を制限 

・重症心身障害児者支援者向けの研修

の開催 

＊4回開催 

○3期工事（中央病院等解体撤去、駐車場

整備等外構工事）の実施 

＊工事再開（8月） 

＊発達障害研究所解体撤去 

 

○障害児者に対する医療の充実 

・地域の障害者施設や医療機関では対

応困難な事例に対する高度で専門的

な医療体制の充実 

＊重症心身障害児者療育ネットワー

ク会議（7月開催予定） 

・小児の症候群を対象とする集団外来

開催 

 

○障害児者に対する療育の充実 

・地域生活を営む知的障害児とその家

族を支援するための短期入所事業の

充実 

 

 

 

 

 

 

・重症心身障害児者支援者向けの研修

の開催 

 

○3期工事（中央病院等解体撤去、駐車場

整備等外構工事）の実施 

＊中央病院等の取壊し、駐車場等整備

（2022年度完了予定） 

 

○医療的ケア児支援センターの設置 

 ・地域における医療的ケア児及びその

家族に対する支援体制を専門的・広

域的に支えるため、7か所設置 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

158 

障害者医療におけるス

マートホスピタルの展

開 

福祉局 ○医療療育総合センターを中心とした障

害者医療におけるスマートホスピタル

の導入検討・展開 

  ＊勉強会 2回開催 

○医療療育総合センターを中心とした障

害者医療におけるスマートホスピタル

の導入検討・展開 

 ＊勉強会・講習会 3回開催 

 ＊ワーキンググループ 4回開催 

○医療療育総合センターを中心とした障

害者医療におけるスマートホスピタル

の導入・展開 

＊講習会 2回開催 

＊ワーキンググループ3回開催 

・多職種が連携し、障害者を支援する 

ための情報ネットワーク「このはネ 

ット」の運用 

＊登録利用者数：154人 

＊登録施設数：43施設 

○医療療育総合センターを中心とした障

害者医療におけるスマートホスピタル

の導入・展開 

 

159 

既存の戸建て住宅や公

営住宅を活用した安心

できる住まいの場とし

てのグループホームの

整備促進 

福祉局 

建築局 

○既存の戸建て住宅を活用したグループ

ホームの整備推進 

○グループホームの世話人の確保 

 ・世話人の仕事の紹介や仕事体験 

○県営住宅をグループホームとして活用 

  ＊5住宅、17戸を活用 

○既存の戸建て住宅を活用したグループ

ホームの整備促進 

○グループホームの世話人の確保 

・世話人の仕事の紹介や仕事体験 

○県営住宅をグループホームとして活用 

 ＊6住宅、18戸を活用 

○既存の戸建て住宅を活用したグループ

ホームの整備促進 

○グループホームの世話人の確保 

 ・世話人の仕事の紹介や仕事体験 

○県営住宅をグループホームとして活用 

 ＊6住宅、21戸を活用 

○既存の戸建て住宅を活用したグループ

ホームの整備促進 

○グループホームの世話人の確保 

 ・世話人の仕事の紹介や仕事体験 

○県営住宅をグループホームとして活用 

 

160 

障害者の相談支援体制

を充実するための人材

の育成 

福祉局 

 

○相談支援従事者の資質向上 

・相談支援従事者に対する段階に応じ

た研修の開催 

 ＊初任者研修 288 名、現任研修 177

名、主任研修 48名、専門コース別

研修 235名参加 

○相談支援従事者の資質向上 

・相談支援従事者に対する段階に応じ

た研修の開催 

＊初任者 264名、専門コース別 250名

参加 

 

○相談支援従事者の資質向上 

・相談支援従事者に対する段階に応じ

た研修の開催 

  ＊初任者 315名、現任 285名、 

   専門コース別 292名 

○重層的支援体制整備事業の推進 

 ・高齢者、障害者、子どもの各分野を

超えて、包括的に相談支援や地域づ

くり等の取組を実施する市町村への

支援 

○相談支援従事者の資質向上 

 ・相談支援従事者に対する段階に応じ

た研修の開催 

 

 

○重層的支援体制整備事業の推進 

 ・高齢者、障害者、子どもの各分野を

超えて、包括的に相談支援や地域づ

くり等の取組を実施する市町村への

支援 

161 

障害者権利擁護センタ

ーを中心とした障害者

の権利擁護の推進 

福祉局 ○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

 ・障害者権利擁護センターの運営 

 ・関係機関等との連携協力の推進 

 ・障害者虐待防止・権利擁護研修の開催 

  ＊3回304名参加 

○障害者差別解消に向けた取組の推進 

 ・障害者差別解消推進条例の推進 

  

・関係機関等との連携協力の推進 

○ヘルプマークの普及促進 

 ・市町村と連携したヘルプマークの作

成、配布 

 ・啓発用ポスター及びリーフレットの

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

 ・障害者権利擁護センターの運営 

 ・関係機関等との連携協力の推進 

 ・障害者虐待防止・権利擁護研修の開催 

  ＊86名参加（オンライン） 

○障害者差別解消に向けた取組の推進 

 ・障害者差別解消推進条例の推進 

  

・関係機関等との連携協力の推進 

○ヘルプマークの普及促進 

 ・市町村と連携したヘルプマークの作

成、配布 

 ・啓発用ポスター及びリーフレットの

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

 ・障害者権利擁護センターの運営 

 ・関係機関等との連携協力の推進 

 ・障害者虐待防止・権利擁護研修の開催 

  ＊5回 394名参加（オンライン） 

○障害者差別解消に向けた取組の推進 

・障害者差別解消推進条例の推進、見 

直しに向けた検討 

・関係機関等との連携協力の推進 

○ヘルプマークの普及促進 

・市町村と連携したヘルプマークの作

成、配布 

・啓発用ポスター及びリーフレットの

○障害者虐待防止に向けた対策の推進 

 ・障害者権利擁護センターの運営 

 ・関係機関等との連携協力の推進 

 ・障害者虐待防止・権利擁護研修の開催 

 

○障害者差別解消に向けた取組の推進 

・障害者差別解消推進条例の推進、見 

直しに向けた検討 

・関係機関等との連携協力の推進 

○ヘルプマークの普及促進 

・市町村と連携したヘルプマークの作

成、配布 

・啓発用ポスター及びリーフレットの
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

作成、配布 

 ・民間事業者等と連携した普及啓発 

作成、配布 

 ・民間事業者等と連携した普及啓発 

作成、配布 

・民間事業者等と連携した普及啓発 

作成、配布 

・民間事業者等と連携した普及啓発 

162 

聴覚障害者情報提供施

設の運営などによるコ

ミュニケーション環境

の充実強化、LINEを活

用した相談支援 

福祉局 ○聴覚障害者情報提供施設「あいち聴覚

障害者センター」の運営支援 

 ・手話通訳者、要約筆記者等の養成、派遣 

＊手話通訳者 24名養成 

＊要約筆記者 12名養成 

  

 

＊盲ろう者向け通訳・介助員 10名養

成  

＊手話通訳者の派遣 4,297件 

＊要約筆記者の派遣 366件 

＊盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

1,438件 

・情報機器貸出の充実 

＊情報機器貸出 279件 

 ・聴覚障害者等に対する相談 

  ＊398件 

 

 

 

 

○視覚障害者に対する情報・コミュニケー

ション支援 

 ・点字図書館の運営 

○手話言語の普及及び障害の特性に応じ

たコミュニケーション手段の利用の促

進に関する条例の推進 

 ・シンポジウムの開催 

  ＊避難所コミュニケーションセミナー   

   51名参加 

 

 

 

 

 

・軽度・中等度難聴児への補聴器購入費

の助成 

＊助成件数 303件 

・カラーユニバーサルデザイン普及キ

○聴覚障害者情報提供施設「あいち聴覚

障害者センター」の運営支援 

 ・手話通訳者、要約筆記者等の養成、派遣 

＊手話通訳者 18名養成 

＊要約筆記者 0名養成 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止（受講者辞退） 

＊盲ろう者向け通訳・介助員 17 名養

成 

＊手話通訳者の派遣 3,542件 

＊要約筆記者の派遣 147件 

＊盲ろう者向け通訳・介助員の派遣

946件 

 ・情報機器貸出の充実 

＊30件 

 ・聴覚障害者等に対する相談 

＊310件 

 ・タブレット端末を活用した遠隔手話

サービス提供体制の整備 

  ＊通訳者側タブレット 1台 

   利用者向けタブレット17台 

○視覚障害者に対する情報・コミュニケー

ション支援 

 ・点字図書館の運営 

○手話言語の普及及び障害の特性に応じ

たコミュニケーション手段の利用の促

進に関する条例の推進 

・シンポジウムの開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

・コミュニケーション支援アプリの開

発 

・コミュニケーション支援アプリ紹介

動画作成、公開 

・軽度・中等度難聴児への補聴器購入費

の助成 

 ＊助成件数 277件 

○聴覚障害者情報提供施設「あいち聴覚

障害者センター」の運営支援 

 ・手話通訳者、要約筆記者等の養成、派遣 

  ＊手話通訳者26名養成 

  ＊要約筆記者14名養成 

   

 

＊盲ろう者向け通訳・介助員6名養成 

   

＊手話通訳者の派遣3,602件 

  ＊要約筆記者の派遣148件 

  ＊盲ろう者向通訳・介助員の派遣812件 

 

 ・情報機器貸出の充実 

  ＊122件 

 ・聴覚障害者等に対する相談 

  ＊346件 

 

 

 

 

○視覚障害者に対する情報・コミュニケー

ション支援 

・点字図書館の運営 

○手話言語の普及及び障害の特性に応じ

たコミュニケーション手段の利用の促

進に関する条例の推進 

・シンポジウムの開催 

  ＊障害者理解促進シンポジウム 

   130名参加 

・企業向け普及啓発用小冊子の作成、配

布 

・コミュニケーション支援アプリの運

用  

 

 

・軽度・中等度難聴児への補聴器購入費

の助成 

＊助成件数 334件 

○聴覚障害者情報提供施設「あいち聴覚

障害者センター」の運営支援 

 ・手話通訳者、要約筆記者等の養成、派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・情報機器貸出の充実 

   

 ・聴覚障害者等に対する相談 

 

 

 

 

 

○視覚障害者に対する情報・コミュニケー

ション支援 

・点字図書館の運営 

○手話言語の普及及び障害の特性に応じ

たコミュニケーション手段の利用の促

進に関する条例の推進 

・交流セミナーの開催 

 

 

 

 

・コミュニケーション支援アプリの運

用  

 

 

・軽度・中等度難聴児への補聴器購入費

の助成 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ャラバン隊による出前講座の実施 

 ＊77名参加 

 

○LINEを活用した聴覚障害者相談支援の

検討 

 ・他事例や課題等を踏まえて検討 

・カラーユニバーサルデザイン普及キ

ャラバン隊による出前講座の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○LINEを活用した聴覚障害者相談支援の

検討 

 ・他事例や課題等を踏まえて検討 

・カラーユニバーサルデザイン普及キ

ャラバン隊による出前講座の実施 

  ＊153名参加 

 

○LINEを活用した聴覚障害者相談支援 

・聴覚障害者情報提供施設「あいち聴覚

障害者センター」の LINE公式アカウ

ントを活用した情報提供及び相談窓

口の紹介 

・カラーユニバーサルデザイン普及キ

ャラバン隊による出前講座の実施 

 

 

○LINEを活用した聴覚障害者相談支援 

・聴覚障害者情報提供施設「あいち聴覚

障害者センター」の LINE公式アカウ

ントを活用した情報提供及び相談窓

口の紹介 

163 

職業訓練や職業教育の

充実などによる就労の

支援 

福祉局 

労働局 

教育委員会 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 ＊就労支援者養成研修 

修了者数 38名 

新規就労支援者数 32名 

・ウインクあいち 17階に「あいち障害

者雇用総合サポートデスク」を開設

し、国と一体となり雇用から定着ま

での一連の切れ目のない支援事業を

実施 

 ＊利用件数 2,879件 

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・精神障害者向け面接会の開催、精神障

害者雇用企業に対するアンケート調

査の実施 

＊面接会 2回開催、企業 60社、求職

者 101名参加 

＊アンケート調査1,456社のうち684

社から回答 

・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

 ＊支給件数 11件 

○就労に必要な知識・技能の向上 

・就労支援事業所の整備促進 

・障害者就労施設の経営改善支援や、事

業所職員の人材育成のための研修の

開催 

・農業分野との連携による工賃向上事

業の実施 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 ＊就労支援者養成研修 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止 

・ウインクあいち 17階に開設した「あ

いち障害者雇用総合サポートデス

ク」を継続して運営し、国と一体とな

り雇用から定着までの一連の切れ目

のない支援事業を実施 

 ＊利用件数 4,533件 

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・精神障害者向け面接会の開催、精神障

害者雇用企業に対するヒアリング調

査の実施 

 ＊面接会 1回開催、企業 22社、求職

者 92名参加 

 ＊ヒアリング調査 50社から回答 

  

・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

 ＊支給件数 28件 

○就労に必要な知識・技能の向上 

・就労支援事業所の整備促進 

・障害者就労施設の経営改善支援や、事

業所職員の人材育成のための研修の

開催 

・農業分野との連携による工賃向上事

業の実施 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 ＊就労支援者養成研修 

修了者数 12名 

 

・ウインクあいち 17階に開設した「あ

いち障害者雇用総合サポートデス

ク」を継続して運営し、国と一体とな

り雇用から定着までの一連の切れ目

のない支援事業を実施 

 ＊利用件数 6,110件 

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・精神障害者向け面接会の開催、精神障

害者雇用マニュアル・事例集の作成 

 ＊面接会 1回開催、企業 23社、求職

者 113名参加 

  

 

 

 ・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

  ＊支給件数 40件 

○就労に必要な知識・技能の向上 

・就労支援事業所の整備促進 

・障害者就労施設の経営改善支援や、事

業所職員の人材育成のための研修の

開催 

・農業分野との連携による工賃向上事

業の実施 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 

 

 

・ウインクあいち 17階に開設した「あ

いち障害者雇用総合サポートデス

ク」を継続して運営し、国と一体とな

り雇用から定着までの一連の切れ目

のない支援事業を実施 

  

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・参加者に事前サポートをした上での

精神障害者向け面接会の開催 

 

  

 

 

 

 ・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

 

○就労に必要な知識・技能の向上 

・就労支援事業所の整備促進 

・障害者就労施設の経営改善支援や、事

業所職員の人材育成のための研修の

開催 

・農業分野との連携による工賃向上事

業の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

○障害者のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高

等技術専門校） 

・NPO、企業、専門学校等を活用した障

害者の態様に応じた訓練の充実 

 

 

 

 

○特別支援学校における職業教育充実強

化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊8校 

・映像コンテンツ（動画）を用いた就労

支援の実施 

○就業に向けたコーディネートの実施 

・企業と就労継続支援事業所のマッチ

ング 

・企業と在宅障害者とのマッチング 

 

 

 

 

○障害者のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高

等技術専門校） 

・NPO、企業、専門学校等を活用した障害

者の態様に応じた訓練の充実 

・愛知障害者職業能力開発校における障

害者対象訓練の実施 

＊精神・発達障害者対象訓練コースを

新設 

○特別支援学校における職業教育充実強

化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）を用いた就労

支援の実施 

○就業に向けたコーディネートの実施 

・企業と就労継続支援事業所のマッチ

ング 

・企業と在宅障害者とのマッチング 

・福祉施設からの一般就労への移行を

支援するため、福祉施設を対象とし

た「一般就労相談窓口」を設置 

 ＊開設（7月） 

○障害者のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高

等技術専門校） 

・NPO、企業、専門学校等を活用した障害

者の態様に応じた訓練の充実 

・愛知障害者職業能力開発校における障

害者対象訓練の実施 

 

 

○特別支援学校における職業教育充実強

化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 4校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）及びリーフレッ

トを用いた就労支援の実施 

○就業に向けたコーディネートの実施 

・企業と就労継続支援事業所のマッチ

ング 

・企業と在宅障害者とのマッチング 

・福祉施設からの一般就労への移行を

支援する「一般就労相談窓口」の運営 

 

 

○障害者のニーズに対応した職業訓練の

実施 

・知的障害者対象の訓練コースの実施

（名古屋高等技術専門校及び岡崎高

等技術専門校） 

・NPO、企業、専門学校等を活用した障害

者の態様に応じた訓練の充実 

・愛知障害者職業能力開発校における障

害者対象訓練の実施 

 

 

○特別支援学校における職業教育充実強

化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 5校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）及びリーフレッ

トを用いた就労支援の実施 

○就業に向けたコーディネートの実施 

・企業と就労継続支援事業所のマッチ

ング 

・企業と在宅障害者とのマッチング 

164 

全国アビリンピック

（障害者技能競技大

会）を契機とした障害

者雇用の促進～企業開

拓から就職・定着まで

の一連の支援を切れ目

なく提供する体制の整

備～ 

労働局 

教育委員会 

○全国アビリンピックの開催準備・開催 

・2019年度全国アビリンピックの開催 

【第 39回全国アビリンピック】 

 会期：11月 15日～17日 

 会場：Aichi Sky Expo 

・2020 年度全国アビリンピックの実施

計画策定 

○県アビリンピックの開催 

・2019年度県アビリンピックの開催 

【第 41回県アビリンピック】 

 会期：6月 16日、22日、23日、29日 

○全国アビリンピックの開催準備・開催 

・2020年度全国アビリンピックの開催 

【第 40回全国アビリンピック】 

 会期：11月 13日～15日 

会場：Aichi Sky Expo 

※運営協力 

 

○県アビリンピックの開催 

・2020年度県アビリンピックの開催 

【第 42回県アビリンピック】 

 会期：6月 14日、20日、21日、27日 

 

 

 

 

 

 

 

○県アビリンピックの開催 

・2021年度県アビリンピックの開催 

【第 43回県アビリンピック】 

会期：6月 6日、19日、26日、27日 

○2023年度全国アビリンピックに向けた

取組の推進 

 ・2023年度大会PR事業の実施 

 ・選手育成への支援 

 ※大会は 2023 年 11月に Aichi Sky 

Expo を主要会場に国等の主催によ

り開催される予定 

○県アビリンピックの開催 

・2022年度県アビリンピックの開催 

【第 44回県アビリンピック】 

会期：6月 4日、5日、11日、18日、
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 会場：ポリテクセンター中部他 

 

 

 

 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 ＊就労支援者養成研修 

修了者数 38名 

新規就労支援者数 32名 

・ウインクあいち 17階に「あいち障害

者雇用総合サポートデスク」を開設

し、国と一体となり雇用から定着ま

での一連の切れ目のない支援事業を

実施 

 ＊利用件数 2,879件 

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・精神障害者向け面接会の開催、精神障

害者雇用企業に対するアンケート調

査の実施 

＊面接会 2回開催、企業 60社、求職

者 101名参加 

＊アンケート調査 1,456 社のうち

684社から回答 

・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

  ＊支給件数 11件 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊8校 

・映像コンテンツ（動画）を用いた就労 

支援の実施 

会場：ポリテクセンター中部他 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 ＊就労支援者養成研修 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止 

・ウインクあいち 17階に開設した「あ

いち障害者雇用総合サポートデス

ク」を継続して運営し、国と一体とな

り雇用から定着までの一連の切れ目

のない支援事業を実施 

＊利用件数 4,533件 

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・精神障害者向け面接会の開催、精神障

害者雇用企業に対するヒアリング調

査の実施 

 ＊面接会 1回開催、企業 22社、求職

者 92名参加 

 ＊ヒアリング調査 50社から回答 

 

・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

＊支給件数 28件 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 3校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）を用いた就労 

支援の実施 

 

7月 3日、10日 

会場：ポリテクセンター中部他 

＊13種目 72名参加 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため無観客開催、一部種目は中止 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 ＊就労支援者養成研修 

修了者数 12名 

 

・ウインクあいち 17階に開設した「あ

いち障害者雇用総合サポートデス

ク」を継続して運営し、国と一体とな

り雇用から定着までの一連の切れ目

のない支援事業を実施 

 ＊利用件数 6,110件 

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・精神障害者向け面接会の開催、精神障

害者雇用マニュアル・事例集の作成 

 ＊面接会 1回開催、企業 23社、求職

者 113名参加 

 

 

 

・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

  ＊支給件数 40件 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 4校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）及びリーフレッ

トを用いた就労支援の実施 

25日 

会場：ポリテクセンター中部他 

 

 

 

○障害者の就労支援 

・障害者の就労を支援する専門家の養成 

 

 

 

・ウインクあいち 17階に開設した「あ

いち障害者雇用総合サポートデス

ク」を継続して運営し、国と一体とな

り雇用から定着までの一連の切れ目

のない支援事業を実施 

  

・障害者就業・生活支援センターと県及

び愛知労働局の連携の推進 

・参加者に事前サポートをした上での

精神障害者向け面接会の開催 

 

 

 

 

 

・障害者を初めて雇用する中小企業に

対する支援として中小企業応援障害

者雇用奨励金を支給 

 

○特別支援学校における職業教育充実強化 

・企業と連携した職業教育の推進 

○特別支援学校における就労支援の充実 

・就労アドバイザーの配置 

＊拠点校 5校に各1名 

・知的障害特別支援学校に職業コース

を設置 

＊11校 

・映像コンテンツ（動画）及びリーフレッ

トを用いた就労支援の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

165 

障害者芸術文化や障害

者スポーツの推進 

福祉局 

スポーツ局 

○障害者芸術文化活動の推進 

 ・あいちアール・ブリュット展、関連

イベントの開催 

  ＊あいちアール・ブリュット障害者

アーツ展の開催 2,565人来場 

  ＊あいちアール・ブリュット・サテ

ライト展の開催 1,183人来場 

  ※優秀作品展は新型コロナウイルス

感染拡大の影響により延期 

  

 

・障害者入所支援施設等での出前講座の

開催 

  ＊5施設 延べ 14回開催 

 ・全国障害者芸術・文化祭との連携 

  

 

 

・企業・大学等と連携した作品展、舞台・

ステージ発表等の開催 

・障害者の芸術文化活動に携わる施設

職員等への支援・育成 

○障害者スポーツ大会の開催 

・愛知県障害者スポーツ大会の開催 

＊7種目、969名参加 

 

 

・全国障害者スポーツ大会への選手派

遣、全国ろうあ者体育大会への選手

派遣 

＊台風接近のため大会中止 

 

・障害者を対象とした本県ゆかりのト

ップレベルの選手・指導者による講

演会及び実技指導の実施 

＊5回実施 

 

 

 

・福祉生きがいセンターにおけるスポ

ーツ指導員養成及びスポーツ教室の

○障害者芸術文化活動の推進 

 ・あいちアール・ブリュット展、関連

イベントの開催 

＊あいちアール・ブリュット展の開 

催 1,718人来場 

＊あいちアール・ブリュット・サテラ

イト展の開催 694人来場 

＊優秀作品特別展の開催 707人来場 

 

 

 

・障害者入所支援施設等での出前講座

の開催 

 ＊2施設 延べ6回開催 

 ・全国障害者芸術・文化祭との連携 

 ※全国障害者芸術・文化祭は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のため

2021年度に延期 

 ・企業・大学等と連携した作品展、舞

台・ステージ発表等の開催 

・障害者の芸術文化活動に携わる施設

職員等への支援・育成 

○障害者スポーツ大会の開催 

・愛知県障害者スポーツ大会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

・全国障害者スポーツ大会への選手派

遣、全国ろうあ者体育大会への選手

派遣 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・障害者を対象とした障害者スポーツ

の体験会及び記録会の実施 

 ＊8回実施（うち 5回は障害者施設へ

の訪問による、1回は特別支援学校

へのオンラインによる体験会） 

 

 

・福祉生きがいセンターにおける障害

者スポーツ指導員養成及びスポーツ

○障害者芸術文化活動の推進 

 ・あいちアール・ブリュット展、関連

イベントの開催 

＊あいちアール・ブリュット障害者ア

ーツ展の開催 作品展1,723人、舞

台企画 234人来場 

＊あいちアール・ブリュット・サテラ

イト展(2会場)の開催1,920人来場 

＊優秀作品特別展の開催 536人来場 

 

 

・障害者入所支援施設等での出前講座

の開催 

 ＊5施設 延べ 15回開催 

 ・全国障害者芸術・文化祭との連携 

 

 

 

・企業・大学等と連携した作品展の開  

 催 

 ・障害者の芸術文化活動に携わる施設

職員等への支援・育成 

○障害者スポーツ大会の開催 

・愛知県障害者スポーツ大会の開催 

 ＊5種目、311名参加（一部種目は新

型コロナウイルス感染拡大防止のた

め中止） 

・全国障害者スポーツ大会への選手派

遣、全国ろうあ者体育大会への選手

派遣 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・障害者を対象とした本県ゆかりのト

ップレベルの選手・指導者による講

演会及び実技指導の実施 

  ＊12回実施（うち６回は障害者施設

への訪問による、３回は特別支援

学校へのオンラインによる体験

会） 

・福祉生きがいセンターにおける障害

者スポーツ指導員養成及びスポーツ

○障害者芸術文化活動の推進 

・あいちアール・ブリュット展、関連イ

ベントの開催 

＊あいちアール・ブリュット障害者ア

ーツ展の開催（2022.9） 

＊あいちアール・ブリュット・サテラ

イト展の開催（2023.1～2） 

＊あいちアール・ブリュット・サテ  

ライト展～国際芸術祭連携企画展

～の開催（2022.7～8） 

＊優秀作品特別展の開催（2023.3）  

・障害者入所支援施設等での出前講座

の開催 

 

・全国障害者芸術・文化祭との連携 

 

 

 

・企業・大学等と連携した作品展の開  

 催 

・障害者の芸術文化活動に携わる施設

職員等への支援・育成 

○障害者スポーツ大会の開催 

・愛知県障害者スポーツ大会の開催 

 ＊7種目、668名参加 

 

 

・全国障害者スポーツ大会への選手派

遣、全国ろうあ者体育大会への選手

派遣 

 

 

・障害者を対象とした本県ゆかりのト

ップレベルの選手・指導者による講

演会及び実技指導の実施 

 

 

 

 

・障害者スポーツ振興センターにおけ

る障害者スポーツ指導員養成及びス
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

開催に対する助成 

＊スポーツ指導員養成講座の開催 19

名参加 

 

 

・「名古屋ウィメンズホイールチェアマ

ラソン」の開催 

＊5名参加 

○アジアパラ競技大会の開催に向けた検討 

 ・大会の開催可能性の検討調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知ゆかりの 2020 年東京パラリンピ

ック強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊8回開催 

・認証式の開催（7月） 

・遠征、競技用具購入等の助成 

＊助成対象者 38名 

教室の開催に対する助成 

＊障害者スポーツ指導員養成講座の

開催 25名参加 

 

 

・「名古屋ウィメンズホイールチェアマ

ラソン」の開催 

＊7名参加 

○アジアパラ競技大会の開催に向けた検討 

・大会の開催可能性の検討調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知ゆかりの 2026 年アジア競技大会

等強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊6回開催 

 

・遠征、競技用具購入等の助成 

＊助成対象者 27名 

 

 

○障害者スポーツの推進 

 ・障害者スポーツの推進に係る検討会

議の開催 

 ・競技団体へのヒアリングの実施 

 ・障害者スポーツが実施可能な施設の

調査 

教室の開催に対する助成 

 ＊障害者スポーツ指導員養成講座の

開催 34名参加 

 ＊スポーツ教室は新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため中止 

・「名古屋ウィメンズホイールチェアマ

ラソン」の開催 

＊10名参加 

○アジアパラ競技大会の開催に向けた調査 

・東京パラリンピックの運営等に関す

る調査 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知ゆかりの 2026 年アジア競技大会

等強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊11回開催 

・認定証授与式の開催（7月） 

・遠征、競技用具購入等の助成 

 ＊助成対象者 32名 

○トップアスリートの発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

○障害者スポーツの推進 

 ・あいち障害者スポーツ連絡協議会の

開催 

 ・ポータルサイトの構築 

 ・地域で障害の有無にかかわらず誰も

が参加できるスポーツプログラムの

実施 

  ＊3回 135名 

 ・スポーツ指導者への障害者スポーツ

勉強会・体験会の実施 

  ＊2回（１回あたり 3日間） 44名 

ポーツ教室の開催に対する助成 

 

 

 

 

・「名古屋ウィメンズホイールチェアマ

ラソン」の開催（2023年 3月） 

 

○第 20回アジア競技大会（2026/愛知・

名古屋）・第5回アジアパラ競技大会の

開催準備 

・アジアパラ競技大会開催都市契約に

向けたアジアパラリンピック委員会

との協議 

  ＊第 5 回アジアパラ競技大会の愛

知・名古屋での開催決定（4月） 

○大会レガシーの継承 

・地域活性化ビジョンの改訂・推進 

○愛知ゆかりの 2026 年アジア競技大会

等強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

 

・認定証授与式の開催 

・遠征、競技用具購入等の助成 

  ＊助成対象者34名 

○トップアスリートの発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

○障害者スポーツの推進 

 ・あいち障害者スポーツ連絡協議会の

開催 

・ポータルサイトの運営 

 ・障害者スポーツ交流イベントの開催 

 ・地域や医療機関でのスポーツ体験機

会の創出 

 ・あいちパラスポーツサポーターの育  

  成 

 ・若手指導者の確保 

・指導者のリ・スタート支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

166 

福祉施設や医療機関・

大学・企業等の連携に

よるリハビリ･介護支

援機器の開発促進 

経済産業局 ○「福祉用具分野」への新規参入促進 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・研修会の開催等による開発支援 

＊研修会参加者数17名 

・介護施設等とのマッチング支援 

＊相談・マッチング支援件数72件 

○「福祉用具分野」への新規参入促進 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・研修会の開催等による開発支援 

 ＊研修会参加者数 12名 

・介護施設等とのマッチング支援 

 ＊相談・マッチング支援件数 50件 

○「福祉用具分野」への新規参入促進  

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・研修会の開催等による開発支援 

＊研修会参加者数30名 

・介護施設等とのマッチング支援 

＊相談・マッチング支援件数63件 

○「福祉用具分野」への新規参入促進  

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・研修会の開催等による開発支援 

 

・介護施設等とのマッチング支援 

167 

歩道整備や歩行空間の

バリアフリー化 

建設局 

建築局 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・勾

配の解消など、歩行空間のバリアフ

リー化 

○人にやさしい街づくりの取組推進 

 ・条例に基づく指導・助言等 

 ・普及・啓発（セミナー、出前講座の実

施等） 

 ＊セミナー2回開催 

 ＊小学校への出前講座 2校 

＊人にやさしい街づくりの推進に関

する条例の適合届出数 37,031 件

（2019年度までの累計） 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・勾

配の解消など、歩行空間のバリアフ

リー化 

○人にやさしい街づくりの取組推進 

 ・条例に基づく指導・助言等 

 ・普及・啓発（セミナー、出前講座の実

施等） 

 ＊セミナー1回開催 

 ＊人にやさしい街づくりの推進に関

する条例の適合届出数 38,099 件

（2020年度までの累計） 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・勾

配の解消など、歩行空間のバリアフ

リー化 

○人にやさしい街づくりの取組推進 

・条例に基づく指導・助言等 

・普及・啓発（セミナー・出前講座の実

施等） 

＊セミナー2回開催 

＊小学校への出前講座1校 

＊人にやさしい街づくりの推進に関

する条例の適合届出数 39,122 件

（2021年度までの累計） 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・勾

配の解消など、歩行空間のバリアフ

リー化 

○人にやさしい街づくりの取組推進 

・条例に基づく指導・助言等 

・普及・啓発（セミナー・出前講座の実

施等） 

 

（6）産業人材・雇用 

①  産業人材 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

168 

技能五輪国際大会の招

致（2023年） 

労働局 ○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントやシン

ポジウム等を開催 

 ＊2023年大会はフランス・リヨンに決

定  

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントや国際

フォーラム等を開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントを開催 

＊モノづくり体験講座 91名参加 

＊オンライントークイベント  

890回視聴 

○技能五輪国際大会の招致 

・招致機運を盛り上げるイベントを開催 

＊技能五輪国際大会講座（7月） 

＊招致PRシンポジウム（2月頃） 

 

169 

あいち技能五輪・アビ

リンピックの連続開催

（2019・20年）など、

技能尊重気運の醸成、

モノづくり人材の育成 

労働局 ○技能五輪全国大会及び全国アビリンピ

ックの開催準備・開催 

・2019 年度技能五輪全国大会・全国ア

ビリンピックの開催 

【第 57回技能五輪全国大会】 

 会期：11月 15日～18日 

 会場：Aichi Sky Expo始め4市9会場 

【第 39回全国アビリンピック】 

  会期：11月 15日～17日 

  会場：Aichi Sky Expo 

○技能五輪全国大会及び全国アビリンピ

ックの開催 

・2020 年度技能五輪全国大会・全国ア

ビリンピックの開催 

【第 58回技能五輪全国大会】 

 日程：11月 13日～16日 

 会場：Aichi Sky Expo他 

※運営協力 

【第40回全国アビリンピック】 

日程：11月 13日～15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○2023年度全国アビリンピックに向けた

取組の推進 

 ・2023年度大会PR事業の実施 

 ・選手育成への支援 

 ※大会は 2023 年 11月に Aichi Sky 

Expo を主要会場に国等の主催によ

り開催される予定 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・2020 年度技能五輪全国大会・全国ア

ビリンピックの実施計画策定 

・選手の育成・強化、広報等の実施 

○県アビリンピックの開催 

・2019年度県アビリンピックの開催 

【第 41回県アビリンピック】 

 会期：6月 16日、22日、23日、29   

    日 

会場：ポリテクセンター中部他 

 

 

 

○技能尊重気運の醸成・発展と次代のモ

ノづくりを支える人材の創出 

・小・中学校、特別支援学校への技能五

輪メダリスト等の派遣及び少年少女

技能大会の開催 

会場：Aichi Sky Expo 

 ※運営協力 

・選手の育成・強化、広報等の実施 

○県アビリンピックの開催 

・2020年度県アビリンピックの開催 

【第 42回県アビリンピック】 

 会期：6月14日、20日、21日、27  

    日 

会場：ポリテクセンター中部他 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

○技能尊重気運の醸成・発展と次代のモ

ノづくりを支える人材の創出 

・小・中学校、特別支援学校への技能

五輪メダリスト等の派遣及び少年少

女技能大会の開催 

 

 

 

○県アビリンピックの開催 

・2021年度県アビリンピックの開催 

【第 43回県アビリンピック】 

会期：6月 6日、19日、26日、27日 

7月 3日、10日 

会場：ポリテクセンター中部他 

＊13種目 72名参加 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため無観客開催、一部種目は中止 

○技能尊重気運の醸成・発展と次代のモ

ノづくりを支える人材の創出 

・小・中学校、特別支援学校への技能五

輪メダリスト等の派遣及び大会を目

指す選手が行う練習見学会の開催 

＊60件、3,392名参加 

・小・中学生を対象としたロボット製作

とプログラミングによる制御を競い

合う競技大会の開催 

＊小学生 76名参加 

＊中学生 17チーム 48名参加 

 

 

 

○県アビリンピックの開催 

・2022年度県アビリンピックの開催 

【第 44回県アビリンピック】 

会期：6月 4日、5日、11日、18日、

25日 

会場：ポリテクセンター中部他 

 

 

 

○技能尊重気運の醸成・発展と次代のモ

ノづくりを支える人材の創出 

・小・中学校、特別支援学校への技能五

輪メダリスト等の派遣及び大会を目

指す選手が行う練習見学会の開催 

（6月～2023年 2月） 

・小・中学生を対象としたロボット製作

とプログラミングによる制御を競い

合う競技大会の開催 

（9月～10月） 

 

170 

企業 OB 人材等を活用

した中小・小規模企業

者の技術力向上支援 

経済産業局 

労働局 

○（公財）あいち産業振興機構における

専門家による支援 

 ・民間企業出身のマネージャーによる

相談対応 

  ＊1,448件 

 ・中小企業への中小企業診断士等の専

門家の派遣 

  ＊156件 

○熟練技能者を活用した、次代のモノづ

くりを支える人材の育成 

・企業 OB 等の熟練技能者のデータベ

ース「あいち技能伝承バンク」を設置 

・「あいち技能伝承バンク」に登録され

た「あいち技の伝承士」を講師として

中小企業等へ派遣し、必要な指導・助

言を実施  

＊38団体延べ 194人 

○（公財）あいち産業振興機構における

専門家による支援 

 ・民間企業出身のマネージャーによる

相談対応 

 ＊1,441件 

 ・中小企業への中小企業診断士等の専

門家の派遣 

 ＊413件 

○熟練技能者を活用した、次代のモノづ

くりを支える人材の育成 

・企業 OB 等の熟練技能者のデータベ

ース「あいち技能伝承バンク」を設置 

・「あいち技能伝承バンク」に登録され

た「あいち技の伝承士」を講師として

中小企業等へ派遣し、必要な指導・助

言を実施  

 ＊24団体延べ 105人 

○（公財）あいち産業振興機構における

専門家による支援 

 ・民間企業出身のマネージャーによる

相談対応 

＊1,337件 

・中小企業への中小企業診断士等の専

門家の派遣 

＊571件 

○熟練技能者を活用した、次代のモノづ

くりを支える人材の育成 

・企業 OB 等の熟練技能者のデータベ

ース「あいち技能伝承バンク」を設置 

・「あいち技能伝承バンク」に登録され

た「あいち技の伝承士」を講師として

中小企業等へ派遣し、必要な指導・助

言を実施 

 ＊31団体延べ 152人 

○（公財）あいち産業振興機構における

専門家による支援 

 ・民間企業出身のマネージャーによる

相談対応 

 

・中小企業への中小企業診断士等の専

門家の派遣 

 

○熟練技能者を活用した、次代のモノづ

くりを支える人材の育成 

・企業 OB 等の熟練技能者のデータベ

ース「あいち技能伝承バンク」を設置 

・「あいち技能伝承バンク」に登録され

た「あいち技の伝承士」を講師として

中小企業等へ派遣し、必要な指導・助

言を実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

171 

産業人材育成・確保促

進プロジェクトチーム

（県庁内横断組織）を

核とした育成策・確保

策の推進 

政策企画局 

労働局 

建設局 

教育委員会 

関係局 

○あいち人財力強化プロジェクトの推進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成連携コーディネーター

の派遣及び産業人材育成ポータルサ

イト「ひと育ナビ・あいち」の活用 

＊コーディネーターによる支援件数 

  353件 

・「あいち経営者人材育成塾」の開講 

＊4回 80名参加 

 

・地域中小企業人材育成支援事業の実施 

＊4回 51名参加 

 

 

 

 

 

 

○第10次愛知県職業能力開発計画の推進 

 

 

・3つの施策の柱「高度なモノづくりに

向けた人材の育成支援」、「中小・小規

模企業の人材育成・能力開発支援」、

「キャリア教育・職業教育の推進」に

基づいた事業の推進 

 

 

 

○建設業の担い手確保・育成の推進 

・イブニングサロンの開催（建設分野の

技術者と学生との交流会） 

 ＊4回 114名参加 

○建設現場における週休 2日の確保と現

場環境の整備 

・完全週休 2日制工事の実施 

 ＊103件 

 

 

○あいち人財力強化プロジェクトの推進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成連携コーディネーター

の派遣及び産業人材育成ポータルサ

イト「ひと育ナビ・あいち」の活用 

 ＊コーディネーターによる支援件数

320件 

・「あいち経営者人材育成塾」の開講 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・地域中小企業人材育成支援事業の実施 

 ＊1回14名参加 

・デジタル人材育成ワーキンググループ

における施策検討 

 ＊ワーキンググループ会議4回開催 

 

 

 

○第 10 次愛知県職業能力開発計画の推

進及び第11次愛知県職業能力開発計画

の策定 

 ・3つの施策の柱「高度なモノづくりに

向けた人材の育成支援」、「中小・小規

模企業の人材育成・能力開発支援」、

「キャリア教育・職業教育の推進」に

基づいた事業の推進 

 ・第 11次愛知県職業能力開発計画の策

定 

 

○建設業の担い手確保・育成の推進 

・イブニングサロンの開催（建設分野 

の技術者と学生との交流会） 

＊2回 35名参加 

○建設現場における週休 2日の確保と現

場環境の整備 

・完全週休 2日制工事の実施 

＊118件 

 

 

○あいち人財力強化プロジェクトの推進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成連携コーディネーター

の派遣及び産業人材育成ポータルサ

イト「ひと育ナビ・あいち」の活用 

 ＊コーディネーターによる支援件数

313件 

 

 

 

・地域中小企業人材育成支援事業の実施 

  ＊4回53名参加 

・デジタル人材育成ワーキンググループ

における施策検討 

 ＊ワーキンググループ会議2回開催 

・本県が取り組むべき施策をとりまとめ

た｢あいちデジタル人材育成支援アク

ションプラン｣の策定（3月） 

○第 11 次愛知県職業能力開発計画の策定

と推進 

・第 11次愛知県職業能力開発計画の 

策定（4月） 

・4つの施策の柱「高度なモノづくり技

術・技能を有する人材育成支援」、「デ

ジタル人材の育成・確保」、「キャリア

教育の推進とリスキリング・スキル

アップの支援」、「中小・小規模企業の

人材育成の支援」に基づいた事業の

推進 

○建設業の担い手確保・育成の推進 

・イブニングサロンの開催（建設分野 

の技術者と学生との交流会） 

＊5回 95名参加 

○建設現場における週休 2日の確保と現

場環境の整備 

・完全週休 2日制工事の実施 

＊123件 

・休工日を土日に限らない週休 2 日制

を新たに導入 

○あいち人財力強化プロジェクトの推進 

・愛知県産業人材育成支援センターを

拠点とした産・学・行政が連携する取

組の推進 

・産業人材育成連携コーディネーター

の派遣及び産業人材育成ポータルサ

イト「ひと育ナビ・あいち」の活用 

 

 

・「あいち経営者人材育成塾」の開講 

 

 

・地域中小企業人材育成支援事業の実施 

 

・｢あいちデジタル人材育成支援アクショ

ンプラン｣に基づく施策の進捗管理 

 

 

 

 

○第11次愛知県職業能力開発計画の推進 

 

 

 

・4つの施策の柱「高度なモノづくり技

術・技能を有する人材育成支援」、「デ

ジタル人材の育成・確保」、「キャリア

教育の推進とリスキリング・スキル

アップの支援」、「中小・小規模企業の

人材育成の支援」に基づいた事業の

推進 

○建設業の担い手確保・育成の推進 

・あいち建設みらいサロンの開催（建設

分野の技術者と学生との交流会） 

 

○建設現場における週休 2日の確保と現

場環境の整備 

・完全週休 2日制工事の実施 

 

・休工日を土日に限らない週休 2 日制

工事の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

・誰もが働きやすい現場環境整備工事

の実施 

 ＊41件 

・快適トイレ設置工事の実施 

 ＊30件 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校（全日制）でのインター

ンシップ等の実施 

 ＊20,257名参加 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター4名 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施

（2017年度入学生より 3年間で 1単

位以上） 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・工業・商業・水産・家庭・看護・福祉

での地域産業専門講座の実施 

 ＊48校 140時間 

・農業科での GAP教育推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

 

・誰もが働きやすい現場環境整備工事

の実施 

＊38件 

・快適トイレ設置工事の実施 

＊23件 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校（全日制）でのインター

ンシップ等の実施 

 ＊4,178名参加 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター4名 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施（3

年間で1単位以上） 

 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・工業・商業・水産・家庭・看護・福祉

での地域産業専門講座の実施 

 ＊39校 94時間 

・農業科での GAP教育推進 

・あいちの産業担い手育成事業 

＊先端農業技術者育成、GAP認証

（安城農林高校） 

＊スマート林業担い手育成（田口高

校） 

＊水産業 6次産業化担い手育成（三

谷水産高校） 

＊地域協働ビジネススキルアップ

（商業科） 

＊生活産業グローバル人材育成、あ

いちものづくり文化継承（家庭

科） 

＊グローバル介護人材育成、高大連 

携介護力スキルアップ（福祉科） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

＊161件 

・誰もが働きやすい現場環境整備工事

の実施 

＊64件 

・快適トイレ設置工事の実施 

＊38件 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校（全日制）でのインター

ンシップ等の実施 

 ＊6,763名参加 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター5名 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施（3

年間で 35時間以上） 

 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・農業・工業・商業・水産・家庭・看護・

福祉での地域産業専門講座の実施 

＊54校 108時間 

 

・あいちの産業担い手育成事業 

＊先端農業技術者育成、GAP認証 

（安城農林高校） 

＊スマート林業担い手育成（田口高

校） 

＊水産業 6次産業化担い手育成（三

谷水産高校） 

＊地域協働ビジネススキルアップ

（商業科） 

＊生活産業グローバル人材育成、あ

いちものづくり文化継承（家庭

科） 

＊グローバル介護人材育成、高大連 

携介護力スキルアップ（福祉科） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

 

・誰もが働きやすい現場環境整備工事

の実施 

 

・快適トイレ設置工事の実施 

 

○県立高等学校でのキャリア教育の充実 

・県立高等学校でのインターンシップ

等の実施 

 

・キャリア教育コーディネーターを活

用し、モデル校でのインターンシッ

プ等の受入を拡大 

＊キャリア教育コーディネーター5名 

・普通科高等学校においてキャリア教

育を充実させる取組の実施 

・キャリア教育に関する授業の実施（3

年間で35時間以上） 

 

・社会のニーズの変化を踏まえた学科改

編等の実施 

・農業・工業・商業・水産・家庭・看護・

福祉での地域産業専門講座の実施 

 

 

・あいちの産業担い手育成事業 

＊先端農業技術者育成、GAP認証 

（安城農林高校） 

＊スマート林業担い手育成（田口高

校） 

＊水産業 6次産業化担い手育成（三

谷水産高校） 

＊地域協働ビジネススキルアップ

（商業科） 

＊生活産業グローバル人材育成、あ

いちものづくり文化継承（家庭

科） 

＊グローバル介護人材育成、高大連 

携介護力スキルアップ（福祉科） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノートの活用促進 

 

○産業教育のさらなる充実 

・スーパープロフェッショナルハイス

クールにおける社会の変化や産業の

動向等に対応した高度な知識・技能

を身に付け、社会の第一線で活躍で

きる専門的職業人の育成 

＊研究指定校：三谷水産高校 

・地域との協働による高等学校教育改

革推進事業の実施 

  ＊研究指定校：愛知商業高校 

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校(17校)及び全公立

中学校・義務教育学校後期課程で

キャリア教育を推進 

 

 

・「キャリアコミュニティプロジェク

ト「未来」」の実施 

＊モデル市町村の中学校で実施  

（6 市町） 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノートの活用促進 

 

○デジタル人材の確保・育成 

 ・「モノづくり×AI・IoT」をテーマと

した大学対抗ハッカソンの開催 

  ＊12大学 49名参加 

 

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノートの活用促進 

 

○産業教育のさらなる充実 

・スーパープロフェッショナルハイス

クールにおける社会の変化や産業の

動向等に対応した高度な知識・技能

を身に付け、社会の第一線で活躍で

きる専門的職業人の育成 

＊研究指定校：三谷水産高校 

・地域との協働による高等学校教育改

革推進事業の実施 

＊研究指定校：愛知商業高校 

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校（15校）及び公立

中学校（28校）後期課程でキャリ

ア教育を推進 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため実施規模を縮小 

・「キャリアコミュニティプロジェク

ト「未来」」の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノートの活用促進 

 

○デジタル人材の確保・育成 

 ・「モノづくり×AI・IoT」をテーマと

した大学対抗ハッカソンの開催 

＊14大学 61名参加 

・情報系学部・学科を有する県内大学 

と企業との長期インターンシップや

PBLの促進 

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○産業教育のさらなる充実 

 

 

 

 

 

 

・地域との協働による高等学校教育改

革推進事業の実施 

＊研究指定校：愛知商業高校 

○小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校（36 校）及び公立 

中学校・義務教育学校後期課程（278

校）でキャリア教育を推進 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため実施規模を縮小 

・「キャリアコミュニティプロジェクト

「未来」」の実施 

  ＊4市町村 

 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○デジタル人材の確保・育成 

 ・「モノづくり×AI・IoT」をテーマと

した大学対抗ハッカソンの開催 

＊11大学 53名参加 

・情報系学部・学科を有する県内大学と

企業との長期インターンシップや

PBLの促進 

 ＊長期インターンシップ：2社で実施 

 ＊PBL：1大学で実施 

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○産業教育のさらなる充実 

・三谷水産高校実習船建造に向けた調

査・設計 

 

 

 

 

 

 

 

〇小中学校でのキャリア教育の充実 

・「キャリアスクールプロジェクト

「つなぐ」（小中学校）」の実施 

＊小学校モデル校（36 校）及び公立 

中学校・義務教育学校後期課程（全

校）でキャリア教育を推進 

 

 

・「キャリアコミュニティプロジェクト

「未来」」の実施 

  ＊2市町村 

 

・体験活動等を記録し、小学校から高校

までの成長を蓄積していくキャリア

教育ノート（キャリアパスポート）の

活用促進 

○デジタル人材の確保・育成 

 ・県内企業等と連携した大学対抗ハッ

カソンの開催 

 

・情報系学部・学科を有する県内大学と

企業との長期インターンシップや

PBLの促進 

 

 

・中小企業が抱えるデジタル人材育成

に関する様々な問題を解決するため

のアドバイザーの派遣 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・中小企業のニーズに応じた社内研修

のカリキュラムの作成から、研修の

実施、終了後のフォローアップまで

の支援を行うデジタル人材育成支援

モデル事業の実施 

・能力開発リーダー向けデジタル人材 

 育成研修の実施 

・一般社員向けデータ分析・活用人材 

 育成研修の実施 

・高等技術専門校におけるＩｏＴ等の

デジタル活用分野の職業訓練の実施 

172 

あいち航空ミュージア

ムを活用したモノづく

り観光及び次代の人材

育成の推進 

都市・交通局 ○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

 ＊航空学校合同説明会の開催 

  15の学校・団体が出展、約 500名

の学生・保護者が参加 

 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

＊映像コンテンツ オリエンテーショ

ンシアターの新規映像を製作 

 

 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

＊愛知・岐阜・三重広域観光推進協議

会が開催する｢あいち・ぎふ・みえ 

見にトリップ×戦トリップ（産業・

武将観光）スタンプラリーに参画 

 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

＊航空学校合同説明会（オンライン）

の開催、県内全ての中学・高等学校

に周知 

＊累計来場者数 100万人達成 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

＊愛知・岐阜広域観光推進協議会が開

催する｢あいち・ぎふ 見にトリッ

プ×戦トリップ（産業・武将観光）

スタンプラリーに参画 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

・新機体（T-4ブルーインパルス）の展

示等 

 

 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

 

173 

発明クラブなどによる

創造力豊かな人材の育

成 

経済産業局 ○少年少女発明クラブの活動支援 

・出張発明クラブの開催による発明ク

ラブの周知、科学技術に対する興味・

関心の醸成 

・発明クラブ紹介展の開催 

 

 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・県・名古屋市共同で名古屋市科学館サ

イエンスホールの施設改修・展示製

作を実施 

○少年少女発明クラブの活動支援 

・出張発明クラブの開催による発明ク 

ラブの周知、科学技術に対する興味・

関心の醸成 

・発明クラブ紹介展の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室のオープン 

 ＊オープン（3月） 

 

○少年少女発明クラブの活動支援 

・出張発明クラブの開催による発明ク

ラブの周知、科学技術に対する興味・

関心の醸成 

・発明クラブ紹介展の開催 

＊オンライン開催 

 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室の運営 

○少年少女発明クラブの活動支援 

・出張発明クラブの開催による発明ク

ラブの周知、科学技術に対する興味・

関心の醸成 

・発明クラブ紹介展の開催 

＊オンライン開催 

 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室の運営 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

174 

世代ごとのサイエンス

人材の育成推進（幼児・

小学生～大学・企業の

若手研究者） 

経済産業局 

教育委員会 

○科学技術人材育成のための幼児・小学

生から若手研究者までを網羅する普及

啓発活動の推進 

・子どもたちのサイエンスに触れ合う

機会を増進 

 ＊子ども向けのイベントを開催する

団体を集め会議を開催2回 

・中・高校生に対する理系への興味を喚

起する出前授業を開催 

 ＊開催 7校 

・若手研究者の研究・交流を奨励 

 ＊「わかしゃち奨励賞」を8名に授  

与・優秀提案発表会を開催 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・県・名古屋市共同で名古屋市科学館サ

イエンスホールの施設改修・展示製

作を実施 

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

 

 

 

 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊研究指定校：県立高等学校5校 

（普通科 2校、農業科1校、工業科 2

校） 

 

・職業学科の STEM教育に関する教材開

発や授業支援を行う支援員を派遣 

＊4校配置 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 ＊2回 282名参加 

 

○科学技術人材育成のための幼児・小学

生から若手研究者までを網羅する普及

啓発活動の推進 

・子どもたちのサイエンスに触れ合う

機会を増進 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・中学生に対する理系への興味を喚起

する出前授業を開催 

 ＊開催 5校 

・若手研究者の研究・交流を奨励 

 ＊「わかしゃち奨励賞」を 8 名に授

与・優秀提案発表会を開催 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室のオープン 

 

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

 

 

 

 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊新規研究指定校：県立高等学校 5  

 校 

（普通科 2校、工業科2校、商業科 1

校） 

・職業学科の STEM教育に関する教材開

発や授業支援を行う支援員を派遣 

＊4校配置 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 ＊1回 114名参加 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

○科学技術人材育成のための幼児・小学

生から若手研究者までを網羅する普及

啓発活動の推進 

・子どもたちのサイエンスに触れ合う

機会を増進 

  ＊子ども向けのイベントを開催する 

団体を集め会議を開催 1回 

・中・高校生に対する理系への興味を喚

起する出前授業・講義等を開催 

＊開催 3校 

・若手研究者の研究・交流を奨励 

＊「わかしゃち奨励賞」を 6 名に授

与・優秀提案発表会を開催 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室の運営 

 

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

 （1校は科学技術人材育成重点枠に

も指定） 

・次世代科学技術人材育成コンソーシ

アム構築の検討 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊研究指定校：県立高等学校5校 

（2020年度から継続） 

 

 

・職業学科の STEM教育に関する教材開

発や授業支援を行う支援員を派遣 

＊4校配置 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 

 ＊1回 114名参加 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

○科学技術人材育成のための幼児・小学

生から若手研究者までを網羅する普及

啓発活動の推進 

・子どもたちのサイエンスに触れ合う

機会を増進 

 

 

・中・高校生に対する理系への興味を喚

起する出前授業・講義等を開催 

 

・若手研究者の研究・交流を奨励 

 

 

○愛知・名古屋ゆかりのノーベル賞受賞

者を顕彰する施設の整備・運営 

・あいち・なごやノーベル賞受賞者記念

室の運営 

 

○科学技術教育の充実 

・スーパーサイエンスハイスクールへ

の支援 

＊研究指定校：県立高等学校8校 

 （1校は科学技術人材育成重点枠に

も指定） 

・次世代科学技術人材育成コンソーシ

アム構築の検討 

○STEM教育の充実 

・大学等と連携し、STEM 教育に関する

教育課程を研究開発する「あいち

STEMハイスクール」への支援 

＊研究指定校：県立高等学校5校 

（2020年度から継続） 

 

 

 

 

 

・高校生を対象とした「あいち科学の甲

子園」の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

 ＊6講座 150名参加 

 

・工業高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

 ＊4講座 38名参加 

 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

 ＊817名参加 

・STEM教育魅力発見講座の開催 

  ＊19回587名参加 

 

 

 

 

 

○理数教育のさらなる充実 

・中学生を対象とした「あいち科学の

甲子園ジュニア」の開催 

＊2 回(トライアル・グランプリス 

テージ)開催、204名参加 

止のため、本戦のみ開催、参加チ

ームを1校 1チームに限定 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・工業高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

＊466名参加 

・STEM教育魅力発信事業の開催 

＊4回83名参加 

○STREAM教育の充実 

 ・大学や企業と連携して、小グループ

ごとにプロジェクトを立ち上げ、ロ

ボット製作・開発の課題研究を実施

（豊橋工業） 

○理数教育のさらなる充実 

・中学生を対象とした「あいち科学の

甲子園ジュニア」の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

止のため、本戦のみ開催、参加チ

ームを 1校 1チームに限定 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

＊5講座 77名参加 

 

・工業高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

 ＊オンラインによる開催 27校参加 

・STEM教育普及事業の開催 

＊3校で実施 

○STREAM教育の充実 

 ・大学や企業と連携して、小グループ

ごとにプロジェクトを立ち上げ、ロ

ボット製作・開発の課題研究を実施 

（豊橋工科） 

○理数教育のさらなる充実 

・中学生を対象とした「あいち科学の甲

子園ジュニア」の開催 

※トライアルステージ開催 120名参加 

 グランプリステージは、新型コロナ 

 ウイルス感染拡大防止のため中止 

 

 

・高校と大学の連携による「知の探究講

座」の実施 

 

 

・工業高校と企業等の連携による「技の

探究講座」の実施 

 

 

・大学・研究機関・企業との連携による

「あいち科学技術教育推進協議会」

及び高校生の科学研究成果発表会

「科学三昧 inあいち」の開催 

  

・STEM教育普及事業の開催 

 

○STREAM教育の充実 

 ・大学や企業と連携して、小グループ

ごとにプロジェクトを立ち上げ、ロ

ボット製作・開発の課題研究を実施 

（豊橋工科） 

○理数教育のさらなる充実 

・中学生を対象とした「あいち科学の甲

子園ジュニア」の開催 

・県立高等学校教育推進実施計画（第 

2期）に基づく取組の推進（理数科、

理数コースの設置） 

175 

県立高等技術専門校の

再編整備 

労働局 ○施設整備・機能強化と組織の統廃合・

再編を一体的に実施 

・名古屋・岡崎高等技術専門校の拠点整

備 

・中小企業ニーズ等に対応した訓練の

見直し（組込みシステム科、インテリ

ア科の新設等） 

・在職者訓練コースの拡充 

 ＊訓練規模 58 コース 630 名→75 コ

ース 800名 

・窯業高等技術専門校を名古屋高等技

術専門校の下部組織に再編 

○施設整備・機能強化と組織の統廃合・

再編を一体的に実施 

・岡崎高等技術専門校の施設整備（新館

の建設に着手） 

  

 

 

・在職者訓練コースを更に拡充して実施 

＊訓練規模 75コース 800名→115コ

ース 1,200名 

 

 

○施設整備・機能強化と組織の統廃合・

再編を一体的に実施 

・岡崎高等技術専門校の施設整備（新館

の建設2年目） 

 

 

 

・在職者訓練コースを実施 

＊訓練規模 117コース1,200名 

 

 

 

○施設整備・機能強化と組織の統廃合・

再編を一体的に実施 

・岡崎高等技術専門校の施設整備（新館

の建設3年目 2024年度竣工予定） 

・中小企業ニーズ等に対応した訓練の

見直し（機械技術科、３Ｄモデリング

科の新設等） 

・在職者訓練コースの実施を更に拡充

して実施 

＊訓練規模 117コース 1,200名→159

コース1,600名 



- 144 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・一宮・高浜高等技術専門校の廃止  ・元一宮・高浜高等技術専門校の建物

取壊工事 

 

 

 

② 雇用 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

176 

産業振興の強化による

雇用の創出と安定の推

進、及び正規雇用の拡

大と非正規労働者の処

遇改善の促進 

政策企画局 

経済産業局 

労働局 

福祉局 

関係局 

○産業労働計画に基づく産業政策と雇用

政策の一体的な運営 

・「あいち産業労働ビジョン 2016-

2020」の推進 

・次期愛知県産業労働計画（仮称）の策

定に向けた検討 

 ＊次期愛知県産業労働計画（仮称）策

定委員会・産業部会・労働部会各 2

回開催 

 ＊計画策定基礎調査の実施 

○正規雇用の拡大と非正規労働者の処遇

改善に向けた取組の推進 

・非正規ではなく、正規で働くことのメ

リットや、労働関係法令の基礎的な

内容を記載したリーフレットを作成

し、学生や若年労働者等に配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産業労働計画に基づく産業政策と雇用

政策の一体的な運営 

・「あいち産業労働ビジョン 2016-

2020」の推進 

・「あいち経済労働ビジョン 2021-

2025」の策定（12月） 

 ＊次期愛知県産業労働計画（仮称）策定

委員会・産業部会・労働部会各 2 回

開催 

 

○正規雇用の拡大と非正規労働者の処遇

改善に向けた取組の推進 

・有期雇用労働者等の処遇の改善に向

けて改正された働き方改革関連法の

内容について、企業に向けて周知。 

・就職氷河期世代に対し、民間事業者の

ノウハウを活用して就職・正社員化の

実現に向けた支援を実施 

 ＊支援講座 8回開催104名参加 

  合同企業説明会 1回開催 25社 146

名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○経済労働計画に基づく産業政策と雇用

政策の一体的な運営 

 

 

・「あいち経済労働ビジョン 2021-

2025」の推進 

＊フォローアップ会議の開催1回 

 

 

 

○正規雇用の拡大と非正規労働者の処遇

改善に向けた取組の推進 

・有期雇用労働者等の処遇の改善に向

けて改正された働き方改革関連法の

内容について、企業に向けて周知。 

・就職氷河期世代に対し、民間事業者の

ノウハウを活用して就職・正社員化の

実現に向けた支援を実施 

 ＊正社員就職者39名 

 

 

・就職氷河期世代及びその家族を対象

に、地域若者サポートステーション

において専門家による心理カウンセ

リングを実施 

 ＊相談件数 389件 

・未就職卒業者等に対し、民間事業者の

ノウハウを活用して就職・正社員化

の実現に向けた支援を実施 

 ＊正社員就職者14名 

○経済労働計画に基づく産業政策と雇用

政策の一体的な運営 

 

 

・「あいち経済労働ビジョン 2021-

2025」の推進 

 

 

 

 

○正規雇用の拡大と非正規労働者の処遇

改善に向けた取組の推進 

・有期雇用労働者等の処遇の改善に向

けて改正された働き方改革関連法の

内容について、企業に向けて周知。 

・就職氷河期世代に対し、民間事業者の

ノウハウを活用して就職・正社員化の

実現に向けた支援を実施 

 

 

 

・就職氷河期世代及びその家族を対象

に、地域若者サポートステーション

において専門家による心理カウンセ

リングを実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村と連携した若年者就職相談窓

口の開設 

 ＊相談対応 11回 29名 

・中小企業の魅力発信 

 ＊愛知ブランド出前講座 9 校 1,886

名 

・合同企業説明会の開催 

＊大卒者等向け 2回開催、162社、283

名参加 

 

○就職氷河期世代の活躍支援に係る国へ

の要請 

 ・就職氷河期世代の活躍を促進する仕

組みづくりや気運の醸成、非正規雇

用労働者や無就業者への就業・職業

訓練・リカレント教育の支援等につ

いて国に対して要請 

  ＊国への統一要請1回 

 ・全国知事会「就職氷河期世代の活躍

支援プロジェクトチーム」を主宰し、

提言を取りまとめ、国に対して要請 

  ＊プロジェクトチームの開催 1回 

＊国への要請 1回 

 

 

○国家戦略特区を活用したグローバル企

業等に対する雇用条件の明確化 

 ・雇用労働相談センターの継続設置 

 

 

 

 

 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村が実施する就職イベントへの

キャリアコンサルタント派遣 

 ＊市町村就職イベントへの3回 

・中小企業の魅力発信 

 ＊愛知ブランド出前講座 6校 534名 

 

・合同企業説明会の開催 

 ＊大卒者等向け 3 回開催、131 社、

285名参加 

 

○就職氷河期世代の活躍支援に係る国へ

の要請 

 ・就職氷河期世代の活躍を促進する仕

組みづくりや気運の醸成、非正規雇

用労働者や無就業者への就業・職業

訓練・リカレント教育の支援等につ

いて国に対して要請 

  ＊国への統一要請1回 

 ・全国知事会「就職氷河期世代の活躍

支援プロジェクトチーム」を主宰し、

提言を取りまとめ、国に対して要請 

  プロジェクトチームを全国知事会農

林商工常任委員会に引継 

＊プロジェクトチームの開催1回 

  ＊国への要請1回 

○国家戦略特区を活用したグローバル企

業等に対する雇用条件の明確化 

 ・雇用労働相談センターの継続設置 

・就職氷河期世代のうち基礎レベル以

上の ITスキルを有する者を対象に、

IT 技術スキルアップ訓練と職場実習

を組み合わせた雇用型訓練を実施 

  ＊正社員就職者9名 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村が実施する就職イベントへの

キャリアコンサルタント派遣 

＊市町村就職イベントへの 3回 

・中小企業の魅力発信 

＊愛知ブランド出前講座 12校 

2,674名 

・合同企業説明会の開催 

＊大卒者等向け 2 回開催、137 社、 

322名参加 

 

○就職氷河期世代の活躍支援に係る国へ

の要請 

・就職氷河期世代の活躍を促進する仕

組みづくりや気運の醸成、非正規雇

用労働者や無就業者への就業・職業

訓練・リカレント教育の支援等につ

いて国に対して要請 

 ＊国への統一要請 2回 

 

 

 

 

 

 

 

○国家戦略特区を活用したグローバル企

業等に対する雇用条件の明確化 

・雇用労働相談センターの継続設置 

・就職氷河期世代のうち基礎レベル以

上の ITスキルを有する者を対象に、

IT 技術スキルアップ訓練と職場実習

を組み合わせた雇用型訓練を実施 

 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村が実施する就職イベントへの

キャリアコンサルタント派遣 

 

・中小企業の魅力発信 

 

 

・合同企業説明会の開催 

 

 

 

○就職氷河期世代の活躍支援に係る国へ

の要請 

・就職氷河期世代の活躍を促進する仕

組みづくりや気運の醸成、非正規雇

用労働者や無就業者への就業・職業

訓練・リカレント教育の支援等につ

いて国に対して要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国家戦略特区を活用したグローバル企

業等に対する雇用条件の明確化 

・雇用労働相談センターの継続設置 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○愛知労働局との連携強化 

・協定に基づく雇用対策の実施 

○政労使協議会の開催 

・行政・労働者団体・使用者団体と、経

済・雇用に関する課題について懇談

＊1回開催 

○愛知労働局との連携強化 

・協定に基づく雇用対策の実施 

○政労使協議会の開催 

・行政・労働者団体・使用者団体と、経

済・雇用に関する課題について懇談 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止、別の機会を捉えて意

見交換を実施 

○生活困窮者への相談支援の実施 

・支援が届けられていない対象者を掘

り起こすアウトリーチ支援の実施 

・直ちに就労が困難な生活困窮者に対

し、就労に向けた基礎能力形成のた

めの支援を実施 

○雇用環境悪化への対策 

 ・離職を余儀なくされた方等の早期就職支

援のための地域別就職面接会を開催 

 ＊15回開催 276社 611名参加 

 ・就職活動が制限されている新規学卒

者等を対象にウェブ版合同企業説明

会を開催 

 ＊2回開催79社 756名参加 

 ・雇用・労働に関連した様々な相談に

応えるため、愛知労働局を始めとす

る関係機関と連携し、弁護士や社会

保険労務士などの専門家による相談

会を開催 

 ＊9回開催83件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知労働局との連携強化 

・協定に基づく雇用対策の実施 

○政労使協議会の開催 

・行政・労働者団体・使用者団体と、経

済・雇用に関する課題について懇談 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止、別の機会を捉えて意

見交換を実施 

○生活困窮者への相談支援の実施 

 ・支援が届けられていない対象者を掘

り起こすアウトリーチ支援の実施 

・直ちに就労が困難な生活困窮者に対

し、就労に向けた基礎能力形成のた

めの支援を実施 

○雇用環境悪化への対策 

 ・離職を余儀なくされた方等の早期就職支

援のための地域別就職面接会を開催 

    ＊10回開催 229社 769名参加 

・就職活動が制限されている新規学卒

者等を対象にウェブ版合同企業説明

会を開催 

 ＊2回開催 77社 1,251名参加 

・労働に関連した様々な相談に応える

ため、愛知労働局を始めとする関係

機関と連携し、社会保険労務士や臨

床心理士などの専門家による相談会

を開催 

 ＊54回開催 310件 

○テレワークの導入支援 

・テレワークサポートセンターの設置

（テレワーク体験などを行うモデルオ

フィスを併設） 

 ＊センター開設（4月） 

＊相談件数 1,310件 

・テレワークの導入事例など情報発信

を通じ、テレワークの普及・導入と定

着を促進 

○愛知労働局との連携強化 

・協定に基づく雇用対策の実施 

○政労使協議会の開催 

・行政・労働者団体・使用者団体と、経

済・雇用に関する課題について懇談 

 

 

 

○生活困窮者への相談支援の実施 

 ・支援が届けられていない対象者を掘

り起こすアウトリーチ支援の実施 

・直ちに就労が困難な生活困窮者に対

し、就労に向けた基礎能力形成のた

めの支援を実施 

○雇用環境悪化への対策 

 ・離職を余儀なくされた方等の早期就職支

援のための地域別就職面接会を開催 

 

・就職活動が制限されている新規学卒

者等を対象にオンライン合同企業説

明会を開催 

 

・労働に関連した様々な相談に応える

ため、愛知労働局を始めとする関係

機関と連携し、社会保険労務士や臨

床心理士による相談を実施 

 

 

○テレワークの導入支援 

・テレワークサポートセンターの運営

（テレワーク体験などを行うモデル

オフィスを併設） 

 

 

・テレワークの導入事例など情報発信

を通じ、テレワークの普及・導入と定

着を促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

○働き方の見直し支援 

 ・中小企業等を対象にテレワークに関

する専門家を派遣 

 ＊39社延べ 99回 

 ・テレワークの導入に関する企業の

様々な課題に対応するための出張相

談会を開催 

 ＊10回開催 

 

 

 

 

 

 

 ・テレワーク・スクールの開催 

 ＊経営者向け 2回 105名参加 

 ＊実務担当者向け 4回 283名参加 

 

○中小企業の採用活動支援 

・中小企業等を対象に、採用活動やイン

ターンシップのオンライン化を支援

するセミナーを開催 

 ＊採用活動4回開催80社105名参加 

 ＊インターン4回開催58社66名参加 

＊導入事例紹介 10社 

 

・中小企業等を対象にテレワークに関

する専門家を派遣 

 ＊42社延べ 127回 

・テレワークの導入に関する企業の

様々な課題に対応するための出張相

談会を開催 

 ＊相談 21社、セミナー2回 58名参加 

 

・サテライトオフィス有効活用企業の

調査・事例紹介、サテライトオフィス

の見学・体験会を実施 

 ＊調査件数 20社、事例紹介２社 

 ＊見学・体験会3回39名参加 

・テレワーク・スクールの開催 

＊経営者向け 2回44名参加 

＊実務担当者向け4回83名参加 

 

○中小企業の採用活動支援 

・中小企業等を対象に、採用活動やイン

ターンシップのオンライン化を支援

するセミナーを開催 

＊採用活動 5回開催 39社 49名参加 

＊インターン4回開催53社66名参加 

 

 

・中小企業等を対象にテレワークに関

する専門家を派遣 

 

 ・テレワーク関連機器の貸出を行い、

職場での試行支援を実施 

 

 

 

・サテライトオフィスの見学・体験会を

実施 

 

 

 

・テレワーク・スクールの開催 

 

 

 

○中小企業の採用活動支援 

・中小企業等を対象に、採用活動やイン

ターンシップのオンライン化を支援

するセミナーを開催 

177 

地域経済における人手

不足の解消策の検討実

施（若者・女性・高齢

者の確保の方策） 

政策企画局 

県民文化局 

経済産業局 

労働局 

教育委員会 

○若者の就労支援の取組推進 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村と連携した若年者就職相談窓

口の開設 

 ＊相談対応 11回 29名 

○担い手確保の推進 

・県内優良企業やインターンシップ情

報、就職支援施設等を紹介する「就職

に向けたガイドブック」の作成 

○若者の就労支援の取組推進 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村が実施する就職イベントへの

キャリアコンサルタント派遣 

 ＊市町村就職イベントへの派遣 3回 

○担い手確保の推進 

・県内優良企業やインターンシップ情

報、就職支援施設等を紹介する「就

職に向けたガイドブック」の作成 

○若者の就労支援の取組推進 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村が実施する就職イベントへの

キャリアコンサルタント派遣 

＊市町村就職イベントへの派遣 3回 

○担い手確保の推進 

・県内優良企業やインターンシップ情

報、就職支援施設等を紹介する「就職

に向けたガイドブック」の作成 

○若者の就労支援の取組推進 

・国と連携して運営する「ヤング・ジョ

ブ・あいち」における就職相談から職

業紹介までのワンストップ支援 

・市町村が実施する就職イベントへの

キャリアコンサルタント派遣 

 

○担い手確保の推進 

・県内優良企業やインターンシップ情

報、就職支援施設等を紹介する「就職

に向けたガイドブック」の作成 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○若者の職場定着に向けた企業の取組支援 

・企業内で若者の指導・相談に対応でき

る人材の養成支援講座の開催 

＊2回 180名参加 

・若手社員向けセミナーの開催 

＊1回 50名参加 

 

・シンポジウムの開催 

 ＊74名参加 

 

○女性の活躍企業の魅力発信 

・県内企業の魅力や活躍する女性のロ

ールモデル等の情報を県内外の若い

女性に向けて発信 

 ＊パンフレット作成 

 ＊県内外の大学等への配布及びウェ

ブページでの公開 

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

・あいち子育て女性再就職サポートセ

ンター（ママ・ジョブ・あいち）の運

営、出張相談等の実施 

○高齢者の就労支援 

・中高年齢離職者再就職支援セミナー

の開催 

 ＊7回 143名参加 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 ＊410名参加 

・女性・高年齢者就職面接会の開催 

 ＊3回 31社 89名参加 

 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

○若者の職場定着に向けた企業の取組支援 

 ・サポーター養成支援講座 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・若手社員向けセミナー 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 ・シンポジウムの開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○女性の活躍企業の魅力発信 

・県内企業の魅力や活躍する女性のロ

ールモデル等の情報を県内外の若い

女性に向けて発信 

  ＊パンフレット作成 

  ＊県内外の大学等への配布及びウェ

ブページでの公開 

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

 ・あいち子育て女性再就職サポートセ

ンター（ママ・ジョブ・あいち）の

運営、出張相談等の実施 

○高齢者の就労支援 

・中高年齢離職者再就職支援セミナー

の開催 

 ＊7回 56名参加 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 ＊133名参加 

・女性・高年齢者就職面接会の開催 

 ＊3回 34社 105名参加 

 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業等の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

○若者の職場定着に向けた企業の取組支援 

・サポーター養成支援講座 

＊2回 120名参加 

 

・若手社員向けセミナー 

＊2回 63名参加 

 

・シンポジウムの開催 

＊1回 80名参加 

 

○女性の活躍企業の魅力発信 

・県内企業の魅力や活躍する女性のロ

ールモデル等の情報を県内外の若い

女性に向けて発信 

  ＊パンフレット作成 

  ＊県内外の大学等への配布及びウェ

ブページでの公開 

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

・あいち子育て女性再就職サポートセ

ンター（ママ・ジョブ・あいち）の運

営、出張相談等の実施 

○高齢者の就労支援 

・中高年齢者再就職支援セミナーの開

催 

  ＊10回 138名参加 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

  ＊143名参加 

・市町村と連携した高年齢者就職面接

会の開催 

 ＊5回 59社、191名参加 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業等の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

○若者の職場定着に向けた企業の取組支援 

・若者職場定着事例集の作成 

 

 

・若者職場定着経営者支援セミナー 

 

 

 

 

 

○女性の活躍企業の魅力発信 

・県内企業の魅力や活躍する女性のロー

ルモデル等の情報を県内外の若い女性

に向けて発信 

 

 

 

○出産・育児等で離職した女性の再就職

の支援  

・あいち子育て女性再就職サポートセ

ンター（ママ・ジョブ・あいち）の運

営、出張相談等の実施 

○高齢者の就労支援 

・中高年齢者再就職支援セミナーの開

催 

 

・企業向けの高年齢者雇用推進セミナ

ーの開催 

 

・市町村と連携した高年齢者就職面接

会の開催 

 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業等の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

＊国への統一要請2回 

・全国知事会「新たな外国人材受入れプ

ロジェクトチーム」を主宰し、提言を

取りまとめ、国に対して要請 

＊プロジェクトチームの開催1回 

＊国への要請 1回 

 

 

 

○「あいち労働総合支援フロア」におけ

る総合的な支援 

・愛知労働局と連携した職業相談・職業

紹介及び職業適性検査、キャリアコ

ンサルティング等の総合的な支援の

実施 

＊窓口利用件数 

  就労支援コーナー   35,778件 

 （「あいち障害者雇用総合サポートデ

スク」2,879件含む） 

  職業適性相談コーナー  2,864件 

  労働相談コーナー    3,708件 

  産業労働情報コーナー 16,661件 

○県外からのUIJ ターン希望者への就労

支援 

・就職支援協定に基づく東京圏及び関

西圏の大学との連携強化 

 ＊県内（保護者懇談会等）6回 

  県外(学内 UIターン相談会）20回 

・「あいち UIJ ターン支援センター」を

東京と名古屋に設置し、首都圏等県

外からの UIJ ターン希望者に対し、

県内への就職、転入を促進 

 ＊利用件数 6,750件  

就職者数 50名 

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

＊国への統一要請2回 

・全国知事会「新たな外国人材受入れ 

プロジェクトチーム」を主宰し、提言

を取りまとめ、国に対して要請 

プロジェクトチームを全国知事会農

林商工常任委員会及び総務常任委員

会に引継 

＊プロジェクトチームの開催1回 

＊国への要請 1回 

○「あいち労働総合支援フロア」におけ

る総合的な支援 

 ・愛知労働局と連携した職業相談・職

業紹介及び職業適性検査、キャリア

コンサルティング等の総合的な支援

の実施 

 ＊窓口利用件数 

  就労支援コーナー 22,935件 

  （「あいち障害者雇用総合サポート

デスク」4,533件含む） 

  職業適性相談コーナー  2,113件 

  労働相談コーナー      5,842件 

  産業労働情報コーナー  7,732件 

○県外からのUIJ ターン希望者への就労

支援 

・就職支援協定に基づく東京圏及び関

西圏の大学との連携強化 

＊県外(学内UIターン相談会)14回 

 

・「あいち UIJ ターン支援センター」を

東京と名古屋に設置し、首都圏等県

外からの UIJ ターン希望者に対し、

県内への就職、転入を促進 

 ＊利用件数 9,433件 

就職者数 69名 

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

＊国への統一要請2回 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「あいち労働総合支援フロア」におけ

る総合的な支援 

・愛知労働局と連携した職業相談・職業

紹介及び職業適性検査、キャリアコ

ンサルティング等の総合的な支援の

実施 

＊窓口利用件数 

  就労支援コーナー 25,727件 

  （「あいち障害者雇用総合サポート

デスク」6,110件含む） 

  職業適性相談コーナー  2,024件 

  労働相談コーナー      4,738件 

  産業労働情報コーナー  9,152件 

○県外からのUIJ ターン希望者への就労

支援 

・就職支援協定に基づく東京圏及び関

西圏の大学との連携強化 

 ＊県外(学内 UIターン相談会)29回 

 

・「あいち UIJ ターン支援センター」を

東京と名古屋に設置し、首都圏等県

外からの UIJ ターン希望者に対し、

県内への就職、転入を促進 

 ＊利用件数 11,508件 

就職者数 66名 

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「あいち労働総合支援フロア」におけ

る総合的な支援 

・愛知労働局と連携した職業相談・職業

紹介及び職業適性検査、キャリアコ

ンサルティング等の総合的な支援の

実施 

 

 

 

 

 

 

 

○県外からのUIJ ターン希望者への就労

支援 

・就職支援協定に基づく東京圏及び関

西圏の大学との連携強化 

 

 

・「あいち UIJ ターン支援センター」を

東京と名古屋に設置し、首都圏等県

外からの UIJ ターン希望者に対し、

県内への就職、転入を促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・首都圏の求職者に向けて県内企業の

求人情報を提供するマッチングサイ

トの開設・運営 

 ＊掲載法人数 188社 

  掲載求人数 516件 

・首都圏から県内へ移住し、就業した個

人へ移住支援金を支給する市町村へ

の補助 

 ＊申請件数 0件 

○県内中小企業における人材確保の支援 

・「愛知県プロフェッショナル人材戦略

拠点」において、中小企業への訪問相

談によるプロフェッショナル人材の

採用や大企業からの出向・研修など

の人材交流を通じたプロフェッショ

ナル人材の活用を促進 

＊相談件数 319件 

○テレワークの導入支援 

・従業員が個人・家庭の事情を鑑みて働

き続けることができる職場環境の整

備を図るため、導入事例など情報発

信を通じ、テレワークの普及・導入を

促進 

  ＊セミナー3回 116名参加 

・首都圏の求職者に向けて県内企業の

求人情報を提供するマッチングサイ

トの運営 

 ＊掲載法人数 310社 

  掲載求人数 714件 

・首都圏から県内へ移住し、就業した個

人へ移住支援金を支給する市町村へ

の補助 

 ＊申請件数 6件 

○県内中小企業における人材確保の支援 

・「愛知県プロフェッショナル人材戦略

拠点」において、中小企業への訪問相

談によるプロフェッショナル人材の

採用や大企業からの出向・研修など

の人材交流を通じたプロフェッショ

ナル人材の活用を促進 

 ＊相談件数 366件 

○テレワークの導入支援 

・従業員が個人・家庭の事情を鑑みて働

き続けることができる職場環境の整

備を図るため、導入事例など情報発

信を通じ、テレワークの普及・導入を

促進 

 

 

 

 

○働き方の見直し支援 

 ・中小企業等を対象にテレワークに関

する専門家を派遣 

 ＊39社延べ 99回 

 ・テレワークの導入に関する企業の

様々な課題に対応するための出張相

談会を開催 

 ＊10回 

 

 

・首都圏の求職者に向けて県内企業の

求人情報を提供するマッチングサイ

トの運営 

 ＊掲載法人数 381社 

  掲載求人数 912件 

・首都圏から県内へ移住し、就業した個

人等へ移住支援金を支給する市町村

への補助 

 ＊申請件数 7件 

○県内中小企業における人材確保の支援 

・「愛知県プロフェッショナル人材戦略

拠点」において、中小企業への訪問相

談によるプロフェッショナル人材の

採用や大企業からの出向・研修など

の人材交流を通じたプロフェッショ

ナル人材の活用を促進 

＊相談件数 345件 

○テレワークの導入支援 

・テレワークサポートセンターの設置

（テレワーク体験などを行うモデルオ

フィスを併設） 

＊センター開設（4月） 

＊相談件数 1,310件 

・テレワークの導入事例など情報発信

を通じ、テレワークの普及・導入と定

着を促進 

＊導入事例紹介 10社 

 

・中小企業等を対象にテレワークに関

する専門家を派遣 

 ＊42社延べ 127回 

・テレワークの導入に関する企業の

様々な課題に対応するための出張相

談会を開催 

 ＊相談 21社、セミナー2回 58名参加 

・サテライトオフィス有効活用企業の

調査・事例紹介、サテライトオフィス

・首都圏の求職者に向けて県内企業の

求人情報を提供するマッチングサイ

トの運営 

 

 

・首都圏から県内へ移住し、就業した個

人等へ移住支援金を支給する市町村

への補助 

 

○県内中小企業における人材確保の支援 

・「愛知県プロフェッショナル人材戦略

拠点」において、中小企業への訪問相

談によるプロフェッショナル人材の

採用や大企業からの出向・研修など

の人材交流を通じたプロフェッショ

ナル人材の活用を促進 

 

○テレワークの導入支援 

・テレワークサポートセンターの運営

（テレワーク体験などを行うモデルオ

フィスを併設） 

 

 

・テレワークの導入事例など情報発信

を通じ、テレワークの普及・導入と定

着を促進 

 

 

・中小企業等を対象にテレワークに関

する専門家を派遣 

 

 ・テレワーク関連機器の貸出を行い、

職場での試行支援を実施 

 

 

・サテライトオフィスの見学・体験会を

実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 ・テレワーク・スクールの開催 

 ＊経営者向け 2回 105名参加 

 ＊実務担当者向け 4回 283名参加 

の見学・体験会を実施 

 ＊調査件数 20社、事例紹介 2社 

 ＊見学・体験会3回39名参加 

・テレワーク・スクールの開催 

＊経営者向け 2回44名参加 

＊実務担当者向け4回83名参加 

 

 

 

・テレワーク・スクールの開催 

 

 

178 

優秀な外国人研究者・

技術者、工業系の大学

生・大学院生を国内外

から県内に呼び込む取

組の推進 

政策企画局 

経済産業局 

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアーの開催などに

よる就職支援の実施 

 ＊留学生インターンシップ 

  参加留学生 189名、参加企業 88社 

 ＊企業見学ツアー 

  2回開催 21名参加 

 

・留学生採用を促進するための企業向

け留学生活用講座の開催や企業と留

学生の交流会の開催などによる企業

のグローバル化の促進 

 ＊留学生活用講座 

6回開催 417名参加 

  

 

＊交流会 

   3回開催 257名参加 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

 ＊2019年新規受入 5名 

 

 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連

携事業 

＊市場化支援パイロットプログラム

の実施 

＊事業加速レポート提出スタートア

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアーの開催などに

よる就職支援の実施 

＊留学生インターンシップ 

  参加留学生 84名、参加企業 42社 

 ＊オンライン企業見学ツアー 

  1回開催37名参加 

 

・留学生採用を促進するための企業向

け留学生採用講座の開催や企業と留

学生の交流会の開催などによる企業

のグローバル化の促進 

＊留学生採用講座 

7回開催 

第 1～3回（配信）：726回視聴 

第 4～7回（LIVE）：390名視聴 

  ＊交流会 

   2回開催 118名参加 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

 ＊2020年新規受入 5名 

 

 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連携 

＊アクセラレーションプログラム参

加スタートアップ14社 

＊ワークショップ（3種類）31名参加 

 

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアーの開催などに

よる就職支援の実施 

＊留学生インターンシップ 

  参加留学生 172名、参加企業 62社 

 ＊企業見学ツアー 

  2回開催 45名参加 

（うち 1回オンライン） 

・留学生採用を促進するための企業向

け留学生採用講座の開催や企業と留

学生の交流会の開催などによる企業

のグローバル化の促進 

＊留学生採用講座 

5回開催 341名参加 

  

 

 ＊交流会 

   3回開催 227名参加 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

＊2021年新規受入1名 

※4 名は新型コロナウイルス感染症

の影響により 2022年度に延期 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連携 

＊アクセラレーションプログラム参

加スタートアップ5社 

＊ワークショップ（3種類）延べ63名

参加 

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアー、留学生地域

定着促進イベントの開催などによる

就職支援の実施 

 

 

 

 

・企業向け留学生採用・定着研修会の開

催などによる企業のグローバル化の

促進 

 

 

 

 

 

 

 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

  ＊2022年新規受入 5名（10月） 

 

 

○海外大学・スタートアップ支援機関等

との連携 

・テキサス大学オースティン校との連携 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ップ数：8社 

＊ワークショップ開催 3 回 8 社及び

67名参加 

 

 

 

・シンガポール国立大学との連携 

＊協業プログラム（4 テーマ）：スタ

ートアップ等延べ13社参加 

＊セミナー開催 2回延べ 71名参加 

＊ピッチイベント26社参加 

 

 

 

 

 

 

・フランスの支援機関（Paris＆Co、

Bpifrance、INSEAD）との連携  

＊Paris＆Co セミナー3 回延べ 63 名

参加 

＊INSEADプログラム 20名参加 

＊IMT Atlantiqueセミナー13名参加 

 

 

 

 

・中国・清華大学等との連携 

 

＊セミナー4回延べ 72名参加 

＊県内スタートアップと中国ビジネ

スパートナーのマッチング 38名参

加 

＊中国スタートアップ 14社と県内企

業のマッチング：76名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・シンガポール国立大学との連携 

＊協業プログラム（3テーマ）スター

トアップ等延べ 9社参加 

 

＊ピッチイベント延べ97名参加 

＊シンガポール国立大学主催アント

レプレナーシップ養成プログラム

県内大学生 3名参加 

＊シンガポール国立大学主催東南ア

ジア市場展開支援プログラム県内

スタートアップ 1社参加 

・フランスの支援機関（Paris＆Co、

Bpifrance、INSEAD、STATION F）と

の連携  

＊Paris＆Co セミナー4 回延べ 73 名

参加 

＊Bpifrance との交流セミナー50 名

参加 

＊INSEADプログラム 19名参加 

＊STATION F によるアドバイザリー

プログラムの実施 

・中国・清華大学、上海交通大学等との

連携 

＊セミナー4回延べ 204名参加 

＊県内スタートアップと中国ビジネ

スパートナーのマッチング 200 名

参加 

＊中国スタートアップ 12社と県内企

業のマッチング 25名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・シンガポール国立大学との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・フランスの支援機関（Paris＆Co、

Bpifrance、INSEAD、STATION F）と

の連携  

 

 

 

 

 

 

 

・中国・清華大学、上海交通大学、浙江

大学との連携 

 

 

 

 

 

 

・イスラエルの支援機関（イノベーショ

ン庁、Start-Up Nation Central）と

の連携 

 ＊イノベーション庁と研究開発及び

技術的イノベーションにおける両

者間協力についての合意書締結（5

月） 

 ＊Start-Up Nation Central とオー

プンイノベーション支援における
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県、名古屋市、県市中小企業支援機関

とコンソーシアムを構築し、県内ス

タートアップ等の海外展開及び海外

スタートアップと県内企業との協業

を支援 

 ＊セミナー開催6回253名参加 

 ＊支援プログラム 21社参加 

 ＊フォーラム開催 1回 81名参加 

 ＊取引・提携件数 15件 

 ＊商談件数 56件 

 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

＊国内スタートアップへのアクセラ

レーションプログラム参加スター

トアップ 20社参加 

＊海外スタートアップと県内事業会

社の協業プログラム参加スタート

アップ 19社参加 

・県、名古屋市、県市中小企業支援機関

とコンソーシアムにおいて、県内ス

タートアップ等の海外展開及び海外

スタートアップと県内企業との協業

を支援 

＊セミナー開催 8回 247名参加 

＊支援プログラム20社参加 

＊フォーラム開催1回141名参加 

 ＊取引・提携件数 25件 

＊商談件数 91件 

連携協力に関する覚書締結（5月） 

・世界トップレベルのアクセラレータ

ーによるプログラムの展開 

 

 

 

 

 

 

・県、名古屋市、県市中小企業支援機関

とコンソーシアムにおいて、県内ス

タートアップ等の海外展開及び海外

スタートアップと県内企業との協業

を支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

179 

外国人労働者・技能実

習生への総合的な雇用

支援（愛知労働局や中

部経済産業局・経済界・

労働団体など関係機関

と連携した外国人材の

受入れ・共生に係る協

議会の設置、制度の適

正化の周知、技能検定

制度の周知、技能講習

の実施など） 

政策企画局 

県民文化局 

労働局 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

・協議会の開催 

＊1回開催 

・労働環境ワーキンググループの開催 

＊2回開催 

○外国人雇用の促進 

・外国人雇用マニュアルの作成・配布 

・企業向け外国人雇用セミナーの開催 

＊4回 156名参加 

・定住外国人の就職面接会の開催 

＊4回企業 70社、求職者 258名 

・コンサルタントの派遣 

・外国人雇用に関する相談窓口の設置 

＊相談件数 82件 

 

 

 

○定住外国人の介護分野における就職支援 

・定住外国人の雇用 

・日本語教育研修 

・介護職員初任者研修、職場実習 

・就職支援、フォローアップ 

○外国人技能実習生の技能習得支援 

・外国人技能実習生の受入企業等に対

してあいち技能伝承バンクに登録し

た企業OB等の熟練技能者（あいち技

の伝承士）を実技指導の講師として

派遣  

＊6団体延べ22人 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

・協議会の開催 

＊1回開催 

・労働環境ワーキンググループの開催 

＊2回開催 

○外国人雇用の促進 

・外国人雇用マニュアルの印刷・配布 

・企業向け外国人雇用セミナーの開催 

 ＊オンデマンド配信118名視聴 

・定住外国人の就職面接会の開催 

 ＊2回企業20社、求職者 90名 

・コンサルタントの派遣 

・外国人雇用に関する相談窓口の設置 

 ＊相談件数 214件 

 

・定住外国人向け就職準備講習の実施 

 ＊3コース（各 17回）34名 

○定住外国人の介護分野における就職支援 

・定住外国人の雇用 

・日本語教育研修 

・介護職員初任者研修、職場実習 

・就職支援、フォローアップ 

○外国人技能実習生の技能習得支援 

・外国人技能実習生の受入企業等に対

してあいち技能伝承バンクに登録し

た企業OB等の熟練技能者（あいち技

の伝承士）を実技指導の講師として

派遣 

 ＊5団体延べ 16人 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

・協議会の開催 

  ＊1回開催 

・労働環境ワーキンググループの開催 

＊2回開催 

○外国人雇用の促進 

・外国人雇用マニュアルの印刷・配布 

 

 

・定住外国人の就職面接会の開催 

 ＊6回 191名参加 

・コンサルタントの派遣 

・外国人の雇用及び就職に関する相談

窓口の設置 

 ＊相談件数 197件 

・定住外国人向け就職準備講習の実施 

 ＊3コース（各 18回）48名 

○定住外国人の介護分野における就職支援 

・定住外国人の雇用 

・日本語教育研修 

・介護職員初任者研修、職場実習 

・就職支援、フォローアップ 

○外国人技能実習生の技能習得支援 

・外国人技能実習生の受入企業等に対

してあいち技能伝承バンクに登録し

た企業 OB等の熟練技能者（あいち技

の伝承士）を実技指導の講師として

派遣 

 ＊1団体延べ 1人 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

・協議会の開催 

  ＊1回開催 

・労働環境ワーキンググループの開催 

＊2回開催 

○外国人雇用の促進 

 

 

 

 

 

 

・外国人の雇用及び就職に関する相談

窓口の設置 

・市町村等への出張相談の実施 

・外国人雇用企業に対する伴走型支援

の実施 

○定住外国人の介護分野における就職支援 

・定住外国人の雇用 

・日本語教育研修 

・介護職員初任者研修、職場実習 

・就職支援、フォローアップ 

○外国人技能実習生の技能習得支援 

・外国人技能実習生の受入企業等に対

してあいち技能伝承バンクに登録し

た企業OB等の熟練技能者（あいち技

の伝承士）を実技指導の講師として

派遣 
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5 観光あいち・魅力発信 

（1） 観光都市あいち 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

180 

新たな「あいち観光戦

略」を策定 ～魅力的な

観光資源の磨き込み・

ブランド化の推進な

ど、観光振興の取組を

さらに戦略的に推進 

政策企画局 

観光コンベ

ンション局 

○「あいち観光戦略」に基づく観光振興 

○新たな「あいち観光戦略」の策定に向

けた調査 

 

○観光資源の充実とブランド化の推進～

モノスゴ愛知で待つ県～ 

 

・首都圏・関西圏における魅力発信 

・観光物産展の開催 

・SNS等による情報発信 

・応援企業の募集 

・女性をターゲットにした本県の魅力

発信 

・近隣県の有力観光地を利用した本県

観光地への誘導 

・着地型観光プログラム販売事業者と

連携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーション

を実施：11件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知デスティネーションキャンペーンを

核とした愛知県大型観光キャンペーン 

・アフターキャンペーン： 

10月 1日～12月 31日 

○「あいち観光戦略」に基づく観光振興 

○新たな「あいち観光戦略」の策定 

＊「あいち観光戦略 2021-2023」を策

定（12月） 

○観光資源の充実とブランド化の推進～

モノスゴ愛知で待つ県～ 

 

・首都圏・関西圏における魅力発信 

・観光物産展の開催 

・SNS等による情報発信 

・応援企業の募集 

・女性をターゲットにした本県の魅力

発信 

・近隣県の有力観光地を利用した本県

観光地への誘導 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊着地型観光プログラムの造成・プ

ロモーション実施：5件 

 ＊ナイト観光プログラムの造成・プ

ロモーション実施：8件 

○観光デジタルマーケティングの推進 

・ターゲットを絞った動画広告の配信 

・動画視聴者の行動分析による PDCA サ

イクルの確立 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知観光プラットフォームを活用した

観光プロモーション 

 

 

 

○「あいち観光戦略 2021-2023」に基づく

観光振興 

 

○あいち「ツウ」リズムの推進～愛知な

らではの「ツウ」な魅力向上・効果的

な PR・プロモーション～ 

・首都圏・関西圏における魅力発信 

・観光物産展の開催 

・SNS等による情報発信 

・応援企業の募集 

・女性をターゲットにした本県の魅力

発信 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

 

 

○観光デジタルマーケティングの推進 

・マーケティングリサーチの実施 

・動画視聴者等の行動分析による効果

的な情報発信 

○ジブリパーク周遊観光促進事業 

・全体計画の策定 

・来場者データの活用システム構築 

 

 

・「ジブリパークのある愛知」をイメー

ジしたビジュアル・動画の制作 

○愛知観光プラットフォームを活用した

観光プロモーション 

 

 

 

○「あいち観光戦略2021-2023」に基づく

観光振興 

 

○あいち「ツウ」リズムの推進～愛知な

らではの「ツウ」な魅力向上・効果的な

PR・プロモーション～ 

・首都圏・関西圏における魅力発信 

・観光物産展の開催 

・SNS等による情報発信 

・応援企業の募集 

・本県の魅力を発信すべくメディアア

プローチを実施 

・地域資源の高付加価値化 

 

・高付加価値な観光プログラムの開発・

促進 

 

 

 

 

 

○観光デジタルマーケティングの推進 

・観光動態調査の実施 

・実証事業の実施 

 

○ジブリパーク周遊観光促進事業 

 

・来場者データの活用システム構築・提

供、広告配信 

・観光プログラム等の造成・販売の促進 

・「ジブリパークのある愛知」の PR プ

ロモーション実施 

○愛知観光プラットフォームを活用した

観光プロモーション 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

＊観光展、観光 PRキャラバン 

   7都府県 15か所で実施 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

  ＊観光商談会（ウェブ） 

   16地域 78社 101人と商談 

 ＊観光展 

  8都道府県 9か所で実施 

 

 

○国内外への情報発信強化 

 ・県広報動画・広報誌による魅力発信 

  ＊愛知の魅力を総合的に PR する広

報誌・広報動画「あいちのトビラ」

を新たに制作（3月） 

○観光消費の喚起に向けた取組の推進 

 ・県内旅行商品を販売した旅行業者に
対する助成（1/2相当、最大 1人 1回
あたり1万円） 

 ・地元の観光協会や商工会等の観光振
興を担う団体による観光誘客イベン
ト等の実施 

 ・通販サイトを活用した観光物産品の
販売促進 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

 ＊観光商談会（ウェブ） 

  9地域 130社130人と商談 

 ＊観光展 

  8都道府県 14か所で実施 

 

 

○国内外への情報発信強化 

・県広報動画・広報誌による魅力発信 

  ＊内容を一部リニューアルした「あ

いちのトビラ 2022」を制作（2月） 

 

○観光消費の喚起に向けた取組の推進 

・県内旅行商品の割引、県内宿泊施設利
用に対する割引（1/2相当、最大 1人
1 回あたり 5,000 円＋地域ポイント
最大 1人 1回あたり 2,000円） 

・県内旅行商品を販売した旅行業者に
対する助成（1/2相当、最大 1人 1回
あたり 5,000円） 

 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

 

 

 

 

 

 

○国内外への情報発信強化 

・県広報動画・広報誌による魅力発信 

  ＊内容を一部リニューアルした「あ

いちのトビラ」を制作（2月予定） 

 

○観光消費の喚起に向けた取組の推進 

・県内旅行商品の割引、県内宿泊施設利
用に対する割引（1/2相当、最大1人
1 回あたり 5,000 円＋地域ポイント
最大 1人 1回あたり 2,000円） 

・県内旅行商品を販売した旅行業者に
対する助成（1/2相当、最大1人1回
あたり5,000円） 

 

○大河ドラマ「どうする家康」を活用し

た観光振興 

・「徳川家康ゆかりの地」、「武将のふる

さと愛知」を統一的にPR 

・首都圏でのイベント開催と既存イベ

ントへのブース出展による PR 

・交通事業者との連携による周遊キャ

ンペーンを実施 

・ロゴマーク・キャラクターを活用した

PRプロモーションの実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

181 

2019 年ラグビーワー

ルドカップ、2020年東

京オリンピック・パラ

リンピック、2026年ア

ジア競技大会、2027年

リニア中央新幹線開業

等をターゲットとした

誘客やイベント等の誘

致・開催 

観光コンベ

ンション局 

スポーツ局 

関係局 

○外国人旅行者情報発信強化 

・ラグビーワールドカップ（RWC）に向

けてOTA（オフィシャルトラベルエー

ジェンシー）と連携し情報発信の実施 

 ＊ウェブサイト3回 

  新聞3回 

  雑誌公式フェイスブック6回 

  バナー広告6回 

  フェイスブック5回 

・愛知県観光公式ウェブサイトである

「Aichi Now」に RWC観光客向け特設

サイトを作成 

○愛知デスティネーションキャンペーンを

核とした愛知県大型観光キャンペーン 

・アフターキャンペーン： 

10月 1日～12月 31日 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

＊観光展、観光ＰＲキャラバン 

  7都府県 15か所で実施 

○ラグビーワールドカップ大会開催に向

けた機運醸成活動 

・ラグビー大会等のイベントにおける

ブース出展等による PR・情報発信 

 ＊ファンゾーン計 10日間開催 

○東京2020オリンピック聖火リレー・東

京 2020 パラリンピック聖火フェステ

ィバルの実施準備 

・各種計画策定等 

○外国人旅行者情報発信強化 

・OTA（オンライントラベルエージェン

ト）と連携し情報発信及び誘客促進の

実施 

 ＊着地型旅行商品造成11件 

 

 

 

 

・外国人旅行者向け特設サイトを作成 

  「Aichi Now」に外国人旅行者向け特

設サイトを作成 

○愛知観光プラットフォームを活用した

観光プロモーション 

 

 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

  ＊観光商談会（ウェブ） 

   16地域 78社 101人と商談 

  ＊観光展 

   8都道府県9か所で実施 

 

 

 

 

 

 

 

○東京2020オリンピック聖火リレー・東

京 2020 パラリンピック聖火フェステ

ィバルの実施準備 

・各種計画策定等 

○外国人旅行者情報発信強化 

・体験型旅行商品の PR動画の制作 

 ＊PR動画の制作4件 

・観光スポット情報を外国人旅行者の

利用が多い口コミサイトへ登録  

 

 

 

 

 

 

 

○愛知観光プラットフォームを活用した

観光プロモーション 

 

 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 

 ＊観光商談会（ウェブ） 

  9地域 130社130人と商談 

 ＊観光展 

  8都道府県 14か所で実施 

 

 

 

 

 

 

 

○東京2020オリンピック聖火リレー・東

京 2020 パラリンピック聖火フェステ

ィバルの実施 

・東京 2020オリンピック聖火リレー（4

月 5日～6日）の実施支援（交通・沿

道整理） 

 ＊15市 20区間で実施 

・東京 2020パラリンピック聖火フェス

ティバルの実施（8月） 

○外国人旅行者情報発信強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人旅行者向け特設サイトを作成 

 

 

○愛知観光プラットフォームを活用した

観光プロモーション 

 

 

・本県への観光客誘致を目的とした観

光説明会、観光展の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

182 

あいち山車まつり日本

一協議会を核とした愛

知の山車文化の保存・

継承・情報発信 

県民文化局 ○「あいち山車まつり日本一協議会」の運営 

・総会・研修会の開催  

＊220名参加 

 

 

・シンポジウムの開催  

＊約 300名参加 

 

 

・公開イベントの開催  

＊約 1,720名参加 

 

・ウェブサイトによる情報発信 

 

・「あいち山車まつり日本一協議会」の

広報 

・クラウドファンディング活用サポー

ト事業  

・あいち山車文化魅力発見講座の開催 

 ＊ 5回 延べ 181名参加 

・山車文化次世代育成事業 

＊ 4団体参加 

○「あいち山車まつり日本一協議会」の運営 

・総会・研修会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止 

のため研修会中止、総会は書面開 

催 

・シンポジウムの開催  

＊約 200名参加 

・共催研修会の開催 

 ＊約110名参加 

・公開イベントの開催  

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止 

のため中止 

・山車文化情報発信事業 

 ＊3団体参加 

・「あいち山車まつり日本一協議会」の

広報 

・クラウドファンディング活用サポー

ト事業  

・あいち山車文化魅力発見講座の開催 

＊3回 延べ159名参加 

・山車文化次世代育成事業 

＊2団体参加 

・山車まつり図鑑の作成 

・あいち山車まつり緊急支援金 

○「あいち山車まつり日本一協議会」の運営 

・総会・研修会の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため研修会中止、総会は書面開

催 

・シンポジウムの開催  

＊約 110名参加 

・共催研修会の開催 

＊約 70名参加 

 

 

 

・山車文化芸能魅力配信事業 

 ＊3団体参加 

・「あいち山車まつり日本一協議会」の

広報 

・クラウドファンディング活用サポー

ト事業 

・あいち山車文化魅力発見講座の開催 

＊3回 延べ141名参加 

・山車文化次世代育成事業 

 ＊2団体参加 

 

○「あいち山車まつり日本一協議会」の運営 

・総会・研修会の開催 

  

 

 

・シンポジウムの開催  

 

・共催研修会の開催 

 

 

 

 

・山車文化魅力発信事業  

 

・「あいち山車まつり日本一協議会」の

広報 

・クラウドファンディング活用サポー

ト事業 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

183 

自動車・航空宇宙を始

めとする産業観光、及

び三英傑・合戦等によ

る武将観光の推進 

観光コンベ

ンション局 

都市・交通局 

 

○武将観光の推進 

・「サムライ・ニンジャフェスティバル

2019」等の武将観光イベントの開催 

 ＊37,000名来場 

・「徳川家康と服部半蔵忍者隊」を通じ

た忍者観光の推進 

・「武将のふるさと愛知」の全国発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○産業観光の推進 

・産業観光・武将観光施設を巡るスタン

プラリーの実施 

＊スタンプラリー応募件数 2,347件 

・あいち航空ミュージアムの運営 

○武将観光の推進 

・「サムライ・ニンジャフェスティバル

2020」等の武将観光イベントの開催 

 ＊28,000名来場 

・「徳川家康と服部半蔵忍者隊」を通じ

た忍者観光の推進 

・「武将のふるさと愛知」の全国発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知のお城観光の推進 

・自治体職員向けの勉強会の開催 

・県内や首都圏でのイベント・シンポジ

ウムの開催 

 

○街道観光の推進 

 ・東海道シンポジウムの開催 

 ・ガイドブックの制作 

 

○産業観光の推進 

・産業観光・武将観光施設を巡るスタン

プラリーの実施 

＊スタンプラリー応募件数 2,546件 

・あいち航空ミュージアムの運営 

○武将観光の推進 

・「サムライ・ニンジャフェスティバル

2021」等の武将観光イベントの開催 

 ＊30,000名来場 

・「徳川家康と服部半蔵忍者隊」を通じ

た忍者観光の推進 

・「武将のふるさと愛知」の全国発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知のお城観光の推進 

・自治体職員向けの勉強会の開催 

・県内外の城郭イベントへの出展によ

る PR 

・パンフレットの制作 

○街道観光の推進 

・東海道シンポジウムの開催 

・ポスターの制作 

 

○産業観光の推進 

・産業観光・武将観光施設を巡るスタン

プラリーの実施 

 ＊スタンプラリー応募件数2,170件 

・あいち航空ミュージアムの運営 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 

 ＊セミナー修了者 11名 

○武将観光の推進 

・「サムライ・ニンジャフェスティバル

2022」等の武将観光イベントの開催 

  

・「徳川家康と服部半蔵忍者隊」を通じ

た忍者観光の推進 

・「武将のふるさと愛知」の全国発信 

○大河ドラマ「どうする家康」を活用し

た観光振興 

・「徳川家康ゆかりの地」、「武将のふる

さと愛知」を統一的にPR 

・首都圏でのイベント開催と既存イベ

ントへのブース出展による PR 

・交通事業者との連携による周遊キャ

ンペーンを実施 

・ロゴマーク・キャラクターを活用した

PRプロモーションの実施 

○愛知のお城観光の推進 

・自治体職員向けの勉強会の開催 

・県内外の城郭イベントへの出展によ

る PR 

・VRおしろガイドツアーの作成 

○街道観光の推進 

・東海道シンポジウムの開催 

 

・周遊促進 

○産業観光の推進 

・産業観光・武将観光施設を巡るスタン

プラリーの実施 

 

・あいち航空ミュージアムの運営 

（新機体（T-4 ブルーインパルス） 

の展示等） 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

184 

外国人旅行者の現地観

光レップなどを通じた

グローバルな誘客促進 

観光コンベ

ンション局 

○ハート・オブ・ジャパン誘客促進 

 ・欧州、米国・オーストラリアの PR事

業者を活用して、定期的な情報発信、

メディアイベント等を実施 

＊メディア等への情報発信 全 10回

（8か国 239か所） 

  ＊欧米豪PR担当者招請 1回 

  ＊現地メディア PRイベント 全 3回

（英・豪・米各 1回） 

○外国人旅行者誘致強化 

・海外の現地事情に精通した事業者を

「観光レップ」としてタイ、ベトナ

ム、インドネシア、フランス、アメリ

カ、オーストラリアに設置 

＊現地セールスコール6か国 318回 

＊現地ニュースリリース配信 6 か国

25回 

＊現地SNS情報発信 3か国 518回 

＊現地市場調査等6か国 63回 

＊イベント等への参加3か国4回 

＊観光現地セミナー開催 3か国 5回 

 ・本県の観光資源の画像・映像アーカ

イブの制作 

○外国人旅行者誘致強化 

・海外の現地事情に精通した事業者を

「観光レップ」としてタイ、ベトナ

ム、インドネシア、フランス、アメリ

カ、オーストラリアに設置 

 ＊現地セールスコール 6か国 254回 

 ＊現地ニュースリリース配信 6 か国

24回 

 ＊現地 SNS情報発信3か国 331回 

 ＊現地市場調査等 6か国 68回 

 ＊イベント等への参加 3か国 6回 

 ＊観光現地セミナー開催 4か国 5回 

○外国人旅行者誘致強化 

・海外の現地事情に精通した事業者を

「観光レップ」としてタイ、ベトナ

ム、インドネシア、フランス、アメリ

カ、オーストラリアに設置 

185 

外国人旅行者が安心し

て滞在できる受入れ環

境の整備 ～言語・デ

ジタルネットワーク・

宗教への対応など～ 

観光コンベ

ンション局 

農業水産局 

○外国人旅行者受入環境整備促進 

・観光関係事業者向けの電話通訳、多言

語表記を支援するための翻訳サービ

スや外国人旅行者からの問い合わせ

に対応する愛知県多言語コールセン

ターの設置 

・インターネット環境の利便性向上、災

害時の情報収集支援のための無料公

衆無線 LAN に簡易に接続できる多言

語対応アプリの開発・提供 

 

 

 

 

 

 

・県内観光関係事業者向けに受入環境

整備啓発 

○外国人旅行者受入環境整備促進 

・観光関係事業者向けの電話通訳、多言

語表記を支援するための翻訳サービ

スや外国人旅行者からの問い合わせ

に対応する愛知県多言語コールセン

ターの運営 

・インターネット環境の利便性向上、災

害時の情報収集支援のための無料公

衆無線 LAN に簡易に接続できる多言

語対応アプリの配信・保守管理 

 

 

 

 

 

 

・県内観光関係事業者向けに受入環境

整備啓発 

・宿泊事業者に対する衛生管理の改善
に係る設備導入等への補助 

 ＊補助金交付件数 319件 

  

・インバウンド需要の回復に向け、衛生
管理の徹底・改善を図る外食事業者
に対する施設整備支援 

  ＊1事業者 

○外国人旅行者受入環境整備促進 

・観光関係事業者向けの電話通訳、多言

語表記を支援するための翻訳サービ

スや外国人旅行者からの問い合わせ

に対応する愛知県多言語コールセン

ターの運営 

・インターネット環境の利便性向上、災

害時の情報収集支援のための無料公

衆無線 LAN に簡易に接続できる多言

語対応アプリの配信・保守管理 

・既存アクセスマップを活用して位置

情報を連動させたデジタルマップを

構築 

＊対応言語を日本語、英語、中国語（繁

体字）としたデジタルマップを公開

（1月） 

・県内観光関係事業者向けに受入環境

整備啓発 

・宿泊事業者に対する衛生管理の改善
やワーケーションへの対応等に係る
設備導入等への補助 

 ＊補助金交付件数345件 

○外国人旅行者受入環境整備促進 

・観光関係事業者向けの電話通訳、多言

語表記を支援するための翻訳サービ

スや外国人旅行者からの問い合わせ

に対応する愛知県多言語コールセン

ターの運営 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

186 

昇龍道プロジェクトな

ど広域観光の推進 

観光コンベ

ンション局 

○テーマ性やストーリー性を持った観光

ルートの開発 

 ・昇龍道日本銘酒街道推進会議への参画 

 ・産業観光・武将観光の推進 

○アジア諸国等をターゲットとしたトッ

プセールスや PR 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した旅行会社・メディアの

招請等 

＊メディア等招請3回 

 

 

・一般社団法人中央日本総合観光機構、

昇龍道プロジェクト推進協議会と連

携した旅行会社・メディアの招請等 

 ＊旅行会社・メディア招請1回 

 ＊旅行会社商談会出展、セールスコ

ール 1回 

○テーマ性やストーリー性を持った観光

ルートの開発 

 ・昇龍道日本銘酒街道推進会議への参画 

 ・産業観光・武将観光の推進 

○アジア諸国等をターゲットとしたトッ

プセールスや PR 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携したメディアの招請等 

 ＊メディア等招聘 4回 

 ＊現地旅行会社向けオンラインセミ

ナー1回 35社参加 

 ＊現地ニュースリリース配信30媒体 

・一般社団法人中央日本総合観光機構、

昇龍道プロジェクト推進協議会と連

携した旅行会社・メディアの招請等 

 ＊オンライン商談会1回 

○テーマ性やストーリー性を持った観光

ルートの開発 

・昇龍道日本銘酒街道推進会議への参画 

・産業観光・武将観光の推進 

○アジア諸国等をターゲットとしたトッ

プセールスや PR 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した旅行会社・メディアの

招請等 

 ＊メディア等招請 9回 

 

 

・一般社団法人中央日本総合観光機構、

昇龍道プロジェクト推進協議会と連

携した旅行会社・メディアの招請等 

 ＊オンライン商談会1回 

○テーマ性やストーリー性を持った観光

ルートの開発 

・昇龍道日本銘酒街道推進会議への参画 

・産業観光・武将観光の推進 

○アジア諸国等をターゲットとしたトッ

プセールスや PR 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した東海エリアの観光コン

テンツを活用したプロモーション等 

 

 

 

・一般社団法人中央日本総合観光機構、

昇龍道プロジェクト推進協議会と連

携した旅行会社・メディアの招請等 

 

（16） 

愛知県国際展示場

「Aichi Sky Expo」（延

床面積 9万㎡）の整備

（2019年 8月開業）と

国際的な MICEの誘致、

官民連携による新たな

展示会需要の創出、国

際観光都市を目指した

取組（再掲） 

政策企画局 

経済産業局

観光コンベ

ンション局 

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の整備・運営 

 建築工事の実施、引渡 

 官民が連携した運営体制の構築 

 プロモーションツールの作成、誘致・

営業、施設の保守管理等の開業準備

業務 

 開業式典・オープニングイベントの開

催（8月） 

＊開業式典：約 1,200人参加 

  ＊オープニングイベント：約 35,000

人来場 

 コンセッション方式による運営 

 

 展示会産業振興基金の設置 

・官民連携組織による事業の実施 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で新たな

国際産業展を立ち上げていくため

の覚書を締結 

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の運営 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

援等 

 ・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

 ・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で締結し

た覚書に基づく取組について、協議

し、新たな国際産業展の立ち上げを

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsとの間で締結し

た覚書に基づく取組について、協議

し、新たな国際産業展の立ち上げを

○愛知県国際展示場 

「Aichi Sky Expo」（延床面積 9万㎡）

の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コンセッション方式による運営の支

援等 

・展示会産業振興基金による支援 

・官民連携組織による催事開催支援等 

・展示会の需要創造 

＊世界有数の主催運営会社であるフ

ランスの GLeventsが、県との間で

締結した覚書に基づき、新たな国際

産 業 展 （ Smart Manufacturing 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光・産業・物産をテーマとした県内

観光資源の PR  

 ・愛知・知多半島マーケット 2020の開

催（1月） 

＊15,376名来場 

○地域一丸となった MICE誘致 

 ・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」に

よる MICE誘致の取組の推進 

 ＊MICEセミナー開催、参加者 103名  

 

＊国内MICE見本市（IME）への出展 

＊海外MICE見本市（IBTM World（ス

ペイン・バルセロナ））への出展 

＊海外セミナー・商談会への参加（イ

ンドネシア・マレーシア・ベトナム・

フィリピン・シンガポール） 

＊東京都との都市間連携ファムトリ

ップの実施 

＊MICE説明会の開催 参加者93名 

＊MICE国内商談会・招請事業への参加  

＊大規模MICEへのおもてなし等支援  

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品）

の作製 

＊テクニカルビジット(産業視察)メ

ニューの開発 

 

＊MICE施設ガイドの更新 等 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology 

& Tradition」を掲げた海外 MICEプ

ロモーションの展開 

 

目指す 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光・産業・物産フェアの開催 

 ・Aichi Sky Expo Outdoor Discovery 

    2021の開催(1月) 

  ＊4,186名来場 

 

○地域一丸となった MICE誘致 

・「愛知・名古屋 MICE 推進協議会」に

よる MICE誘致の取組の推進 

＊MICE セミナー開催（ブレジャーセ

ミナーと共催）参加者60名  

＊国内MICE見本市（IME）への出展 

 

 

 

 

 

＊東京都との都市間連携オンライン

海外 PRの実施 

 

 

 

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品･

感染症対策衛生資材）の作製 

＊テクニカルビジット(産業視察)の

モデルコース及び紹介動画の作成、

PRパンフレットの制作 

＊ホテルガイドの更新 等 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology 

& Tradition」を掲げた海外 MICEプ

ロモーションの展開 

 

目指す 

 

・音楽コンサート開催支援事業費補助

金による開催支援 

 ＊補助金交付件数 5件 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

催事に対し感染防止対策を施した飲

食エリアを提供するモデル事業を実

施 

 
 

 

 

 

○地域一丸となった MICE誘致 

 ・「愛知・名古屋 MICE推進協議会」に

よる MICE誘致の取組の推進 

＊MICE セミナー開催（ブレジャーセ

ミナーと共催）参加者42名 

＊国内 MICE見本市（IME）への出展 

 

 

＊海外オンラインセミナー・商談会へ

の参加（中国・タイ・インドネシア・

シンガポール・台湾） 

＊東京都との都市間連携オンライン

海外 PRの実施 

 

＊MICEニュースレターの発信 

＊大規模 MICEへのおもてなし等支援 

＊ギブアウェイ（参加者向け記念品）

の作製 

＊テクニカルビジット（産業視察）PR

オンラインツアーの実施、PR 動画

の作成 

＊ミーティングプランナーズガイド

の更新 等 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology 

& Tradition」を掲げた海外 MICEプ

ロモーションの展開 

 

Summit by Global Industrie）の

2024年3月の開催を発表 

 

 

 

・Aichi Sky Expoにおいて開催される

催事に対し感染防止対策を施した飲

食エリアを提供するモデル事業を実

施 

 

 

 

 

 

○地域一丸となった MICE誘致 

 ・「愛知・名古屋 MICE 推進協議会」に

よる MICE誘致の取組の推進 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「“Heart”of JAPAN ～ Technology 

& Tradition」を掲げた海外 MICE プ

ロモーションの展開 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○MICE を核とした国際観光都市の実現

に向けた調査研究 

 ・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○MICE を核とした国際観光都市の実現

に向けた調査研究 

 ・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○スーパーシティ構想の推進 

・あいち・とこなめスーパーシティ構想 

基本的な考え方（案）の公表 

 

 

 

○MICE を核とした国際観光都市の実現

に向けた調査研究 

・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○スーパーシティ構想の推進 

・構想を国に提案 

・ビジネスモデルの検討 

・中部国際空港島及び周辺地域にお 

ける 5G の提供エリアの早期拡大や

5Gを活用した先端サービスの社会実

装の実現に関する連携協定を通信事

業者等と締結（3月） 

○SDGs関連国際会議の支援 

・国連地域開発センター、環境省、国土

交通省が主催するSDGs関連国際会議

の支援 

会期：10月 18日～20日 

＊約 1,100名参加（現地参加及びオン

ライン参加） 

○MICEを核とした国際観光都市の実現

に向けた調査研究 

・魅力ある国際観光都市としての機能

整備の具体化に向けた検討 

○スーパーシティ構想の推進 

・ビジネスモデルの検討 

・実証実験の実施 

・「あいちデジタルアイランドプロジ

ェクト」による中部国際空港島及び

周辺地域における 5G 等デジタル技

術の活用に向けた取組の推進 

 

○グローバルインダストリー日本版 

（Smart Manufacturing Summit by Global 

Industrie）の開催に向けた支援 

・Aichi Sky Expo運営事業者の代表企

業であるGLイベンツが主催するグロ

ーバルインダストリー日本版（Smart 

Manufacturing  Summit  by  Global 

Industrie）の開催に向けた支援 

開催時期：2024年3月 

（172） 

あいち航空ミュージア

ムを活用したモノづく

り観光及び次代の人材

育成の推進（再掲） 

都市・交通局 

 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

 ＊航空学校合同説明会の開催 

  15の学校・団体が出展、約 500名

の学生・保護者が参加 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

＊映像コンテンツ オリエンテーショ

ンシアターの新規映像を製作 

 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

＊愛知・岐阜・三重広域観光推進協議

会が開催する｢あいち・ぎふ・みえ 

見にトリップ×戦トリップ(産業・

武将観光）スタンプラリーに参画 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

＊航空学校合同説明会（オンライン）

の開催 

県内全ての中学・高等学校に周知 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

＊愛知・岐阜・三重広域観光推進協議

会が開催する｢あいち・ぎふ・みえ 

見にトリップ×戦トリップ(産業・

武将観光）スタンプラリーに参画 

○あいち航空ミュージアムの運営 

・指定管理者によるミュージアム運営 

・次代の航空機産業を担う人材育成推

進のためのコンテンツやイベントの

企画・実施 

・新機体（T-4ブルーインパルス）の展

示等 

 

・航空機産業をベースとした産業観光

の強化 

 

187 

国の重要文化財である

愛知県庁・名古屋市役

所の観光資源化 

総務局 

県民文化局 

観光コンベ

ンション局 

○庁舎開放の推進 

 ・本庁舎公開イベント（文化の日）に

おいて本庁舎の一般公開等を実施 

 

 

○庁舎開放の推進 

 ・本庁舎公開イベント（文化の日）に

おいて本庁舎の一般公開等を実施 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○庁舎開放の推進 

 ・本庁舎公開イベント（文化の日）に

おいて本庁舎の一般公開等を実施 

  ＊新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○庁舎開放の推進 

 ・本庁舎公開イベント（文化の日）にお

いて本庁舎の一般公開等を実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

○建造物の適切な維持・保存等 

 ・保存活用計画に沿った保存と活用の

推進 

 ・庁舎保存活用のための県市間の情報

共有 

 ・本庁舎屋根修理計画の策定 

○フィルムコミッションへの積極的な活

用の推進 

・映画やドラマなどの撮影の誘致・観光

資源としての PR 

＊県庁でのロケ 5件 

○建造物の適切な維持・保存等 

 ・保存活用計画に沿った保存と活用の

推進 

 ・庁舎保存活用のための県市間の情報

共有 

 ・本庁舎屋根修理詳細計画の策定 

○フィルムコミッションへの積極的な活

用の推進 

・映画やドラマなどの撮影の誘致・観 

光資源としての PR 

＊県庁でのロケ 3件 

○建造物の適切な維持・保存等 

 ・保存活用計画に沿った保存と活用の

推進 

 ・庁舎保存活用のための県市間の情報

共有 

 

○フィルムコミッションへの積極的な活

用の推進 

・映画やドラマなどの撮影の誘致・観光

資源としての PR 

 ＊県庁でのロケ2件 

○建造物の適切な維持・保存等 

 ・保存活用計画に沿った保存と活用の

推進 

 ・庁舎保存活用のための県市間の情報

共有 

 ・本庁舎屋根保存修理工事の実施 

○フィルムコミッションへの積極的な活

用の推進 

・映画やドラマなどの撮影の誘致・観光

資源としての PR 

188 

アジアからの着地型観

光の強化 

観光コンベ

ンション局 

○訪日プロモーションの実施 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した体験型観光の促進 

＊メディア等招請3回 

○訪日プロモーションの実施 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した体験型観光の促進 

＊メディア等招請4回 

＊現地旅行会社向けオンラインセミ

ナー1回 35社参加 

＊現地ニュースリリース配信30媒体 

○訪日プロモーションの実施 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した体験型観光の促進 

 ＊メディア等招請 9回 

○訪日プロモーションの実施 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会と連携した東海エリアの観光コン

テンツを活用したプロモーション等 

189 

グリーンツーリズム、

ベイツーリズムなどあ

いちの魅力をフルに生

かした観光強化策の実

施 

総務局 

観光コンベ

ンション局 

農業水産局 

○三河山間地域の魅力発信及び誘客促進 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

 ＊テレビ・ウェブ・SNSを活用したPR 

 ＊スマホアプリを活用した地域周遊

型誘客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報の発信 

 ＊テレビ・ラジオ・SNS等を活用した

PR 

 ＊プレスツアー2回実施 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 

 

・離島三島の特徴を活かして開発した

戦略産品の PR 

 ＊課題解決検討会議24回開催 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 ＊試食販売会の実施 

 

○三河山間地域の魅力発信及び誘客促進 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

＊テレビ・ウェブ・SNSを活用したPR 

＊スマホアプリを活用した地域周遊

型誘客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報の発信 

＊島会議参加者との調理体験による

PR 

＊ラジオ・SNS等を活用したPR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける

PRの実施 

 

 

 

 

 

 

○三河山間地域の魅力発信及び誘客促進 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と交

流体験イベントの実施 

＊雑誌・ウェブ・SNSを活用した PR 

＊オンラインによる交流体験イベン

トの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊SNS等を活用した PR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける

PRの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

○三河山間地域の魅力発信及び誘客促進 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

 

 

 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知県大型観光キャンペーンを通じ

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

・着地型観光プログラム販売事業者と連

携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーション

を実施：11件 

 

 

 

 

 

 

 

○グリーンツーリズム・ベイツーリズム

の普及・情報発信、交流の促進 

・グリーンツーリズムの情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

16地域78社101人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進  

＊着地型観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：5件 

＊ナイト観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：8件 

 

 

 

 

○グリーンツーリズム・ベイツーリズム

の普及・情報発信、交流の促進 

・グリーンツーリズムの情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

9地域 130社130人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成 

 ＊セミナー修了者 11名 

○グリーンツーリズム・ベイツーリズム

の普及・情報発信、交流の促進 

・グリーンツーリズムの情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 

 

 

 

・高付加価値な観光プログラムの開発・

促進 

 

 

 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成 

 

○グリーンツーリズム・ベイツーリズム

の普及・情報発信、交流の促進 

・グリーンツーリズムの情報発信 

・「食と花の街道」の認定 

190 

有料道路コンセッショ

ンを通じた知多半島・

セントレア等の観光強

化 

観光コンベ

ンション局 

建設局 

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア

等の改築事業や地域活性化事業の推進 

＊りんくうインターチェンジ第 2 出

口の新設（2月） 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知県大型観光キャンペーンを通じ

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

・着地型観光プログラム販売事業者と

連携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーション

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア 

等の改築事業や地域活性化事業の推進 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

  ＊観光商談会（ウェブ） 

   16地域 78社 101人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進  

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア 

等の改築事業や地域活性化事業の推進 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

9地域 130社130人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

○民間事業者による創意工夫を活かした

運営等による利便性の向上、地域の活

性化等の推進 

・コンセッションの実施 

・インターチェンジ、パーキングエリア 

等の改築事業や地域活性化事業の推進 

＊大府パーキングエリア（下り）をオ

ープン（5月） 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 

 

 

 

・高付加価値な観光プログラムの開発・

促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

を実施：11件 

 

 

 

○観光・産業・物産をテーマとした県内

観光資源の PR 

 ・愛知・知多半島マーケット 2020の開

催（1月） 

  ＊15,376名来場 

＊着地型観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：5件 

＊ナイト観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：8件 

 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

191 

2019年G20外務大臣会

合の成功への取組や、

愛知・名古屋の魅力発

信 

政策企画局 ○G20外務大臣会合の成功に向けた取組 

・各国政府関係者及びメディア関係者

のスムーズな受入の実現 

 ＊29か国・地域の外務大臣等が参加 

・地元における開催機運の醸成 

○G20 外務大臣会合の開催を契機とした

愛知・名古屋の魅力発信 

・愛知・名古屋の国際的知名度向上を図

るため、各国政府関係者及びメディ

ア関係者に地域の魅力をアピール 

 ＊記念品、花等の贈呈 日本を除く

全参加国の外務大臣等28名 

 ＊コングレスバッグ（三河木綿製）の

配布 各国代表団600個、報道関係

者400個 

 ＊プレスツアーの実施 

  掲載記事 14本 

   

 

（2）あいちの魅力発信 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

192 

「なごやめし」の国内

外における戦略的 PR 

観光コンベ

ンション局 

○なごやめしの普及促進 

・「なごやめし普及促進協議会」を通じ

た「なごやめし」の魅力の国内外への

発信 

＊公式HP、SNSによる情報発信 

＊なごやめし普及協力企業・店舗の募

集 204社、2,217事業所 

＊なごやめし飲食店 MAP（日本語・英

語）の作成 

＊各種イベントへの出展 

○なごやめしの普及促進 

・「なごやめし普及促進協議会」を通じ

た「なごやめし」の魅力の国内外への

発信 

＊公式HP、SNSによる情報発信 

＊なごやめし普及協力企業・店舗の 

募集 213社、2,281事業所 

＊HPへのデリバリー、テイクアウト、

オンライン販売情報追加 

＊なごやめしスタンプラリーの実施 

○なごやめしの普及促進 

・「なごやめし普及促進協議会」を通じ

た「なごやめし」の魅力の国内外への

発信 

＊公式 HP、SNSによる情報発信 

＊なごやめし普及協力企業・店舗の 

募集 219社、2,288事業所 

＊なごやめし総選挙の実施 

○なごやめしの普及促進 

・「なごやめし普及促進協議会」を通じ

た「なごやめし」の魅力の国内外への

発信 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

193 

名古屋コーチン、抹茶、

小麦「きぬあかり」な

どあいちの農林水産物

のブランド力強化と需

要拡大 

農業水産局 ○PR 活動の推進 

・SNS の活用による県産農林水産物の

PR、県産農林水産物を使用したメニ

ュー開発等による販路拡大 

 

・県産農林水産物（名古屋コーチン、花、

抹茶、小麦、あさり、うなぎ等)の消

費拡大イベント等による魅力発信と

需要創出 

・全国お茶まつりの開催 

＊品評会出品点数 8部門 920点 

＊式典参加者 820名 

＊PRイベント来場者 約 4万名 

 

 

 

 

・本県が開発した「夕焼け姫（カンキツ

新品種）」と「かがり弁ギク」の知名

度向上 

＊「夕焼け姫」シンボルマーク商標出

願(11月) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○PR 活動の推進 

・SNS の活用による県産農林水産物の

PR、県産食材を使用したメニューキ

ャンペーンの開催等による販路拡大 

 

・県産農林水産物（名古屋コーチン、花、

抹茶、小麦、あさり、うなぎ等)の消

費拡大イベント等による魅力発信と

需要創出 

･「第15回食育推進全国大会inあいち」

会場内への県産農林水産物PRブース

の設置 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

・本県が開発した「夕焼け姫（カンキツ

新品種）」、「瑞月（愛知梨 3号）」、「か

がり弁ギク」及び「愛ひとつぶ（新ブ

ランド米）」の知名度向上 

＊「夕焼け姫」シンボルマーク商標登

録(11月) 

＊「瑞月（愛知梨 3号）」ブランド名

商標出願(3月) 

＊「かがり弁ギク」白鳥庭園（11月）

やあいち航空ミュージアム（2月）

で展示 

＊「愛ひとつぶ」シンボルマーク商標

出願（4月） 

 

 

 

・「みかわ牛」のブランド力強化 

 ＊「みかわ牛銘柄推進協議会」の設立

（9月） 

○PR 活動の推進 

・SNS の活用による県産農林水産物の

PR、企業やスポーツ団体等とのコラ

ボレーションによる知名度向上とイ

メージアップ 

・県産農林水産物（名古屋コーチン、花、

抹茶、小麦、あさり、うなぎ等)の消

費拡大イベント等による魅力発信と

需要創出 

 

 

 

・加工・販売業者による名古屋コーチン

の商品開発及び販売の促進 

 

 

 

・本県が開発した「夕焼け姫（カンキツ

新品種）」、「瑞月（愛知梨 3号）」、「か

がり弁ギク」及び「愛ひとつぶ（ブラ

ンド米）」の知名度向上 

＊「かがり弁ギク」首都圏の生花店で

オンラインワークショップの開催（11

月）、首都圏の商業施設での装飾展示

（1月） 

 

 

 

＊「愛ひとつぶ」シンボルマーク商標

登録（11月） 

 

・ICT等の次世代技術を活用した「愛ひ

とつぶ」の栽培技術の現場定着 

・「みかわ牛」のブランド力強化 

 

 

○PR 活動の推進 

・あいちの農林水産物のイメージアッ

プを図るための県内外に向けた情報

発信やPRイベント、販売促進フェア

等の開催 

・県産農林水産物（名古屋コーチン、花、

抹茶、小麦、とらふぐなど水産物)の

消費拡大イベント等による魅力発信

と需要創出 

･「第17回食育推進全国大会inあいち」

会場内への県産農林水産物PRブース

の設置 

・いいともあいちネットワーク会員を

始めとする県内事業者に対する「食」

と「農」に特化した商談会への出展支

援及びいいともあいちおもてなしコ

ーナーの設置 

・本県が開発した「夕焼け姫（カンキツ

新品種）」、「瑞月（ニホンナシ新品

種）」、「いちご新品種」及び「愛ひと

つぶ（ブランド米）」の知名度向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ICT等の次世代技術を活用した「愛ひ

とつぶ」の栽培技術の現場定着 

・「みかわ牛」のブランド力強化 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○地理的表示(GI)保護制度登録の支援 

・農林水産物等の登録支援 

○地理的表示(GI)保護制度登録の支援 

・農林水産物等の登録支援 

○地理的表示(GI)保護制度登録の支援 

・農林水産物等の登録支援 

○地理的表示(GI)保護制度登録の支援 

・農林水産物等の登録支援 

194 

訪日外国人に対する愛

知の農業のプロモーシ

ョン（農林水産業・農

林水産物） 

農業水産局 ○インバウンドに対する需要の喚起 

・インバウンド対応店の調査・検証 

・ウェブ等による情報発信 

・モデルツアーの実施 

○インバウンドに対する需要の喚起 

・インバウンド対応体制の整備 

・インバウンドに対するプロモーショ     

ン  

○インバウンドに対する需要の喚起 

・インバウンド対応体制の整備 

・インバウンドに対するプロモーショ

ン  

・農業観光ルートの創出 

○インバウンドに対する需要の喚起 

・インバウンド対応体制の整備 

・インバウンドに対するプロモーショ

ン 

・農業観光ルートの広報 

（83） 

伊勢湾・三河湾の海の

幸を生かしたグルメの

発信（再掲） 

総務局 

観光コンベ

ンション局 

農業水産局 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関するPR 活

動の推進 

・SNS の活用による県産水産物の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

 ＊テレビ・ラジオ・SNS等を活用した

PR 

 ＊プレスツアー2回実施 

 ＊イベント出展における PRの実施 

・離島三島の特徴を活かして開発した

戦略産品の PR 

 ＊課題解決検討会議24回開催 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 ＊試食販売会の実施 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知県大型観光キャンペーンを通じ

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

・着地型観光プログラム販売事業者と

連携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーション

を実施：11件 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関するPR 活

動の推進 

・SNS の活用による県産水産物の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊島会議参加者との調理体験による 

 PR 

＊ラジオ・SNS等を活用したPR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける 

PRの実施 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

16地域78社101人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進  

＊着地型観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：5件 

＊ナイト観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：8件 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関するPR 活

動の推進 

・SNS の活用による県産水産物の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊SNS等を活用した PR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける

PRの実施 

 

 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

9地域 130社130人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 

 ＊セミナー参加者数46名（申込時点） 

○伊勢湾・三河湾の海の幸に関するPR 活

動の推進 

・SNS の活用による県産水産物の情報発信 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・

篠島）の暮らしや魅力の情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 

 

 

 

・高付加価値な観光プログラム販売の

開発・促進 

 

 

 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

195 

訪日外国人への日本酒

販売促進 

観光コンベ

ンション局 

経済産業局 

○日本酒販売促進の支援 

・首都圏、県内での知名度向上支援 

 

・日本酒等販売促進会議の開催 

○「昇龍道日本銘酒街道推進会議」への参

画 

○日本酒販売促進の支援 

・首都圏、県内での知名度向上支援 

 

・日本酒等販売促進会議の開催 

○「昇龍道日本銘酒街道推進会議」への参

画 

○日本酒販売促進の支援 

・首都圏等大都市圏、県内での知名度向

上支援 

・日本酒等販売促進会議の開催  

○「昇龍道日本銘酒街道推進会議」への参

画 

○日本酒販売促進の支援 

・首都圏等大都市圏、県内での知名度向

上支援 

・日本酒等販売促進会議の開催 

○「昇龍道日本銘酒街道推進会議」への参    

 画 

196 

ポップカルチャーの聖

地化戦略等による地域

の活性化 

観光コンベ

ンション局 

○ポップカルチャーを活用した地域活性化 

・「あいちポップカルチャーフェスティ

バル」の開催 

＊7,200名参加 

 

 

・世界コスプレサミットの開催支援 

○ポップカルチャーを活用した地域活性化 

・「あいちポップカルチャーフェスティ

バル」の開催 

＊AICHI IMPACT！2021 内にて合同で

オンライン開催 

 

・世界コスプレサミットの開催支援 

○ポップカルチャーを活用した地域活性化 

・「あいちポップカルチャーフェスティ

バル」の開催 

 ＊世界コスプレサミットと併催 

 ＊2日間で約 15,000人参加（観客含

む） 

・世界コスプレサミットの開催支援 

○ポップカルチャーを活用した地域活性化 

・「あいちポップカルチャーフェスティ

バル」の開催 

 ＊8月開催予定 

 

 

・世界コスプレサミットの開催支援 

197 

大高緑地のイベント施

設の整備など、県営公

園の民間活力の活用な

どによる魅力向上 

都市・交通局 ○大高緑地若草山周辺広場の整備 

・芝生広場整備工事 

○県営都市公園における民間活力導入 

【大高緑地】 

・C・Dプール跡地の利活用検討・調整 

 

 

【小幡緑地】 

・民活導入施設の検討・調整 

 

【その他県営公園】 

・民活導入について事業化検討・調整 

○大高緑地若草山周辺広場の整備 

 ・芝生広場整備工事 

○県営都市公園における民間活力導入 

【大高緑地】 

 ・C・Dプール跡地の利活用検討・調整 

 

 

【小幡緑地】 

 ・民活導入施設の調整及び関連施設整備  

 

【その他県営公園】 

 ・民活導入について事業化検討・調整 

○大高緑地若草山周辺広場の整備 

・芝生広場整備工事 

○県営都市公園における民間活力導入 

【大高緑地プール跡地】 

・民活導入施設の検討・調整 

＊マーケットサウンディングを実施 

（10月～3月） 

【小幡緑地】 

・民活導入施設のオープン 

 ＊「オバッタベッタ」オープン（4月） 

【その他県営公園】 

・6公園の民活導入施設の検討・調整 

＊マーケットサウンディングを実施 

（10月～3月） 

○大高緑地若草山周辺広場の整備 

・芝生広場整備工事（10月完了予定） 

○県営都市公園における民間活力導入 

【大高緑地プール跡地】 

・民活導入施設の事業者を公募 

 

 

 

 

 

【その他県営公園】 

・6公園の民活導入施設の検討・調整 

 

198 

愛知県フィルムコミッ

ション協議会を核とし

たロケの誘致を通じた

地域活性化 

観光コンベ

ンション局 

○映画やドラマなどの撮影の誘致、ロケ

地となった場所の観光資源としてのPR 

・ジャパンフィルムコミッション（JFC）

主催のロケ地フェアへの出展等 

・ロケ地マップの作成、パネル展等による

情報発信 

＊ロケ地マップ2種作成 

＊パネル展2回開催 

○映画やドラマなどの撮影の誘致、ロケ

地となった場所の観光資源としてのPR 

・ジャパンフィルムコミッション（JFC）

主催のロケ地フェアへの出展等 

・ロケ地マップの作成等による情報発信 

 ＊ロケ地マップ3種作成 

○映画やドラマなどの撮影の誘致、ロケ

地となった場所の観光資源としてのPR 

・ジャパンフィルムコミッション（JFC）

主催のロケ地フェアへの出展等 

・ロケ地マップの作成、パネル展等による

情報発信 

 ＊ロケ地マップ2種作成 

○映画やドラマなどの撮影の誘致、ロケ

地となった場所の観光資源としてのPR 

・ジャパンフィルムコミッション（JFC）

主催のロケ地フェアへの出展等 

・ロケ地マップの作成、パネル展等による

情報発信 
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（3）地方創生（三河山間地域・三河湾地域） 

① 三河山間地域の振興 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

199 

都市部との連携促進に

よる小規模高齢化集落

への支援、三河山間地

域のなりわい・ひとづ

くりの推進 

総務局 

 

○小規模高齢化集落への支援、三河山間

地域のなりわい・ひとづくりの推進 

 ・外部人材と地域とのマッチング体制

の整備 

  

 

・三河山間地域の仕事（なりわい）づくりに

取り組む「なりわい実践者」の募集 

○小規模高齢化集落への支援、三河山間

地域のなりわい・ひとづくりの推進 

 ・外部人材と地域とのマッチング体制

の整備 

  

 

・三河山間地域の仕事（なりわい）づくりに

取り組む「なりわい実践者」の募集 

○小規模高齢化集落への支援、三河山間

地域のなりわい・ひとづくりの推進 

 ・外部人材と地域とのマッチング体制

の整備 

  ＊兼業・副業・プロボノ人材と企業

のマッチング 5件 

・三河山間地域の仕事（なりわい）づくり

に取り組む「なりわい実践者」の募集 

・三河山間地域又は離島を抱え、財政力

の弱い市町村等が行う社会資本の整

備等に対して、資金の貸付けを実施 

  ＊貸付額決定件数 4件（2月） 

＊執行率   98.5％ 

○小規模高齢化集落への支援、三河山間

地域のなりわい・ひとづくりの推進 

 ・外部人材と地域とのマッチング体制

の整備 

 

 

・三河山間地域が抱える課題の解決に取

り組む「アントレワーク実践者」の募集 

・三河山間地域又は離島を抱え、財政力

の弱い市町村等が行う社会資本の整

備等に対して、資金の貸付けを実施 

 （貸付額決定時期 2月） 

200 

豊かな自然、文化、食

等を生かした交流居住

の活性化 

総務局 ○都市部と山間地域との交流推進 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した地域の土産品

等の PR 

・「愛知県交流居住センター」を核とし

た交流イベントの実施 

○都市部と山間地域との交流推進 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した地域の土産品

等の PR 

・「愛知県交流居住センター」を核とし

た交流イベントの実施 

○都市部と山間地域との交流推進 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と交

流体験イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した地域の土産品

等の PR  

○都市部と山間地域との交流推進 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した地域の土産品

等の PR  

201 

三河山間地域の活性化

につながる新たなファ

ン・サポーター層の創

出 

総務局 ○三河山間地域の魅力発信及び誘客促進 

 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

 ＊テレビ・ウェブ・SNSを活用した PR 

 ＊スマホアプリを活用した地域周遊

型誘客イベントの実施 

 

 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○三河山間地域の魅力発信、誘客促進及

び関係人口の創出 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

＊テレビ・ウェブ・SNSを活用したPR 

＊スマホアプリを活用した地域周遊

型誘客イベントの実施 

・地域住民の活動を応援する「あいちの

山里サポーター」の募集 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

〇三河山間地域の魅力発信、誘客促進及

び関係人口の創出 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と交

流体験イベントの実施 

＊雑誌・ウェブ・SNSを活用した PR 

＊オンラインによる交流体験イベン

トの実施 

・SNS 等を活用した外部人材とのマッ

チング 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○三河山間地域の魅力発信、誘客促進及

び関係人口の拡大 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

 

 

 

 

 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

202 

東三河人口問題連絡会

議による人口問題の検

討 

東三河総局 ○人口問題の検討 

・東三河地域の人口問題への取組に向

けた検討 

＊東三河人口問題連絡会議2回開催 

・東三河の市町村が策定した地方版人

口ビジョン・総合戦略の推進及び次

期総合戦略等の策定支援 

＊8市町村・広域連合 

○人口問題の検討 

・東三河地域の人口問題への取組に向

けた検討 

＊東三河人口問題連絡会議1回開催 

・東三河の市町村の移住定住に係る取

組や関係人口の増加に係る取組につ

いて情報共有及び意見交換 

＊8市町村・広域連合 

○人口問題の検討 

・東三河地域の人口問題への取組に向

けた検討 

 ＊東三河人口問題連絡会議1回開催 

・東三河地域の関係人口、移住・定住の

創出について情報共有及び意見交換 

 ＊8市町村・広域連合 

○人口問題の検討 

・東三河地域の人口問題への取組に向

けた検討 

 ＊東三河人口問題連絡会議1回開催 

・東三河地域の関係人口、移住・定住の

創出について情報共有及び意見交換 

  ＊8市町村・広域連合 

203 

バス路線等生活交通の

維持・確保 

総務局 

建設局 

都市・交通局 

○山間地域バスの路線維持 

 ・過疎バス路線維持事業による支援 

  ＊37路線 

 ・バス運行対策事業による支援 

  ＊5系統 

○主要幹線道路の整備推進 

 ・国道 257、420号等の整備 

 

 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道路

の整備促進 

 ・国道 153号伊勢神改良等の整備 

○山間地域バスの路線維持 

・過疎バス路線維持事業による支援 

  ＊37路線 

・バス運行対策事業による支援 

  ＊5系統 

○主要幹線道路の整備推進 

 ・国道 257、420号等の整備 

 

 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道路

の整備促進 

 ・国道 153号伊勢神改良等の整備 

○山間地域バスの路線維持 

・過疎バス路線維持事業による支援 

  ＊37路線 

・バス運行対策事業による支援 

＊6系統 

○主要幹線道路の整備推進 

 ・国道 257、420号等の整備 

 ＊国道 257号(清崎工区)一部供用 

(2月) 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道路

の整備促進 

・国道153号伊勢神改良等の整備 

○山間地域バスの路線維持 

・過疎バス路線維持事業による支援 

 

・バス運行対策事業による支援 

 

○主要幹線道路の整備推進 

 ・国道 257、420号等の整備 

 

 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道路

の整備促進 

・国道153号伊勢神改良等の整備 

204 

へき地医療の確保・充

実 

保健医療局 ○へき地に勤務する医師の確保 

・自治医科大学卒業の医師の派遣 

  ＊17名派遣 

・へき地医療支援機構の運営 

・へき地医療拠点病院が行う巡回診療

及び医師派遣への助成 

  ＊4医療機関 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

 ＊4医療機関 

・へき地診療所の運営に対する支援 

 ＊6医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

 ＊3名 

○へき地に勤務する医師の確保 

・自治医科大学卒業の医師の派遣 

＊16名派遣 

・へき地医療支援機構の運営 

・へき地医療拠点病院が行う巡回診療

及び医師派遣への助成 

＊4医療機関 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

＊4医療機関 

・へき地診療所の運営に対する支援 

＊6医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

＊4名 

○へき地に勤務する医師の確保 

 ・自治医科大学卒業の医師の派遣 

  ＊17名派遣 

・へき地医療支援機構の運営 

・へき地医療拠点病院が行う巡回診療 

 及び医師派遣への助成 

＊6医療機関 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

 ＊6医療機関 

・へき地診療所の運営に対する支援 

  ＊6医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

  ＊3名 

○へき地に勤務する医師の確保 

 ・自治医科大学卒業の医師の派遣 

   

・へき地医療支援機構の運営 

・へき地医療拠点病院が行う巡回診療 

 及び医師派遣への助成 

 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

  

・へき地診療所の運営に対する支援 

   

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 
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② 三河湾地域の振興（両半島・離島を含む） 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

205 

半島・離島の一体的な

振興の推進 

総務局 ○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報の発信 

＊テレビ・ラジオ・SNS等を活用したPR 

 ＊プレスツアー2回実施 

 ＊イベント出展における PRの実施 

・離島三島の特徴を活かして開発した

戦略産品の PR 

 ＊課題解決検討会議24回開催 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 ＊試食販売会の実施 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報の発信 

＊島会議参加者との調理体験によるPR 

＊ラジオ・SNS等を活用したPR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける 

PRの実施 

 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊SNS等を活用した PR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける 

PRの実施 

 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報発信 

 

 

○関係人口の持続化等に向けた取組 

・地域の協働・連携の在り方の検討、課

題解決のための勉強会・先進事例調

査等 

・民間企業等のニーズ調査 

・民間企業等とあいちの離島の地域課

題解決に向けたマッチング 

206 

離島振興（食などの観

光資源を生かした PR

イベントの開催・支援） 

総務局 ○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報の発信 

 ＊テレビ・ラジオ・SNS等を活用した

PR 

 ＊プレスツアー2回実施 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 

・離島三島の特徴を活かして開発した

戦略産品の PR 

 ＊課題解決検討会議24回開催 

 ＊イベント出展における PRの実施 

 ＊試食販売会の実施 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・篠

島）の暮らしや魅力の情報の発信 

＊島会議参加者との調理体験によるPR 

＊ラジオ・SNS等を活用したPR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける 

PRの実施 

 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・

篠島）の暮らしや魅力の情報発信 

＊SNS等を活用した PR 

＊YouTube、雑誌を活用したPR 

＊イベント、キャンペーンにおける

PRの実施 

 

○あいちの離島の魅力発信 

・あいちの離島（佐久島・日間賀島・

篠島）の暮らしや魅力の情報発信 

 

207 

ラグーナ蒲郡、新規リ

ゾートホテルの開業

（2019年 3月）など民

間活力を生かした観光

拠点化 

観光コンベ

ンション局 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知県大型観光キャンペーンを通じ

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

・着地型観光プログラム販売事業者と

連携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーション

を実施：11件 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

16地域78社101人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

＊着地型観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：5件 

＊ナイト観光プログラムの造成・プロ

モーション実施：8件 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

9地域 130社130人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 

 

 

 

・高付加価値な観光プログラムの開発・

促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

（62） 

三河湾の環境再生に向

けた取組の充実 

・干潟・浅場・藻場の造

成と様々な主体の連

携･協働による事業の

展開（一部再掲） 

環境局 

農業水産局 

都市・交通局 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 

・三河湾環境再生パートナーシップ・クラ

ブの運営 

＊構成員28団体 

・サポーター向け講座の開催 

＊2回 81名参加 

・三河湾大感謝祭の開催 

＊約 9,000名参加 

  

・三河湾環境再生体験会の開催 

＊47名参加 

・三河湾環境学習会の開催 

＊2回 40名参加 

  

・集客施設等におけるPR活動 

＊2回開催 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

NPO等の活動支援 

＊5団体 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 

・三河湾環境再生パートナーシップ・ク

ラブの運営 

＊構成員 32団体 

・サポーター向け講座の開催 

＊2回 44名参加 

・三河湾大感謝祭の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・三河湾環境再生体験会の開催 

＊27名参加 

・三河湾環境学習会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・集客施設等におけるPR活動 

＊2回開催 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

NPO等の活動支援 

＊6団体 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 

・三河湾環境再生パートナーシップ・ク

ラブの運営 

＊構成員 33団体 

・サポーター向け講座の開催 

＊第１回 ※新型コロナウイルス感

染症拡大のため中止 

＊第 2回 15名参加 

・三河湾大感謝祭の開催 

＊約 1,500名参加 

・三河湾環境再生体験会の開催 

※天候不良のため中止 

・三河湾環境学習会の開催 

＊2回 30名参加 

・集客施設等におけるPR活動 

＊2回開催 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

NPO等の活動支援 

＊6団体 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

・のり食害防止対策への支援 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○三河湾環境再生プロジェクトの実施 

・三河湾環境再生パートナーシップ・ク

ラブの運営 

 

・サポーター向け講座の開催 

 

 

 

・三河湾大感謝祭の開催 

 

・三河湾環境再生体験会の開催 

 

・三河湾環境学習会の開催 

 

・集客施設等におけるPR活動 

 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

NPO等の活動支援 

 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

○水産業の生産基盤強化 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

・共同利用施設などの整備 

・のり食害防止対策への支援 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 
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６ 文化・スポーツの振興 

（1）文化・芸術都市あいち 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

208 

国際芸術祭の開催と発

信力の強化 

県民文化局 ○｢あいちトリエンナーレ 2019｣の開催 

会 期：8月1日～10月14日（75日間） 

テーマ：情の時代Taming Y/Our Passion 

会 場：愛知芸術文化センター、名古

屋市美術館、名古屋市内のま

ちなか（四間道・円頓寺）、豊

田市（豊田市美術館及び豊田

市駅周辺） 

 ＊675,939名来場 

○国際芸術祭「あいち2022」に向けた新

たな組織の立ち上げ及び開催準備 

・芸術監督の選任 

・芸術祭名称の決定 

・テーマ・コンセプトの決定 

・企画体制の決定 

 

 

 

 

○国際芸術祭「あいち2022」連携事業の実施 

・地元芸術大学との連携事業の実施（ア

ートラボあいち） 

○国際芸術祭「あいち2022」の開催準備 

・会場の決定 

・全体プログラムの策定 

・広報PR活動の実施 

・新型コロナウイルス感染症対策調査

の実施 

・プレ事業「アーツチャレンジ」（公

募による企画展示）の実施 

＊応募者数 170組 

＊来場者数 12,350人 

○国際芸術祭「あいち2022」連携事業の実施 

・地元芸術大学との連携事業の実施（ア

ートラボあいち） 

○国際芸術祭「あいち2022」の開催 

会 期：7月30日～10月 10日（73日

間） 

テーマ：STILL ALIVE 

会 場：愛知芸術文化センター、一宮

市、常滑市、有松地区（名古

屋市） 

 

 

 

○国際芸術祭「あいち2022」連携事業の実施 

・地元芸術大学との連携事業の実施

（アートラボあいち） 

209 

愛知の文化芸術の担い

手と支え手双方の育

成・拡大、及び子供が

芸術文化に親しむ機会

の拡大 

県民文化局 

教育委員会 

○子どもの文化芸術体験機会の拡大・充実 

 ・子どもが文化芸術について理解し、親

しむことができるよう、学校教育現

場に対して積極的に支援・協力 

  ＊愛知県芸術劇場：「劇場と子ども 7

万人プロジェクト」、「ファミリー

プログラム」の実施 

○芸術家の育成支援 

 ・愛知県芸術文化選奨の「文化新人賞」

による表彰 

  ＊4件 

 

 

 

 

 

○関連分野との連携による文化芸術の振興 

・関係団体と連携したワークショップ

の開催 

＊4事業開催185名参加 

 

 

○県民が身近に陶芸を鑑賞し、体験する

機会拡大 

○子どもの文化芸術体験機会の拡大・充実 

 ・子どもが文化芸術について理解し、親

しむことができるよう、学校教育現

場に対して積極的に支援・協力 

  ＊愛知県芸術劇場：「ファミリープロ

グラム」の実施 

 

○芸術家の育成支援 

 ・愛知県芸術文化選奨の「文化新人賞」

による表彰 

＊4件 

・現代美術地域展開事業の実施（会場：

大府市） 

＊来場者数 42,923人 

 

 

○関連分野との連携による文化芸術の振興 

・関係団体と連携したワークショップ

の開催 

＊2事業開催26名参加 

※4 事業中 2 事業が新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため中止 

○県民が身近に陶芸を鑑賞し、体験する

機会拡大 

○子どもの文化芸術体験機会の拡大・充実 

・子どもが文化芸術について理解し、親

しむことができるよう、学校教育現

場に対して積極的に支援・協力 

  ＊愛知県芸術劇場：「劇場と子ども 7

万人プロジェクト」、「ファミリー

プログラム」の実施 

○芸術家の育成支援 

・愛知県芸術文化選奨の「文化新人賞」

による表彰 

＊4件 

・国際芸術祭「あいち 2022」のプレ事

業「アーツチャレンジ」（公募による

企画展示）の実施 

 ＊応募者数 170組 

 ＊来場者数 12,350人 

○関連分野との連携による文化芸術の振興 

 ・関係団体と連携したワークショップ

の開催 

  ＊4事業開催 86名参加 

 

 

○県民が身近に陶芸を鑑賞し、体験する

機会拡大 

○子どもの文化芸術体験機会の拡大・充実 

・子どもが文化芸術について理解し、親

しむことができるよう、学校教育現

場に対して積極的に支援・協力 

 

 

 

○芸術家の育成支援 

・愛知県芸術文化選奨の「文化新人賞」

による表彰 

 

 

 

 

 

 

○関連分野との連携による文化芸術の振興 

 ・関係団体と連携したワークショップ

の開催 

 

 

 

○県民が身近に陶芸を鑑賞し、体験する

機会拡大 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ・陶芸教室等の開催 

  ＊39回 155名参加 

 

○｢あいちトリエンナーレ 2019｣の開催 

会 期：8月1日～10月14日（75日間） 

テーマ：情の時代Taming Y/Our Passion 

会 場：愛知芸術文化センター、名古屋

市美術館、名古屋市内のまち

なか（四間道・円頓寺）、豊田

市（豊田市美術館及び豊田市

駅周辺） 

    ＊675,939名来場 

・知識、経験、年齢によらず、来場者の

誰もが主体的・能動的に学びあう事

業として「ラーニング」を展開する 

 ＊来場者の相互的な学びの場を目指

した活動を展開 

・学校向け団体鑑賞プログラムやアー

ティスト派遣事業の実施 

 ＊小中高など 54校 1,484名の児童・

生徒と 155名の引率者が来場 

・「アート・プレイグラウンド」の実施 

 ＊79,518名来場 

 

 

 

○県民が芸術に親しむ機会の創出 

【県立芸術大学】 

・病院をはじめとするアウトリーチ活

動の本格展開 

 ＊病院や保育園等におけるアウトリ

ーチ活動の実施 

 

 

 

 

・あいちトリエンナーレをはじめとす

る愛知県の文化芸術振興施策と連携

した取組を推進 

 ＊「U27プロフェッショナル育成プログ

 ・陶芸教室等の開催 

＊40回126名参加 

 

○国際芸術祭「あいち2022」に向けた新

たな組織の立ち上げ及び開催準備 

・芸術監督の選任 

・芸術祭名称の決定 

・テーマ・コンセプトの決定 

・企画体制の決定 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際芸術祭「あいち2022」連携事業の実施 

・地元芸術大学との連携事業の実施（ア

ートラボあいち） 

○県民が芸術に親しむ機会の創出 

【県立芸術大学】 

・病院をはじめとするアウトリーチ活

動の本格展開 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

・愛知県の文化芸術振興施策と連携し

た取組を推進 

 ＊あいちトリエンナーレ芸術大学連携

プロジェクト企画「ら抜きの仕草」を

 ・陶芸教室等の開催 

  ＊48回 143名参加 

 

○国際芸術祭「あいち2022」の開催準備 

・会場の決定 

・全体プログラムの策定・広報 PR活動

の実施 

・新型コロナウィルス感染症対策調査

の実施 

・プレ事業「アーツチャレンジ」（公募

による企画展示）の実施 

 ＊応募者数 170組 

＊来場者数 12,350人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際芸術祭「あいち2022」連携事業の実施 

・地元芸術大学との連携事業の実施（ア

ートラボあいち） 

○県民が芸術に親しむ機会の創出 

【県立芸術大学】 

・病院をはじめとするアウトリーチ活

動の展開 

※新型コロナウイルス感染症の影響

により通常のアウトリーチ活動の

実施が困難な藤田医科大学病院へ

動画を提供 

＊保育園や福祉施設におけるアウト

リーチ活動の実施 

・愛知県の文化芸術振興施策と連携し

た取組を推進 

＊国際芸術祭「あいち」との連携プロ 

  ジェクト「メガネかえてみる？」を 

 ・陶芸教室等の開催 

 

 

○国際芸術祭「あいち2022」の開催 

会 期：7月30日～10月 10日（73日

間） 

テーマ：STILL ALIVE 

会 場：愛知芸術文化センター、一宮

市、常滑市、有松地区（名古屋

市） 

 

・国内外のアーティスト及びグループ

の新作を含む作品を展示し、最先端

の現代美術を紹介し、県内での広域

展開を図る 

 ・「スクール・プログラム」「ボランティ

ア・プログラム」等、幅広い層を対象

とした様々な「ラーニング・プログラ

ム」を実施 

 

 

 

 

○国際芸術祭「あいち2022」連携事業の実施 

・地元芸術大学との連携事業の実施（ア

ートラボあいち） 

○県民が芸術に親しむ機会の創出 

【県立芸術大学】 

・病院をはじめとするアウトリーチ活

動の展開 

 

 

 

 

 

 

・愛知県の文化芸術振興施策と連携した

取組を推進 

 

 



- 176 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ラム 夏のアカデミー2019「2052年

宇宙の旅」」への学生の参加等 

・大学収蔵作品等の芸大資産の社会へ

の公開を検討 

 ＊展覧会やサテライトギャラリーに

おける展示 

来場者数：延べ 1,266名 

○高等学校における文化芸術活動の充実 

・アートフェスタ（愛知県高等学校総合

文化祭）の開催 

 ＊5,426名参加 

 

開催 20日間、入場者：562名 

 

・大学収蔵作品等の芸大資産の社会へ

の公開を検討 

＊サテライトギャラリーにおいて 

「収蔵品展Ⅰ」「収蔵品展Ⅱ」を開

催 延べ入場者：約 300名 

○高等学校における文化芸術活動の充実 

・アートフェスタ（愛知県高等学校総合

文化祭）の開催 

＊905名参加（新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、展示部門のみ） 

 

○アーティストや文化芸術団体等への支援 

 ・文化振興基金を活用した愛知県文化
芸術活動応援金の交付 

  ＊4,313件 

 ・アーティスト、伝統文化活動緊急支援
事業の実施 

 ・文化活動事業費補助金の拡充 

  ＊交付決定 88件（うち、無観客公演
8件、中止公演 13件） 

 ・愛知県美術館で若手作家の現代美術
作品を重点的に購入 

  ＊若手作家 30人、78作品 

アートラボあいちにて開催 

17日間、入場者：454名 

・大学収蔵作品等の芸大資産の社会へ

の公開を検討 

＊サテライトギャラリーにおいて 

「コレクション展」を開催（2回） 

延べ入場者：287名 

○高等学校における文化芸術活動の充実 

・アートフェスタ（愛知県高等学校総合

文化祭）の開催 

＊1,653 名参加(新型コロナウイル 

ス感染拡大防止のため、展示部門の

み) 

○アーティストや文化芸術団体等への支援 
 

 

 

 

 

 ・文化活動事業費補助金の実施 

＊交付決定 83件（うち、無観客公演
4件、中止公演 5件） 

 ・愛知県美術館で若手作家の現代美術
作品を重点的に購入 

   ＊若手作家 12人、64作品 

 

 

・大学収蔵作品等の芸大資産の社会への

公開 

 

 

 

○高等学校における文化芸術活動の充実 

・アートフェスタ（愛知県高等学校総合

文化祭）の開催 

 

 

 

○アーティストや文化芸術団体等への支援 
 

 

 

 

 

・文化活動事業費補助金の実施 

 

 

・愛知県美術館で若手作家の現代美術
作品を重点的に購入 

210 

愛知芸術文化センター

を拠点とした芸術創

造・発信機能の一層の

強化、愛知県陶磁美術

館の活性化 

県民文化局 ○愛知芸術文化センターの充実・強化 
・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

 ＊「愛知芸文フェス」を開催 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

 ＊ミニシアターセレクションを実施 

 
 
○愛知芸術文化センターの魅力確保 
・利用者の安心・安全の確保や質の高い
芸術創造機能の強化のために必要な
改修工事を実施 

 ＊熱源設備改修工事、共用部空調管
工事等を実施 

○愛知県陶磁美術館の活性化 
・公式SNSを用いた情報発信 
・来館のきっかけとなるイベントの実施 
 ＊日本六古窯トークセッション等を開催 

○愛知芸術文化センターの充実・強化 
・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

＊「愛知芸文フェス」を開催 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

＊ミニシアターセレクションを実施 

・愛知県芸術劇場の国際プレゼンス向
上のために芸術監督を設置 

○愛知芸術文化センターの魅力確保 
・利用者の安心・安全の確保や質の高い
芸術創造機能の強化のために必要な
改修工事を実施 

＊熱源設備改修工事、消火設備改修工
事等を実施 

○愛知県陶磁美術館の活性化 
・SNSを活用した効果的な情報発信・来
館のきっかけとなるイベントの実施 
＊復元古窯焼成等を開催  

○愛知芸術文化センターの充実・強化 
・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

 ＊「愛知芸文フェス」を開催 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

 ＊ミニシアターセレクションを実施 

・愛知県芸術劇場の国際プレゼンス向
上のために芸術監督を存置 

 

 

 

 

 

 

○愛知県陶磁美術館の活性化 
・SNSを活用した効果的な情報発信 
・来館のきっかけとなるイベントの実施 
 ＊リアル謎解きゲーム等を開催 

○愛知芸術文化センターの充実・強化 
・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

 

・愛知県芸術劇場の国際プレゼンス向
上のために芸術監督を存置 

 

 

 

 

 

 

○愛知県陶磁美術館の活性化 
・SNSを活用した効果的な情報発信 
・来館のきっかけとなるイベントの実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・陶芸館の利用促進 
 ＊「はじめての陶芸館」等を開催 
・展示事業の充実 
 
 

○文化芸術イベント主催者への支援 
 ・文化芸術イベントの継続を図るため、愛

知県芸術劇場の施設利用料金を50％減免 

・陶芸館の利用促進 
 
・展示事業の充実 
・館内案内表示の改善 
・長寿命化改修の実施（基本設計） 

○文化芸術イベント主催者への支援 
 ・文化芸術イベントの継続を図るため、愛

知県芸術劇場の施設利用料金を50％減免 

・陶芸館の利用促進 

 

・展示事業の充実 

・館内案内表示の改善 

・長寿命化改修の実施（実施設計） 

 

211 

県立芸術大学のより一

層の活性化 ～新デザ

イン棟の整備（2019年

4月開設）、教育研究の

充実（メディア映像専

攻の新設）、芸大のブラ

ンドの確立、及び地域

貢献の推進～ 

県民文化局 ○新デザイン棟整備 

 ・2019年 4月より供用開始し、新たな

デザイン教育を実施 

○教育研究の充実 

 ・各専攻の明快な特色・魅力の明確化に

向けた点検・検討を実施 

  ＊各専攻会議及び全学広報プロジェ

クトチーム等における点検結果を

学部案内に反映 

 ・美術学部デザイン・工芸科の専攻・領

域を見直し、メディア映像専攻の新

設を検討 

  ＊開設年度、開講科目の決定 

  ＊建設工事実施設計 

 

・教育環境の向上のための新彫刻棟整

備に向けた基本調査 

○芸大のブランドの確立 

・大学の芸術活動などを迅速に集約・共

有し、タイムリーかつ効果的に発信 

  ＊教員、在学生、卒業生の活躍状況の

調査 

 ・大学ウェブサイトの再構築（英語版も

含む）の検討、SNSを活用した情報発

信を推進 

  ＊教員・学生の活動や入学式等のイ

ベントを SNSで発信 

○地域貢献の推進 

 ・地域との芸術活動連携などのため、新

たに栄サテライトギャラリーを開設 

  ＊展示会等9回開催  

来場者数2,215名 

 

 

 

○教育研究の充実 

 ・各専攻の明快な特色・魅力の明確化に

向けた点検・検討を実施 

  ＊各専攻の特色・魅力を明確化した

動画を作成し、ウェブサイトにて

公開 

・美術学部デザイン・工芸科の専攻・領

域を見直し、メディア映像専攻の新

設に向けた準備（映像スタジオ棟建

設工事等） 

  ＊カリキュラム原案の承認 

  ＊映像スタジオ棟の建設工事実施 

・教育環境の向上のための新彫刻棟整

備に向けた基本設計 

○芸大のブランドの確立 

・大学の芸術活動などを迅速に集約・共

有し、タイムリーかつ効果的に発信 

＊教員、在学生、卒業生の活躍状況の

調査 

・大学ウェブサイトの再構築（英語版も

含む）の検討、SNSを活用した情報発

信を推進 

＊教員・学生の活動や入学式等のイ 

ベントを SNSで発信 

○地域貢献の推進 

 ・栄サテライトギャラリーを活用した

地域における芸術活動の推進 

＊展示会等8回開催  

来場者数1,699名  

 

 

 

○教育研究の充実 

 ・各専攻の明快な特色・魅力の明確化

に向けた点検・検討を実施 

＊各専攻の特色・魅力を明確化し、

ウェブサイトにて公開 

 

・美術学部デザイン・工芸科の専攻・領

域を見直し、メディア映像専攻の新

設に向けた準備（メディア映像スタ

ジオ建設工事等） 

 ＊カリキュラムを最終決定 

 ＊メディア映像スタジオの竣工 

・教育環境の向上のための新彫刻棟整

備に向けた実施設計 

○芸大のブランドの確立 

・大学の芸術活動などを迅速に集約・共

有し、タイムリーかつ効果的に発信 

＊教員、在学生、卒業生の活躍状況の

調査 

・大学ウェブサイトの再構築（英語版

も含む）の検討、SNSを活用した情

報発信を推進 

＊教員・学生の活動や入学式等のイ 

ベントを SNSで発信 

○地域貢献の推進 

 ・栄サテライトギャラリーを活用した

地域における芸術活動の推進 

＊展示会等 14回開催  

来場者数2,541名 

 

 

 

○教育研究の充実 

・各専攻の明快な特色・魅力の明確化に

向けた点検・検討を実施 

 

 

 

・美術学部デザイン・工芸科の専攻・領

域を見直し、メディア映像専攻を新

設 

 

 

 

・教育環境の向上のための新彫刻棟建設

工事 

○芸大のブランドの確立 

・大学の芸術活動などを迅速に集約・共

有し、タイムリーかつ効果的に発信 

 

 

・大学ウェブサイトの再構築（英語版も

含む）、SNSを活用した情報発信 

 

 

 

○地域貢献の推進 

 ・栄サテライトギャラリーを活用した

地域における芸術活動の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

212 

「杉原千畝広場 セン

ポ・スギハラ・メモリ

アル」を通じた杉原氏

の人道的功績の発信 

教育委員会 ○杉原千畝氏の人道的功績を広く発信 

・中学生向けの社会科や道徳の授業で

利用する副読本の作成 

・収集資料・参考文献の整理・製本 

○杉原千畝氏の人道的功績を広く発信 

・有識者による講演会の開催 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○杉原千畝氏の人道的功績を広く発信 

・有識者による講演会の開催 

＊28名参加 

○杉原千畝氏の人道的功績を広く発信 

・杉原千畝氏の人道的功績や、「杉原千

畝広場 センポ・スギハラ・メモリア

ル」を周知するための啓発事業を実

施 

・「杉原千畝広場 センポ・スギハラ・

メモリアル」整備に協力頂いたイス

ラエルのホロコースト記念館「ヤド・

ヴァシェム」を訪問（5月） 

＊展示資料提供の御礼、記念冊子贈呈 

213 

歴史的建造物や町並み

など地域の魅力を生か

したまちづくり活動へ

の支援、県所有の歴史

的建造物の維持・保存

（本庁舎、大津橋分室、

瑞陵高校感喜堂、安城

農林高校旧農場監理所

（開校記念館）、津島高

校旧講堂、半田高校旧

武道場（七中記念館）、

碧南高校武道場、小牧

高校旧講堂、西尾高校

武道場、国の登録有形

文化財である県立高校

13校の門柱等） 

総務局 

県民文化局 

都市・交通局 

関係局 

○重要文化財である本庁舎の維持保存 

 ・保存活用計画に沿った維持管理と活

用の推進 

 ・本庁舎屋根修理計画の策定 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・建造物の適切な維持・保存等 

・歴史的建造物の情報収集 

・県立学校に所在する歴史的建造物に

ついて情報発信 

○部局連携（庁内PT）による歴史まちづく

りの推進 

・情報交換や啓発活動の実施 

・歴史まちづくりに関するセミナーな

どの情報提供 

 ＊庁内 PT会議3回開催 

 

○県・市町村・関係団体の連携の推進 

・歴史まちづくりに関する勉強会・施設

見学会の開催 

 ＊有松地区にて勉強会を開催 

○歴史的建造物や町並みの保存・再生・活用 

・伝統的建造物群保存など市町村への

助言・指導 

・文化財建造物、町並み保存対策・活用に

係る助言 

・あいちヘリテージマネージャーとの連携 

○重要文化財である本庁舎の維持保存 

 ・保存活用計画に沿った維持管理と活

用の推進 

 ・本庁舎屋根修理詳細計画の策定 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・建造物の適切な維持・保存等 

・歴史的建造物の情報収集 

・県立学校に所在する歴史的建造物に

ついて情報発信 

○部局連携（庁内 PT）による歴史まちづ

くりの推進 

 ・情報交換や啓発活動の実施 

 ・歴史的まちづくりに関するセミナー

などの情報提供 

  ＊庁内 PT会議 1回開催 

 

○県・市町村・関係団体の連携の推進 

 ・歴史まちづくりに関する勉強会・施設

見学会の開催 

  ＊関係団体へのヒアリングを実施 

○歴史的建造物や町並みの保存・再生・活用 

・伝統的建造物群保存など市町村への

助言・指導 

・文化財建造物、町並み保存対策・活用に

係る助言 

・あいちヘリテージマネージャーとの連携 

○重要文化財である本庁舎の維持保存 

 ・保存活用計画に沿った維持管理と活

用の推進 

 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・建造物の適切な維持・保存等 

・歴史的建造物の情報収集 

・県立学校に所在する歴史的建造物に 

ついて情報発信 

○部局連携（庁内 PT）による歴史まちづ

くりの推進 

 ・情報交換や啓発活動の実施 

 ・歴史的まちづくりに関するセミナー

などの情報提供 

 ＊庁内 PT会議1回開催 

＊有識者による講演会等の開催 

○県・市町村・関係団体の連携の推進 

・歴史まちづくりに関する勉強会・施設

見学会の開催 

＊関係団体との意見交換会を開催 

○歴史的建造物や町並みの保存・再生・活用  

・伝統的建造物群保存など市町村への

助言・指導 

・文化財建造物、町並み保存対策・活用に

係る助言 

・あいちヘリテージマネージャーとの連携 

○重要文化財である本庁舎の維持保存 

 ・保存活用計画に沿った維持管理と活

用の推進 

 ・本庁舎屋根保存修理工事の実施 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・建造物の適切な維持・保存等 

・歴史的建造物の情報収集 

・県立学校に所在する歴史的建造物に

ついて情報発信 

○部局連携（庁内 PT）による歴史まちづ

くりの推進 

・情報交換や啓発活動の実施 

・歴史的まちづくりに関するセミナー 

などの情報提供 

  

 

○県・市町村・関係団体の連携の推進 

・歴史まちづくりに関する勉強会・施設

見学会の開催 

 

○歴史的建造物や町並みの保存・再生・活用  

・伝統的建造物群保存など市町村への

助言・指導 

・文化財建造物、町並み保存対策・活用に

係る助言 

・あいちヘリテージマネージャーとの連携 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

214 

愛知を代表する朝日遺

跡の魅力を発信する、

新たな貝殻山貝塚資料

館等の整備と名古屋市

（歴史の里しだみ古墳

群）等との連携による

古代のロマン発信 

県民文化局 ○清洲貝殻山貝塚資料館の整備・拡充 

・建築工事、展示製作 

・史跡整備工事 

・指定管理者の指定（12月） 

 

○朝日遺跡、志段味古墳群の魅力の発信 

・名古屋市、清須市と「にぎわい」創出

推進会議を開催  

＊1回、14名参加 

・弥生生活体験講座の開催  

＊延べ896名参加 

・朝日遺跡考古学講座の開催 

＊3講座、延べ 89名参加 

・朝日遺跡出土品展の開催 

＊55名参加 

・朝日遺跡 PR キャラバンの実施 

＊5回、延べ680名参加 

・歴史の里しだみ古墳群との連携によ

る古代ロマン創生のための取組 

○断夫山古墳の保存・活用 

 ・名古屋市と共同で試掘調査 

○あいち朝日遺跡ミュージアムの整備・運営 

・展示製作・工事、史跡整備工事の実施 

 ＊開館（11月） 

・開館記念式典の開催 

・一部指定管理者による運営 

○朝日遺跡、志段味古墳群の魅力の発信 

・朝日遺跡の魅力発信の取組 

・開館記念展の開催 

 ＊第1期 11月～1月 

 ＊第2期 1月～3月 

 

 

 

 

 

 

 

・歴史の里しだみ古墳群との連携によ

る古代ロマン創生のための取組 

○断夫山古墳の保存・活用 

 ・名古屋市と共同で発掘調査 

 ・断夫山古墳調査検討委員会の開催 

＊2回 

○あいち朝日遺跡ミュージアムの運営 

・一部指定管理者による運営 

 

 

 

○朝日遺跡、志段味古墳群の魅力の発信 

・朝日遺跡の魅力発信の取組 

・企画展の開催 

＊「パレス・スタイル ～赤の土器～」 

   4月 24日～6月27日 

＊「弥生人といきもの 2021 貝を知    

ろう！」 

   7月 22日～9月20日 

＊「弥生の巨大集落」 

  10月 23日～12月19日 

＊「貝殻山貝塚史跡指定 50年」 

  1月 22日～3月 13日 

・歴史の里しだみ古墳群との連携によ

る古代ロマン創生のための取組 

○断夫山古墳の保存・活用 

 ・名古屋市と共同で発掘調査 

 ・断夫山古墳調査検討委員会の開催 

＊3回 

○あいち朝日遺跡ミュージアムの運営 

・一部指定管理者による運営 

 

 

 

○朝日遺跡、志段味古墳群の魅力の発信 

・朝日遺跡の魅力発信の取組 

・企画展の開催 

＊「一色青海遺跡」 

   4月 29日～6月26日 

＊「弥生人といきもの 2022 シカを

ねらえ！」 

   7月 23日～9月19日 

＊「北陸の弥生文化」 

  10月 22日～12月18日 

＊「あいちの発掘調査2022」 

  1月 21日～3月 12日 

・歴史の里しだみ古墳群との連携によ 

る古代ロマン創生のための取組 

○断夫山古墳の保存・活用 

 ・名古屋市と共同で発掘調査 

 ・断夫山古墳調査検討委員会の開催 

 

 

 

（2）スポーツ王国あいち 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

215 

新体育館の整備～1 万

人を収容でき国際大会

を常時開催できる多目

的アリーナに～ 

スポーツ局 ○新体育館の整備推進 

・PFI導入準備 

＊基本計画策定（6月） 

＊「基本的な考え方」の公表（1月） 

○新体育館の整備推進 

・事業者公募・審査選定 

＊入札公告（8月） 

＊落札者の選定・公表（2月） 

○新体育館の整備推進 

・特定事業契約の締結 

 ＊契約締結（5月） 

・設計・建設に関する事業者との協議 

・利用規約等に関する事業者との協議 

・建設予定地の整備等（既存施設の取壊

し、交通量調査等） 

○新体育館の整備推進 

・設計・建設に関する事業者との協議 

・利用規約等に関する事業者との協議 

・建設予定地の整備等（埋蔵文化財発掘

調査、既存施設の取壊し） 

（2025年夏 オープン予定） 

 ＊本体工事着手（7月） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

216 

スポーツの振興を強化

する体制基盤の整備 

総務局 

スポーツ局 

○県庁組織の見直し 

 ・複数の部にまたがるスポーツ関係業

務（学校体育を除く）について、障害

者スポーツを含めて知事部局へ一元

化し、「スポーツ局」を設置 

○県と地域の関係者による連携の強化 

・あいちスポーツコミッションにおけ

る各種スポーツイベントの取組を通

した連携の強化 

○県庁組織の見直し 

 ・「スポーツ課」を「スポーツ振興課」

と「競技・施設課」に再編 

 

 

○県と地域の関係者による連携の強化 

・あいちスポーツコミッションにおけ

る各種スポーツイベントの取組を通

した連携の強化 

○県庁組織の見直し 

 ・競技・施設課内に「新体育館室」を設

置 

 

 

○県と地域の関係者による連携の強化 

・あいちスポーツコミッションにおけ

る各種スポーツイベントの取組を通

した連携の強化 

・県とラグビートップチームの連携・協

力に関する包括協定締結 

 ＊トヨタヴェルブリッツ、豊田自動

織機シャトルズ愛知と、連携・協力

に関する包括協定を締結（12月） 

○県庁組織の見直し 

・スポーツ局に「アジア競技大会推進

監」を設置（6月 1日から「アジア・

アジアパラ競技大会推進監」に名称

変更） 

○県と地域の関係者による連携の強化 

・あいちスポーツコミッションにおけ

る各種スポーツイベントの取組を通

した連携の強化 

・県とラグビートップチームの連携・協

力に関する包括協定に基づく取組の

推進 

217 

スポーツコミッション

による全国、世界に打

ち出せるスポーツ大会

の招致活動や育成活動

のワンストップ化 

スポーツ局 ○スポーツ大会・合宿招致 

・スポーツ大会情報の収集・提供 

＊関係者からのスポーツ大会情報の

収集・関係者へのスポーツ大会情報

の提供 

＊合宿誘致に関する研究会の開催 

＊関係者への働きかけ 

○スポーツ大会広報活動 

・スポーツ大会の情報発信 

・スポーツ大会に関する研究会等の開催 

＊ウェブ、フリーマガジン、情報誌、

SNS、イベントの開催等による情報発

信 

＊講演会開催1回 

＊研究会開催 2回 

○スポーツ大会を活かした地域活性化 

・開催機運の醸成・大会の盛り上げ、地

域の魅力発信 

○スポーツ大会・合宿招致 

・スポーツ大会情報の収集・提供 

＊関係者からのスポーツ大会情報の

収集・関係者へのスポーツ大会情報

の提供 

＊関係者への働きかけ 

 

○スポーツ大会広報活動 

・スポーツ大会の情報発信 

＊ウェブ、フリーマガジン、情報誌、

SNS、イベントの開催等による情報発

信 

 

 

 

○スポーツ大会を活かした地域活性化 

・開催機運の醸成・大会の盛り上げ、地

域の魅力発信 

○スポーツ大会・合宿招致 

・スポーツ大会情報の収集・提供 

＊関係者からのスポーツ大会情報の

収集・関係者へのスポーツ大会情報

の提供 

＊関係者への働きかけ 

 

○スポーツ大会広報活動 

・スポーツ大会の情報発信 

・スポーツ大会に関する研究会等の開催 

＊ウェブ、フリーマガジン、情報誌、

SNS、イベントの開催等による情報発

信 

＊研究会開催 2回 

 

○スポーツ大会を活かした地域活性化 

・開催機運の醸成・大会の盛り上げ、地

域の魅力発信 

○スポーツ大会・合宿招致 

・スポーツ大会情報の収集・提供 

 

 

 

 

 

○スポーツ大会広報活動 

・スポーツ大会の情報発信 

・スポーツ大会に関する研究会等の開催 

 

 

 

 

 

○スポーツ大会を活かした地域活性化 

・開催機運の醸成・大会の盛り上げ、地

域の魅力発信 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

218 

ラグビーワールドカッ

プ 2019の開催（豊田市

と共同）、大会レガシー

の継承 

スポーツ局 ○大会開催の支援 

・ファンゾーンの設置・運営 

＊10日間開催、延べ入場者 60,432  

 名 

・交通輸送・警備 

・会場仮設整備 

・広報・機運醸成 

・大会ボランティアの運営 

○大会レガシーの継承 

・教育プログラムの実施 

・大会記録誌の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・ラグビーとの地域協創を推進する自

治体連携協議会への参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・ラグビーとの地域協創を推進する自

治体連携協議会への参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・ラグビーとの地域協創を推進する自

治体連携協議会への参画 

219 

2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック

の合宿誘致 

政策企画局 

スポーツ局 

○合宿誘致活動 

・合宿誘致を行う市町村に対する支援 

＊通訳費用等の支援延べ 7件 

＊施設PRリーフレットの作成37施設 

・海外競技団体等に関する情報収集、県

内スポーツ施設及び合宿施設等の情

報発信 

＊市町村への意向確認2回 

＊各国関係者が参加する事前合宿地

PRイベントへの出展 2回 

＊研究会開催 1回 

＊「あいちスポーツコミッション」ウ

ェブページ（日本語・英語）による

合宿施設情報等の発信 

○合宿誘致活動 

・合宿誘致を行う市町村に対する支援 

＊視察費用等の支援延べ 2件 

 

・海外競技団体等に関する情報収集、管

内スポーツ施設及び合宿施設等の情

報発信 

＊「あいちスポーツコミッション」ウ

ェブページ（日本語・英語）による

合宿施設情報等の発信 

 

 

 

 

○合宿時等の感染症対策 
・ホストタウン、事前キャンプ地におけ
る新型コロナウイルス感染症対策 

 ＊「東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会ホストタウン等新型コ
ロナウイルス感染症対策基金条
例」の制定（3月） 

○合宿支援 

 ・合宿を行う市町村に対する支援 

  ＊交通輸送費用等の支援延べ 2件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○合宿時等の感染症対策 
・ホストタウン、事前キャンプ地におけ
る新型コロナウイルス感染症対策 

＊選手等のスクリーニング検査 

 ＊市が実施する感染症対策等への支

援 5件 

 

220 

スポーツ関係大学や専

門機関との連携強化に

よる 2020 年に向けた

県内アスリートの育成 

スポーツ局 ◯愛知ゆかりの 2020 年東京オリンピッ

ク強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊8回開催 

・認証式の開催（7月） 

・遠征、競技用具購入等の助成 

＊助成対象者 281名 

 

◯愛知ゆかりの 2026 年アジア競技大会

等強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊6回開催 

・認定証授与式の開催（7月） 

・遠征、競技用具購入等の助成 

  ＊オリンピック・アジア競技大会強

化指定選手は 22 歳以下の選手を

◯愛知ゆかりの 2026 年アジア競技大会

等強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

 ＊4回開催 

・認定証授与式の開催（7月） 

・遠征、競技用具購入等の助成 

 ＊オリンピック・アジア競技大会強

化指定選手 助成対象者 152名 

◯愛知ゆかりの 2026 年アジア競技大会

等強化指定選手への支援 

・推進本部、専門委員会の開催 

 

・認定証授与式の開催 

・遠征、競技用具購入等の助成 

 ＊オリンピック・アジア競技大会強

化指定選手 助成対象者 148名 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

・ジュニア強化指定選手への科学的な

体力測定等の実施 

＊スポーツ医・科学研究所との連携、 

延べ 164名参加 

・大学、企業や競技団体と連携した実技

指導等による競技力の向上 

・次期強化指定選手として期待される

選手に対する講義、講習会の開催 

 

 

 

◯大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用

した実技講習会等の開催 

＊4回開催、133名参加 

 

 

 

◯トップアスリートアカデミー事業によ

る地元選手の発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊15回開催 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース） 

＊5回開催、計 2,088名参加 

 

 

 

 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

＊19回開催、116名参加 

・専門競技プログラムの実施（ユース） 

対象 助成対象者168名 

  ＊パラリンピック・アジアパラ競技大

会強化指定選手は年齢制限なし 

   助成対象者 27名 

 

 

 

 

 

 

 

 

・2020 年東京オリンピック延期に伴う

追加措置の実施 

 ＊23歳以下の選手を助成対象に追加 

◯大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用

した実技講習会等の開催 

＊2回開催、70名参加 

・トップアスリートの育成（スポーツ 

教養プログラム）への講師派遣 

  ＊5回開催、10名参加 

◯トップアスリートアカデミー事業によ

る地元選手の発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊12回開催 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース） 

＊1回開催、14名参加（ユースのみ実

施） 

 

 

 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

＊16回開催、84名参加 

・専門競技プログラムの実施（ユース） 

 ＊パラリンピック・アジアパラ競技大

会強化指定選手 助成対象者32名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用

した実技講習会等の開催 

＊１回開催、22名参加 

・トップアスリートの育成（スポーツ 

教養プログラム）への講師派遣 

＊5回開催 10名参加 

◯トップアスリートアカデミー事業によ

る地元選手の発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊11回開催 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース・パラアスリート部門） 

 ＊3回開催、540名参加（キッズ・ジ

ュニア） 

 ＊1回開催、8名参加（ユース） 

 ＊1回開催、46名参加（パラアスリー

ト部門） 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

 ＊31回開催、84名参加 

・専門競技プログラムの実施（ユース・

＊パラリンピック・アジアパラ競技大

会強化指定選手 助成対象者34名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用

した実技講習会等の開催 

 

・トップアスリートの育成（スポーツ教

養プログラム）への講師派遣 

 

◯トップアスリートアカデミー事業によ

る地元選手の発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース・パラアスリート部門） 

 ＊3回開催、1,042名参加（キッズ・

ジュニア） 

 ＊1回開催、29名参加（ユース） 

 ＊1回開催、56名参加（パラアスリー

ト部門） 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

 

・専門競技プログラムの実施（ユース・
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

＊3競技ごとに開催、11名参加 

 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊19回開催、127名参加 

＊6競技ごとに開催、24名参加 

 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊10回開催、94名参加 

 

・フィジカルチェックの実施（キッズ・

ジュニア） 

＊1回開催、76名参加 

 

・トップコーチ招聘事業の実施（ユー

ス） 

＊1競技開催、6名参加 

 

・パスウェイプログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊フィードバックシートの返却と面

談（キッズ・ジュニア） 

＊評価面談の実施（ユース） 

パラアスリート部門） 

 ＊6競技ごとに開催、16名参加 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース・パラアスリー

ト部門） 

＊19回開催、94名参加 

・フィジカルチェックの実施（キッズ・

ジュニア） 

※新型コロナウイルス感染症まん延

防止等重点措置実施のため中止 

・トップコーチ招聘事業の実施（ユー

ス） 

※新型コロナウイルス感染症まん延

防止等重点措置実施のため中止 

・パスウェイプログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊フィードバックシートの返却と面

談（キッズ・ジュニア） 

＊評価面談の実施（ユース） 

パラアスリート部門） 

 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース・パラアスリー

ト部門） 

 

・フィジカルチェックの実施（キッズ・

ジュニア） 

 

 

・トップコーチ招聘事業の実施（ユー

ス） 

 

 

・パスウェイプログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

 

221 

第 76 回国民体育大会

冬季大会の開催（2021

年）、大会レガシーの継

承 

スポーツ局 ○第 76 回国民体育大会冬季大会の開催

準備 

・実行委員会設立（7月）、総務委員会 

の開催（8月、11月） 

・会場地市、関係団体との調整 

・大会のPR（テーマ等決定、広報活動） 

○第 76回国民体育大会冬季大会の開催 

会期：2021年1月27日～31日 

会場：名古屋市、豊橋市、長久手市 

・実行委員会総会の開催 

（5月、3月） 

・実行委員会総務委員会の開催 

(6月、11月) 

・カウントダウンボード除幕式（100日

前イベント）の実施 

・夢！きらリンクスクールの開催 

  ＊2回 30名参加 

 ・第 76回国民体育大会冬季大会の開催 

  ＊1,174名参加(本部役員・選手監督・

視察員) 

○大会レガシーの継承 

 ・大会報告書の作成 

  

222 

第 20 回アジア競技大

会の開催（2026年）、大

会レガシーの継承 

スポーツ局 ○第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・

名古屋）の開催準備 

・愛知・名古屋アジア競技大会組織委員

会設立（5月） 

・大会開催基本計画の策定（10月） 

○第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・

名古屋）の開催準備 

 

 

 

○第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・

名古屋）の開催準備 

 

 

 

○第 20 回アジア競技大会（2026/愛知・

名古屋）・第 5回アジアパラ競技大会の

開催準備 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・大会運営に関する諸計画（競技・輸送

等）の検討 

・オリンピック中核28競技のうち、調

整が整った 35競技会場を仮決定（10

月） 

 

 

・選手村後利用に関する検討 

＊「選手村後利用事業者募集内容の 

検討案」の公表（3月） 

 

 

・大会の PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・地域活性化ビジョンの推進 

○アジアパラ競技大会の開催に向けた検討 

 ・大会の開催可能性の検討調査 

 

◯トップアスリートの発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊15回開催 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース） 

＊5回開催、計 2,088名参加 

 

 

 

 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

＊19回開催、116名参加 

・専門競技プログラムの実施（ユース） 

＊3競技ごとに開催、11名参加 

・大会運営に関する諸計画（競技・輸送

等）の検討 

・パリオリンピック追加競技が決定し

たため、実施競技を追加 

・サッカー等会場調整中の競技を含め、

調整が整った 10競技会場を仮決定 

 

・選手村後利用に関する検討 

 

 

 

 

・大会の PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・地域活性化ビジョンの推進 

○アジアパラ競技大会の開催に向けた検討 

・大会の開催可能性の検討調査 

 

◯トップアスリートの発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊12回開催 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース） 

＊1回開催、14名参加（ユースのみ実

施） 

 

 

 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

＊16回開催、84名参加 

・専門競技プログラムの実施（ユース） 

＊6競技ごとに開催、24名参加 

・大会運営に関する諸計画（競技・輸送

等）の検討 

・選手村施設計画の作成 

 

 

 

 

・選手村後利用の契約候補事業者決定

及び都市基盤施設の調査・設計 

・選手村の検討 

 

 

・大会の PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大会レガシーの継承 

・地域活性化ビジョンの推進 

○アジアパラ競技大会の開催に向けた調査 

・東京パラリンピックの運営等に関す

る調査 

○トップアスリートの発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

＊11回開催 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース・パラアスリート部門） 

 ＊3回開催、540名参加（キッズ・ジ

ュニア） 

 ＊1回開催、8名参加（ユース） 

 

 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

 ＊31回開催、84名参加 

・専門競技プログラムの実施（ユース・

パラアスリート部門） 

・大会各運営分野（競技・輸送・警備・

宿泊・チケット等）の計画作成着手 

・選手村施設整備の基本設計の実施 

・メインメディアセンター(MMC)の基

本計画作成 

・競技会場仮設整備の基本設計に向け

た調査 

・選手村後利用の契約候補事業者と土

地売買契約を締結 

・名古屋競馬場跡地で、土地造成や雨水

貯留施設工事など都市基盤整備に着

手 

・大会の PR 

・アジア競技大会市町村施設改修事業

費補助金により、市町村が所有する

競技施設の改修事業費の一部を補助 

・アジアパラ競技大会開催都市契約に

向けたアジアパラリンピック委員会

との協議 

  ＊第 5 回アジアパラ競技大会の愛

知・名古屋での開催決定（4月） 

○大会レガシーの継承 

・地域活性化ビジョンの改訂・推進 

 

 

 

◯トップアスリートの発掘・育成 

・推進本部、専門委員会の開催 

 

・選考会の開催（キッズ・ジュニア・ユ

ース・パラアスリート部門） 

＊3 回開催、1,042名参加（キッズ・

ジュニア） 

＊1回開催、29名参加（ユース） 

＊１回開催、56名参加（パラアスリ

ート部門） 

・競技体験プログラムの実施（キッズ・

ジュニア） 

 

・専門競技プログラムの実施（ユース・

パラアスリート部門） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊19回開催、127名参加 

 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊10回開催、94名参加 

 

・フィジカルチェックの実施（キッズ・

ジュニア） 

＊1回開催、76名参加 

 

・トップコーチ招聘事業の実施（ユー

ス） 

＊1競技開催、6名参加 

 

・パスウェイプログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊フィードバックシート返却と面談

（キッズ・ジュニア） 

＊評価面談の実施（ユース） 

○大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」 

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用 

した実技講習会等の開催 

＊2回開催、70名参加 

・トップアスリートの育成（スポーツ教

養プラグラム）への講師派遣 

＊5回開催、10名参加 

 ＊6競技ごとに開催、16名参加 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース・パラアスリー

ト部門） 

＊19回開催、94名参加 

・フィジカルチェックの実施（キッズ・

ジュニア） 

  ＊新型コロナウイルス感染症まん延

防止等重点措置実施のため中止 

・トップコーチ招聘事業の実施（ユー

ス） 

 ＊新型コロナウイルス感染症まん延

防止等重点措置実施のため中止 

・パスウェイプログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

＊フィードバックシートの返却と面

談（キッズ・ジュニア） 

＊評価面談の実施（ユース） 

○大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用 

した実技講習会等の開催 

＊１回開催、22名参加 

・トップアスリートの育成（スポーツ教

養プラグラム）への講師派遣 

 ＊6回開催 12名参加 

 

・スポーツ教養プログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース・パラアスリー

ト部門） 

 

・フィジカルチェックの実施（キッズ・

ジュニア） 

 

 

・トップコーチ招聘事業の実施（ユー

ス） 

 

 

・パスウェイプログラムの実施（キッ

ズ・ジュニア・ユース） 

 

 

 

◯大学との協定による体育・スポーツの

振興 

・「体育・スポーツ振興に関する協定」

による取組の推進（日本体育大学、中

京大学、至学館大学、東海学園大学） 

・大学が所有するスポーツ施設を活用

した実技講習会等の開催 

 

・トップアスリートの育成（スポーツ教

養プログラム）への講師派遣 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

223 

マラソン･フェスティ

バル ナゴヤ･愛知や奥

三河パワートレイル､

及びアイアンマン

70.3 セントレア･ジャ

パンの育成、フィギュ

アスケートの一層の振

興 

スポーツ局 ○「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」

の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

＊愛知県産の花によるフィニッシュ

レーンの装飾及びビクトリーブー

ケの贈呈 

＊愛知県産のオリーブで編んだ冠の

贈呈 

○「奥三河パワートレイル」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

＊トレラン EXPO へのブース出展 

＊東栄町のチェンソーアートで作成

したトロフィーの贈呈 

＊奥三河の木材で作成した完走賞の

贈呈 

＊エイドでの地域特産品の提供 

＊テレビ、ラジオ、新聞、フリーマガ

ジン「aispo!」等でのPR 

＊841 名出走 

○「アイアンマン 70.3 セントレア知多

半島ジャパン」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

＊観戦ガイドの作成 

＊アワードパーティーでの知多半島

の特産品を PR 

＊EXPO における知多半島のPR 等 

＊テレビ番組でのPR 

＊フリーマガジン｢aispo!｣等での PR 

＊プロ選手と地元中学生との交流  

＊1,531名/組参加 

○「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」

の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

 ＊愛知県産の花によるフィニッシュ

レーンの装飾及びビクトリーブー

ケの贈呈 

 ＊愛知県産のオリーブで編んだ冠の

贈呈 

○「奥三河パワートレイル」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

 

 

 

○「アイアンマン 70.3 セントレア知多

半島ジャパン」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

＊新舞子マリンパークにおける映像

配信 

＊参加記念品の作成 

＊大会PRムービーの作成 

＊テレビ番組でのPR 

＊844名/組参加 

○「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」

の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

＊愛知県産の花によるフィニッシュ

レーンの装飾及びビクトリーブー

ケの贈呈 

 ＊愛知県産のオリーブで編んだ冠の

贈呈 

○「奥三河パワートレイル」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため延期（2022年春開催予定） 

 

 

 

 

 

 

 

○「アイアンマン 70.3 セントレア知多

半島ジャパン」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため開催見送り 

○「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」

の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

 

 

 

 

 

○「奥三河パワートレイル」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

＊トレラン EXPO の開催支援 

＊東栄町のチェンソーアートで作成

したトロフィーの贈呈 

＊奥三河の木材で作成した完走賞の

贈呈 

＊エイドでの地域特産品の提供 

＊テレビ、ラジオ、新聞、フリーマガ

ジン「aispo!」等でのPR 

＊609 名出走 

○「アイアンマン 70.3 セントレア知多

半島ジャパン」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

224 

県産業の強みを活かし

たモータースポーツ

（自動車レース・航空

スポーツ）の振興、WRC

世界ラリー選手権の誘

致 

スポーツ局 ○「新城ラリー」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ 

＊ラリーカーパレードの実施 

＊観戦ガイドの作成 

＊セントラルラリー愛知・岐阜2019

や名古屋オートトレンド 2020への

ブース出展 

＊大会のライブ動画配信 

＊テレビ、インターネット等での PR  

○「FIA世界ラリー選手権（WRC）」の開催

支援 

・ラリージャパン 2020テストイベント

「Central Rally Aichi/Gifu 2019」 

の開催 

＊34台参加 

・関係機関の調整 

○「新城ラリー」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ 

 ＊大会のライブ動画配信 

 ＊奥三河 4市町村（新城市、設楽町、

東栄町、豊根村）の施設 PR動画配

信 

 ＊名古屋オートトレンド2021へのブ

ース出展 

 ＊テレビ、インターネット等での PR 

○「FIA世界ラリー選手権（WRC）」の開催

支援 

 ・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 ・関係機関の調整 

○「新城ラリー」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ 

＊ラリーカーパレードの実施 

＊観戦・観光ガイドの作成 

＊大会のライブ動画配信 

＊テレビ、インターネット等での PR 

 

 

 

○「FIA世界ラリー選手権（WRC）」の開催

支援 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・関係機関の調整 

○「新城ラリー」の育成 

・PR 支援・大会の盛り上げ 

 

 

 

 

 

 

 

○「FIA世界ラリー選手権（WRC）」の開催

支援 

・PR 支援・大会の盛り上げ・地域の魅

力発信 

 （11月10日（木）～13日（日）開催

予定） 

・関係機関の調整 

225 

e スポーツ（アジア大

会正式種目）、ニュース

ポーツ、Xゲーム等、多

様なスポーツの積極振

興 

スポーツ局 

関係局 

○eスポーツ関連イベントの開催 

 ・愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」

のオープニングイベントの開催（8月）

＊オープニングイベント 

約 35,000人来場 

○アジア競技大会（杭州大会）における e

スポーツの情報収集 

○あいちスポーツコミッションを活用し

た多様なスポーツの振興 

○国際大会の招致 

 ・情報収集、招致の検討 

 

 

 

 

 

 

○アジア競技大会（杭州大会）における e

スポーツの情報収集 

○あいちスポーツコミッションを活用し

た多様なスポーツの振興 

○国際大会の招致 

 ・情報収集、招致の検討 

○「CHIMERA A-SIDE THE FINAL」の育成 

 ・PR支援、大会の盛り上げ、地域の魅

力発信 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため延期 

 

 

 

 

 

○アジア競技大会（杭州大会）における e

スポーツの情報収集 

○あいちスポーツコミッションを活用し

た多様なスポーツの振興 

○国際大会の招致 

・情報収集、招致の検討 

 

 

 

 

 

 

○アジア競技大会（杭州大会）における e

スポーツの情報収集 

○あいちスポーツコミッションを活用し

た多様なスポーツの振興 

○国際大会の招致 

・情報収集、招致の検討 
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7 あいちのグローバル展開 

（1）海外進出県内企業の支援 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

226 

あいち国際ビジネス支

援センターで県内企業

の海外展開を総合的に

サポート 

経済産業局 ○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

＊785件 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

＊85件 

・ビジネスライブラリーの運営 

○（公財）あいち産業振興機構やジェトロ

名古屋と連携した取組の推進 

・（公財）あいち産業振興機構による海

外との事業活動に関する金融、法務、

海外販路開拓支援 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○豊田通商株式会社との県内企業の海外

展開支援に関する協定 

・協定に基づく連携（相談対応） 

＊25件 

○双日株式会社及び住友商事株式会社との

海外工業団地の優遇措置に関する協定 

・協定に基づく連携 

○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

 ＊923件 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

 ＊30件 

・ビジネスライブラリーの運営 

○（公財）あいち産業振興機構やジェトロ

名古屋と連携した取組の推進 

・（公財）あいち産業振興機構による海

外との事業活動に関する金融、法務、

海外販路開拓支援 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○豊田通商株式会社との県内企業の海外

展開支援に関する協定 

・協定に基づく連携（相談対応） 

 ＊21件 

○双日株式会社及び住友商事株式会社との

海外工業団地の優遇措置に関する協定 

・協定に基づく連携 

 

○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

＊961件 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

＊38件 

・ビジネスライブラリーの運営  

○（公財）あいち産業振興機構やジェトロ

名古屋と連携した取組の推進 

・（公財）あいち産業振興機構による海

外との事業活動に関する金融、法務、

海外販路開拓支援 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○豊田通商株式会社との県内企業の海外

展開支援に関する協定 

・協定に基づく連携（相談対応） 

＊3件 

○双日株式会社及び住友商事株式会社との

海外工業団地の優遇措置に関する協定 

・協定に基づく連携 

○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

 

・ビジネスライブラリーの運営  

○（公財）あいち産業振興機構やジェトロ

名古屋と連携した取組の推進 

・（公財）あいち産業振興機構による海

外との事業活動に関する金融、法務、

海外販路開拓支援 

・ジェトロとの「包括的業務協力に関す

る覚書」に基づく連携事業の推進 

○豊田通商株式会社との県内企業の海外

展開支援に関する協定 

・協定に基づく連携（情報発信・相談対

応） 

○双日株式会社及び住友商事株式会社との

海外工業団地の優遇措置に関する協定 

・協定に基づく連携 

 

227 

海外産業情報センター

(上海､バンコク)､及

び、サポートデスク(蘇

州・ハノイ・ニューデ

リー・ジャカルタ)を活

用した県内企業の海外

展開支援等を実施 

経済産業局 ○海外産業情報センターを活用した県内

企業事業活動支援 

・海外産業情報センターでの情報提供 

○愛知県サポートデスクにおける海外進

出企業に対する現地支援 

・サポートデスクでの各種相談対応、情

報提供、進出企業同士のネットワー

クづくりの推進 

＊相談137件、意見交換会 9回 

・進出企業の要望等に関する政府協議

の実施 

＊3回 

○海外産業情報センターを活用した県内

企業事業活動支援 

・海外産業情報センターでの情報提供 

○愛知県サポートデスクにおける海外進

出企業に対する現地支援 

・サポートデスクでの各種相談対応、情

報提供、進出企業同士のネットワー

クづくりの推進 

 ＊相談 159件、意見交換会10回 

・進出企業の要望等に関する政府協議

の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

○海外産業情報センターを活用した県内

企業事業活動支援 

・海外産業情報センターでの情報提供 

○愛知県サポートデスクにおける海外進

出企業に対する現地支援 

・サポートデスクでの各種相談対応、情

報提供、進出企業同士のネットワー

クづくりの推進 

＊相談 131件、意見交換会 11回 

・進出企業の要望等に関する政府協議

の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

○海外産業情報センターを活用した県内

企業事業活動支援 

・海外産業情報センターでの情報提供 

○愛知県サポートデスクにおける海外進

出企業に対する現地支援 

・サポートデスクでの各種相談対応、情

報提供、進出企業同士のネットワー

クづくりの推進 

 

・進出企業の要望等に関する政府協議

の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

228 

県内企業の海外販路拡

大に向けた支援 

経済産業局 ○中小企業の海外販路開拓の支援 

・（公財）あいち産業振興機構における

専門家による海外取引・展開に直結

する実務的・継続的な個別支援 

＊4社 33回 

・海外見本市（マニュファクチャリン

グ・インドネシア）への出展支援 

＊7社 

 

○「愛知ブランド企業」の情報発信 

・専用ウェブページの運営による情報

発信 

○中小企業の海外販路開拓の支援 

・（公財）あいち産業振興機構における

専門家による海外取引・展開に直結

する実務的・継続的な個別支援 

 ＊5社 40回 

・海外見本市（マニュファクチャリン

グ・インドネシア）への出展支援 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○「愛知ブランド企業」の情報発信 

・専用ウェブページの運営による情報

発信 

○中小企業の海外販路開拓の支援 

・（公財）あいち産業振興機構における

専門家による海外取引・展開に直結

する実務的・継続的な個別支援 

＊4社 53回 

・海外見本市等への出展支援（FBC 

ASEAN 2021ものづくり商談会） 

 ＊6社 

 

○「愛知ブランド企業」の情報発信 

・専用ウェブページの運営による情報

発信 

○中小企業の海外販路開拓の支援 

・（公財）あいち産業振興機構における

専門家による海外取引・展開に直結

する実務的・継続的な個別支援 

 

・海外見本市等への出展支援 

 

 

 

○「愛知ブランド企業」の情報発信 

・専用ウェブページの運営による情報

発信 

229 

友好・協力関係にある

国・地域・機関との交

流の推進、特に関係を

深めることが望まれる

国・地域・機関を対象

とした新たなパートナ

ーシップの構築 

政策企画局 

経済産業局 

都市・交通局 

教育委員会 

○オーストラリア・ビクトリア州との交

流の推進 

 

 

 

 

 

・友好提携交流事業（県使節団の派遣、

州使節団の受入等） 

 ＊2名派遣 

※受入は新型コロナウイルス感染拡

大の影響により延期 

○中国・江蘇省との交流の推進 

 

 

 

 

 

・友好提携交流事業（県使節団の派遣、

省使節団の受入等） 

 ＊2名派遣、24名受入 

・経済分野の交流強化における合意文

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

＊相談対応 23件、意見交換会 3回 

○中国・広東省との交流の推進 

・広東省政府訪問 

○オーストラリア・ビクトリア州との交

流の推進 

・友好提携 40周年記念事業 

 ＊「愛知県・ビクトリア州・江蘇省友

好提携 40 周年記念フェスティバ

ル」を開催 

  約12,000名参加 

・友好提携交流事業 

 ※使節団の相互派遣は新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により中止 

 

 

○中国・江蘇省との交流の推進 

・友好提携 40周年記念事業 

 ＊「愛知県・ビクトリア州・江蘇省友

好提携 40 周年記念フェスティバ

ル」を開催 

  約12,000名参加 

・友好提携交流事業 

 ※使節団の相互派遣は新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により中止 

・経済分野の交流強化における合意文

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

 ＊相談対応 40件、意見交換会 4回 

○中国・広東省との交流の推進 

 ・友好提携交流事業 

○オーストラリア・ビクトリア州との交

流の推進 

 

 

 

 

 

・友好提携交流事業 

  ※使節団の相互派遣は新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により中止 

 

 

○中国・江蘇省との交流の推進 

 

 

 

 

 

・友好提携交流事業 

  ＊使節団の相互派遣は新型コロナウ

イルス感染拡大の影響により中止 

・経済分野の交流強化における合意文

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

＊相談対応 32件、意見交換会 4回 

○中国・広東省との交流の推進 

 ・友好提携交流事業 

○オーストラリア・ビクトリア州との交

流の推進 

 

 

 

 

 

・友好提携交流事業（県使節団の派遣、

省使節団の受入等） 

 

 

 

○中国・江蘇省との交流の推進 

 

 

 

 

 

・友好提携交流事業（県使節団の派遣、

省使節団の受入等） 

 

・経済分野の交流強化における合意文

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

 

○中国・広東省との交流の推進 

 ・友好提携交流事業 



- 190 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

＊友好提携締結（5月） 

・愛知県高校生訪問団の広東省への派遣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影響

により中止  

○中国・山東省工業・情報化庁との交流 

の推進 

・中国・山東省工業・情報化庁との経済

交流に関する覚書の締結 

 

 

○ベトナムとの交流の推進 

・ホーチミン市との覚書に基づく交流

の推進 

・政府及びホーチミン市政府要人との

面談 

・経済交流会の開催 

＊124名参加 

・計画投資省との経済交流に関する覚

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

＊相談対応 33件、意見交換会 2回 

○タイとの交流の推進 

・バンコク都との覚書に基づく交流の

推進 

・バンコク都高校生訪問団の愛知県へ

の受入 

 ＊バンコク都高校生20名受入 

 

 

 

・バンコク産業情報センターでの情報

提供 

・タイ王国工業省との経済連携に関す

る覚書に基づく交流の推進 

 

 

 

○韓国・京畿道との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・京畿道高校生訪問団の愛知県への受入 

  

・広東省高校生訪問団の愛知県への受入 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○中国・山東省工業・情報化庁との交流 

の推進 

・経済交流に関する覚書に基づく交流

の推進 

 ＊経済交流カンファレンスの開催、

約 60名参加 

○ベトナムとの交流の推進 

・ホーチミン市との覚書に基づく交流

の推進 

・ホーチミン市政府要人とのテレビ会

談 

 

 

・計画投資省との経済交流に関する覚

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

 ＊相談対応 32件、意見交換会 2回 

○タイとの交流の推進 

・バンコク都との覚書に基づく交流の

推進 

・愛知県高校生訪問団のバンコク都へ

の派遣 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

・高校生オンライン交流事業の実施 

 ＊6件実施 

・バンコク産業情報センターでの情報

提供 

・タイ王国工業省との経済連携に関す

る覚書に基づく交流の推進 

・経済交流会の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○韓国・京畿道との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・愛知県高校生訪問団の京畿道への派遣 

 

・愛知県高校生訪問団の広東省への派遣 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○中国・山東省工業・情報化庁との交流の

推進 

・経済交流に関する覚書に基づく交流

の推進 

＊経済交流カンファレンスの開催、 

約 60名参加 

○ベトナムとの交流の推進 

・ホーチミン市との覚書に基づく交流

の推進 

 

 

 

 

・計画投資省との経済交流に関する覚

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

＊相談対応 39件、意見交換会 3回 

○タイとの交流の推進 

・バンコク都との覚書に基づく交流の

推進 

・バンコク都高校生訪問団の愛知県へ

の受入  

※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

・高校生オンライン交流事業の実施 

 ＊5件実施 

・バンコク産業情報センターでの情報

提供 

・タイ王国工業省との経済連携に関す

る覚書に基づく交流の推進 

・経済交流会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○韓国・京畿道との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・京畿道高校生訪問団の愛知県への受入 

 

・広東省高校生訪問団の愛知県への受入 

 

 

○中国・山東省工業・情報化庁との交流の

推進 

・経済交流に関する覚書に基づく交流

の推進 

 

 

○ベトナムとの交流の推進 

・ホーチミン市との覚書に基づく交流

の推進 

 

 

 

 

・計画投資省との経済交流に関する覚

書に基づく交流の推進 

・愛知県サポートデスクにおける本県

からの進出企業に対する支援 

 

○タイとの交流の推進 

・バンコク都との覚書に基づく交流の

推進 

・愛知県高校生訪問団のバンコク都へ

の派遣 

 

 

 

 

・バンコク産業情報センターでの情報

提供 

・タイ王国工業省との経済連携に関す

る覚書に基づく交流の推進 

・経済交流会の開催 

 

 

○韓国・京畿道との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・愛知県高校生訪問団の京畿道への派
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ＊京畿道高校生15名受入 

 

○米国・テキサス州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・SXSWへの学生・研究者の派遣・出展 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

 

 

 

 

 

 

 

○米国・ワシントン州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

○米国・インディアナ州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・カケハシ・プロジェクトの活用 

 ＊愛知県高校生23名派遣 

 

 

 

 

 

 

 

○米国・ケンタッキー州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

 

 

 

○ベルギー3地域との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

○インドとの交流の推進 

・インド愛知デスクにおける本県から

の進出企業に対する支援 

 ＊相談対応 35件、意見交換会 2回 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○米国・テキサス州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 ・SXSWオンラインへの大学生・研究者

の出展 

・提携先州出身の連邦議会議員・州政府

要人と面談 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

 ・テキサス大学オースティン校訪問 

 

 

 

○米国・ワシントン州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

○米国・インディアナ州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

  

 

・提携先州出身の連邦議会議員・州政府

要人と面談 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

 ・インディアナ経済サミットへの出席 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○米国・ケンタッキー州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 ・提携先州出身の連邦議会議員・州政府

要人と面談 

  ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○ベルギー3地域との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

○インドとの交流の推進 

・インド愛知デスクにおける本県から

の進出企業に対する支援 

 ＊相談件数 33件、意見交換会 2回 

※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○米国・テキサス州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・SXSW への大学生・研究者の派遣・出

展 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

 

 

・テキサス大学オースティン校への職

員派遣 

・高校生によるオンライン交流 

 ＊県立高校生 14名参加 

○米国・ワシントン州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

○米国・インディアナ州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○米国・ケンタッキー州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

 

 

 

○ベルギー3地域との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

○インドとの交流の推進 

・インド愛知デスクにおける本県から

の進出企業に対する支援 

＊相談件数 25件、意見交換会 2回 

遣 

 

○米国・テキサス州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

・SXSW への大学生・研究者の派遣・出

展 

 

 

 

 

・テキサス大学オースティン校への職

員派遣 

・高校生によるオンライン交流 

 

○米国・ワシントン州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

○米国・インディアナ州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○米国・ケンタッキー州との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

 

 

 

○ベルギー3地域との交流の推進 

・覚書に基づく交流の推進 

 

○インドとの交流の推進 

・インド愛知デスクにおける本県から

の進出企業に対する支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○インドネシアとの交流の推進 

・経済担当調整大臣府との経済交流に

関する覚書に基づく交流の推進 

・インドネシアサポートデスクにおけ

る本県からの進出企業に対する支援 

＊相談対応 46件、意見交換会 2回 

○シンガポールとの交流の推進 

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

○フランスオクシタニー地域圏との交流

の推進 

・覚書に基づく航空宇宙産業分野等での

協力の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海外との交流の推進 

・専門高校生海外インターンシッププ

ロジェクトの実施 

 ＊10名参加 

 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

 ＊5名参加 

 

○中国3大学（清華大学・上海交通大学・

浙江大学）との連携推進 

・清華大学、上海交通大学と覚書締結、

浙江大学と調整 

 

 

 

○インドネシアとの交流の推進 

・経済担当調整大臣府との経済交流に

関する覚書に基づく交流の推進 

・インドネシアサポートデスクにおけ

る本県からの進出企業に対する支援 

 ＊相談対応 54件、意見交換会 2回 

○シンガポールとの交流の推進 

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

○フランスオクシタニー地域圏との交流

の推進 

・覚書に基づく航空宇宙産業分野等での

協力の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海外との交流の推進 

・専門高校生海外インターンシッププ

ロジェクトの実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○中国3大学（清華大学・上海交通大学・

浙江大学）との連携推進 

・清華大学、上海交通大学との交流の推

進 

 

 

 

○インドネシアとの交流の推進  

・経済担当調整大臣府との経済交流に

関する覚書に基づく交流の推進 

・インドネシアサポートデスクにおけ

る本県からの進出企業に対する支援 

＊相談対応 35件、意見交換会 2回 

○シンガポールとの交流の推進  

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

○フランスオクシタニー地域圏との交流

の推進 

・覚書に基づく航空宇宙産業分野等での

協力の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海外との交流の推進 

・専門高校生海外インターンシッププ

ロジェクトの実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○中国3大学（清華大学・上海交通大学・

浙江大学）との連携推進 

・清華大学、上海交通大学との交流の推

進 

＊覚書に基づく交流として、県内大学

生 10 名が中国・清華大学のサマー

スクール（オンライン方式）を受講 

○インドネシアとの交流の推進  

・経済担当調整大臣府との経済交流に

関する覚書に基づく交流の推進 

・インドネシアサポートデスクにおけ

る本県からの進出企業に対する支援 

 

○シンガポールとの交流の推進  

・シンガポール国立大学との覚書に基づ

く科学技術分野における交流の推進 

○フランスオクシタニー地域圏との交流

の推進 

・覚書に基づく航空宇宙産業分野等での

協力の推進 

○フランスオーベルニュ・ローヌ・アル 

プ地域圏との交流の推進 

・フランスオーベルニュ・ローヌ・ア 

 ルプ地域圏との友好交流及び相互協 

力に関する覚書の締結（5月） 

○イスラエルとの交流の推進 

・イスラエル国国家イノベーション庁

等との合意書に基づく交流の推進 

 ＊イノベーション庁と研究開発及び

技術的イノベーションにおける両

者間協力についての合意書締結（5

月） 

○海外との交流の推進 

・専門高校生海外インターンシッププ

ロジェクトの実施 

 

 

・あいち高等学校男女共同参画海外派

遣の実施 

 

 

○中国3大学（清華大学・上海交通大学・

浙江大学）との連携推進 

・清華大学、上海交通大学との交流の推

進 

＊覚書に基づく交流として、県内大

学生9名が中国・清華大学のサマース

クール（オンライン方式）を受講（7月） 



- 193 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート

セールスの実施 

 ＊ベトジェットエアに中部－ハノ

イ、ホーチミン線等の新規就航を

要請 

 ＊ベトナム航空に中部－ダナン線の

新規就航、中部－ホーチミン線の

機材大型化を要請 

 ＊中国国際航空に中部－北京線及び

上海線の更なる供給拡大と上海か

らの貨物便の開設を要請 

 ＊中国南方航空に広州直行便のデイ

リー化を要請 等 

 

 

・浙江大学との覚書締結に向けた調整 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート

セールスの実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・清華大学傘下の TUS ホールディング

スへの職員派遣 

・浙江大学との覚書締結に向けた調整 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート

セールスの実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

・浙江大学と覚書締結（6月） 

○エアポートセールスの実施 

・海外の航空会社に対するエアポート

セールスの実施 

 

 

（2）グローバル人材の育成・獲得 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

230 

学校教育における実践

的な英語力の強化 

教育委員会 ○学校教育における実践的な英語力の強化 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校12校

への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

 ＊イングリッシュキャンプ3回232名参

加 

 ＊1dayバスツアー3回 56名参加 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

 ＊41名参加 

・小・中・高等学校英語教育推進リー

ダー研修実習の実施 

○学校教育における実践的な英語力の強化 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校12校

への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・中・高等学校英語教育推進リーダー研

修実習の実施 

○学校教育における実践的な英語力の強化 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校12校

への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、イングリッシュ１Dayツアー

は日程を縮小し実施、宿泊を伴うイン

グリッシュキャンプは、一部中止 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・中学校英語教育推進リーダー研修実

習の実施（2021年度で完了） 

○学校教育における実践的な英語力の強化 

・あいちスーパーイングリッシュハブ

スクール事業における拠点校での英

語を高いレベルで使いこなす人材の

育成及び取組成果の普及 

＊拠点校 13校 

＊外国人語学講師（ALT）の拠点校12校

への常駐 

・あいちグローバルツアー事業の実施 

 

 

 

 

・高校生海外チャレンジ促進事業の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

231 

アジア地域からの技術

系留学生など、外国人

留学生の獲得、就職支

援・地域定着 

政策企画局 ○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアーの開催などに

よる就職支援の実施 

 ＊留学生インターンシップ 

参加留学生 189名、参加企業88社 

＊企業見学ツアー 

2回開催 21名参加 

・留学生採用を促進するための企業向

け留学生活用講座の開催や企業と留

学生の交流会の開催などによる企業

のグローバル化の促進 

 ＊留学生活用講座 

6回開催 417名参加 

  

 

＊交流会 

3回開催 257名参加 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

 ＊2019年新規受入 5名 

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアーの開催などに

よる就職支援の実施 

 ＊留学生インターンシップ 

  参加留学生 84名、参加企業 42社 

 ＊企業見学ツアー 

  1回開催37名参加（オンライン） 

・留学生採用を促進するための企業向

け留学生採用講座の開催や企業と留

学生の交流会の開催などによる企業

のグローバル化の促進 

 ＊留学生採用講座 

  7回開催 

  第1～3回（配信）：726回視聴 

  第4～7回（LIVE）：390名視聴 

 ＊交流会 

2回開催 118名参加 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

 ＊2020年度新規受入 5名 

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアーの開催などに

よる就職支援の実施 

 ＊留学生インターンシップ 

  参加留学生 172名、参加企業 62社 

 ＊企業見学ツアー 2回開催 45名参

加（うち 1回オンライン） 

・留学生採用を促進するための企業向

け留学生採用講座の開催や企業と留

学生の交流会の開催などによる企業

のグローバル化の促進 

＊留学生採用講座 

5回開催 341名参加 

   

 

＊交流会 

   3回開催 227名参加 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

＊2021年新規受入1名 

※4 名は新型コロナウイルス感染症

の影響により 2022年度に延期 

○県内企業の留学生活用によるグローバル

化の推進及び留学生の就職支援の推進 

・留学生に対するインターンシップの

実施や企業見学ツアー、留学生地域

定着促進イベントの開催などによる

就職支援の実施 

 

 

 

 

・企業向け留学生採用・定着研修会の開

催などによる企業のグローバル化の

促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

・愛知のものづくりを支える留学生受

入事業による留学生への学費、滞在

費等の支援、就職支援 

 ＊2022年新規受入 5名（10月） 

 

232 

本県にゆかりのある外

国人ネットワークの構

築・充実と活用 

政策企画局 ○外国人ネットワークの活用 

・ベトナム帰国愛知留学生ネットワー

クとの交流、連携 

 ＊交流会 2回開催 

○外国人ネットワークの活用 

・ベトナム帰国愛知留学生ネットワー

クとの交流、連携 

 ＊オンライン交流会1回開催 

○外国人ネットワークの活用 

・ベトナム帰国愛知留学生ネットワー

クとの交流、連携 

＊交流会 1回開催 

○外国人ネットワークの活用 

・ベトナム帰国愛知留学生ネットワー

クとの交流、連携 

 

233 

中小企業等における海

外展開を担う人材育成

支援 

経済産業局 ○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

＊785件 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

＊85回 

・ビジネスライブラリーの運営 

○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

 ＊923件 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

 ＊30回 

・ビジネスライブラリーの運営 

○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

 ＊961件 

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

＊38回 

・ビジネスライブラリーの運営 

○あいち国際ビジネス支援センターにお

ける相談対応・情報提供 

・国際ビジネスに関する相談対応 

  

・貿易実務講座や海外展開・国際ビジネ

スに関するセミナーの開催 

 

・ビジネスライブラリーの運営 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

234 

県内企業の海外拠点に

おける帰国留学生の活

用を支援 

政策企画局 ○帰国留学生の県内企業の海外拠点での

活用支援の推進 

・県内大学の留学生に対し、帰国後の意

識調査の実施 

・海外拠点を有する企業及び現地法人

への帰国留学生に対するニーズ調査

の実施 

・留学生の母国での県内企業海外拠点

におけるインターンシップの試行 

○帰国留学生の県内企業の海外拠点での

活用支援の推進 

  

 

 

 

 

・留学生の母国での県内企業海外拠点

におけるインターンシップの実施 

 ※新型コロナウイルス感染症の影響

により中止 

○帰国留学生の県内企業の海外拠点での

活用支援の推進 

 

 

 

 

 

・留学生の母国での県内企業海外拠点

におけるインターンシップの実施 

※新型コロナウイルス感染症の影響

により中止 

○帰国留学生の県内企業の海外拠点での

活用支援の推進 

 

 

 

 

 

・留学生の母国での県内企業海外拠点

におけるインターンシップの実施 

 

 

 

 

（3）外国人が暮らしやすい環境づくり 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

235 

外国人県民が安心して

暮らせる環境の整備

（地域における初期日

本語教室の実施、多文

化子育てサロンの設置

促進、あいち医療通訳

システムの運営、災害

時の多言語支援センタ

ーの設置運営等） 

政策企画局 

県民文化局 

保健医療局 

経済産業局 

労働局 

観光コンベ

ンション局 

都市・交通局 

建築局 

教育委員会 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

 ＊国への統一要請 2回 

・全国知事会「新たな外国人材受入れプ

ロジェクトチーム」を主宰し、提言を

取りまとめ、国に対して要請 

＊プロジェクトチームの開催1回 

＊国への要請 1回 

 

 

 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

 ・協議会の開催 

  ＊1回開催 

 ・生活環境ワーキンググループの開催 

  ＊2回開催 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業等の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

  ＊国への統一要請2回 

・全国知事会「新たな外国人材受入れ 

プロジェクトチーム」を主宰し、提言

を取りまとめ、国に対して要請 

プロジェクトチームを全国知事会農

林商工常任委員会及び総務常任委員

会に引継 

  ＊プロジェクトチームの開催 1回 

  ＊国への要請1回 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

 ・協議会の開催 

  ＊1回開催 

・生活環境ワーキンググループの開催 

  ＊2回開催 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業等の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

＊国への統一要請2回 

 

 

 

 

 

 

 

 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

・協議会の開催 

 ＊1回開催 

・生活環境ワーキンググループの開催 

 ＊2回開催 

○外国人材の受入れ・多文化共生社会づ

くりに係る国への要請 

・人手不足が深刻化している特定の製

造業等の特定産業分野への位置付け

や、多文化共生社会を支える環境の

整備、外国人を対象とした日本語教

育等の充実について国に対して要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○あいち外国人材適正受入れ・共生推進協

議会の開催 

・協議会の開催 

  ＊1回開催 

・生活環境ワーキンググループの開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・日本語学習・日本語教育ワーキンググ

ループの開催 

 ＊2回開催 

○地域における日本語教育の推進 

・地域における初期日本語教育モデル

事業の実施 

 ＊1地域で実施 

・「あいち外国人の日本語教育推進会

議」の開催 

 ＊1回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○外国人児童生徒への教育の充実 

・公立小中学校における日本語教育適

応学級担当教員の配置 

＊493人配置 

・公立小中学校への語学相談員の派遣、

・日本語学習・日本語教育ワーキンググ

ループの開催 

  ＊2回開催 

○地域における日本語教育の推進 

・地域における初期日本語教育モデル

事業の実施 

＊1地域で実施 

・「あいち外国人の日本語教育推進会

議」の開催 

＊1回 

・あいち地域日本語教育推進センター

の設置・運営 

・総括コーディネーターの配置 

・あいち地域日本語教育ネットワーク

会議の開催 

＊2回開催 

・地域日本語教育研修会の開催 

＊4回開催 

・あいち地域日本語教育コーディネー

ターの派遣 

＊8団体 20回 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

の実施 

＊1か所実施、普及説明会 2回 75名

参加 

・「外国人県民等による多文化共生日本

語スピーチコンテスト」の開催 

＊応募者数 57名 

・日本語教育関連事業を実施する市町

村等への助成 

 

 

 

 

 

 

○外国人児童生徒への教育の充実 

・公立小中学校における日本語教育適

応学級担当教員の配置 

＊523人配置 

・公立小中学校への語学相談員の派遣、

・日本語学習・日本語教育ワーキンググ

ループの開催 

  ＊2回開催 

○地域における日本語教育の推進 

・地域における初期日本語教育モデル

事業の実施 

 ＊1地域で実施 

・「あいち外国人の日本語教育推進会

議」の開催 

＊推進会議 1回、事前協議部会 1回 

・あいち地域日本語教育推進センター

の運営 

・総括コーディネーターの配置 

・あいち地域日本語教育ネットワーク

会議の開催 

＊3回開催 

・あいち地域日本語教育研修会等の開催 

 ＊5回開催 

・あいち地域日本語教育コーディネー

ターの派遣 

＊10団体 17回 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

の実施 

 ＊3か所実施、普及説明会（オンライ

ン）2回 77名参加 

・「外国人県民等による多文化共生日本

語スピーチコンテスト」の開催 

 ＊応募者数 146名 

・日本語教育関連事業を実施する市町

村等への助成 

・「愛知県地域日本語教育の推進に関す

る基本的な方針」の策定（3月） 

○外国人等の子どもの進学や就職への支

援 

・外国人等の子どもの進路に関する実

態調査及び理解促進 

○外国人児童生徒への教育の充実 

・公立小中学校における日本語教育適

応学級担当教員の配置 

＊535人配置 

・公立小中学校への語学相談員の派遣、

・日本語学習・日本語教育ワーキンググ

ループの開催 

 

○地域における日本語教育の推進 

・地域における初期日本語教育モデル

事業の実施 

 ＊1地域で実施 

・「あいち外国人の日本語教育推進会

議」の開催 

 

・あいち地域日本語教育推進センター

の運営 

・総括コーディネーターの配置 

・あいち地域日本語教育ネットワーク

会議の開催 

 

・あいち地域日本語教育研修会等の開催 

 

・あいち地域日本語教育コーディネー

ターの派遣 

 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

の実施 

 ＊3か所実施 

 

・「外国人県民等による多文化共生日本

語スピーチコンテスト」の開催 

 ＊応募者数 79名 

・日本語教育関連事業を実施する市町

村等への助成 

 

 

 

 

 

 

○外国人児童生徒への教育の充実 

・公立小中学校における日本語教育適

応学級担当教員の配置 

＊547人配置 

・公立小中学校への語学相談員の派遣、
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

訪問指導 

＊ポルトガル語（4 名）、スペイン語 

（4名）、フィリピノ語（3名）を教

育事務所に配置、要請に応じて派遣 

・県立高校への支援員派遣による学習

活動や学校生活支援 

 

 

 

 

○外国人の子育て支援の充実 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

実施 

 ＊3か所実施、普及説明会 3回 99名

参加 

○外国人県民との連携・協働 

・外国人県民あいち会議の開催 

 ＊41名参加 

 

 

 

 

○適正雇用の普及･啓発 

・外国人労働者の適正雇用と日本社会へ

の適応を促進するための憲章の普及 

 ＊セミナー開催2回228名参加 

 

○日常生活等の支援推進 

・外国人県民早期適応推進事業の実施 

 ＊カリキュラム・指導者マニュアル・

教材等の作成 

 ＊説明会開催 3回 197名参加 

・外国人向け生活設計支援冊子の作成 

 

 

・多文化ソーシャルワーカーの活用 

 ＊あいち国際プラザ内「あいち多文

化共生センター」に 5名配置 

○あいち多文化共生センターの運営・整備 

・愛知県における「多文化共生総合相談

訪問指導 

＊ポルトガル語（4 名）、スペイン語 

（4名）、フィリピノ語（3名）を教

育事務所に配置、要請に応じて派遣 

・県立高校への支援員派遣による学習

活動や学校生活支援 

・外国人児童生徒日本語教育支援事業

費補助金による「日本語初期指導教

室」の運営等に対する支援 

＊9市  

○外国人の子育て支援の充実 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

実施 

＊1か所実施、普及説明会 2回 75名

参加  

○外国人県民との連携・協働 

・多文化共生タウンミーティング等の

実施 

＊タウンミーティング2回 58名参加 

＊意見交換会 5回275名参加 

 

 

○適正雇用の普及･啓発 

・外国人労働者の適正雇用と日本社会へ

の適応を促進するための憲章の普及 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のためセミナー中止 

○日常生活等の支援推進 

・外国人県民早期適応推進事業の実施 

＊検討会議の開催1回 

 

 

 

・外国人県民の高齢化に伴う課題の調

査及び理解促進 

・多文化ソーシャルワーカーの活用 

＊あいち国際プラザ内「あいち多文 

化共生センター」に 5名配置 

○あいち多文化共生センターの運営・整備 

・愛知県における「多文化共生総合相談

訪問指導 

＊ポルトガル語（4 名）、スペイン語 

（4名）、フィリピノ語（3名）を教

育事務所に配置、要請に応じて派遣 

・県立高校への支援員派遣による学習

活動や学校生活支援 

・外国人児童生徒日本語教育支援事業 

費補助金による「日本語初期指導教

室」の運営等に対する支援 

 ＊13市 

○外国人の子育て支援の充実 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

実施 

 ＊3か所実施、普及説明会（オンライ

ン）2回 77名参加 

○外国人県民との連携・協働 

・多文化共生タウンミーティング等の

実施 

＊タウンミーティング3回29名参加 

＊意見交換会１回50名参加 

※新型コロナウイルス感染症の影響

により一部中止 

○適正雇用の普及･啓発 

・外国人労働者の適正雇用と日本社会へ

の適応を促進するための憲章の普及 

＊セミナー開催1回117名参加 

 

○日常生活等の支援推進 

・外国人県民早期適応推進事業の実施 

＊企業等におけるモデル実施2団体 

  ＊カリキュラム等活用人材育成セミ

ナー開催1回（2日間）89団体参加 

  ＊ポータルサイト設置 

 

 

・多文化ソーシャルワーカーの活用 

 ＊あいち国際プラザ内「あいち多文

化共生センター」に 7名配置 

○あいち多文化共生センターの運営・整備 

・愛知県における「多文化共生総合相談

訪問指導 

＊ポルトガル語（4名）、スペイン語 

（3名）、フィリピノ語（4名）を教育事

務所に配置、要請に応じて派遣 

・県立高校への支援員派遣による学習

活動や学校生活支援 

・外国人児童生徒日本語教育支援事業 

費補助金による「日本語初期指導教

室」の運営等に対する支援 

   

○外国人の子育て支援の充実 

・「多文化子育てサロン」設置促進事業

実施 

 ＊3か所実施 

 

○外国人県民との連携・協働 

・多文化共生タウンミーティング等の

実施 

＊タウンミーティング3回56名参加 

 

 

 

○適正雇用の普及･啓発 

・外国人労働者の適正雇用と日本社会へ

の適応を促進するための憲章の普及 

 

 

○日常生活等の支援推進 

 

 

 

 

 

 

 

・多文化ソーシャルワーカーの活用 

 ＊あいち国際プラザ内「あいち多文

化共生センター」に 7名配置 

○あいち多文化共生センターの運営・整備 

・愛知県における「多文化共生総合相談
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

ワンストップセンター」として、「あ

いち多文化共生センター（あいち国

際プラザ内）」を拡充 

○外国人のための医療機関の利用の促進 

・「あいち医療通訳システム」の運営 

 ＊通訳派遣等件数 1,821件 

 ＊利用医療機関数 145件 

・外国語対応可能な医療機関の音声

FAX案内の実施 

 ＊42件 

・「あいち救急医療ガイド」の外国語表

示機能による案内の実施 

 ＊外国語表示機能利用件数3,490件 

○災害時の多言語支援センター設置運営

体制の充実 

・災害時外国人支援活動講座の開催 

 ＊3回 114名参加 

・センター設置・運営訓練の実施 

 ＊1回実施 

・ネットワーク会議の開催 

 ＊27名参加 

○企業等との連携の推進 

・株式会社セブン銀行との協定に基づ

いた情報発信 

○公共交通機関、観光施設等における外

国語表記の案内表示の促進 

・鉄道会社等に対するインフォメーシ

ョン充実の働きかけ 

・観光施設費等補助金等による多言語

表示観光案内板の整備の促進 

○県立大学における通訳翻訳に関わる人

材育成 

・外国語学部卒業生等の通訳翻訳分野

での活動状況等調査、基礎情報のデ

ータベース化 

 ＊卒業生・修了生の動向調査として

キャリアセッションを実施：56 名

参加 

・通訳翻訳に関わる人材育成に向けた

各種講座及びワークショップの実施 

 ＊5回、延べ 357名参加 

ワンストップセンター」として、「あ

いち多文化共生センター（あいち国

際プラザ内）」を運営 

○外国人のための医療機関の利用の促進 

・「あいち医療通訳システム」の運営 

＊通訳派遣等件数1,746件 

＊利用医療機関数151件 

・外国語対応可能な医療機関の音声

FAX案内の実施 

 ＊32件 

・「あいち救急医療ガイド」の外国語表

示機能による案内の実施 

 ＊外国語表示機能利用件数2,364件 

○災害時の多言語支援センター設置運営

体制の充実 

・災害時外国人支援活動講座の開催 

＊2回 118名参加 

・センター設置・運営訓練の実施 

＊1回実施 

 

 

○企業等との連携の推進 

・株式会社セブン銀行との協定に基づ

いた情報発信 

○公共交通機関、観光施設等における外

国語表記の案内表示の促進 

・鉄道会社等に対するインフォメーシ

ョン充実の働きかけ 

・観光施設費等補助金等による多言語

表示観光案内板の整備の促進 

○県立大学における通訳翻訳に関わる人

材育成 

 

 

 

 

 

 

・通訳翻訳に関わる人材育成に向けた

各種講座及びワークショップの実施 

＊2回、延べ109名参加 

ワンストップセンター」として、「あ

いち多文化共生センター（あいち国

際プラザ内）」を運営 

○外国人のための医療機関の利用の促進 

・「あいち医療通訳システム」の運営 

＊通訳派遣等件数4,041件 

＊利用医療機関数157件 

・外国語対応可能な医療機関の音声

FAX案内の実施 

 ＊34件 

・「あいち救急医療ガイド」の外国語表

示機能による案内の実施 

＊外国語表示機能利用件数 1,666件 

○災害時の多言語支援センター設置運営

体制の充実 

・災害時外国人支援活動講座の開催 

＊2回 60名参加 

・センター設置・運営訓練の実施 

＊1回実施 

 

 

○企業等との連携の推進 

・株式会社セブン銀行との協定に基づ

いた情報発信 

○公共交通機関、観光施設等における外

国語表記の案内表示の促進 

・鉄道会社等に対するインフォメーシ

ョン充実の働きかけ 

・観光施設費等補助金等による多言語

表示観光案内板の整備の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンストップセンター」として、「あ

いち多文化共生センター（あいち国

際プラザ内）」を運営 

○外国人のための医療機関の利用の促進 

・「あいち医療通訳システム」の運営 

 

 

・外国語対応可能な医療機関の音声

FAX案内の実施 

  

・「あいち救急医療ガイド」の外国語表

示機能による案内の実施 

 

○災害時の多言語支援センター設置運営

体制の充実 

・災害時外国人支援活動講座の開催 

 

・センター設置・運営訓練の実施 

 

 

 

○企業等との連携の推進 

・株式会社セブン銀行との協定に基づ 

  いた情報発信 

○公共交通機関、観光施設等における外

国語表記の案内表示の促進 

・鉄道会社等に対するインフォメーシ

ョン充実の働きかけ 

・観光施設費等補助金等による多言語

表示観光案内板の整備の促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○県立大学における医療分野外国語講座

の実施 

 ・医療関係従事者を対象に、「医療分野

ポルトガルスペイン語講座」を継続

開講 

  ＊20名受講 

○県立大学における医療分野外国語講座

の実施 

・医療関係従事者を対象に、「医療分野

ポルトガル語スペイン語講座」を継

続開講 

 ＊オンラインにて 22名受講 

○県立大学における医療分野外国語講座

の実施 

・医療関係従事者を対象に、「医療分野

ポルトガル語スペイン語講座」を継

続開講 

 ＊35名受講 

 

 

 

 

○ウクライナ避難民への生活支援 

・県営住宅の提供に向けた国との調整

及び承認申請 

 

 

 

 

 

 

 

○県立大学におけるコミュニティ通訳者

の養成 

・国際文化研究科にコミュニティ通訳

学コースを開設 

○ウクライナ避難民への生活支援 

・県営住宅の提供 

・寄附金を活用した生活一時金の給付 

 ・日本語教室の開催 

 ・日本語学習を目的としたタブレット

貸与 

 ・日本語教育コーディネーターの派遣 

 ・寄附物品の受付・配送 

 ・相談窓口での就労支援の実施 

236 

多文化共生の担い手育

成（地域多文化コーデ

ィネーターの育成、多

文化共生月間の実施、

多文化共生フォーラム

あいちの開催等） 

県民文化局 ○多文化共生に対する理解促進 

・多文化共生月間の実施 

・「多文化共生フォーラムあいち」の開催 

  ＊144名参加 

・多文化共生タウンミーティング、外国

人県民との意見交換会などの開催 

 ＊タウンミーティング3回134名参加  

 ＊意見交換会 3回 79名参加 

 

 

・「あいち地域多文化コーディネータ

ー」のフォローアップ研修の開催 

 ＊8名参加 

 

 

 

 

 

○県立大学における多文化共生の担い手

の養成 

・人間発達学研究科及び生涯発達研究

○多文化共生に対する理解促進 

・多文化共生月間の実施 

・「多文化共生フォーラムあいち」の開催 

＊95名参加 

・多文化共生タウンミーティング、外国

人県民との意見交換会などの開催 

＊タウンミーティング2回58名参加  

＊意見交換会 5回275参加 

 

 

・「あいち地域多文化コーディネータ

ー」のフォローアップ研修の開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

○県立大学における多文化共生の担い手

の養成 

・人間発達学研究科及び生涯発達研究

○多文化共生に対する理解促進 

・多文化共生月間の実施 

・「多文化共生フォーラムあいち」の開催 

＊83名参加 

・多文化共生タウンミーティング、外国

人県民との意見交換会などの開催 

＊タウンミーティング3回29名参加 

＊意見交換会１回50名参加 

 ※新型コロナウイルス感染症の影

響により一部中止 

・「あいち地域多文化コーディネータ

ー」のフォローアップ研修の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、研修に代えてあいち地域多

文化コーディネーター活動調査を

実施 

・次期「あいち多文化共生推進プラン」

策定のための実態調査の実施 

○県立大学における多文化共生の担い手

の養成 

・人間発達学研究科及び生涯発達研究

○多文化共生に対する理解促進 

・多文化共生月間の実施 

・「多文化共生フォーラムあいち」の開催 

 

・多文化共生タウンミーティング、外国

人県民との意見交換会などの開催 

＊タウンミーティング3回56名参加 

 

・小中学校向け多文化共生理解教材の

作成 

・「あいち地域多文化コーディネータ

ー」のフォローアップ研修の開催 

 

 

 

 

・次期「あいち多文化共生推進プラン」

の策定 

○県立大学における多文化共生の担い手

の養成 

・人間発達学研究科及び生涯発達研究
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

所等における多文化ソーシャルワー

カーとの連携に関するセミナーや研

究会の開催 

 ＊多職種連携研究会を設置（多文化

ソーシャルワーク部会2回開催） 

所等における多文化ソーシャルワー

カーとの連携に関するセミナーや研

究会の開催 

 ＊セミナー開催1回 参加者 50名 

所等における多文化ソーシャルワー

カーとの連携に関するセミナーや研

究会の開催 

  ＊セミナー開催 1回 参加者 109名 

＊多職種連携研究会（スクールソー 

シャルワーク部会）開催 3回 

所等における多文化ソーシャルワー

カーとの連携に関するセミナーや研

究会の開催 

 

 

 

237 

外国人の子どもの教育

の充実（小中学校にお

ける日本語教育適応学

級担当教員の配置、日

本語教室の運営費等の

助成、外国人児童生徒

の就学支援活動の支援

等） 

県民文化局 

教育委員会 

○日本語教育の総合的な支援 

・「外国人児童生徒等による多文化共生

日本語スピーチコンテスト」の開催 

 ＊応募者数 71名 

・プレスクール活動の普及及び幼児向

け日本語学習教材の普及 

・外国人児童生徒の就学支援活動を行

う団体に対する補助 

 ＊5団体 

・「あいち外国人の日本語教育推進会

議」の開催 

＊1回開催  

 

 

 

・地域の日本語教室等で外国人児童生徒

への日本語教育を行う指導員の育成 

 ＊93名受講 

・学校と NPO 等との連携による外国人

児童生徒指導関係者の共同研修 

 ＊140名受講 

 

・日本語学習支援基金を活用した外国

人の子どもへの学習支援 

 ＊日本語教室への支援 96教室 

 ＊外国人学校への支援 4校 

  

 

 

 

 

○公立小中学校における外国人児童生徒

への教育の充実 

・日本語教育適応学級担当教員の配置

を増員 

○日本語教育の総合的な支援 

・「外国人県民による多文化共生日本語

スピーチコンテスト」の開催 

＊応募者数 57名 

・プレスクール活動の普及及び幼児向

け日本語学習教材の普及 

・外国人児童生徒の就学支援活動を行

う団体に対する補助 

＊4団体 

・あいち外国人の日本語教育推進会議

の開催 

＊1回開催 

・あいち地域日本語教育ネットワーク

会議の開催 

＊2回開催 

・地域の日本語教室等で外国人児童生徒

への日本語教育を行う指導員の育成 

＊延べ120名受講 

・地域の子ども向け日本語教室で活動

している方々や学校関係者を対象と

したスキルアップ研修の開催 

＊56名受講 

・日本語学習支援基金を活用した外国

人の子どもへの学習支援 

＊日本語教室への支援92教室 

＊外国人学校への支援4校 

・日本語教育関連事業を実施する市町

村等への助成 

 

 

 

○公立小中学校における外国人児童生徒

への教育の充実 

・日本語教育適応学級担当教員の配置

を増員 

○日本語教育の総合的な支援 

・「外国人県民による多文化共生日本語

スピーチコンテスト」の開催 

 ＊応募者数 146名 

・プレスクール活動の普及及び幼児向

け日本語学習教材の普及 

・外国人児童生徒の就学支援活動を行

う団体に対する補助 

 ＊4団体 

・あいち外国人の日本語教育推進会議

の開催 

＊推進会議 1回、事前協議部会 1回 

・あいち地域日本語教育ネットワーク

会議の開催 

＊3回開催 

・地域の日本語教室等で外国人児童生徒

への日本語教育を行う指導員の育成 

 ＊延べ 116名受講 

・地域の子ども向け日本語教室で活動

している方々や学校関係者を対象と

したスキルアップ研修の開催 

 ＊54名受講 

・日本語学習支援基金を活用した外国

人の子どもへの学習支援 

＊日本語教室への支援86教室 

＊外国人学校への支援5校 

・日本語教育関連事業を実施する市町

村等への助成 

○外国人等の子どもの進学や就職への支援 

・外国人等の子どもの進路に関する実

態調査及び理解促進 

○公立小中学校における外国人児童生徒

への教育の充実 

・日本語教育適応学級担当教員の配置 

を増員 

○日本語教育の総合的な支援 

・「外国人県民による多文化共生日本語

スピーチコンテスト」の開催 

 ＊応募者数 79名 

・プレスクール活動の普及及び幼児向

け日本語学習教材の普及 

・外国人児童生徒の就学支援活動を行

う団体に対する補助 

＊4団体 

・あいち外国人の日本語教育推進会議

の開催 

 

・あいち地域日本語教育ネットワーク

会議の開催 

 

・地域の日本語教室等で外国人児童生徒

への日本語教育を行う指導員の育成 

 

・地域の子ども向け日本語教室で活動

している方々や学校関係者を対象と

したスキルアップ研修の開催 

 

・日本語学習支援基金を再造成し、外国

人の子どもへの学習支援を継続 

 

 

・日本語教育関連事業を実施する市町

村等への助成 

 

 

 

○公立小中学校における外国人児童生徒

への教育の充実 

・日本語教育適応学級担当教員の配置 

を増員 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ＊493人配置 

・語学相談員の派遣 

＊ポルトガル語（4 名）、スペイン語

（4名）、フィリピノ語（3名）を教

育事務所に配置、要請に応じて派遣 

 

 

 

 

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

  ＊高校 106名、特別支援学校 22名 

 ・小型通訳機の配備 

 ＊高校 23台、特別支援学校 6台 

 ・就労アドバイザーの配置 

 ＊高校 3名 

 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

 ・若者・外国人未来塾の実施 

  ＊学習支援実施地域：5地域 

 ・若者未来応援協議会の設置 

 ＊523人配置 

・語学相談員の派遣 

＊ポルトガル語（4 名）、スペイン語

（4名）、フィリピノ語（3名）を教育

事務所に配置、要請に応じて派遣 

・外国人児童生徒日本語教育支援事業

費補助金による「日本語初期指導教

室」の運営等に対する支援 

＊9市  

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊高校 15,741 時間（116 名）、特別

支援学校 1,283時間(25名) 

・小型通訳機の配備 

  ＊高校 34台、特別支援学校 6台 

・就労アドバイザーの配置 

＊高校3名 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

 ・若者・外国人未来塾の実施 

  ＊学習支援実施地域：7地域 

 ・若者未来応援協議会の設置  

＊535人配置 

・語学相談員の派遣 

＊ポルトガル語（4 名）、スペイン語

（4名）、フィリピノ語（3名）を教

育事務所に配置、要請に応じて派遣 

・外国人児童生徒日本語教育支援事業 

費補助金による「日本語初期指導教

室」の運営等に対する支援 

 ＊13市 

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊高校 17,205 時間(126 名)、特別支

援学校 1,327時間(31名) 

・小型通訳機の配備 

  ＊高校 37台、特別支援学校 17台 

・就労アドバイザーの配置 

＊高校 3名 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

 ・若者・外国人未来塾の実施 

  ＊学習支援実施地域：8地域 

 ・若者未来応援協議会の設置 

＊547人配置 

・語学相談員の派遣 

＊ポルトガル語（4名）、スペイン語 

（3名）、フィリピノ語（4名）を教育

事務所に配置、要請に応じて派遣 

・外国人児童生徒日本語教育支援事業 

費補助金による「日本語初期指導教

室」の運営等に対する支援 

   

○県立学校における外国人幼児児童生徒

への支援 

 ・外国人生徒等教育支援員の配置 

＊高校 17,205 時間、特別支援学校

1,427時間 

・小型通訳機の配備 

  ＊高校 37台、特別支援学校 15台 

・就労アドバイザーの配置 

＊高校3名 

○困難を抱えた若者や外国人に対する高

等学校卒業程度認定試験等の合格に向

けた学習支援 

 ・若者・外国人未来塾の実施 

  ＊学習支援実施地域：9地域 

 ・若者未来応援協議会の設置 
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8．安全・安心なあいち 

（1）地震・防災対策 

① 拠点・体制の整備・充実等 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

238 

災害時における市町村

への支援体制の強化、

市町村域を越える広域

的な支援体制の強化 

防災安全局 

環境局 

建設局 

農業水産局 

農林基盤局 

企業庁 

○「南海トラフ地震における愛知県広域

受援計画」の検証、見直し 

・訓練等を通じた計画の検証 

 ＊被災自治体支援活動訓練の実施・

課題検証 

・検証結果や関連計画改定を踏まえた

計画の見直し 

○災害時の物流体制の整備 

 ・愛知県災害物流円滑化検討会の開催 

  ＊2回開催 

 ・災害物流訓練の実施 

  ＊5回実施 

○市町村避難所の運営等の改善推進 

・市町村における避難所運営マニュア

ルの整備促進 

･市町村の避難所運営マニュアルの内

容充実のため、改訂愛知県避難所運

営マニュアルの周知 

 

 

 

 

 

○地域を強靱化するための研究開発・人

材育成 

 ・あいち・なごや強靱化共創センター

の運営 

○被災世帯への生活再建の支援 

・対象災害発生時における愛知県被災

者生活再建支援事業費補助金の交付 

○自主防災組織の育成・強化 

・地域の多様な主体が連携して風水害

等に備える防災体制の構築 

 ＊シンポジウム1回、123名参加 

・優れた取組を行う防災貢献団体を表彰 

 ＊10団体 

○「南海トラフ地震における愛知県広域

受援計画」の検証、見直し 

・訓練等を通じた計画の検証 

＊被災自治体支援活動訓練の実施・課

題検証 

・検証結果や関連計画改定を踏まえた

計画の見直し 

○災害時の物流体制の整備 

 ・愛知県災害物流円滑化検討会の開催 

＊2回開催 

 ・災害物流訓練の実施 

＊4回実施 

○市町村避難所の運営等の改善推進 

・市町村における避難所運営マニュア

ルの整備促進 

･市町村の避難所運営マニュアルの内

容充実のため、改訂愛知県避難所運

営マニュアルの周知 

・「避難所における新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドライン」の作成 

・避難所における感染防止対策研修の
実施 

 

○地域を強靱化するための研究開発・人

材育成 

 ・あいち・なごや強靱化共創センター

の運営 

○被災世帯への生活再建の支援 

・対象災害発生時における愛知県被災

者生活再建支援事業費補助金の交付 

○自主防災組織の育成・強化 

・地域の多様な主体が連携して風水害

等に備える防災体制の構築 

 

・優れた取組を行う防災貢献団体を表彰 

＊7団体 

○「南海トラフ地震における愛知県広域

受援計画」の検証、見直し 

・訓練等を通じた計画の検証 

＊被災自治体支援活動訓練の実施・課

題検証 

・検証結果や関連計画改定を踏まえた

計画の見直し 

○災害時の物流体制の整備 

・愛知県災害物流円滑化検討会の開催 

＊1回開催 

・災害物流訓練の実施 

＊1回実施 

○市町村避難所の運営等の改善推進 

・市町村における避難所運営マニュア

ルの整備促進 

･市町村の避難所運営マニュアルの内

容充実のため、改訂愛知県避難所運

営マニュアルの周知 

・「避難所における新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドライン」の周知
徹底 

・市町村が実施する避難所運営訓練へ

の支援 

○地域を強靱化するための研究開発・人

材育成 

・あいち・なごや強靱化共創 

センターの運営 

○被災世帯への生活再建の支援 

・対象災害発生時における愛知県被災

者生活再建支援事業費補助金の交付 

○自主防災組織の育成・強化 

・地域の多様な主体が連携して風水害

等に備える防災体制の構築 

・優れた取組を行う防災貢献団体を表

彰 

 ＊7団体 

○「南海トラフ地震における愛知県広域

受援計画」の検証、見直し 

・訓練等を通じた計画の検証 

＊被災自治体支援活動訓練の実施・課

題検証 

・検証結果や関連計画改定を踏まえた

計画の見直し 

○災害時の物流体制の整備 

・愛知県災害物流円滑化検討会の開催 

 

・災害物流訓練の実施 

 

○市町村避難所の運営等の改善推進 

・市町村における避難所運営マニュア

ルの整備促進 

･市町村の避難所運営マニュアルの内

容充実のため、改訂愛知県避難所運営

マニュアルの周知 

・「避難所における新型コロナウイルス
感染拡大予防ガイドライン」の周知
徹底 

・市町村が実施する避難所運営訓練へ

の支援 

○地域を強靱化するための研究開発・人

材育成 

・あいち・なごや強靱化共創 

センターの運営 

○被災世帯への生活再建の支援 

・対象災害発生時における愛知県被災

者生活再建支援事業費補助金の交付 

○自主防災組織の育成・強化 

・地域の多様な主体が連携して風水害

等に備える防災体制の構築 

・優れた取組を行う防災貢献団体を表

彰 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

○ワールドカップ開催地における特別警

戒体制の確保 

・災害の未然防止及びテロを含む各種

災害に対する迅速な対応を行う消

防・救急の特別警戒体制を確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

○災害時の廃棄物処理体制の整備 

 ・災害廃棄物処理計画の推進 

  ＊研修会 4回開催、146名参加 

  ＊図上演習 2回開催、150名参加 

・自主防災組織リーダーの育成研修 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知県の「基幹的広域防災拠点」の整

備に向けた検討の実施 

 ・大規模災害時に、全国からの応援人

員や物資等を円滑に受入れ、被災地

域の防災拠点に迅速かつ的確に供給

するため、愛知県の「基幹的広域防

災拠点」の整備に向けた検討を実施 

 

○災害時の廃棄物処理体制の整備 

・災害廃棄物処理計画の推進 

  ＊研修会 2回開催、124名参加 

＊図上演習 2回開催、127名参加 

・災害廃棄物処理計画改定調査 

・自主防災組織リーダーの育成研修 

 

○防災ボランティア活動基金事業の実施 

・大規模災害時の被災地の早期復旧・ 

復興に携わる防災ボランティアの活

動を促進するため、県社協を通じて

助成事業を実施 

 

 

 

 

 

○愛知県の「基幹的広域防災拠点」の整

備（名古屋空港北西部） 

・現地測量を実施するため、地元説明会

の実施 

・現地測量、建物基本構想などの調査委

託の実施 

・国・名古屋市・豊山町など、関係機関

との調整 

○災害時の廃棄物処理体制の整備 

 ・災害廃棄物処理計画の推進 

  ＊研修会 3回開催、137名参加 

＊図上演習 2回開催、103名参加 

・災害廃棄物処理計画の改定 

・自主防災組織リーダーの育成研修 

 

○防災ボランティア活動基金事業の実施 

・大規模災害時の被災地の早期復旧・復

興に携わる防災ボランティアの活動

を促進するため、県社協を通じて助

成事業を実施 

 

 

 

 

 

○愛知県の「基幹的広域防災拠点」の整

備（名古屋空港北西部） 

 ・用地測量を実施するため、地元説明

会の実施 

 ・用地測量、用地買収の実施 

 

・国・名古屋市・豊山町など、関係機関

との調整 

○災害時の廃棄物処理体制の整備 

 ・災害廃棄物処理計画の推進 

  ＊研修会・図上演習の実施 

 

 

○土木施設被災時の対応力向上 

・DX導入に向けた検討調査の実施 

○明治用水頭首工漏水への対応 

 ・「明治用水頭首工の漏水に伴う愛知県

西三河地域用水確保対策本部」の会

議開催 

 ・猿渡川などの県管理河川や農業用排

水路などへ応急ポンプ等を設置する

経費を支援 

 ・農林水産大臣に、漏水事故への対応

について緊急要請 

・漏水の影響を受けた稲作農家へ営農

再開に必要となる農業資材の経費を

支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

239 

次世代高度情報通信ネ

ットワークの構築を通

じた防災ネットワーク

の強靭化・効率化・大

容量化 

防災安全局 ○次世代高度情報通信ネットワークの構築 

・次世代高度情報通信ネットワークの

構築に係る調査・検討 

 ＊設備の老朽化、災害リスク等の調

査等 

○次世代高度情報通信ネットワークの構築 

・次世代高度情報通信ネットワークの

構築に係る調査・検討 

 ＊整備案の作成等 

○次世代高度情報通信ネットワークの構築 

・次世代高度情報通信ネットワークの

構築に係る調査・検討 

 ＊電波伝搬調査（机上調査）の実施等 

○次世代高度情報通信ネットワークの構築 

・次世代高度情報通信ネットワークの 

構築に係る調査・基本設計等 

 （基本調査及び電波伝搬調査を行い、

基本設計を実施※2023年度以降に実

施設計、整備工事を実施予定） 

240 

県公式ウェブサイト

「ネットあいち」での

災害関連情報の提供強

化(専用ページ設置) 

総務局 

防災安全局 

○県公式ウェブサイトによる災害関連情報

の提供強化 

・「大規模災害等発生時用トップペー

ジ」の運用 

 ＊切替え運用の見直しを実施 

○県公式ウェブサイトによる災害関連情報

の提供強化 

・「大規模災害等発生時用トップペー

ジ」の改修・運用 

○県公式ウェブサイトによる災害関連情報

の提供強化 

・「大規模災害等発生時用トップペー

ジ」の運用 

○県公式ウェブサイトによる災害関連情報

の提供強化 

・「大規模災害等発生時用トップペー

ジ」の運用 

241 

基幹的広域防災拠点の

整備促進、首都直下地

震のバックアップ機能

の強化 

防災安全局 ○基幹的広域防災拠点の整備促進 

・国への要望活動 

 ＊7月、11月に実施 

 

 

・関係機関との災害時対応に関する連

携強化に向けた取組 

○愛知県地域強靱化計画の推進 

 ・計画の進捗管理、計画の見直し 

  ＊計画の見直し（3月） 

○基幹的広域防災拠点の整備促進 

・国への要望活動 

 ＊8月、11月に実施 

 

 

・関係機関との災害時対応に関する連

携強化に向けた取組 

○愛知県地域強靱化計画の推進 

 ・計画の進捗管理 

○基幹的広域防災拠点の整備促進 

・国への要望活動 

 ＊7月、11月に実施 

 

 

・関係機関との災害時対応に関する連

携強化に向けた取組 

○愛知県地域強靱化計画の推進 

 ・計画の進捗管理 

○基幹的広域防災拠点の整備促進 

・国への要望活動（県による基幹的広域

防災拠点整備への支援（名古屋空港

北西部）、国による基幹的広域防災拠

点整備（名古屋港）） 

・関係機関との災害時対応に関する連

携強化に向けた取組 

○愛知県地域強靱化計画の推進 

 ・計画の進捗管理 

242 

愛知県河川海岸堤防等

地震・津波対策事業促

進協議会と協働した地

震・津波対策の推進 

防災安全局 

建設局 

都市・交通局 

○沿岸市町村等津波対策の推進 

・沿岸市町村等津波対策推進協議会の

開催 

 ＊2月開催 

○愛知県河川海岸堤防等地震・津波対策

事業促進協議会による要望活動の実施 

・関係省庁への要望活動 

○沿岸市町村等津波対策の推進 

・沿岸市町村等津波対策推進協議会の

開催 

＊3月開催 

○愛知県河川海岸堤防等地震・津波対策

事業促進協議会による要望活動の実施 

・関係省庁への要望活動 

○沿岸市町村等津波対策の推進 

・沿岸市町村等津波対策推進協議会の

開催 

＊3月開催 

○愛知県河川海岸堤防等地震・津波対策

事業促進協議会による要望活動の実施 

・関係省庁への要望活動 

○沿岸市町村等津波対策の推進 

・沿岸市町村等津波対策推進協議会の

開催 

 

○愛知県河川海岸堤防等地震・津波対策

事業促進協議会による要望活動の実施 

・関係省庁への要望活動 

243 

ゼロメートル地帯にお

ける広域的な防災拠点

の整備促進 

防災安全局 ○ゼロメートル地帯における広域的な防

災拠点の整備促進 

・敷地造成・地盤改良（愛西市旧永和荘

跡地） 

・用地取得･設計（西尾市行用町） 

 

 

・未選定整備候補地の検討 

・有識者による検討会の開催 

 ＊1月開催 

○ゼロメートル地帯における広域的な防

災拠点の整備促進 

・盛土観測・上屋実施設計（愛西市旧永

和荘跡地） 

・実施設計（西尾市行用町） 

 

 

・未選定整備候補地の検討 

・有識者による検討会の開催 

 ＊8月、11月、3月開催 

・拠点運用マニュアル案の作成 

○ゼロメートル地帯における広域的な防

災拠点の整備促進 

・ヘリポート、防災倉庫等の上屋整備

（愛西市旧永和荘跡地）  

・地盤改良工事（西尾市行用町） 

 

・基本設計（弥富市海南こどもの国） 

・未選定整備候補地の検討 

・有識者による検討会の開催 

 ＊3月開催 

○ゼロメートル地帯における広域的な防

災拠点の整備促進 

 ・防災倉庫の建築工事、資機材の準備 

（愛西市旧永和荘跡地） 

 ・敷地造成工事、防災倉庫設計（西尾市

行用町） 

 ・基本設計（弥富市海南こどもの国） 

 ・未選定整備候補地の検討 

 ・有識者による検討会の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

244 

災害拠点病院やその後

方支援にあたる病院の

充実 

保健医療局 ○医療機関における災害対応力の強化支援 

・災害拠点病院等の耐震化や施設・設備

整備に対する助成 

・救命救急センター機能を持つ災害拠

点病院における NBC 災害・テロの被

害者の診断に必要な測定機器等の整

備に対する助成 

 ＊2病院 

○医療機関における災害対応力の強化支援 

・災害拠点病院等の耐震化や施設・設備

整備に対する助成 

・救命救急センター機能を持つ災害拠

点病院における NBC 災害・テロの被

害者の診断に必要な測定機器等の整

備に対する助成 

 ＊1病院 

○医療機関における災害対応力の強化支援 

・災害拠点病院等の耐震化や施設・設備

整備に対する助成 

・救命救急センター機能を持つ災害拠

点病院における NBC 災害・テロの被

害者の診断に必要な測定機器等の整

備に対する助成 

 ＊1病院 

○医療機関における災害対応力の強化支援 

・災害拠点病院等の耐震化や施設・設備

整備に対する助成 

・救命救急センター機能を持つ災害拠

点病院における NBC 災害・テロの被

害者の診断に必要な測定機器等の整

備に対する助成 

 

 ・医療機関が行う止水板等の設置や医

療用設備等の移設費用に対する助成 

245 

災害時における要配慮

者への支援体制の強化 

福祉局 ○市町村における要配慮者支援の体制強

化の促進 

・「市町村のための災害時要配慮者支援

体制構築マニュアル」の普及 

 

 

○市町村域を越える広域支援体制の強化 

・広域支援体制の充実 

○市町村における要配慮者支援の体制強

化の促進 

・「市町村のための災害時要配慮者支援

体制構築マニュアル」の普及 

 

 

○市町村域を越える広域支援体制の強化 

・広域支援体制の充実 

○市町村における要配慮者支援の体制強

化の促進 

・「市町村のための災害時要配慮者支援

体制構築マニュアル」の改定及び普

及 

 ＊3月改訂 

○市町村域を越える広域支援体制の強化 

・広域支援体制の充実 

○市町村における要配慮者支援の体制強

化の促進 

・「市町村のための災害時要配慮者支援

体制構築マニュアル」の普及 

 

 

○市町村域を越える広域支援体制の強化 

・広域支援体制の充実 

246 

企業・事業者等民間の

協力を得て大規模災害

時の帰宅困難者等支援

対策の強化 

防災安全局 ○帰宅困難者の一時避難支援 

・帰宅困難者対策実施要領や地域防災

計画の実践、普及 

・企業へ協力を要請 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・帰宅困難者対策実施要領や地域防災

計画の実践、普及 

・企業へ協力を要請 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・帰宅困難者対策実施要領や地域防災

計画の実践、普及 

・企業へ協力を要請 

○帰宅困難者の一時避難支援 

・帰宅困難者対策実施要領や地域防災

計画の実践、普及 

・企業へ協力を要請 

247 

地域防災力の強化（消

防団次世代人材の確保

強化、地域の復興力向

上等） 

防災安全局 

都市・交通局 

○消防団員の確保 

・あいち消防団の日を中心に、全市町村

と連携した普及啓発活動を実施 

・学生への消防団加入促進活動の実施 

・学生消防団交流シンポジウムの開催 

・女性消防団活性化推進プログラムの

実施 

・あいち消防団応援の店制度の実施 

・子ども・高校生を対象とした消防団の

普及啓発の実施 

・学生消防団活動認証制度の普及 

・消防団協力事業所表示制度の普及 

・市町村の消防団加入促進の取組への

補助 

・消防連合フェアの開催 

○伊勢湾台風襲来から 60 年を節目とし

た防災意識啓発 

○消防団員の確保 

・あいち消防団の日を中心に、全市町村

と連携した普及啓発活動を実施 

・学生への消防団加入促進活動の実施 

・消防団活動紹介事業の実施 

・女性消防団活性化推進プログラムの

実施（資料配布） 

・あいち消防団応援の店制度の実施 

・子ども・高校生を対象とした消防団の

普及啓発の実施 

・学生消防団活動認証制度の普及 

・消防団協力事業所表示制度の普及 

・市町村の消防団加入促進の取組への

補助 

 

 

 

○消防団員の確保 

・あいち消防団の日を中心に、全市町村

と連携した普及啓発活動を実施 

・学生への消防団加入促進活動の実施 

・消防団活動紹介事業の実施 

・女性消防団活性化推進プログラムの

実施 

・あいち消防団応援の店制度の実施 

・子ども・高校生を対象とした消防団の

普及啓発の実施 

・学生消防団活動認証制度の普及 

・消防団協力事業所表示制度の普及 

・市町村の消防団加入促進の取組への

補助 

 

 

 

○消防団員の確保 

・あいち消防団の日を中心に、全市町村

と連携した普及啓発活動を実施 

・学生への消防団加入促進活動の実施 

・消防団活動紹介事業の実施 

・女性消防団活性化推進プログラムの

実施 

・あいち消防団応援の店制度の実施 

・子ども・高校生を対象とした消防団の

普及啓発の実施 

・学生消防団活動認証制度の普及 

・消防団協力事業所表示制度の普及 

・市町村の消防団加入促進の取組への

補助 

・消防団加入促進モデル事業の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ・伊勢湾台風 60年のつどいの開催 

  ＊約 1,300名参加 

○事前復興まちづくりの推進 

・事前復興まちづくり模擬訓練の普及

啓発 

 ＊模擬訓練研修会 1回開催 

 

 

○事前復興まちづくりの推進 

 ・事前復興まちづくり模擬訓練の普及

啓発 

＊事前復興まちづくり模擬訓練に関

する研修会 1回開催 

 

 

○事前復興まちづくりの推進 

・事前復興まちづくり模擬訓練の普及

啓発 

 ＊事前復興まちづくり模擬訓練に関

する研修会 1回開催 

 

 

○事前復興まちづくりの推進 

・事前復興まちづくり模擬訓練の普及

啓発 

   

248 

事業継続計画（BCP）の

一層の普及促進 

防災安全局 

経済産業局 

都市・交通局 

○市町村 BCP策定の支援 

 ・BCP策定研修会の開催 

 

 

○中小企業の BCP策定の促進 

・あいち・なごや強靱化共創センターに

おける相談窓口の設置等 

・あいち BCPモデルの普及 

・中小企業 BCP普及講習会の開催等 

＊講習会開催 102名参加 

 

 

 

 

 

○衣浦港・三河港港湾機能継続計画の普

及促進 

・検証及び周知啓発 

・国の高潮リスク低減方策ガイドライ

ンを踏まえた取組の推進 

○市町村 BCP策定の支援 

 ・BCP策定研修会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○中小企業の BCP策定の促進 

・あいち・なごや強靱化共創センターに

おける相談窓口の設置等 

・あいち BCPモデルの普及 

・中小企業 BCP普及講習会の開催等 

 ＊講習会開催 35名参加 

・「新型コロナウイルス感染症対策あい
ち BCPモデル」の策定及びセミナー・
相談会の開催 

 ＊セミナー開催37名参加 

 ＊相談会開催 10名参加 

○衣浦港・三河港港湾機能継続計画の普

及促進 

・検証及び周知啓発 

・国の高潮リスク低減方策ガイドライ

ンを踏まえた取組の推進 

○市町村 BCP改善の支援 

 ・BCP改善研修会の開催 

    ※新型コロナウイルス感染拡大防止 

   のため実施せず 

○中小企業の BCP策定の促進 

・あいち・なごや強靱化共創センターに

おける相談窓口の設置等 

・あいち BCPモデルの普及 

・中小企業 BCP普及講習会の開催等 

＊講習会開催 41名参加 

 

 

 

 

 

○衣浦港・三河港港湾機能継続計画の普

及促進 

・検証及び周知啓発 

・国の高潮リスク低減方策ガイドライ

ンを踏まえた取組の推進 

○市町村 BCP改善の支援 

 ・BCP改善研修会の開催 

 

 

○中小企業の BCP策定の促進 

・あいち・なごや強靱化共創センターに

おける相談窓口の設置等 

・あいち BCPモデルの普及 

・中小企業 BCP普及講習会の開催等 

 

 

 

 

 

 

○衣浦港・三河港港湾機能継続計画の普

及促進 

・検証及び周知啓発 

・地震・津波対策を踏まえた取組の推 

 進 

 ・国の方針を踏まえた感染症 BCPの策 

  定への取組 

249 

被災地の迅速な復旧・

復興を図るため、地籍

調査を促進 

都市・交通局 ○地籍調査の促進 

・市町村の地籍調査事業への補助 

 ＊12市町への補助 

○地籍調査の促進 

 ・市町村の地籍調査事業への補助 

  ＊15市町への補助 

○地籍調査の促進 

 ・市町村の地籍調査事業への補助 

 ＊17市町への補助 

○地籍調査の促進 

 ・市町村の地籍調査事業への補助 
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② 耐震化・豪雨対策の推進 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

250 

住宅や学校施設、大規

模建築物、避難路沿道

建築物等の耐震化の促

進 

県民文化局 

建築局 

教育委員会 

○耐震改修促進計画に基づく施策の推進 

・民間住宅の耐震診断、耐震改修、段階

的耐震改修、耐震シェルター整備、戸

建住宅除却費補助の実施 

 ＊住宅耐震診断4,629件 

 ＊住宅耐震改修513件 

 ＊住宅段階的耐震改修 38件(83戸) 

 ＊木造住宅耐震シェルター整備18件 

 ＊戸建て木造住宅除却 381件 

・不特定多数の者が利用する大規模建

築物等に対する耐震改修補助の実施 

・避難路沿道建築物に対する耐震診断、

耐震改修費補助の実施 

・防災上重要な建築物に対する耐震診

断、耐震改修費補助の実施 

 

・多数の者が利用する建築物に対する

耐震診断補助の実施 

 ＊対象建築物等の耐震診断31件 

 ＊対象建築物等の耐震改修5件 

・民間ブロック塀等除却費補助の実施 

 ＊ブロック塀等除却等 691件 

・次期耐震改修促進計画の検討 

○県立学校のコンクリートブロック塀の

撤去 

  ＊ブロック塀撤去89校 

○文化財レスキュー台帳の整備 

・台帳整備の基本情報を調査・収集 

＊県内の歴史的建造物70件の調査 

○耐震改修促進計画に基づく施策の推進 

・民間住宅の耐震診断、耐震改修、段階

的耐震改修、耐震シェルター整備、戸

建住宅除却費補助の実施 

 ＊住宅耐震診断3,418件 

 ＊住宅耐震改修341件 

 ＊住宅段階的耐震改修 19件(19戸) 

 ＊木造住宅耐震シェルター整備 2件 

 ＊戸建て木造住宅除却 352件 

・不特定多数の者が利用する大規模建

築物等に対する耐震改修補助の実施 

・避難路沿道建築物に対する耐震診断、

耐震改修費補助の実施 

・防災上重要な建築物に対する耐震診

断、耐震改修費補助の実施 

 

・多数の者が利用する建築物に対する

耐震診断補助の実施 

 ＊対象建築物等の耐震診断6件 

 ＊対象建築物等の耐震改修5件 

・民間ブロック塀等除却費補助の実施 

 ＊ブロック塀等除却等 622件 

・耐震改修促進計画の策定（3月） 

 

 

 

○文化財レスキュー台帳の整備 

・台帳整備の基本情報を調査・収集 

 ＊県内の歴史的建造物 63件の調査 

○耐震改修促進計画に基づく施策の推進 

・民間住宅の耐震診断、耐震改修、段階

的耐震改修、耐震シェルター整備、戸

建住宅除却費補助の実施 

 ＊住宅耐震診断3,918件 

 ＊住宅耐震改修382件 

 ＊住宅段階的耐震改修 23件（194戸） 

 ＊木造住宅耐震シェルター整備13件 

 ＊戸建て木造住宅除却 358件 

・不特定多数の者が利用する大規模建

築物等に対する耐震改修補助の実施 

・通行障害既存耐震不適格建築物に対

する耐震診断、耐震改修費等補助の

実施 

・防災上重要な建築物に対する耐震診

断、耐震改修費補助の実施 

・多数の者が利用する建築物に対する

耐震診断補助の実施 

 ＊対象建築物等の耐震診断7件 

 ＊対象建築物等の耐震改修11件 

・民間ブロック塀等除却費補助の実施 

  ＊ブロック塀等除却等 726件 

 

 

 

 

○文化財レスキュー台帳の整備 

・台帳整備の基本情報を調査・収集 

＊県内の歴史的建造物60件の調査 

・「文化財レスキュー台帳」記載情報（項

目）の検討 

＊文化財レスキュー台帳等の情報を 

データ管理システムにより、整理・

統合し、デジタル文化財台帳を作成 

○耐震改修促進計画に基づく施策の推進 

・民間住宅の耐震診断、耐震改修、段階

的耐震改修、耐震シェルター整備、木

造住宅除却費補助の実施 

 

 

 

 

 

・不特定多数の者が利用する大規模建

築物等に対する耐震改修補助の実施 

・通行障害既存耐震不適格建築物に対

する耐震診断、耐震改修費等補助の

実施 

・防災上重要な建築物に対する耐震診

断、耐震改修費補助の実施 

・多数の者が利用する建築物に対する

耐震診断費補助の実施 

 

 

・民間ブロック塀等除却費補助の実施 

 

 

 

 

 

○文化財レスキュー台帳の整備 

・台帳整備の基本情報を調査・収集 

 

・文化財レスキュー台帳等の情報をデー

タ管理システムにより、整理・統合し

て作成したデジタル文化財台帳の運

用 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

251 

災害拠点施設となる県

有施設の非構造部材・

建築設備の耐震性及び

老朽化対策の強化 

建築局 

教育委員会 

○県有施設の非構造部材等の耐震化の推進 

・一般県有施設の非構造部材等耐震対

策の推進 

 ＊基本調査 1施設 

 ＊設計 2施設 

 ＊工事 1施設 

・天井・外壁等落下防止対策に関する説

明会・研修会の支援 

○県立学校の武道場等の吊り天井耐震対

策の推進 

・明和高校始め 26校の設計 

・惟信高校始め 25校の工事 

○県有施設の非構造部材等の耐震化の推進 

・一般県有施設の非構造部材等耐震対

策の推進 

 ＊設計 1施設 

 ＊工事 1施設 

 

・天井・外壁等落下防止対策に関する 

説明会・研修会の支援 

○県立学校の武道場等の吊り天井耐震対

策の推進 

・守山高校始め 23校の設計 

・明和高校始め 26校の工事 

○県有施設の非構造部材等の耐震化の推進 

・一般県有施設の非構造部材等耐震対

策の推進 

＊設計 2施設 

 ＊工事 2施設 

 

・天井・外壁等落下防止対策に関する 

説明会・研修会の支援 

○県立学校の武道場等の吊り天井耐震対

策の推進 

・瀬戸工科高校始め 28校の設計 

・守山高校始め 24校の工事 

○県有施設の非構造部材等の耐震化の推進 

・一般県有施設の非構造部材等耐震対

策の推進 

（2023年度末までに完了予定） 

 

 

・天井・外壁等落下防止対策に関する 

説明会・研修会の支援 

○県立学校の武道場等の吊り天井耐震対

策の推進 

・瀬戸工科高校始め 28校の工事 

（武道場等の吊り天井耐震対策の完了

予定） 

252 

河川改修や海岸保全施

設等の整備、手づくり

ハザードマップの作

成、土砂災害警戒区域

等の指定推進、マイ・

ハザードマップ等によ

る土砂災害に係る住民

避難への支援 

農林基盤局 

建設局 

都市・交通局 

建築局 

○河川改修の推進 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸保全施設等の整備 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

 ＊3か所 

○みずから守るプログラムによる地域協

働型の取組 

・手づくりハザードマップの作成支援 

・大雨行動訓練の実施支援 

○津波災害警戒区域の指定 

・ハザードマップや避難促進施設の管理

者に対する避難確保計画の作成支援 

○高潮特別警戒水位の周知による住民避

難体制等の充実 

・高潮特別警戒水位及び高潮浸水想定

区域図の作成等の検討 

 

 

○河川改修の推進 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸保全施設等の整備 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

  ＊3か所  

○みずから守るプログラムによる地域協

働型の取組 

・手づくりハザードマップの作成支援 

・大雨行動訓練の実施支援 

○津波災害警戒区域の指定 

・ハザードマップや避難促進施設の管理

者に対する避難確保計画の作成支援 

○海岸における水防体制の強化 

 ・高潮浸水想定区域図の公表 

 

 ・高潮特別警戒水位の設定検討 

 

 

○河川改修の推進 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸保全施設等の整備 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

 ＊3か所  

○みずから守るプログラムによる地域協

働型の取組 

・手づくりハザードマップの作成支援 

・大雨行動訓練の実施支援 

○津波災害警戒区域の指定 

・ハザードマップや避難促進施設の管理

者に対する避難確保計画の作成支援 

○海岸における水防体制の強化 

・高潮浸水想定区域の指定 

 ＊6月指定 

・高潮特別警戒水位の運用開始 

  ＊6月運用開始 

 

○河川改修の推進 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸保全施設等の整備 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

  ＊5か所  

○みずから守るプログラムによる地域協

働型の取組 

・手づくりハザードマップの作成支援 

・大雨行動訓練の実施支援 

○津波災害警戒区域の指定 

・ハザードマップや避難促進施設の管理

者に対する避難確保計画の作成支援 

○海岸における水防体制の強化 

・ハザードマップの作成支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○土砂災害警戒区域等の指定 

 ・土砂災害防止法に基づく基礎調査、

指定の推進 

  ＊基礎調査 1,803区域 

○土砂災害に係る住民避難の支援 

・マイ・ハザードマップの作成支援 

○県管理河川における水防体制の強化 

・水防協議会の取組方針に基づく水防

体制強化等の実施 

・想定最大規模の降雨による洪水浸水

想定区域等の指定・公表 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

○土砂災害警戒区域等の指定 

 ・土砂災害防止法に基づく基礎調査、

指定の推進 

 

○土砂災害に係る住民避難の支援 

・マイ・ハザードマップの作成支援 

○県管理河川における水防体制の強化 

・水防協議会の取組方針に基づく水防

体制強化等の実施 

・想定最大規模の降雨による洪水浸水

想定区域等の指定・公表 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進 

 

○土砂災害に係る住民避難の支援 

・マイ・ハザードマップの作成支援 

○県管理河川における水防体制の強化 

・水防協議会の取組方針に基づく水防

体制強化等の実施 

・想定最大規模の降雨による浸水予想

図の公表 

○土砂災害防止施設の整備 

・土石流対策施設等の整備 

・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

・地すべり防止施設の整備 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進 

 

○土砂災害に係る住民避難の支援 

・マイ・ハザードマップの作成支援 

○県管理河川における水防体制の強化 

・水防協議会の取組方針に基づく水防

体制強化等の実施 

・中小河川の浸水想定区域の指定 

 

○土砂災害防止施設の整備 

・土石流対策施設等の整備 

・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

・地すべり防止施設の整備 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

253 

港湾・漁港の耐震化対

策の推進 

農業水産局 

都市・交通局 

○漁港の耐震性強化・津波対策の推進 

・防波堤や岸壁の耐震・耐津波強化対策

の推進 

 ＊篠島漁港岸壁完了 

○漁港の耐震性強化・津波対策の推進 

・防波堤や岸壁の耐震・耐津波強化対策

の推進 

 ＊大浜漁港岸壁完了 

○漁港の耐震性強化・津波対策の推進 

・防波堤や岸壁の耐震・耐津波強化対策

の推進 

 ＊日間賀漁港岸壁改良完了 

○漁港の耐震性強化・津波対策の推進 

・防波堤や岸壁の耐震・耐津波強化対策

の推進 

254 

ため池や用排水路、地

域を水害から守る農業

用排水機場などの農業

水利施設の耐震化と豪

雨対策等の推進 

農林基盤局 ○農業水利施設の総合的な防災・減災対

策の推進 

・ため池や排水機場などの耐震化と豪

雨対策等の推進 

＊ため池や排水機場の防災・減災対策

11地区 

・排水機場の維持管理に要する経費の

助成 

○農業水利施設の総合的な防災・減災対

策の推進 

・ため池や排水機場などの耐震化と豪

雨対策等の推進 

＊ため池や排水機場の防災・減災対策

21地区 

・排水機場の維持管理に要する経費の

助成 

○農業水利施設の総合的な防災・減災対

策の推進 

・ため池や排水機場などの耐震化と豪

雨対策等の推進 

＊ため池や排水機場の防災・減災対策

24地区 

・排水機場の維持管理に要する経費の

助成 

○農業水利施設の総合的な防災・減災対

策の推進 

・ため池や排水機場などの耐震化と豪

雨対策等の推進 

 

・排水機場の維持管理に要する経費の

助成 
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③ 人材育成・能力開発 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

255 

警察や消防、県内自治

体職員の災害対処能力

の向上 

防災安全局 

建築局 

警察本部 

○警察職員の災害対処能力の向上 

・災害警備訓練の実施 

 ＊愛知県警察災害警備訓練の実施 

 ＊愛知県・豊橋市総合防災訓練への

参加 

 ＊愛知県・飛島村津波・地震防災訓練

への参加 

・装備資機材の整備 

 ＊大震災警備特別部隊用資機材の整  

備  

○消防職員・消防団員の教育内容の充実

強化 

・消防学校の実践的訓練施設整備 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

○県及び市町村の防災部門等職員に対す

る防災専門研修等の実施 

・防災部門研修の実施 

 ・災害対応力向上研修の実施 

 ・派遣研修の実施 

○県及び市町村の担当職員に対する応急

仮設住宅建設訓練の実施 

・応急仮設住宅建設模擬訓練の実施 

 ＊47市町村・3団体参加 

○警察職員の災害対処能力の向上 

 ・災害警備訓練の実施 

 ＊新型コロナウイルス感染防止対策

に配慮した小規模単位の災害警備

訓練の実施（45警察署） 

 

 

・装備資機材の整備 

 ＊大震災警備特別部隊用資機材の整

備  

○消防職員・消防団員の教育内容の充実

強化 

  

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

○県及び市町村の防災部門等職員に対す

る防災専門研修等の実施 

・防災部門研修の実施 

 ・災害対応力向上研修の実施 

 ・派遣研修の実施 

○県及び市町村の担当職員に対する応急

仮設住宅建設訓練の実施 

 ・応急仮設住宅建設模擬訓練の実施 

  ＊54市町村・4団体参加 

  ※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため机上訓練を実施 

○警察職員の災害対処能力の向上 

 ・災害警備訓練の実施 

＊愛知県警察災害警備訓練の実施 

 ＊愛知県・西尾市津波・地震防災訓練

への参加 

 

 

・装備資機材の整備 

＊救出救助用資機材の整備 

 

○消防職員・消防団員の教育内容の充実

強化 

 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

○県及び市町村の防災部門等職員に対す

る防災専門研修等の実施 

・防災部門研修の実施 

・災害対応力向上研修の実施 

・派遣研修の実施 

○県及び市町村の担当職員に対する応急

仮設住宅建設訓練の実施 

 ・応急仮設住宅建設模擬訓練の実施 

＊54市町村・5団体参加 

※新型コロナウイルス感染拡大防

止のため机上訓練を実施 

○警察職員の災害対処能力の向上 

 ・災害警備訓練の実施 

 

 

 

 

 

・装備資機材の整備 

 

 

○消防職員・消防団員の教育内容の充実

強化 

 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

○県及び市町村の防災部門等職員に対す

る防災専門研修等の実施 

・防災部門研修の実施 

・災害対応力向上研修の実施 

・派遣研修の実施 

○県及び市町村の担当職員に対する応急

仮設住宅建設訓練の実施 

 ・応急仮設住宅建設模擬訓練の実施 

 

256 

消防学校の整備・長寿

命化による教育機能の

充実 

防災安全局 ○消防学校の教育機能の充実 

・消防学校の実践的訓練施設整備 

 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

○消防学校の教育機能の充実 

・消防学校の空調設備更新工事の実施 

 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

○消防学校の教育機能の充実 

 

 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

・県が整備する「基幹的広域防災拠点」

において、愛知県・名古屋市の消防学

校を統合し、全県一貫した消防教育

を行うことを検討 

 

○消防学校の教育機能の充実 

・消防学校のボイラー設備更新工事の

実施 

・消防学校の資機材整備等の推進によ

る教育内容の充実強化 

・県が整備する「基幹的広域防災拠点」

において、愛知県・名古屋市の消防学

校を統合し、全県一貫した消防教育

を行うことを検討 

257 

防災教育の充実 

防災安全局 

教育委員会 

○防災教育啓発に関する取組や資材の整

理、今後のあり方の検討 

・市町村の教育啓発に関する取組や資

材の確認について検討 

○防災教育啓発に関する取組や資材の整

理、今後のあり方の検討 

・市町村の教育啓発に関する取組や資

材の確認について検討 

○防災教育啓発に関する取組や資材の整

理、今後のあり方の検討 

・市町村の教育啓発に関する取組や資

材の確認について検討 

○防災教育啓発に関する取組や資材の整

理、今後のあり方の検討 

・市町村の教育啓発に関する取組や資

材の確認について検討 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○学校における防災教育の推進 

・防災教育指導者研修会の開催 

 ＊2回 428名参加 

 

・高校生防災セミナーの開催 

 ＊1年目校 5日間 修了者 58名 

  2年目校 2日間 修了者 59名 

・防災上の学校安全推進体制の構築に

取り組む市町村の支援 

 ＊モデル地区：西尾市 

・防災教育基礎研修の開催 

 ＊363名参加 

 

・防災教育管理職研修の開催 

 ＊43名参加 

○学校における防災教育の推進 

・防災教育指導者研修会の開催 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため資料配付で代替 

・高校生防災セミナーの開催 

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止 

・防災上の学校安全推進体制の構築に

取り組む市町村の支援 

 ＊モデル地区：西尾市 

・防災教育基礎研修の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため eラーニングで実施 

・防災教育管理職研修の開催 

 ＊45名参加  

○学校における防災教育の推進 

・防災教育指導者研修会の開催 

＊408名参加 

 

・高校生防災セミナーの開催 

＊1年目校 5日間 修了者56名 

 

・防災上の学校安全推進体制の構築に 

取り組む市町村の支援 

*モデル地区：西尾市 

・防災教育基礎研修の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため eラーニングで実施 

・防災教育管理職研修の開催 

＊53名参加 

○学校における防災教育の推進 

・防災教育指導者研修会の開催 

 

 

・高校生防災セミナーの開催 

 

 

・防災上の学校安全推進体制の構築に 

取り組む市町村の支援 

 

・防災教育基礎研修の開催 

 

 

・防災教育管理職研修の開催 

 

 

 

④ その他 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

258 

大規模災害からの復

旧・復興に係る職員の

長期派遣の継続 

人事局 ○復興に向けた職員派遣の継続 

・全国知事会等の派遣要請に応じて、事

務職や土木・農業土木関係などの職

員を長期派遣 

＊25名派遣 

（東日本大震災被災地域 12 名、熊

本県 1 名、平成 30年 7月豪雨被

災地域 4名、北海道 1名、令和元

年台風 19号被災地域7名） 

○復興に向けた職員派遣の継続 

・全国知事会等の派遣要請に応じて、 

事務職や土木・農業土木関係などの

職員を長期派遣 

＊21名派遣 

（東日本大震災被災地域 9名、平成

30年 7月豪雨被災地域 1名、令和

元年東日本台風被災地域 8名、令

和 2年7月豪雨被災地域 3名） 

○復興に向けた職員派遣の継続 

・全国知事会等の派遣要請に応じて、 

事務職や土木・林学関係の職員を長

期派遣 

 ＊10名派遣 

  （東日本大震災被災地域3名、令和

元年東日本台風被災地域 4名、令

和 2年7月豪雨被災地域 3名） 

 

○復興に向けた職員派遣の継続 

・全国知事会等の派遣要請に応じて、 

事務職や土木・林学関係の職員を長

期派遣 

 ＊4名派遣 

  （東日本大震災被災地域 2名、令

和 2年7月豪雨被災地域 2名） 

259 

大規模災害により県内

に避難している被災者

に対する支援 

防災安全局 

建築局 

○受入被災者に対する支援 

・愛知県受入被災者支援要領に基づく

支援の実施 

・愛知県被災者支援センターの運営 

○民間賃貸住宅及び県営住宅の提供  

・被災県の要請により愛知県が借上げ

た民間賃貸住宅及び県営住宅を被災

者に提供 

 ＊提供戸数 7戸（2020.3.31現在） 

○受入被災者に対する支援 

・愛知県受入被災者支援要領に基づく

支援の実施 

・愛知県被災者支援センターの運営 

○民間賃貸住宅及び県営住宅の提供 

・被災県の要請により愛知県が借上げ

た民間賃貸住宅及び県営住宅を被災

者に提供（被災県からの要請に基づ

き、2021年3月 31日まで延長） 

○受入被災者に対する支援 

・愛知県受入被災者支援要領に基づく

支援の実施 

・愛知県被災者支援センターの運営 

○民間賃貸住宅及び県営住宅の提供 

・被災県の要請により愛知県が借上げ

た民間賃貸住宅及び県営住宅を被災

者に提供（被災県からの要請に基づ

き、2022年3月 31日まで延長） 

○受入被災者に対する支援 

・愛知県受入被災者支援要領に基づ

く支援の実施 

・愛知県被災者支援センターの運営 

○民間賃貸住宅及び県営住宅の提供 

・被災県の要請により愛知県が借上げ

た民間賃貸住宅及び県営住宅を被災

者に提供（被災県からの要請に基づ

き、2023年3月 31日まで延長） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

   民間賃貸住宅 5戸 

   県営住宅 2戸 

 ＊提供戸数 3戸（2021.3.31現在） 

   民間賃貸住宅 1戸 

   県営住宅 2戸 

 ＊提供戸数 3戸（2022.3.31現在） 

   民間賃貸住宅 1戸 

   県営住宅 2戸 

260 

治山施設の整備や危険

箇所情報の周知など山

間地域の防災・減災対

策の推進 

農林基盤局 

建設局 

都市・交通局 

建築局 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

 ・土砂災害防止法に基づく基礎調査、指

定の推進 

  ＊基礎調査 1,803区域 

 

 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

 ・土砂災害防止法に基づく基礎調査、指

定の推進 

 

 

 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進 

○土砂の埋立てと採取の規制について

検討 

・規制のあり方の検討 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修事

業費補助の実施 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2巡目基礎

調査、指定の推進 

○土砂の埋立てと採取の規制について

検討 

 ・規制のあり方の検討 

○住宅・建築物の土砂災害対策の推進 

・民間住宅・建築物土砂災害対策改修

事業費補助の実施 

261 

森林・農地・漁場が有

する水資源涵養や県土

保全などの多面的機能

の発揮 

農業水産局 

農林基盤局 

○森林・里山林の整備や農地の保全、干

潟・浅場の造成などの推進 

・造林事業、治山事業、あいち森と緑づ

くり事業等による森林整備 

＊間伐面積 2,820ha 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

＊新規整備 4か所 

 

 

・農業・農村の有する多面的機能の維

持・発揮を図るための地域共同活動

への支援 

＊農業農村多面的機能支払事業の実施 

・たん水防除や地盤沈下対策などの推進 

＊たん水防除事業等の実施 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・漁業者等による漁場保全等の取組を

支援 

○森林・里山林の整備や農地の保全、干

潟・浅場の造成などの推進 

・造林事業、治山事業、あいち森と緑づ

くり事業等による森林整備 

＊間伐面積 2,610ha 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

＊新規整備 3か所、継続整備2か所 

 

 

・農業・農村の有する多面的機能の維

持・発揮を図るための地域共同活動

への支援 

＊農業農村多面的機能支払事業の実施 

・たん水防除や地盤沈下対策などの推進 

＊たん水防除事業等の実施 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・漁業者等による漁場保全等の取組を

支援 

・漁業者が行う休漁日を活用した漁場
清掃活動を支援 

 ＊1,695経営体が活用 

○森林・里山林の整備や農地の保全、干

潟・浅場の造成などの推進 

・造林事業、治山事業、あいち森と緑づ

くり事業等による森林整備 

＊間伐面積 2,616ha 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

＊新規整備 4か所、継続整備3か所 

・あいち森林経営管理サポートセンタ

ーの設置 

・農業・農村の有する多面的機能の維

持・発揮を図るための地域共同活動

への支援 

＊農業農村多面的機能支払事業の実施 

・たん水防除や地盤沈下対策などの推進 

＊たん水防除事業等の実施 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・漁業者等による漁場保全等の取組を

支援 

 

 

○森林・里山林の整備や農地の保全、干

潟・浅場の造成などの推進 

・造林事業、治山事業、あいち森と緑

づくり事業等による森林整備 

 

・あいち森と緑づくり事業による里山

林の整備 

  

・あいち森林経営管理サポートセンタ

ーの設置 

・農業・農村の有する多面的機能の維

持・発揮を図るための地域共同活動

への支援 

 

・たん水防除や地盤沈下対策などの推進 

・干潟・浅場及び増殖場の造成 

・漁業者等による漁場保全等の取組を

支援 
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（2）交通安全 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

262 

交通指導取締および交

通安全施設整備等の取

組強化による交通安全

の推進 

警察本部 ○交通指導取締の強化 

・交通事故防止に資する指導取締の強化 

 ＊PDCA サイクルに基づく指導取締管

理 

＊速度等取締指針や県内一斉取締予定

日の公表による交通事故抑止の啓発 

 ＊可搬式速度違反自動取締装置によ

る速度抑制対策の推進 

 

・悪質、危険な自転車の交通違反に対す

る指導取締の強化 

＊自転車重点 5態様違反（信号無視、

一時不停止、制動装置不良自転車運

転、酒酔い運転、携帯電話使用運転）

を中心とした指導取締の推進 

○道路標識・道路標示等の整備 

・通学路、交通事故多発路線など優先的

に整備・更新 

・信号灯器の LED化 

○交通指導取締の強化 

・交通事故防止に資する指導取締の強化 

 ＊PDCA サイクルに基づく指導取締管

理 

 ＊速度等取締指針や県内一斉取締予定

日の公表による交通事故抑止の啓発 

 ＊可搬式速度違反自動取締装置による

速度抑制対策の推進 

 

・悪質・危険な自転車の交通違反に対す

る指導取締の強化 

＊自転車重点 5態様違反（信号無視、

一時不停止、制動装置不良自転車運

転、酒酔い運転、携帯電話使用運転）

を中心とした指導取締の推進 

○道路標識・道路標示等の整備 

 ・通学路、交通事故多発路線など優先

的に整備・更新 

 ・信号灯器の LED化 

○交通指導取締の強化 

・交通事故防止に資する指導取締の強化 

＊交通事故分析に基づく、PDCサイク 

ルによる交通指導取締管理 

＊速度等取締指針や県内一斉取締予定

日の公表による交通事故抑止の啓発 

 ＊通学路での運用をはじめとした可

搬式速度違反自動取締装置による速

度抑制対策の推進 

・悪質・危険な自転車の交通違反に対す

る指導取締の強化 

＊自転車重点 5態様違反（信号無視、

一時不停止、制動装置不良自転車運

転、酒酔い運転、携帯電話使用運転）

を中心とした指導取締の推進 

○道路標識・道路標示等の整備 

 ・通学路、交通事故多発路線など優先

的に整備・更新 

・信号灯器の LED化 

○交通指導取締の強化 

・交通事故防止に資する指導取締の強化 

 

 

 

 

 

 

 

・悪質・危険な自転車の交通違反に対す

る指導取締の強化 

 

 

 

 

○道路標識・道路標示等の整備 

・通学路、交通事故多発路線など優先的

に整備・更新 

・信号灯器の LED化 



- 214 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

263 

歩道等の整備や通学路

の安全対策など、安全

な道路交通環境の整備 

防災安全局 

建設局 

教育委員会 

警察本部 

○交通事故対策及び交通弱者対策の推進 

・児童の通学時間帯に啓発活動を実施

する企業等の交通安全活動の促進 

・歩道、道路照明・標識等の整備 

・事故危険箇所対策の推進 

・市町村における通学路交通安全プロ

グラムの実施支援 

・未就学児等の移動経路や通学路の点

検や危険箇所の把握等 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・

勾配の解消など、歩行空間のバリア

フリー化 

・市町村における生活道路面的事故対

策の実施支援 

・交通安全上の学校安全推進体制の構

築に取り組む市町村の支援 

 ＊モデル地区：常滑市 

 

・ゾーン 30の整備 

 ＊8地区 

・道路交通実態に応じた交通規制の実

施、交通安全施設の整備 

・歩車分離式信号等、歩行者の安全に

配慮した安全対策の推進 

・ITSの活用による安全運転支援 

○自転車通行空間の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

○交通事故対策及び交通弱者対策の推進 

・児童の通学時間帯に啓発活動を実施

する企業等の交通安全活動の促進 

・歩道、道路照明・標識等の整備 

・事故危険箇所対策の推進 

・市町村における通学路交通安全プロ

グラムの実施支援 

・未就学児等の移動経路や通学路の点

検や危険箇所の把握等 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・

勾配の解消など、歩行空間のバリア

フリー化 

・市町村における生活道路面的事故対

策の実施支援 

・交通安全上の学校安全推進体制の構

築に取り組む市町村の支援 

 ＊モデル地区：常滑市 

 

・ゾーン 30の整備 

 ＊7地区 

・道路交通実態に応じた交通規制の実

施、交通安全施設の整備 

・歩車分離式信号等、歩行者の安全に

配慮した安全対策の推進 

・ITSの活用による安全運転支援 

○自転車通行空間の整備 

 ・安全で快適な自転車通行空間の確保 

○交通事故対策及び交通弱者対策の推進 

・児童の通学時間帯に啓発活動を実施

する企業等の交通安全活動の促進 

・歩道、道路照明・標識等の整備 

・事故危険箇所対策の推進 

・市町村における通学路交通安全プロ

グラムの実施支援 

・未就学児等の移動経路や通学路の点

検や危険箇所の把握等 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・勾

配の解消など、歩行空間のバリアフ

リー化 

・市町村における生活道路面的事故対

策の実施支援 

・交通安全上の学校安全推進体制の構

築に取り組む市町村の支援 

＊モデル地区：常滑市 

 

・ゾーン 30の整備 

＊３地区 

・道路交通実態に応じた交通規制の実

施、交通安全施設の整備 

・歩車分離式信号等、歩行者の安全に配

慮した安全対策の推進 

・ITSの活用による安全運転支援 

○自転車通行空間の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

○交通事故対策及び交通弱者対策の推進 

・児童の通学時間帯に啓発活動を実施

する企業等の交通安全活動の促進 

・歩道、道路照明・標識等の整備 

・事故危険箇所対策の推進 

・市町村における通学路交通安全プロ

グラムの実施支援 

・未就学児等の移動経路や通学路の点

検や危険箇所の把握等 

・主要な公共施設と生活関連施設を結

ぶ経路の歩道の新設・拡幅や段差・勾

配の解消など、歩行空間のバリアフ

リー化 

・市町村における生活道路面的事故対

策（ゾーン 30プラス等）の実施支援 

・交通安全上の学校安全推進体制の構

築に取り組む市町村の支援 

 

・通学路における一斉取締りの実施 

・ゾーン 30プラスの整備 

 

・道路交通実態に応じた交通規制の実

施、交通安全施設の整備 

・歩車分離式信号等、歩行者の安全に配

慮した安全対策の推進 

・ITSの活用による安全運転支援 

○自転車通行空間の整備 

・安全で快適な自転車通行空間の確保 

264 

高齢者等に対する交通

安全教育などの充実 

防災安全局 

教育委員会 

警察本部 

○高齢者の交通安全対策 

・新聞広告や医療施設モニターを活用

した集中広報 

 

・啓発イベントの実施 

 ＊6回 1,453名参加 

・事故防止に効果のある反射材の普及

促進活動の実施 

 

 

 

 

 

○高齢者の交通安全対策 

 ・ラジオCMや医療施設モニターを活用

した集中広報 

  

・啓発イベントの実施 

 ＊1回（任命式のみ実施） 

・事故防止に効果のある反射材の普及

促進活動の実施 

  

 

 

・安全運転サポート車や後付けの安全

運転支援装置、運転免許証の自主返

○高齢者の交通安全対策 

・ラジオ CMや医療施設モニター、コン

ビニエンスストア及びスーパーマー

ケット広告を活用した集中広報 

・啓発イベントの実施 

  ＊11回 2,700名参加 

・事故防止に効果のある反射材及び自

転車乗車用ヘルメットの普及促進活

動の実施 

 ＊「マツケンサンバⅡ」オリジナル反

射ストラップを作成 

・安全運転サポート車や後付けの安全

運転支援装置、運転免許証の自主返

○高齢者の交通安全対策 

・ラジオ CMやコンビニエンスストア等

のレジモニター広告を活用した集中

広報 

・啓発イベントの実施 

 

・事故防止に効果のある反射材及び自

転車乗車用ヘルメットの普及促進活

動の実施 

 

 

・安全運転サポート車や、運転免許証の

自主返納制度、サポート車限定免許



- 215 - 

 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

・認知症対策の強化が図られた道路交

通法及び運転免許証の自主返納制度

を周知 

・運転免許更新時における認知機能検

査及び高齢者講習の早期受講に向け

た環境の整備 

 ＊コールセンター設置（早期受講の

ための案内相談、警察実施の認知

機能検査等の予約受付） 

 ＊平針運転免許試験場及び東三河運

転免許センターにて、警察直営の

更新時認知機能検査及び高齢者講

習の実施 

   平針：検査 9,980件、講習 30件 

   東三：検査 1,473件、講習 42件 

 ＊届出自動車練習所 2 所へ高齢者講

習を新規委託 

 ＊市町村へ認知機能検査を新規委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法令違反・悪質危険運転の根絶 

・交通安全宣言のラジオ放送 

 

 

 

 

・スーパーマーケット等での啓発イベ

ントの実施 

納制度を周知 

・後付けの安全運転支援装置の個人支

払い額への補助制度の創設 

・認知症対策の強化が図られた道路交

通法及び運転免許証の自主返納制度

を周知 

 ・運転免許更新時における認知機能検

査及び高齢者講習の早期受講に向け

た環境の整備 

 ＊コールセンターの運用（早期受講

のための案内相談、認知機能検査

の指定変更受付等） 

 ＊認知機能検査の受検日等の事前指

定による早期受検の実現 

 ＊警察直営の認知機能検査及び高齢

者講習の実施 

  検査 76,654件、講習 149件 

 ＊市町村へ認知機能検査を新規委託 

 

 

 

○自転車の安全利用の促進 

・「自転車の安全で適正な利用の促進

に関する条例」の制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法令違反・悪質危険運転の根絶 

 ・交通安全宣言のラジオ放送 

  

・あおり運転等危険運転防止キャンペ

ーンの実施 

  

・スーパーマーケット等での啓発イベン

トの実施 

納制度を周知 

・後付けの安全運転支援装置の個人支

払い額への補助制度の実施 

・認知症対策の強化が図られた道路交

通法及び運転免許証の自主返納制度

を周知 

・運転免許更新時における運転技能検

査、認知機能検査及び高齢者講習の

早期受講と適正かつ円滑な実施に向

けた環境の整備 

＊コールセンターの運用（早期受講 

のための案内相談、認知機能検査の

指定変更受付、運転技能検査の指定

変更に係るシステムの整備） 

＊認知機能検査の受検日等の事前指

定による早期受検の実現 

＊警察直営の認知機能検査及び高齢

者講習の実施 

検査 136,929件、講習311件 

 

 

○自転車の安全利用の促進 

・「自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例」の施行・周知 

・市町村と協調して児童・生徒等（7～

18歳）及び高齢者（65歳以上）のヘ

ルメット購入費を助成 

・自転車交通安全教育の推進 

・SNS広告、鉄道中吊り広告、ちらし等

による広報や啓発の実施 

 

 

○法令違反・悪質危険運転の根絶 

・交通安全宣言のラジオ放送 

  

・「ながらスマホ」「あおり運転（妨害運

転）」等危険運転防止キャンペーンの

実施 

 ・スーパーマーケット等での啓発イベ

ントの実施 

制度等の周知 

 

 

・認知症対策の強化が図られた道路交

通法及び運転免許証の自主返納制度

を周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自転車の安全利用の促進 

・「自転車の安全で適正な利用の促進に

関する条例」の周知 

・市町村と協調して児童・生徒等（7～

18歳）及び高齢者（65歳以上）のヘ

ルメット購入費を助成 

・自転車交通安全教育の推進 

・デジタルサイネージ、映画スクリーン

CMによる広報や啓発の実施 

・ヘルメット着用促進モデル事業の実

施 

○法令違反・悪質危険運転の根絶 

・交通安全宣言の大型商業施設等での

デジタルサイネージ広告の放映 

 ・「ながらスマホ」「あおり運転（妨害

運転）」等危険運転防止キャンペーン

の実施 

 ・スーパーマーケット等での啓発イベ

ントの実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ＊2回 400名 

○交差点の事故防止 

・交通安全スリーS運動、ハンド・アッ

プ運動等の啓発活動の実施 

・「歩行環境シミュレータ」を活用した

参加体験型の出張講座の開催 

 ＊45回 3,498名 

○車両運転中の「ながらスマホ」対策 

・国に対して、車両運転中の「ながらス

マホ」対策の強化に向けた要請を実施 

・啓発 DVDや VRを活用したキャンペー

ンによる重点的な広報の実施 

 ＊10回 10,050名 

・参加体験型イベント等の実施 

○横断歩道における「歩行者保護」対策 

 ・民間企業等で使用している車を活用

した広報 

・鉄道中吊り広告の制作及び掲出 

・県市町村と連携した啓発活動等の実施 

・公用車を活用した広報 

 

 

 

○段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

・学校における交通安全教育の実施 

・高校生及びその保護者用交通安全啓

発資料の配付 

○原付・自動二輪車対策 

・交通安全啓発パレード及びキャンペ

ーンの実施 

 ＊交通安全啓発パレード 1回 76名 

 ＊キャンペーン10回 4,100名 

 

○交通安全教育の実施 

・各種シミュレータ等を活用した高齢

者自身に身体機能の変化を気付かせ

る教育の実施 

 ＊歩行環境シミュレータ 

  45回 3,498名 

 ＊自転車シミュレータ 

  41回 2,081名 

＊2回 84名 

○交差点の事故防止 

・交通安全スリーS運動、ハンド・アッ

プ運動等の啓発活動の実施 

・「歩行環境シミュレータ」を活用した 

参加体験型の出張講座の開催 

  ＊6回 189名 

○車両運転中の「ながらスマホ」対策 

・国に対して、車両運転中の「ながらス

マホ」対策の強化に向けた要請を実施 

・啓発 DVDや VRを活用したキャンペー

ンによる重点的な広報の実施 

  ＊4回 23名 

・参加体験型イベント等の実施 

○横断歩道における「歩行者保護」対策 

 ・民間企業等で使用している車を活用

した広報 

 

・県市町村と連携した啓発活動等の実施 

 ・公用車を活用した広報 

 ・広報宣伝車の県内巡回の実施 

 

 

○段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

・学校における交通安全教育の実施 

・高校生及びその保護者用交通安全啓

発資料の配付 

○原付・自動二輪車対策 

 ・交通安全宣言のラジオ放送 

 ・スーパーマーケット等での啓発イベ

ントの実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○交通安全教育の実施 

 ・各種シミュレータ等を活用した高齢

者自身に身体機能の変化を気付かせ

る教育の実施 

 ＊歩行環境シミュレータ 

  6回 189名 

 ＊自転車シミュレータ 

  18回 453名 

  ＊7回 4400名 

○交差点の事故防止 

・交通安全スリーS運動、ハンド・アッ

プ運動等の啓発活動の実施 

・「歩行環境シミュレータ」を活用した

参加体験型の出張講座の開催 

＊24回 1258名 

 

 

 

 

 

 

 

○横断歩道における「歩行者保護」対策 

・広報宣伝車の県内巡回の実施 

・各県民事務所、市町村、民間企業に懸

垂幕等の掲示を実施 

・市町村と連携した啓発イベントの実

施 

 ＊6回 

・「ダイヤマーク」の周知により、歩行

者保護意識の醸成を実施 

○段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

・学校における交通安全教育の実施 

・高校生及びその保護者用交通安全啓

発資料の配付 

 

 

 

 

 

 

○交通安全教育の実施 

・各種シミュレータ等を活用した高齢

者自身に身体機能の変化を気付かせ

る教育の実施 

＊歩行環境シミュレータ 

  24回 1258名 

＊自転車シミュレータ 

  18回 464名 

 

○交差点の事故防止 

・交通安全スリーS運動、ハンド・アッ

プ運動等の啓発活動の実施 

・「歩行環境シミュレータ」を活用した

参加体験型の出張講座の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

○横断歩道における「歩行者保護」対策 

・ラッピングバスによる広報の実施 

・Youtube広告を活用した「ハンドアッ

プ運動」の PRを実施 

 

 

 

・「ダイヤマーク」の周知により、歩行

者保護意識の醸成を実施 

○段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 

・学校における交通安全教育の実施 

・高校生及びその保護者用交通安全啓

発資料の配付 

 

 

 

 

 

 

○交通安全教育の実施 

・各種シミュレータ等を活用した高齢

者自身に身体機能の変化を気付かせ

る教育の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・VR映像による交通安全教育の実施 

 ＊120回 7,475人 

○教職員への交通安全教育の充実 

・県立学校交通安全指導者研修会の開催 

 ＊188名参加 

・VR映像による交通安全教育の実施 

 ＊12回 353名 

○教職員への交通安全教育の充実 

・県立学校等交通安全指導者研修会の 

開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止 

・VR映像による交通安全教育の実施 

  ＊ 5回 67名 

○教職員への交通安全教育の充実 

・県立学校等交通安全指導者研修会の 

開催 

＊177名参加 

・VR映像による交通安全教育の実施 

 

○教職員への交通安全教育の充実 

・県立学校等交通安全指導者研修会の 

開催 

 

265 

ITS など先進的な安全

技術の実証実験の推

進・支援、2025年 ITS

世界会議の誘致 

県民文化局 

経済産業局 

都市・交通局 

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の実施 

 ＊3回実施 

 

・大学・企業等による研究会等の開催 

 ＊3回開催 

○ITSの推進 

・「愛知県ITS推進協議会」の研究支援

事業などを活用した実証実験の支援 

 ＊会員セミナー2回開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立大学における ITS関連研究の推進 

・情報科学共同研究所・次世代ロボット

研究所等における情報通信技術によ

るITS関連研究の推進 

 ＊知の拠点あいち重点研究プロジェ

クト「近未来自動車技術開発プロジ

ェクト」へ参画 

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

○ITSの推進 

 ・「愛知県 ITS推進協議会」の研究支援

事業などを活用した実証実験の支援 

  ＊会員セミナー3回開催 

・「愛知県ITS推進協議会」に研究会を

設置し、MaaS 等新たなモビリティサ

ービスの普及促進に向けた取組を実

施 

 ＊MaaS推進会議5回開催 

 

 

 

 

 

 

○県立大学における ITS関連研究の推進 

・情報科学共同研究所・次世代ロボット

研究所等における情報通信技術によ

るITS関連研究の推進 

  ＊東京大学との MOU 締結による ITS

研究懇談会を開催 

  ＊中部社研 ITフォーラムの開催 5

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の実施 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

○ITSの推進 

・「愛知県ITS推進協議会」の研究支援

事業などを活用した実証実験の支援 

＊会員セミナー1回開催 

○MaaSの普及促進 

・「愛知県ITS推進協議会」に研究会を

設置し、MaaS 等新たなモビリティサ

ービスの普及促進に向けた取組を実

施 

＊MaaS推進会議 3回開催 

・MaaS の先導的な導入に向け名古屋東

部丘陵地域を中心とする地域を対象

に実証実験を行い、サービス内容や

採算性の確保に向けた方策の検討等

を実施 

○県立大学における ITS関連研究の推進 

・次世代ロボット研究所を中心とした企

業等との共同研究、受託研究の推進 

＊トヨタ自動車株式会社、株式会社マ

キタ、名古屋大学未来社会創造機構

と産学の共同研究を実施 

 

○自動車安全技術の開発・普及の取組の

推進 

・産学行政で構成する「自動車安全技術

プロジェクトチーム」における取組

を推進 

・安全技術搭載自動車に係る試乗会等

の実施 

 

 

 

 

○ITSの推進 

・「愛知県 ITS推進協議会」の研究支援

事業などを活用した実証実験の支援 

 

○MaaSの普及促進 

・「愛知県 ITS推進協議会」に研究会を

設置し、MaaS 等新たなモビリティサ

ービスの普及促進に向けた取組を実

施 

 

・MaaS の先導的な導入に向け名古屋東

部丘陵地域を中心とする地域を対象

に実証実験を行い、サービス内容や

採算性の確保に向けた方策の検討等

を実施 

○県立大学における ITS関連研究の推進 

・次世代ロボット研究所を中心とした企

業等との共同研究、受託研究の推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

○ITSに関する国際会議の誘致 

・情報収集、調整 

回開催 

○ITSに関する国際会議の誘致 

 ・情報収集、調整 

 

○ITSに関する国際会議の誘致 

 ・情報収集、調整 

 

○ITSに関する国際会議の誘致 

・情報収集、調整 

 

（3）防犯対策 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

266 

警察署（田原、豊田、

愛知、蟹江、蒲郡、西

尾、津島、豊川）等の

建替え等による警察力

の強化 

警察本部 

 

○蟹江警察署の建替え 

・建築工事 

 ＊12月供用開始 

○蒲郡警察署の建替え 

・建築工事 

 

○西尾警察署の建替え 

・建築工事 

 

○津島警察署の建替え 

・実施設計 

○豊川警察署の建替え 

・基本設計 

 

 

 

 

・環境整備 

 ＊5月供用開始 

 

・建築工事、環境整備 

 ＊8月供用開始 

 

・建築工事 

 

・実施設計 

○岡崎警察署の建替え 

 ・基本設計、実施設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建築工事 

 

・建築工事 

 

・実施設計 

○半田警察署の建替え 

・基本設計、実施設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・建築工事、環境整備 

  

・建築工事 

 

・建築工事 

 

・実施設計 

○一宮警察署の建替え 

・基本設計、実施設計 

○警察署侵入防止対策 

・小牧警察署始め10署へ防犯センサー

等を設置 

 

267 

交番の建替えの計画的

な推進 

警察本部 ○交番の建替えの計画的な推進 

・建設工事、実施設計の実施 

 ＊9施設の建設工事 

 ＊10施設の実施設計 

○交番の新設及び建替えの計画的な推進 

・建設工事、実施設計等の実施 

 ＊10施設の建設工事（2021年度まで

継続） 

 ＊10施設の実施設計 

○交番の建替えの計画的な推進 

・建設工事、実施設計等の実施 

＊11施設の建設工事（2022年度まで

継続） 

 ＊9施設の実施設計 

○交番の建替えの計画的な推進 

・建設工事、実施設計等の実施 

 ＊9施設の建設工事予定 

 ＊10施設の実施設計予定 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

268 

自動車利用犯罪対策用

の防犯カメラの設置推

進 

防災安全局 

警察本部 

○自動車利用犯罪対策用の防犯カメラの

運用 

・システム運用に効果的な防犯カメラ

設置場所の選定・設置 

 ＊防犯カメラの増設及び移設 

○防犯カメラの設置促進による犯罪抑止 

 ・防犯カメラの普及促進 

  ＊歓楽街における防犯カメラの拡充 

○自動車利用犯罪対策用の防犯カメラの

運用 

・耐用年数が経過した防犯カメラの更

新  

 ＊防犯カメラの設置 

○防犯カメラの設置促進による犯罪防止 

 ・防犯カメラの普及促進 

  ＊歓楽街における防犯カメラの拡充 

○自動車利用犯罪対策用の防犯カメラの

運用 

・耐用年数が経過する防犯カメラの更

新  

  ＊防犯カメラの更新 

○防犯カメラの設置促進による犯罪防止 

・防犯カメラの普及促進 

＊歓楽街における防犯カメラの拡充 

○自動車利用犯罪対策用の防犯カメラの

運用 

・耐用年数が経過する防犯カメラの更

新  

 

○防犯カメラの設置促進による犯罪防止 

・防犯カメラの普及促進 

269 

子ども・女性・高齢者

等の防犯対策の充実 

防災安全局 

教育委員会 

警察本部 

○教職員への防犯教育の充実 

・県立学校防犯教育指導者研修会の開催 

 ＊193名参加 

 

・防犯教室指導者講習会の開催 

 ＊2回開催、241名参加 

 

○連れ去り事案等に対する実践的な防犯

教室等の開催 

・学校における防犯教室、防犯訓練等の

実施 

○校内の安全確保 

・校内施設や設備、学校の危機管理マニ

ュアルの定期的な点検・見直し 

○通学路の安全対策 

・通学路の点検や危険箇所の把握等 

・こども 110 番の家の普及促進と実践

的な講習会の開催 

 ＊こども 110番の家講習会5回実施 

 

○スクールガード活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定（各

小学校区 1名以上） 

 ＊918名 

○情報提供活動の推進 

・学校安全緊急情報共有化広域ネット

ワークの活用 

・児童生徒等見守りネットワークの活用 

○児童に対する防犯教育の推進 

・児童や防犯ボランティア等を対象と

した体験型防犯教室等の実施 

 ＊体験型防犯教室・イベント 

○教職員への防犯教育の充実 

・県立学校防犯教育指導者研修会の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止 

・防犯教室指導者講習会の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため中止 

○連れ去り事案等に対する実践的な防犯

教室等の開催 

・学校における防犯教室、防犯訓練等の

実施 

○校内の安全確保 

・校内施設や設備、学校の危機管理マニ

ュアルの定期的な点検・見直し 

○通学路の安全対策 

・通学路の点検や危険箇所の把握等 

・こども 110番の家の普及促進 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、こども 110 番の家講習会

は中止 

○スクールガード活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定（各

小学校区 1名以上） 

 ＊905名  

○情報提供活動の推進 

・学校安全緊急情報共有化広域ネット

ワークの活用 

・児童生徒等見守りネットワークの活用 

○児童に対する防犯教育の推進 

 ・児童等を対象とした体験型防犯教室

等の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

○教職員への防犯教育の充実 

・県立学校防犯教育指導者研修会の開催 

＊184名参加 

 

・防犯教室指導者講習会の開催 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止 

○連れ去り事案等に対する実践的な防犯

教室等の開催 

・学校における防犯教室、防犯訓練等 

の実施 

○校内の安全確保 

・校内施設や設備、学校の危機管理マニ

ュアルの定期的な点検・見直し 

○通学路の安全対策 

・通学路の点検や危険箇所の把握等 

・こども 110番の家の普及促進 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、こども110番の家講習会は

中止 

○スクールガード活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定（各

小学校区 1名以上） 

＊914名 

○情報提供活動の推進 

・学校安全緊急情報共有化広域ネット

ワークの活用 

・児童生徒等見守りネットワークの活用 

○児童に対する防犯教育の推進 

・自治体等と連携した体験型防犯教室

等の実施及び普及促進 

＊体験型防犯教室（新型コロナウイル

○教職員への防犯教育の充実 

・県立学校防犯教育指導者研修会の開催 

 

 

・防犯教室指導者講習会の開催 

 

 

○連れ去り事案等に対する実践的な防犯

教室等の開催 

・学校における防犯教室、防犯訓練等 

の実施 

○校内の安全確保 

・校内施設や設備、学校の危機管理マニ

ュアルの定期的な点検・見直し 

○通学路の安全対策 

・通学路の点検や危険箇所の把握等 

・こども 110番の家の普及促進 

 

 

 

○スクールガード活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定（各

小学校区 1名以上） 

 

○情報提供活動の推進 

・学校安全緊急情報共有化広域ネット

ワークの活用 

・児童生徒等見守りネットワークの活用 

○児童に対する防犯教育の推進 

・自治体等と連携した体験型防犯教室

等の実施及び普及促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

94回約 13,350名参加 

 ＊「のぞみ」による防犯寸劇 107回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○女性に対する防犯意識の高揚 

・女性安全フォーラムの開催 

 ＊約500名参加 

 

・男性が学ぶ女性安全対策カレッジの

開催 

 ＊約350名参加 

 

○不審者情報の提供と共有化 

・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

 ＊パトネットあいちによる不審者情

報の配信 2,414件（解決情報含む） 

 ＊教育委員会等への不審者情報提供 

○高齢者に対する防犯意識の高揚 

 ・高齢者等を対象とした防犯教室の実施 

  ＊「のぞみ」による防犯寸劇78回 

 

・高齢者の家族等に対する特殊詐欺に

関する防犯情報の提供 

 ・振り込め詐欺被害防止コールセンタ

ーの開設 

のため中止 

  

 

 

・児童が自らの身を守る能力を高める

ためのサイバー犯罪防止講話等の実

施 

 ＊414回 50,273名参加（2020年） 

○SNSを活用した防犯対策 

・児童買春等を募集・誘引する書き込み

に対する注意喚起文の返信 

 ＊返信数 1,079件（2020年） 

○女性に対する防犯意識の高揚 

・女性安全フォーラムの開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・男性が学ぶ女性安全対策カレッジの

開催 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○不審者情報の提供と共有化 

 ・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

 ＊パトネットあいちによる不審者情

報の配信 2,445件（解決情報含む） 

 ＊教育委員会等への不審者情報提供 

○高齢者に対する防犯意識の高揚 

・高齢者等を対象とした防犯教室の実施 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・高齢者の家族等に対する特殊詐欺に

関する防犯情報の提供 

 ・特殊詐欺被害防止コールセンターの

開設 

ス感染拡大防止のため、講話・説明

のみを含む） 

40回（2021年） 

＊「のぞみ」による防犯寸劇20回 

・児童が自らの身を守る能力を高める

ためのサイバー犯罪防止講話等の実

施 

＊306回 41,676名参加（2021年） 

○SNSを活用した防犯対策 

・児童買春等を募集・誘引する書き込み

に対する注意喚起文の返信 

＊返信数 1,024件（2021年） 

○性犯罪に対する防犯意識の高揚 

・性犯罪被害防止のための対話型防犯

教室の開催 

＊性犯罪被害防止教室（新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、講

話のみを含む） 

50回（2021年） 

 

○不審者情報の提供と共有化 

 ・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

 

 

＊教育委員会等への不審者情報提供 

○高齢者に対する防犯意識の高揚 

・高齢者等を対象とした防犯教室の実施 

＊「のぞみ」による防犯寸劇14回 

 

・高齢者の家族等に対する特殊詐欺に

関する防犯情報の提供 

・特殊詐欺被害防止コールセンターの

開設 

 

 

 

 

・児童が自らの身を守る能力を高める

ためのサイバー犯罪防止講話等の実

施 

 

○SNSを活用した防犯対策 

・児童買春等を募集・誘引する書き込み

に対する注意喚起文の返信 

 

○性犯罪に対する防犯意識の高揚 

・性犯罪被害防止のための対話型防犯

教室の開催 

 

 

 

 

 

○不審者情報の提供と共有化 

 ・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

 

 

 

○高齢者に対する防犯意識の高揚 

・高齢者等を対象とした防犯教室の実施 

 

 

・高齢者の家族等に対する特殊詐欺に

関する防犯情報の提供 

・特殊詐欺被害防止コールセンターの

開設 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

270 

自主防犯団体等を通じ

た地域防犯力の更なる

向上 

防災安全局 

警察本部 

○自主防犯団体の設立促進と活発化支援 

 ・自主防犯団体の設置促進 

  ＊12団体設立 

 ・先駆的に取り組む自主防犯団体への

支援 

 ・活動功労者等に対する表彰の実施 

  ＊137名・団体を表彰 

 ・防犯ボランティア活動リーダーの養成 

  ＊833名を養成 

・防犯ボランティア活動の活性化の促進 

○事業者・団体の安全なまちづくりへの

参画促進 

・安全なまちづくり・交通安全パートナ

ーシップ制度の推進 

 ＊新規登録数 27社 

○自主防犯団体の設立促進と活発化支援 

 ・自主防犯団体の設置促進 

  ＊11団体設立 

・先駆的に取り組む自主防犯団体への

支援  

 ・活動功労者等に対する表彰の実施 

  ＊146名・団体を表彰 

・防犯ボランティア活動リーダーの養成 

 ＊195名を養成 

・防犯ボランティア活動の活性化の促進 

○事業者・団体の安全なまちづくりへの

参画促進 

・安全なまちづくり・交通安全パートナ

ーシップ制度の推進 

 ＊新規登録数 35社 

○自主防犯団体の設立促進と活発化支援 

・自主防犯団体の設置促進 

＊11団体設立 

・先駆的に取り組む自主防犯団体への

支援 

・活動功労者等に対する表彰の実施 

＊113名・団体を表彰 

・防犯ボランティア活動リーダーの養成 

＊319名を養成 

・防犯ボランティア活動の活性化の促進 

○事業者・団体の安全なまちづくりへの

参画促進 

・安全なまちづくり・交通安全パートナ

ーシップ制度の推進 

 ＊新規登録数 56社 

○自主防犯団体の設立促進と活発化支援 

・自主防犯団体の設置促進 

 

・先駆的に取り組む自主防犯団体への

支援 

・活動功労者等に対する表彰の実施 

 

・防犯ボランティア活動リーダーの養成 

 

・防犯ボランティア活動の活性化の促進 

○事業者・団体の安全なまちづくりへの

参画促進 

・安全なまちづくり・交通安全パートナ

ーシップ制度の推進 

271 

防犯性能に優れた住

宅・マンションの普及

など犯罪に強いまちづ

くり 

警察本部 ○防犯住宅の普及促進 

・参加体験型の防犯講話の実施 

・防犯設備アドバイザーの派遣 

・防犯住宅認定制度の普及促進 

○防犯住宅の普及促進 

 ・参加体験型の防犯講話の実施 

 ・防犯設備アドバイザーの派遣 

 ・防犯住宅認定制度の普及促進 

○防犯住宅の普及促進 

・防犯住宅認定制度の普及促進 

＊認定件数 288件（累計） 

 

○防犯環境の改善や自主防犯活動の促進

による地域防犯力の向上 

・まちの防犯診断の実施 

＊40回実施 

○防犯住宅の普及促進 

・防犯住宅認定制度の普及促進 

 

 

○防犯環境の改善や自主防犯活動の促進

による地域防犯力の向上 

・まちの防犯診断の実施 

 

272 

危険ドラッグの徹底取

締り、根絶に向けて対

策強化 

保健医療局 

警察本部 

○関係機関との連携による危険ドラッグ

事犯の取締り 

・販売店に対する検査の実施 

 ＊インターネット店舗買上検査 7 品

目、7検体 

・危険ドラッグ等違法薬物の供給源及

び乱用者に対する取締りの徹底 

 ＊検挙数 7件 7名（2019年） 

・街頭啓発活動の実施 

 ＊薬物乱用防止チラシ等の配布掲示 

○児童等を対象とした薬物乱用防止対策 

・児童等を対象とした薬物乱用防止教

室の開催 

 ＊小学校、中学校、高等学校等 585校

の児童等 97,023名 

○関係機関との連携による危険ドラッグ

事犯の取締り 

 ・販売店に対する検査の実施 

  ＊インターネット店舗買上検査 6品

目、6検体 

・危険ドラッグ等違法薬物の供給源及

び乱用者に対する取締りの徹底 

 ＊検挙数 6件 6名（2020年） 

・街頭啓発活動の実施 

 ＊講話等実施件数 112件 

○児童等を対象とした薬物乱用防止対策 

 ・児童等を対象とした薬物乱用防止教

室の開催 

 ＊小学校、中学校、高等学校等 387校

の児童等 54,274名 

○関係機関との連携による危険ドラッグ

事犯の取締り 

・販売店に対する検査の実施 

＊インターネット店舗買上検査 9 品

目、9検体 

・危険ドラッグ等違法薬物の供給源及

び乱用者に対する取締りの徹底 

  ＊検挙件数 3件 3名（2021年） 

・街頭啓発活動の実施 

 ＊講話等実施件数 269件 

○児童等を対象とした薬物乱用防止対策 

・児童等を対象とした薬物乱用防止教

室の開催 

＊小学校、中学生、高等学校等 495校

の児童等 84,709名 

○関係機関との連携による危険ドラッグ

事犯の取締り 

 ・販売店に対する検査の実施 

 

 

・危険ドラッグ等違法薬物の供給源及

び乱用者に対する取締りの徹底 

 

・街頭啓発活動の実施 

 

○児童等を対象とした薬物乱用防止対策 

・児童等を対象とした薬物乱用防止教

室の開催 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

273 

性犯罪・性暴力被害者

支援の充実 

防災安全局 

警察本部 

○性犯罪・性暴力被害者支援の充実 

 ・性犯罪・性暴力被害者ワンストップ

支援センター「性暴力救援センター

日赤なごやなごみ」への運営支援 

・救命救急センターへの性暴力被害者

支援看護師（SANE）の設置促進 

 ＊18病院 26名を養成、設置 

・支援センターと救命救急センターの

連携協力関係の構築 

 ＊連携会議 3回開催 

 

 

・性犯罪被害者への総合的な支援をでき

る限り1か所で行うワンストップ支援

機能を有する「ハートフルステーショ

ン・あいち」の効果的な運用 

 

・性犯罪・性暴力による被害を受けた場

合の各種支援施策の周知 

 ＊県内全ての高校等 1 年生に啓発カ

ードを配布 

○性犯罪・性暴力被害者支援の充実 

 ・性犯罪・性暴力被害者ワンストップ

支援センター「性暴力救援センター

日赤なごやなごみ」への運営支援 

 ・救急救命センターへの性暴力被害者

支援看護師（SANE）の設置促進 

  ＊12病院 21名を養成、設置 

・支援センターと救急救命センターの

連携協力関係の構築 

  ＊連携会議 3回開催 

・性暴力被害者に対する医療費の公費

負担 

・性犯罪被害者対応拠点「ハートフルス

テーション・あいち」の効果的な運用 

 

 

 

・性犯罪・性暴力による被害を受けた場

合の各種支援施策の周知 

 ＊県内全ての高校等 1 年生に啓発カ

ードを配布 

○性犯罪・性暴力被害者支援の充実 

・性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支

援センター「性暴力救援センター日

赤なごやなごみ」への運営支援 

 ・救急救命センターへの性暴力被害者

支援看護師（SANE）の設置促進 

＊13病院 23名を養成、設置 

・支援センターと救急救命センターの

連携協力関係の構築 

＊連携会議 3回開催 

・性暴力被害者に対する医療費の公費

負担 

・性犯罪被害者対応拠点「ハートフルス

テーション・あいち」の効果的な運用 

 

 

 

・性犯罪・性暴力による被害を受けた場

合の各種支援施策の周知 

＊県内全ての高校等 1 年生に啓発カ

ードを配布 

 

 

○犯罪被害者等への支援の充実 

 ・犯罪による被害者、遺族及び遺児の

経済的負担の軽減を図る給付金の支

給制度や損害賠償の請求についての

援助制度の創設、運用 

・「犯罪被害者等支援条例」の制定に向

けた検討 

 ＊条例の制定、公布（3月） 

○性犯罪・性暴力被害者支援の充実 

・性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支

援センター「性暴力救援センター日

赤なごやなごみ」への運営支援 

 ・救急救命センターへの性暴力被害者

支援看護師（SANE）の設置促進 

 

・支援センターと救急救命センターの

連携協力関係の構築 

 

・性暴力被害者に対する医療費の公費

負担 

・性犯罪被害者対応拠点「ハートフルス

テーション・あいち」の効果的な運用 

・性犯罪被害者に対する事情聴取能力

を向上させるためのトレーナーの養

成 

・性犯罪・性暴力による被害を受けた場

合の各種支援施策の周知 

  

 

 ・性暴力被害者支援相談窓口に係るス

テッカーを用いた周知 

○犯罪被害者等への支援の充実 

 ・犯罪による被害者、遺族及び遺児の

経済的負担の軽減を図る給付金の支

給制度や損害賠償の請求についての

援助制度の運用 

・条例に基づく、犯罪被害者等支援に関

する指針の策定に向けた検討 

 

○被害者支援 WEBシステムの整備運営 

274 

再犯防止に向けた取組

の推進 

防災安全局 

福祉局 

警察本部 

○再犯防止に向けた取組の推進 

 ・地域再犯防止推進モデル事業の実施 

  

・愛知県再犯防止連絡協議会の開催 

  ＊連絡協議会1回開催 

 

 

 

 

○再犯防止に向けた取組の推進 

・地域再犯防止推進モデル事業の実施 

  

・愛知県再犯防止連絡協議会の開催 

＊連絡協議会 3回開催 

・地方再犯防止推進計画の策定  

 

 

 

○再犯防止に向けた取組の推進 

 ・寄り添い弁護士制度による社会復帰

支援事業の実施 

＊35名支援 

 ・愛知県再犯防止連絡協議会の開催 

  ＊２回開催（書面） 

・愛知県暴力団離脱者対策協議会の開

催 

・暴力団離脱者の社会復帰支援活動の

○再犯防止に向けた取組の推進 

 ・寄り添い弁護士制度による社会復帰

支援事業の実施 

 

・愛知県再犯防止連絡協議会の開催 

 

・愛知県暴力団離脱者対策協議会の開

催 

・暴力団離脱者受入企業登録促進会議
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

○地域生活定着支援センターの取組の推進 

 ・コーディネート、フォローアップ、

相談支援の各業務の実施 

 

○少年の立ち直り支援活動 

・再非行防止に向けた学習支援、就労支

援活動等の立ち直り支援活動の実施 

 

 

 

○地域生活定着支援センターの取組の推進 

・コーディネート、フォローアップ、相

談支援、地域ネットワーク強化の各

業務の実施 

○少年の立ち直り支援活動 

・再非行防止に向けた学習支援、就労支

援活動等の立ち直り支援活動の実施 

実施 

 

 

○地域生活定着支援センターの取組の推進 

・コーディネート、フォローアップ、相

談支援、地域ネットワーク強化の各

業務の実施 

○少年の立ち直り支援活動 

・再非行防止に向けた学習支援、就労支

援活動等の立ち直り支援活動の実施 

の設置・開催 

・暴力団離脱者の社会復帰支援活動の

実施 

○地域生活定着支援センターの取組の推進 

・コーディネート、フォローアップ、相

談支援、地域ネットワーク強化の各

業務の実施 

○少年の立ち直り支援活動 

・再非行防止に向けた学習支援、就労支

援活動等の立ち直り支援活動の実施 

 

 

 

 

（4）消費者の安心 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

275 

愛知県消費生活総合セ

ンターを拠点とした市

町村との連携による地

域全体での相談体制の

強化 

県民文化局 ○「あいち消費者安心プラン2024」（第三

次愛知県消費者行政推進計画）の策定

（3月） 

○県の相談機能の強化 

・愛知県弁護士会との連携による解決

困難事案解決に係る対応力の強化・

向上 

・情報通信分野、特定商取引法、消費者

教育の専門分野チームを設置し、研

究会を開催 

 ＊研究会各 4回、計12回開催 

○市町村の消費生活相談体制の充実・強

化に向けての支援 

・県の消費生活相談員による市町村巡

回指導及びホットライン（市町村相

談員との専用ダイヤル）での助言の

実施 

 ＊巡回指導 123回 

 ＊ホットライン340件 

・県の消費生活相談窓口における市町

村職員への OJT研修の実施 

 ＊21回実施 

○「あいち消費者安心プラン2024」（第三

次愛知県消費者行政推進計画）の推進 

 

○県の相談機能の強化 

・愛知県弁護士会との連携による解決

困難事案解決に係る対応力の強化・

向上 

・情報通信分野、特定商取引法、消費者

教育の専門分野チームを設置し、研

究会を開催 

＊研究会計 11回開催 

○市町村の消費生活相談体制の充実・強

化に向けての支援 

・県の消費生活相談員による市町村巡

回指導及びホットライン（市町村相

談員との専用ダイヤル）での助言の

実施 

＊巡回指導 14回 

＊ホットライン 355件 

・県の消費生活相談窓口における市町

村職員への OJT研修の実施 

＊12回実施 

○「あいち消費者安心プラン2024」（第三

次愛知県消費者行政推進計画）の推進 

 

○県の相談機能の強化 

・愛知県弁護士会との連携による解決

困難事案解決に係る対応力の強化・

向上 

・情報通信分野、特定商取引法、消費者

教育の専門分野チームを設置し、研

究会を開催 

＊研究会計 12回開催 

○市町村の消費生活相談体制の充実・強

化に向けての支援 

・県の消費生活相談員による市町村巡

回指導及びホットライン（市町村相

談員との専用ダイヤル）での助言の

実施 

＊巡回指導 45回 

＊ホットライン 340件 

・県の消費生活相談窓口における市町

村職員への OJT研修の実施 

＊13回実施 

○「あいち消費者安心プラン2024」（第三

次愛知県消費者行政推進計画）の推進 

 

○県の相談機能の強化 

・愛知県弁護士会との連携による解決

困難事案解決に係る対応力の強化・

向上 

・情報通信分野、特定商取引法、消費者

教育の専門分野チームを設置し、研

究会を開催 

 

○市町村の消費生活相談体制の充実・強

化に向けての支援 

・県の消費生活相談員による市町村巡

回指導及びホットライン（市町村相

談員との専用ダイヤル）での助言の

実施 

 

 

・県の消費生活相談窓口における市町

村職員への OJT研修の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

276 

悪徳商法への対策強化 

県民文化局 ○悪質事業者に対する指導、厳正な処分 

・不当な取引行為に係る事業者指導 

・事業者名の公表や悪質事業者に対する

厳正な処分 

○消費者被害防止のための啓発 

・消費生活情報「あいち暮らしっく」の

発行 

＊定期号 4回、特別号2回発行 

・ウェブサイト「あいち暮らし WEB」始

め SNS等を活用した情報発信 

 ＊あいち暮らしWEBアクセス件数 

  627,526件 

 ＊SNS等の情報発信件数 77件 

・「あいち消費生活情報メールマガジ

ン」による情報の提供 

 ＊12回実施 

○悪質事業者に対する指導、厳正な処分 

・不当な取引行為に係る事業者指導 

・事業者名の公表や悪質事業者に対する

厳正な処分 

○消費者被害防止のための啓発 

・消費生活情報「あいち暮らしっく」の

発行 

＊定期号 4回、特別号2回発行 

・ウェブサイト「あいち暮らし WEB」始

め SNS等を活用した情報発信 

＊あいち暮らし WEBアクセス件数 

533,383件 

＊SNS等の情報発信件数 126件 

・消費者教育オンライン講座（被害防

止）の動画配信  

＊視聴回数 1,786回 

○悪質事業者に対する指導、厳正な処分 

・不当な取引行為に係る事業者指導 

・事業者名の公表や悪質事業者に対する

厳正な処分 

○消費者被害防止のための啓発 

・消費生活情報「あいち暮らしっく」の

発行 

 ＊定期号 4回、特別号 2回発行 

・ウェブサイト「あいち暮らし WEB」始

め SNS等を活用した情報発信 

＊あいち暮らし WEBアクセス件数 

598,987件 

＊SNS等の情報発信件数 200件 

・消費者教育オンライン講座（被害防

止）の動画配信 

 ＊視聴回数 4,089回 

○悪質事業者に対する指導、厳正な処分 

・不当な取引行為に係る事業者指導 

・事業者名の公表や悪質事業者に対する

厳正な処分 

○消費者被害防止のための啓発 

・消費生活情報「あいち暮らしっく」の

発行 

 

・ウェブサイト「あいち暮らし WEB」始

め SNS等を活用した情報発信 

 

 

 

・消費者教育オンライン講座（被害防

止）の動画配信 

 

277 

多重債務への対策強化 

県民文化局 ○無料巡回相談の実施 

・県、市町村、県弁護士会等と連携した

無料巡回法律相談の実施 

 ＊6回実施 

○無料巡回相談の実施 

・県、市町村、県弁護士会等と連携した

無料巡回法律相談の実施 

＊7回実施 

○無料巡回相談の実施 

・県、市町村、県弁護士会等と連携した

無料巡回法律相談の実施 

 ＊6回実施 

○無料巡回相談の実施 

・県、市町村、県弁護士会等と連携した

無料巡回法律相談の実施 

 

278 

支援が必要な生活困窮

者の早期把握と一人ひ

とりの状況に応じた支

援 

県民文化局

福祉局 

保健医療局 

教育委員会 

○生活困窮者への相談支援の実施 

・県福祉相談センター等による生活困

窮者自立相談支援事業の実施 

 ＊新規相談受付数 265件 

・離職により住宅を失った又は失うお

それが高い生活困窮者等への住居確

保等の支援 

 ＊相談件数 40件、支給件数 16件 

 

・生活困窮者が抱える法的問題に対応す

るため弁護士による法律相談支援の

実施 

 ＊31件 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生活困窮者への相談支援の実施 

・県福祉相談センター等による生活困

窮者自立相談支援事業の実施 

 ＊新規相談受付数 896件 

・離職等により住宅を失った又は失う

おそれが高い生活困窮者等への住居

確保等の支援 

 ＊相談件数 728件、支給件数 247件 

 

・生活困窮者が抱える法的問題に対応す

るため弁護士による法律相談支援の

実施 

 ＊42件 

・支援が届けられていない対象者を掘り

起こすアウトリーチ支援の実施 

・直ちに就労が困難な生活困窮者に対

し、就労に向けた基礎能力形成のため

の支援を実施 

・家計に複雑な課題を抱える生活困窮者

に対し、家計管理能力の改善のための

支援を実施 

○生活困窮者への相談支援の実施 

・県福祉相談センター等による生活困窮 

者自立相談支援事業の実施 

 ＊新規相談受付数 1,161件 

・離職等により住宅を失った又は失う

おそれが高い生活困窮者等への住居

確保等の支援 

 ＊相談件数 1,193件、支給件数 110   

  件 

・生活困窮者が抱える法的問題に対応す

るため弁護士による法律相談支援の

実施 

 ＊59件 

・支援が届けられていない対象者を掘り

起こすアウトリーチ支援の実施 

・直ちに就労が困難な生活困窮者に対

し、就労に向けた基礎能力形成のため

の支援を実施 

・家計に複雑な課題を抱える生活困窮者

に対し、家計管理能力の改善のための

支援を実施 

○生活困窮者への相談支援の実施 

・県福祉相談センター等による生活困

窮者自立相談支援事業の実施 

 

・離職等により住宅を失った又は失う

おそれが高い生活困窮者等への住居

確保等の支援 

  

 

・生活困窮者が抱える法的問題に対応す

るため弁護士による法律相談支援の

実施 

  

・支援が届けられていない対象者を掘り

起こすアウトリーチ支援の実施 

・直ちに就労が困難な生活困窮者に対

し、就労に向けた基礎能力形成のため

の支援を実施 

・家計に複雑な課題を抱える生活困窮者

に対し、家計管理能力の改善のための

支援を実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

○収入減少世帯等への支援 

 ・生活福祉資金貸付制度において収入減
少世帯への特例貸付を実施 

 ＊貸付決定件数793件 

 

 

○収入減少世帯等への支援 

 ・生活福祉資金貸付制度において収入減
少世帯への特例貸付を実施 

 ＊貸付決定件数84,059件 

 ・住居確保給付金の拡充 

 ＊支給決定件数247件 

 

 

・ひとり親世帯に対する臨時特別給付金
の支給 

 ＊2,410世帯 

 

 

○収入減少世帯等への支援 

 ・生活福祉資金貸付制度において収入減
少世帯への特例貸付を実施 

 ＊貸付決定件数64,931件 

・住居確保給付金の支給 
＊支給決定件数 110件 

・生活困窮者自立相談支援員の増員の実
施  

・ひとり親家庭を対象とした住居費の支 
援  

・低所得の子育て世帯に対する臨時特別
給付金の支給（ひとり親世帯分） 

・生活福祉資金の再貸付が終了する世帯
等に対する新型コロナウイルス感染
症生活困窮者自立支援金の支給 

 ＊支給決定件数165件 
○原油価格・物価高騰対策 
 ・公衆浴場の燃料費への支援 
  ＊支援決定件数 53件 

・生活困窮者支援体制の強化の取組への

支援 

○収入減少世帯等への支援 

 ・生活福祉資金貸付制度において収入減
少世帯への特例貸付を実施 

 

・住居確保給付金の支給 

 

・生活困窮者自立相談支援員の増員の実   

 施 

・ひとり親家庭を対象とした住居費の支    

 援 

・低所得の子育て世帯に対する臨時特別
給付金の支給（ひとり親世帯分） 

・生活福祉資金の貸付が終了する世帯等
に対する新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の支給 

 

○原油価格・物価高騰対策 
・公衆浴場の燃料費への支援 
・地域の生活困窮者支援団体の活動支
援 

・低所得世帯の高校生等を対象に給付
金を拡充し、物価高騰の影響を受け
る学校教育費の負担を軽減 

279 

安全・安心な食の確保、

食育の推進、第 15回食

育推進全国大会の開催

（2020 年）、大会レガ

シーの継承 

環境局 

保健医療局 

農業水産局 

○食品廃棄物の不正転売に係る再発防止

対策 

 ・監視体制の強化 

・廃棄物処理業者・排出事業者に対する

指導強化 

 ・食品廃棄物の発生抑制とリサイクル

の促進 

 ・排出事業者への措置強化に係る改正

条例の周知 

○HACCP導入による食品の安全確保の強化 

・大量調理施設及び食品製造施設に対

する HACCPの導入支援 

 ＊新規導入施設数 11施設 

○消費者に対する食の安全に関する知識

普及 

○食品廃棄物の不正転売に係る再発防止

対策 

 ・監視体制の強化 

・廃棄物処理業者・排出事業者に対する

指導強化 

 ・食品廃棄物の発生抑制とリサイクル

の促進 

 ・排出事業者への措置強化に係る改正

条例の周知 

○HACCP導入施設の監視・指導 

・食品営業施設に対するHACCPに沿った

衛生管理の遵守状況の監視及び指導 

 

○消費者に対する食の安全に関する知識

普及 

○食品廃棄物の不正転売に係る再発防止

対策 

 ・監視体制の強化 

 ・廃棄物処理業者・排出事業者に対す

る指導強化 

 ・食品廃棄物の発生抑制とリサイクル

の促進 

 ・排出事業者への措置強化に係る改正

条例の周知 

○HACCP導入施設の監視・指導 

・食品営業施設に対するHACCPに沿った

衛生管理の遵守状況の監視及び指導 

 

○消費者に対する食の安全に関する知識

普及 

○食品廃棄物の不正転売に係る再発防止

対策 

 ・監視体制の強化 

 ・廃棄物処理業者・排出事業者に対す

る指導強化 

 ・食品廃棄物の発生抑制とリサイクル

の促進 

 ・排出事業者への措置強化に係る改正

条例の周知 

○HACCP導入施設の監視・指導 

・食品営業施設に対するHACCPに沿った

衛生管理の遵守状況の監視及び指導 

 

○消費者に対する食の安全に関する知識

普及 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・食品衛生講習会 

 ＊19回開催 

 

・食の安全・安心教室 

 ＊2回開催 

 

・SNSによる食の安全・安心情報の発信 

○生産現場における安全・安心の確保 

・貝毒の定期検査の実施 

・GAP手法の推進 

○加工・流通段階における安全・安心の確保 

・食品表示の監視・指導 

○食育の推進 

・食育劇の上演支援 

・食育推進ボランティアの活動支援 

・小学校における農林漁業体験学習の

拡大 

 

○第 15回食育推進全国大会の開催準備 

・実行委員会の設立 

・第 14回大会（山梨県開催）での愛知

県開催PR、引継ぎ式への参加 

・大会内容の企画立案 

・食品衛生講習会 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・食の安全・安心教室 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・SNSによる食の安全・安心情報の発信 

○生産現場における安全・安心の確保 

・貝毒の定期検査の実施 

・GAP手法の推進 

○加工・流通段階における安全・安心の確保 

・食品表示の監視・指導 

○食育の推進 

・食育劇の上演支援 

・食育推進ボランティアの活動支援 

・小学校における農林漁業体験学習の

推進 

・第4次愛知県食育推進計画の策定 

○第 15回食育推進全国大会の開催 

会期：6月 27日、28日 

会場：Aichi Sky Expo 

※新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止 

・食品衛生講習会 

＊5回開催 

 

・食の安全・安心教室 

＊2回開催 

 

・SNSによる食の安全・安心情報の発信 

○生産現場における安全・安心の確保 

・貝毒の定期検査の実施 

・GAP手法の推進 

○加工・流通段階における安全・安心の確保 

・食品表示の監視・指導 

○食育の推進 

・食育劇の上演支援 

・食育推進ボランティアの活動支援 

・小学校における農林漁業体験学習の

推進 

 

○第 17 回食育推進全国大会の開催準備

（第 15回大会が中止となったため） 

・実行委員会の開催 

・第 16回大会（岩手県開催）での愛知

県開催 PR、引継ぎ式への参加 

 ※ウェブ開催となったため中止 

・大会内容の企画立案 

・食品衛生講習会 

 

 

・食の安全・安心教室 

 

 

・SNSによる食の安全・安心情報の発信 

〇生産現場における安全・安心の確保 

・貝毒の定期検査の実施 

・GAP手法の推進 

○加工・流通段階における安全・安心の確保 

・食品表示の監視・指導 

○食育の推進 

・食育推進ボランティアの活動支援 

・小学校における農林漁業体験学習の

推進 

・食育劇の上演支援 

 

○第 17回食育推進全国大会の開催 

会期：6月 18日、19日 

会場：Aichi Sky Expo 

 ＊来場者数：2日間 延べ 23,515名 

   動画視聴回数：2日間 3,975回 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

280 

危機管理の視点に立っ

た家畜防疫体制の強化 

農業水産局 ○生産現場における安全・安心の確保 

・畜産農家への立入検査の実施 

＊検査実施率（実績／計画）100％ 

 

 

 

○豚熱緊急対策の実施 

・県内飼養豚に対する豚熱ワクチン接

種の実施 

 ＊384,639頭 

・野生イノシシに対する経口ワクチン

散布の実施 

 ＊53,030個 

・野生イノシシに対する豚熱ウイルス

浸潤調査の実施 

 ＊1,389頭 

・畜産総合センターの防疫体制強化（新

豚舎の測量・基本計画等、車両消毒設

備整備等） 

・農業総合試験場の防疫体制強化（イノ

シシ侵入防止柵整備等） 

・発生に伴い経済的な損失が生じた農

家への経営支援 

＊発生農家への手当金 28戸 

＊移動制限等の影響を受けた農家へ

の経営支援 59戸 

・国の早期出荷促進対策に係る農家へ

の支援 

＊早期出荷事業 3戸 

＊飼養衛生管理強化支援事業 7戸 

・家畜伝染病予防法第30条に基づく消

毒命令の実施、消毒資材の農家への

供給 

＊2019.5.21～6.28対象区域：田原市 

＊2019.6.29～9.12対象区域：県内全

域 

＊2019.9.13～12.16対象区域：野生   

イノシシ陽性区域 

○生産現場における安全・安心の確保 

・畜産農家への立入検査の実施 

＊検査実施率（実績／計画）100％ 

・養豚場における簡易更衣室等の整備

支援 

  ＊119件 

○豚熱対策の実施 

・県内飼養豚に対する豚熱ワクチン接

種の実施 

 ＊644,185頭 

・野生イノシシに対する経口ワクチン

散布の実施 

 ＊99,600個 

・野生イノシシに対する豚熱ウイルス

浸潤調査の実施 

 ＊887頭 

・畜産総合センター新豚舎の設計・施工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生産現場における安全・安心の確保 

・畜産農家への立入検査の実施 

＊検査実施率（実績／計画）100％ 

・養鶏場の鶏糞処理施設などにおける

防鳥ネットの整備支援 

＊25件 

○豚熱対策の実施 

・県内飼養豚に対する豚熱ワクチン接

種の実施 

＊733,413頭 

・野生イノシシに対する経口ワクチン

散布の実施 

＊81,820個 

・野生イノシシに対する豚熱ウイルス

浸潤調査の実施 

＊995頭 

・畜産総合センター新豚舎の建設工事

＊竣工（2月） 

 

○生産現場における安全・安心の確保 

・畜産農家への立入検査の実施 

 

・新たに畜舎を整備する農場における、

野生動物侵入防止柵や防鳥ネットの

整備支援 

○豚熱対策の実施 

・県内飼養豚に対する豚熱ワクチン接

種の実施 

 

・野生イノシシに対する経口ワクチン

散布の実施 

 

・野生イノシシに対する豚熱ウイルス

浸潤調査の実施 

 

 ・畜産総合センター新豚舎を供用開始 

  （4月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



- 228 - 

 

9 環境首都あいちの推進 

（1）地球温暖化対策の推進 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

281 

再生可能エネルギー

（太陽光・風力・小水

力・バイオマス等）の

開発・実用化・事業化

に向けた支援及び利活

用の推進 

政策企画局 

総務局 

環境局 

経済産業局 

農林基盤局 

建設局 

東三河総局 

○県有地を活用した導入推進 

 ・木曽岬干拓地メガソーラー設置運営

事業の継続 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・県有施設 17か所で太陽光発電事業の

実施 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設等への太陽光発電の実施 

 ＊水産試験場始め 5か所（195kW）で

実施 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

 ＊認定1件、認証3件 

 

 

 

 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・新エネルギー実証研究エリアの運営 

 ＊実証企業 5者 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるシンポジウム及び各種研究会の

開催 

 ＊シンポジウム開催、267名参加 

 ＊課題別研究会3回開催、123名参加 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

○県有地を活用した導入推進 

 ・木曽岬干拓地メガソーラー設置運営

事業の継続 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・県有施設 17か所で太陽光発電事業の

実施 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設等への太陽光発電の実施 

 ＊水産試験場始め 5か所（195kW）で

実施 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

＊認定1件、認証4件 

○再生可能エネルギーの地産地消の推進 

・再生可能エネルギーの地産地消に向

けた課題や対応策等を整理し、市町

村等に情報発信 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・新エネルギー実証研究エリアの運営 

 ＊実証企業 5者 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるシンポジウム及び各種研究会の

開催 

 ＊シンポジウムの配信、454回視聴 

 ＊課題別研究会3回開催、140名参加 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

○県有地を活用した導入推進 

 ・木曽岬干拓地メガソーラー設置運営

事業の継続 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・県有施設 17か所で太陽光発電事業の

実施 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設等への太陽光発電の実施 

 ＊水産試験場始め 5か所（195kW）で

実施 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

 ＊認定 1件、認証 5件 

○再生可能エネルギーの地産地消の推進 

 ・再生可能エネルギーの地産地消に向

けた事業化検討調査を実施 

  ＊実施 1件 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・実証研究エリアでの実証実験の支援 

＊実証企業 6者 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるフォーラムの開催 

＊フォーラムの開催 120名参加 

 

 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証

○県有地を活用した導入推進 

・木曽岬干拓地メガソーラー設置運営

事業の継続 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・県有施設 17か所で太陽光発電事業の

実施 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設等への太陽光発電の実施 

 

 

○低炭素水素サプライチェーンの事業化

の推進 

・再生可能エネルギーを活用して、水素

を製造・供給する「低炭素水素サプラ

イチェーン」の構築・拡大を産・学・

行政の連携で推進 

・製造、輸送、利用に伴う二酸化炭素の

排出が少ない水素を「低炭素水素」と

して認証・情報発信する「低炭素水素

認証制度」の運用、拡大検討 

 

○再生可能エネルギーの地産地消の推進 

 ・再生可能エネルギーの地産地消に向

けた事業化検討調査を実施 

 

○新エネルギー関連分野における研究開発

等の支援 

・実証研究エリアでの実証実験の支援 

・「愛知県新エネルギー産業協議会」にお

けるフォーラム及び各種研究会の開

催 

 

 

 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業等が行う

新エネルギー分野の研究開発・実証
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

実験を支援 

＊環境・新エネルギー分野で 11件の

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

・小水力等発電施設の利活用 

 ＊15か所 

○下水汚泥のエネルギー利用 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター、

矢作川浄化センター） 

 ＊バイオガス使用量 

豊川浄化センター：2,159kNm3 

矢作川浄化センター：1,164kNm3 

・下水汚泥を燃料化施設において炭化

処理し、火力発電所で石炭と混焼利

用（衣浦東部浄化センター） 

 ＊炭化物製造量：2,662t 

実験を支援 

 ＊環境・新エネルギー分野で 7 件の

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

・小水力等発電施設の利活用 

＊15か所 

○下水汚泥のエネルギー利用 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター、

矢作川浄化センター） 

＊バイオガス使用量 

豊川浄化センター：2,303kNm3 

矢作川浄化センター：1,248kNm3 

・下水汚泥を燃料化施設において炭化

処理し、火力発電所で石炭と混焼利

用（衣浦東部浄化センター） 

＊炭化物製造量：2,586t 

実験を支援 

＊環境・新エネルギー分野で 10件の

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

・小水力等発電施設の利活用 

＊15か所 

○下水汚泥のエネルギー利用 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター、

矢作川浄化センター） 

＊バイオガス使用量 

豊川浄化センター：2,308kNm3 

矢作川浄化センター：1,291kNm3 

・下水汚泥を燃料化施設において炭化

処理し、火力発電所で石炭と混焼利

用（衣浦東部浄化センター） 

＊炭化物製造量：2,611t  

 

 

○カーボンニュートラルの実現に向けた

新たな取組 

・あいちカーボンニュートラル戦略会

議の設置・開催 

 ＊開催 2回 

・企業・団体からの事業・企画アイデア

の募集 

 ＊選定 2プロジェクト 

・矢作川カーボンニュートラルプロジ

ェクト概略検討調査業務の実施 

・再生可能エネルギーの拡大に向け、

実現可能性検討調査を実施 

 

実験を支援 

  ＊環境・新エネルギー分野で 14件の 

研究開発・実証実験を採択 

○農業水利施設を活用した小水力等発電

施設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進

方策の検討や技術支援 

・小水力等発電施設の利活用 

 

○下水汚泥のエネルギー利用 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター、

矢作川浄化センター） 

 

 

 

・下水汚泥を燃料化施設において炭化

処理し、火力発電所で石炭と混焼利

用（衣浦東部浄化センター） 

 

・下水汚泥の焼却による廃熱のエネル

ギー利用（衣浦西部浄化センター） 

○カーボンニュートラルの実現に向けた

新たな取組 

・あいちカーボンニュートラル戦略会

議の開催 

 

・企業・団体からの事業・企画アイデア

の募集 

 

・矢作川カーボンニュートラルプロジ

ェクトの推進 

・再生可能エネルギーの拡大に向け、

実現可能性検討調査を実施 

〇自家消費型の再生可能エネルギー設
備の導入支援 
・原油価格等の高騰に直面する県内事
業者に対して、自家消費型の再生可
能エネルギー設備導入に対する補助 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

〇グリーンボンドの発行 

・使途を環境改善効果のある事業に限

定した県債の発行 

282 

低炭素社会システムの

構築に向けた県内の先

進的な取組成果などの

普及促進 

環境局 

 

○低炭素水素サプライチェーンの取組の

発信 

・県内の低炭素水素サプライチェーン

の取組をイベント・フォーラム等の

機会を利用し、情報発信 

○低炭素水素サプライチェーンの取組の

発信 

・県内の低炭素水素サプライチェーン

の取組をイベント・フォーラム等の

機会を利用し、情報発信 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・低炭素水素の意義や重要性を発信す

るシンポジウムの開催 

＊オンライン開催 240名参加登録 

○低炭素水素サプライチェーンの取組の

発信 

・県内の低炭素水素サプライチェーン

の取組をイベント・フォーラム等の

機会を利用し、情報発信 

 

 

・低炭素水素認証制度拡充の検討及び

近隣県を含む水素の基礎的調査 

○低炭素水素サプライチェーンの取組の

発信 

・県内の低炭素水素サプライチェーン

の取組をイベント・フォーラム等の

機会を利用し、情報発信 

 

 

・低炭素水素サプライチェーンのある

べき姿など中部圏の水素の利活用に

ついて検討 

〇燃料及び電力の消費抑制に資する取組
の促進 
・省エネルギー設備の導入への支援 
・建築物の ZEB（ネット・ゼロ・エネル
ギー・ビル）化に必要な設備等の導入
を支援 

283 

FCV・FCバス・FCフォ

ークリフトの導入促進 

総務局 

環境局 

経済産業局 

○FCV、FCバスの普及促進 

・2014 年度に全国の自治体に先駆けて

公用車として率先導入した FCV を活

用した普及啓発 

＊環境学習等のイベントで FCV を 18

回展示 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助 

 ＊42台 

 

・2019年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

 ＊課税免除台数116台 

○FCV・FCバス・FCフォークリフトの導

入促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

27基 28か所（整備中含む） 

○FCV、FCバスの普及促進 

・2014 年度に全国の自治体に先駆けて

公用車として率先導入した FCV 及び

2020年度に導入した FCVを活用した

普及啓発 

※環境学習等のイベントで FCV を展

示予定であったが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により未実施 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助 

 ＊82台 

 

・2020年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

  ＊課税免除台数 247台 

○FCV・FCバス・FCフォークリフトの導

入促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

35基 36か所（整備中含む） 

○FCV、FCバスの普及促進 

・公用車として導入した FCV を活用し

た普及啓発 

 ＊環境学習等のイベントで FCVを 13

回展示 

 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助（自家用登録のFCバス

は大企業も対象） 

 ＊124台 

・2021年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

  ＊課税免除台数 393台 

○FCV・FC バス・FCフォークリフトの導

入促進 

＊年度末時点ステーション整備数 

36基 37か所（整備中含む） 

○FCV、FCバスの普及促進 

・公用車として導入した FCV を活用し

た普及啓発 

 

 

 

 

 

・旅客・貨物運送事業者や中小企業等の

事業者が FCV、FC バスを導入する経

費を一部補助（自家用登録のFCバス

は大企業も対象） 

 

・2022年度に新車新規登録された FCV、

FC バスについて、登録年度の月割分

及び翌年度から 5 年度分の自動車税

種別割の課税を免除 

 

○FCV・FCバス・FCフォークリフトの導

入促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 8件、需要創出活動費補

助 20件 

・FC フォークリフトの導入や FC フォ

ークリフト用水素供給設備の整備に

対する補助 

 ＊FCフォークリフトの導入補助 2件

（5台） 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

 ＊整備費補助 10件、需要創出活動費

補助 29件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 ＊FCフォークリフトの導入補助 2件

（26台） 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 5件 

＊需要創出活動費補助32件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

＊FC フォークリフトの導入補助 1 件

（19台） 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

 

 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 

 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

284 

住宅用地球温暖化対策

設備の導入促進、住宅

のスマートハウス化の

推進 

環境局 ○住宅用地球温暖化対策設備の導入支援 

・市町村との協調補助により、スマート

ハウス、ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ZEH）に関する設備等の導入

を支援 

 ＊6,410件 

○住宅用地球温暖化対策設備の導入支援 

・市町村との協調補助により、スマート

ハウス、ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ZEH）に関する設備等の導入

を支援 

 ＊6,611件 

○住宅用地球温暖化対策設備の導入支援 

・市町村との協調補助により、スマート

ハウス、ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ZEH）に関する設備等の導入

を支援 

 ＊6,410件 

○住宅用地球温暖化対策設備の導入支援 

・市町村との協調補助により、スマート

ハウス、ネット・ゼロ・エネルギー・

ハウス（ZEH）に関する設備等の導入

を支援 

  ＊支援対象を拡充（太陽熱利用シス

テム） 

 

 

（2）循環型社会形成の推進 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

285 

循環型社会の形成に向

けた更なる取組の推進

（3Rの促進、循環ビジ

ネスの活性化） 

環境局 ○循環型社会の形成に向けた取組の推進 

 

 

・施設整備や事業化検討に要する経費

の補助 

 ＊26件応募、19件採択 

・先駆的で効果的な環境技術や事業な

どを表彰する愛知環境賞の実施 

 ＊43件応募、16件表彰 

・企業展示会の場を活用した事業や技

術の PR 

 ＊メッセナゴヤ2019：23社出展 

 ＊エコプロ 2019：10社出展 

 

・ごみゼロ社会推進あいち県民会議の

運営 

○循環型社会の形成に向けた取組の推進 

・次期あいち地域循環圏形成プラン策

定調査 

・施設整備や事業化検討に要する経費

の補助 

＊38件応募、20件採択 

・先駆的で効果的な環境技術や事業な

どを表彰する愛知環境賞の実施 

＊40件応募、15件表彰 

・企業展示会の場を活用した事業や技

術の PR 

 ＊国際フロンティア産業メッセ

2020：8社出展 

 

・ごみゼロ社会推進あいち県民会議の

運営 

○循環型社会の形成に向けた取組の推進 

・あいちサーキュラーエコノミー推進

プランの策定（3月） 

・施設整備や事業化検討に要する経費

の補助 

 ＊36件応募、22件採択 

・先駆的で効果的な環境技術や事業な

どを表彰する愛知環境賞の実施 

＊49件応募、16件表彰 

・企業展示会の場を活用した事業や技

術の PR 

＊メッセナゴヤ 2021：26社出展 

 ＊国際フロンティア産業メッセ

2021：9社出展 

・ごみゼロ社会推進あいち県民会議の

運営 

○循環型社会の形成に向けた取組の推進 

・サーキュラーエコノミー推進モデル

の展開 

・設備整備や事業化検討に要する経費

の補助 

 

・先駆的で効果的な環境技術や事業な

どを表彰する愛知環境賞の実施 

 

・企業展示会の場を活用した事業や技

術の PR 

 

 

 

・ごみゼロ社会推進あいち県民会議の

運営 

286 

マイクロプラスチック

対策の推進 

環境局 ○マイクロプラスチック対策の推進 

・海ごみ減らそうプロジェクトの開催 

＊延べ3,250名参加 

○マイクロプラスチック対策の推進 

・海岸漂着ごみ組成調査の実施 

 

○マイクロプラスチック対策の推進 

・海岸漂着ごみ組成調査の実施 

 

○マイクロプラスチック対策の推進 

・海岸漂着ごみ組成調査の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・あいちプラスチックごみゼロ宣言の

実施 

・啓発資材の作成 

・環境学習のモデル事業の実施 

 

 

 

・啓発資材の作成 

・環境学習プログラムによる啓発 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

 

 

・啓発資材の作成 

・環境学習プログラムによる啓発 

 

 

・プラスチックごみ削減の取組促進に

関するオンラインセミナーの開催 

 ＊視聴数 126件（最大視聴数） 

・海岸漂着物対策推進地域計画改定に

係る基礎調査の実施 

 

 

・啓発資材の作成 

・環境学習プログラムによる啓発 

 

 

・消費者のプラスチックごみ削減の取

組促進に係る動画の作成・配信 

 

・海岸漂着物対策推進地域計画の改定 

287 

食品ロス対策でごみゼ

ロの促進 

環境局 ○食品ロス対策でごみゼロの促進 

・食品ロス削減シンポジウムの開催 

＊56名参加 

・環境学習プログラムの作成 

・家庭系食品ロス量調査の実施 

・食品ロス削減に関する庁内連絡会議

の開催 

○食品ロス対策でごみゼロの促進 

 ・食品ロス削減イベントの開催 

  ＊約 400名参加 

 ・環境学習プログラムによる啓発 

・事業系食品ロス量調査の実施 

 ・食品ロス削減に関する庁内連絡会議

の開催 

○食品ロス対策でごみゼロの促進 

・食品ロス削減イベントの開催 

＊オンライン配信と併用開催 

会場約 100名、配信視聴約 500名 

・環境学習のモデル事業の実施 

・事業系食品ロス量調査の実施 

・食品ロス削減に関する庁内連絡会議

の開催 

・食品ロス削減推進計画の策定 

○食品ロス対策でごみゼロの促進 

・食品ロス削減イベントの開催 

 

 

・環境学習プログラムによる啓発 

 

・食品ロス削減に関する庁内連絡会議

の開催 

・積極的に取り組む企業等を認定する

パートナーシップ制度の創設 

・市町村の食品ロス削減推進計画の策

定支援 

 

 

（3）生物多様性の保全 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

288 

COP10（2010）で採択さ

れた生物多様性保全の

国際目標「愛知目標」

（2011～2020）の達成

に向けた取組、開発と

生物多様性保全の調和

を実現する「あいち方

式」の普及、ポスト愛

知目標に向けた取組等

の強化 

環境局 ○あいち生物多様性戦略 2020 に基づく

取組の推進 

・「新あいち生物多様性戦略」の検討 

・改訂版レッドデータブックあいちの

作成 

 

 

・9地域の生態系ネットワーク協議会の

活動支援 

 

・指標種モニタリング調査 

・あいちミティゲーションの推進 

 

○あいち生物多様性戦略 2020 に基づく

取組の推進、あいち生物多様性戦略2030

の策定（2月） 

 

 

 

 

・9地域の生態系ネットワーク協議会の

活動支援 

・地区間交流会開催 

・指標種モニタリング調査 

・あいちミティゲーションの推進 

 

○あいち生物多様性戦略 2030 に基づく

取組の推進 

・あいち方式 2030推進プラットフォー

ムの構築 

・湿地・里山保全活動に向けたモデル事

業実施 

 

・9地域の生態系ネットワーク協議会の

活動支援 

・地区間交流会開催 

・指標種モニタリング調査 

・あいちミティゲーションの推進（企業

向けガイドラインの改定及び企業の

○あいち生物多様性戦略 2030 に基づく

取組の推進 

・生物多様性サポーターフォーラム開

催 

・湿地保全基礎調査の実施及びモデル

事業実施 

・保全活動の担い手養成講座の実施 

・9 地域の生態系ネットワーク協議会

の活動支援 

・地区間交流会開催 

・指標種モニタリング調査 

・事業者の保全活動促進（企業認証、

マッチングの実施） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

生態系ネットワーク形成の取組支援 

 ＊7事業（4団体） 

 

 

○未来へつなぐ「国連生物多様性の 10

年」せいかリレーキックオフイベント

の開催 

 ・あいち・なごや生物多様性EXPOの開催 

＊約 7,300名参加 

○愛知目標達成に向けた国際先進広域自

治体連合協働事業の実施 

・ウェブ会議の開催による連合メンバ

ーとの意見交換・取組のステップア

ップ 

＊4回開催 

・生物多様性の保全及び持続可能な利

用に関する国際会議への参加 

・SBSTTA23（生物多様性条約第 23回科

学技術助言補助機関会合）へ参加、サ

イドイベントにおいて生物多様性保

全による気候変動への対応について

取組発表 

・海外サブナショナル政府との協定等

に基づく交流の推進 

＊中国・江蘇省及び韓国・江原道へ各

大学生5名を派遣 

○生物多様性からの SDGs推進 

 ・ユース活動組織の整備及び情報発信 

 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

生態系ネットワーク形成の取組支援  

 ＊8事業（5団体） 

・ベストプラクティスの選定・発信 

・連携事業の展開 

 

 

 

 

 

○愛知目標達成に向けた国際先進広域自

治体連合協働事業の実施 

・ウェブ会議の開催による連合メンバ

ーとの意見交換・取組のステップア

ップ 

＊6回開催 

・COP15の準備会合への参加 

※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

 

 

 

 

・海外サブナショナショナル政府との

協定等に基づく交流の推進 

 ※新型コロナウイルス感染拡大の影

響により中止 

○生物多様性からの SDGs推進 

・ユースの活動支援及び情報発信 

・生物多様性と SDGs多世代フォーラム

開催・ユース会議開催 

＊255名参加 

生態系保全活動の認証制度の検討） 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

生態系ネットワーク形成の取組支援  

＊6事業（3団体） 

  

 

 

 

 

 

 

○生物多様性に係る国際連携推進事業の

実施 

・ウェブ会議の開催による連合メンバ

ーとの意見交換・取組のステップア

ップ 

＊2回開催 

・COP15準備会合及びCOP15への参加 

※条約事務局から時期を 2回に分け、

2部構成で開催する旨発表 

※第 1部は新型コロナウイルス感染 

拡大の影響によりオンライン参加 

 

 

・海外サブナショナル政府との協定等

に基づく交流の推進 

  ＊サンパウロ州とのユース交流プロ

グラムの実施（オンライン） 

○生物多様性からの SDGs推進 

・ユースの活動支援及び情報発信 

・生物多様性と SDGs 多世代フォーラ

ム・ユース会議開催 

＊154名参加 

 

・「あいち森と緑づくり税」を活用した

生態系ネットワーク形成の取組支援

＊6事業（3団体） 

 

 

 

 

 

 

 

○生物多様性に係る国際連携推進事業

の実施 

・ウェブ会議の開催による連合メンバ

ーとの意見交換・取組のステップア

ップ 

 

・COP15準備会合及び COP15第 2部へ

の参加 

 

 

 

 

 

・海外サブナショナル政府との協定等

に基づく交流の推進 

  

 

○生物多様性からの SDGs推進 

・ユースの活動支援及び情報発信 

・ユース会議開催 

 

 

289 

指定管理鳥獣対策の強

化 

環境局 

農業水産局 

○指定管理鳥獣捕獲等事業の推進 

・ニホンジカ及びイノシシについて広

域的かつ集中的な捕獲の実施 

○指定管理鳥獣捕獲等事業の推進 

・ニホンジカ及びイノシシについて広

域的かつ集中的な捕獲の実施 

○指定管理鳥獣捕獲等事業の推進 

・ニホンジカ及びイノシシについて広

域的かつ集中的な捕獲の実施 

○指定管理鳥獣捕獲等事業の推進 

・ニホンジカ及びイノシシについて広

域的かつ集中的な捕獲の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

290 

長良川河口堰の開門調

査等 

建設局 ○有識者等による検討 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知県

長良川河口堰最適運用検討委員会に

おいて、開門調査に係る諸課題を検討 

 ＊検討委員会2回開催 

 

・県民講座「河口堰開門の世界の先進事

例を学ぶ」の開催 

 ＊59名参加 

・県民向けパンフレット「新しいフルプ

ランへの提案－水は賢く使う時代が来

た！」を作成 

○有識者等による検討 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知県

長良川河口堰最適運用検討委員会に

おいて、開門調査に係る諸課題を検討 

＊検討委員会1回開催 

 

・県民講座「長良川河口堰と生物多様性」

の開催 

＊31名参加 

 

○有識者等による検討 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知県

長良川河口堰最適運用検討委員会に

おいて、開門調査に係る諸課題を検討

＊検討委員会1回開催 

 ＊過去10年間の検討内容を整理 

・県民講座「長良川河口堰の現在の課題

と最適運用について」の開催 

＊33名参加 

・県民向けパンフレット「長良川河口堰

これから？」を作成 

○有識者等による検討 

・長良川河口堰庁内検討チーム、愛知県

長良川河口堰最適運用検討委員会に

おいて、開門調査に係る諸課題を検討 

 

 

・県民講座の開催 

 

 

（4）環境首都あいちを支える基盤づくり 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

291 

県民一人ひとりの環境

配慮行動（エコアクシ

ョン）の取組促進 

環境局 ○愛知県環境学習等行動計画2030の推進  

・「あいち環境学習プラザ」や「もりの

学舎」における環境学習の実施 

＊延べ約 46,600名参加 

 

 

○エコアクションの推進 

・AELネット（愛知県環境学習施設等連

絡協議会）環境学習スタンプラリー

の開催 

＊延べ約 67,800参加 

・エコアクション推進フェア（Let’sエ

コアクション in AICHI）の開催 

＊約 9,500名参加 

 

・あいちエコアクションポータルサイト

「エコリンクあいち」による普及啓発 

○愛知県環境学習等行動計画2030の推進  

・「あいち環境学習プラザ」や「もりの

学舎」における環境学習の実施 

＊延べ約 15,200名参加 

・「あいち環境学習プラザ」のリニュー

アルオープン 

○エコアクションの推進 

・AELネット（愛知県環境学習施設等連

絡協議会）環境学習スタンプラリー

の開催 

＊延べ約 22,200名参加 

・エコアクション推進フェア（Let’sエ

コアクション in AICHI）の開催 

＊約 600名参加 

 

・あいちエコアクションポータルサイト

「エコリンクあいち」による普及啓発 

○愛知県環境学習等行動計画2030の推進  

・「あいち環境学習プラザ」や「もりの

学舎」における環境学習の実施 

＊延べ約 31,900名参加 

 

 

○エコアクションの推進 

・AELネット（愛知県環境学習施設等連

絡協議会）環境学習スタンプラリー

の開催 

＊延べ約 26,800名参加 

・エコアクション推進フェア（Let’sエ

コアクション in AICHI）の開催 

※新型コロナウイルス感染症拡大防

止のため中止 

○愛知県環境学習等行動計画2030の推進  

・「あいち環境学習プラザ」や「もりの

学舎」における環境学習の実施 

 

 

 

○エコアクションの推進 

・AEL ネット（愛知県環境学習施設等

連絡協議会）環境学習スタンプラリ

ーの開催 

 

・エコアクション推進フェア（Let’s

エコアクション in AICHI）の開催 

 

 

 

292 

持続可能な開発のため

の教育（ESD）の取組促

進 ～ESD ユネスコ世

界会議の成果を生かし

た環境首都あいちを担

県民文化局 

環境局 

教育委員会 

○「環境首都あいち」を担う「人づくり」

の推進 

・未就学児童を対象とした自然体感プ

ログラム「インタープリター自然体

感推進事業」の実施、指導者の育成 

＊約 1,100名参加 

・高校生が環境問題に関するテーマを

○「環境首都あいち」を担う「人づくり」

の推進 

・未就学児童を対象とした自然体感プ

ログラム「インタープリター自然体

感推進事業」の実施、指導者の育成 

＊約 900名参加 

・高校生が環境問題に関するテーマを

○「環境首都あいち」を担う「人づくり」

の推進 

・未就学児童を対象とした自然体感プ

ログラム「インタープリター自然体

感推進事業」の実施、指導者の育成 

＊約 700名参加 

・高校生が環境問題に関するテーマを

○「環境首都あいち」を担う「人づくり」

の推進 

・未就学児童を対象とした自然体感プ

ログラム「インタープリター自然体

感推進事業」の実施、指導者の育成 

 

・高校生が環境問題に関するテーマを
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

う人づくりの強化、及

びユネスコスクールの

一層の活性化～ 

調査・研究し、環境学習の教材等を作

成する「高校生環境学習推進事業」の

実施（あいちの未来クリエイト部） 

＊3校参加 

・企業の環境課題に対し、学生研究員が

解決策を提案し、その成果を発信す

る「人づくり」事業の実施（かがやけ

☆あいちサスティナ研究所） 

 ＊大学生 40名参加、パートナー企業

10社 

・中高年・シニア世代を環境学習の講師

として活用する「中高年・シニア環境

学習推進事業」の実施（あいちecoテ

ィーチャー） 

＊19回実施 

○環境面から SDGsの普及啓発 

・SDGs自治体研修の開催 

＊2回 174名参加 

・SDGsあいちシンポジウム 2020の 

開催 

＊530名参加 

 

○ユネスコスクールの活性化 

・ユネスコスクール支援会議の開催 

＊2回 

 ・ESD活動・研修の促進 

  ＊講師派遣 3校 

＊全国大会等への教員派遣 3校 

＊ESD研修会及びセミナー各1回開催 

計 76名参加 

 ・ユネスコスクール交流会の開催 

 ＊1回開催、約 180名参加 

 ・ユネスコスクール加盟登録に係る英

文翻訳支援 

 ＊3校 

○エシカル消費の普及啓発 

  

 

 

・消費生活出前講座の参加者への普及

調査・研究し、成果を広く県民に発信

する「高校生環境学習推進事業」の実

施（あいちの未来クリエイト部） 

＊3校参加 

・企業の環境課題に対し、学生研究員が

解決策を提案し、その成果を発信す

る「人づくり」事業の実施（かがやけ

☆あいちサスティナ研究所） 

＊大学生 40名参加、パートナー企業

10社 

・中高年・シニア世代を環境学習の講師

として活用する「中高年・シニア環境

学習推進事業」の実施（あいちecoテ

ィーチャー） 

＊34回実施 

○環境面から SDGsの普及啓発 

・SDGs AICHI EXPO 2020の開催（オン

ライン） 

＊視聴者数 21,857名 

 

 

 

○ユネスコスクールの活性化 

・ユネスコスクール支援会議の開催 

＊2回 

 ・ESD活動・研修の促進 

＊講師派遣 3校 

＊全国大会等への教員派遣 0校 

＊ESD研修会及びセミナー各1回開催 

計 63名参加 

 ・ユネスコスクール交流会の開催 

 ＊1回開催、205名参加 

 ・ユネスコスクール加盟登録に係る英

文翻訳支援 

   

○エシカル消費の普及啓発 

 ・エシカル消費ポータルサイトの開設

＊2021年 3月 26日開設 

 

 ・消費生活出前講座の参加者への普及

調査・研究し、成果を広く県民に発信

する「高校生環境学習推進事業」の実

施（あいちの未来クリエイト部） 

＊3校参加 

・企業の環境課題に対し、学生研究員が

解決策を提案し、その成果を発信す

る「人づくり」事業の実施（かがやけ

☆あいちサスティナ研究所） 

 ＊大学生 39名参加、パートナー企業

8社 

・中高年・シニア世代を環境学習の講師

として活用する「中高年・シニア環境

学習推進事業」の実施（あいちecoテ

ィーチャー） 

＊42回実施 

○環境面から SDGsの普及啓発 

・SDGs AICHI EXPO 2021の開催 

 ＊11,613名参加（オンライン含む） 

・環境面から SDGs の取組につなげる

「SDGs 環境プラットフォーム」構築

のための機能検討 

・SDGs普及セミナーの開催 

○ユネスコスクールの活性化 

・ユネスコスクール支援会議の開催 

＊2回 

・ESD活動・研修の促進 

＊講師派遣 3校 

＊全国大会等への教員派遣 2校 

＊ESD研修会及びセミナー各1回開催 

計 107名参加 

 ・ユネスコスクール交流会の開催 

＊1回開催、131名参加 

 ・ユネスコスクール加盟登録に係る英

文翻訳支援 

 

○エシカル消費の普及啓発 

 ・エシカル消費ポータルサイトによる

情報発信 

＊アクセス件数 137,494件 

 ・消費生活出前講座の参加者への普及

調査・研究し、成果を広く県民に発

信する「高校生環境学習推進事業」

の実施（あいちの未来クリエイト部） 

 

・企業の環境課題に対し、学生研究員

が解決策を提案し、その成果を発信

する「人づくり」事業の実施（かが

やけ☆あいちサスティナ研究所） 

  

 

・中高年・シニア世代を環境学習の講師

として活用する「中高年・シニア環境

学習推進事業」の実施（あいち ecoテ

ィーチャー） 

 

○環境面から SDGsの普及啓発 

・SDGs AICHI EXPO 2022の開催 

 

・環境面から SDGs の取組につなげる

「SDGs環境プラットフォーム」の構

築 

・SDGs普及セミナーの開催 

○ユネスコスクールの活性化 

・ユネスコスクール支援会議の開催 

＊2回 

・ESD活動・研修の促進 

＊講師派遣 6校 

 

＊ESD研修会1回開催 

 

 ・ユネスコスクール交流会の開催 

 

 

 

 

○エシカル消費の普及啓発 

 ・エシカル消費ポータルサイトによる

情報発信 

 

 ・消費生活出前講座の参加者への普及
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

啓発資材による啓発 

  ＊83回、6,382名 

 ・消費生活情報「あいち暮らしっく」へ

の掲載 

  ＊3回掲載 

 

啓発資材による啓発 

  ＊101回、4,752名  

 ・消費生活情報「あいち暮らしっく」へ

の掲載 

  ＊6回掲載 

 

啓発資材による啓発 

  ＊93回、5,020名  

 ・消費生活情報「あいち暮らしっく」へ

の掲載 

  ＊6回掲載 

 ・エシカル消費普及啓発ロゴマーク及

びイメージ動画の募集 

  ＊ロゴマーク最優秀賞１点 

（応募総数 294点） 

   イメージ動画入賞 10本 

（応募総数 46本） 

 ・「エシカル×あいちフェスタ」の開催 

  ＊入場者数 188 名、ライブ配信視聴 

回数延べ 308回 

 ・「エシカルあいち宣言」の実施 

啓発資材による啓発 

   

 ・消費生活情報「あいち暮らしっく」

への掲載 

   

 ・SNSを活用した情報発信 

 

 

 

 

 

・「エシカル×あいちマルシェ」の開催 

 

 

  

293 

大気環境の常時監視及

び的確な情報提供 

環境局 ○大気環境の常時監視 

・大気環境の常時監視（通年）及び測定

結果の公表 

・PM2.5 注意喚起情報発令時におけるメ

ール配信サービス等による情報提供 

＊PM2.5注意喚起の発令なし 

・光化学スモッグ注意報等発令時にお

けるメール配信サービス等による情

報提供 

＊注意報 3日、予報を1日発令 

○大気環境の常時監視 

・大気環境の常時監視（通年）及び測定

結果の公表 

・PM2.5 注意喚起情報発令時におけるメ

ール配信サービス等による情報提供 

＊PM2.5注意喚起の発令なし 

・光化学スモッグ注意報等発令時にお

けるメール配信サービス等による情

報提供 

＊注意報等の発令なし 

○大気環境の常時監視 

・大気環境の常時監視（通年）及び測定

結果の公表 

・PM2.5 注意喚起情報発令時におけるメ

ール配信サービス等による情報提供 

＊PM2.5注意喚起の発令なし 

・光化学スモッグ注意報等発令時にお

けるメール配信サービス等による情

報提供 

＊注意報等の発令なし 

○大気環境の常時監視 

・大気環境の常時監視（通年）及び測

定結果の公表 

・PM2.5注意喚起情報発令時におけるメー

ル配信サービス等による情報提供 

 

・光化学スモッグ注意報等発令時にお

けるメール配信サービス等による情

報提供 
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10 地方分権・行財政改革の推進 

（1）県政150周年記念事業 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

294 

県政 150 周年記念事業

の実施 

政策企画局 ○県政150周年記念事業の検討 ○推進体制の整備 

・県政 150 周年記念推進本部会議の開催  

  

○推進体制の整備 

・県政 150 周年記念推進本部会議の開催  

○県政150周年記念事業の選定 

 ・愛知の将来の発展を牽引する象徴的

なプロジェクト 6事業を選定 

  （ジブリパーク、国際芸術祭「あいち

2022」、ステーション Ai、愛知県新

体育館、愛知県基幹的広域防災拠

点、愛知県畜産総合センター種鶏

場） 

○気運醸成に向けた PR 

 ・ポスター、ウェブ等を活用した PRの

実施 

・県政 150周年記念ロゴマークの制作 

  ＊スタジオジブリの鈴木敏夫プロデ

ューサーが作成したロゴマークキ

ャラクターを発表（5月） 

  ＊キャラクター名を公募し、「いこま

いまい」「あいちゅん」に決定 

（8月） 

○推進体制の整備 

・県政 150 周年記念推進本部会議の開催  

○県政150周年を記念した事業の実施 

 ・記念式典の開催 

・県政 150周年の節目を迎えるに当た

り、本県の発展に多大な貢献をされ

た故豊田喜一郎氏及び故盛田昭夫氏

を愛知県名誉県民として顕彰 

  ＊愛知県名誉県民顕彰式を挙行 

   （5月） 

○気運醸成に向けた PR 

・映像・パネル、小中高生向けコンク

ール等を活用したPRの実施 

 ＊市町村、協力企業・団体等が実施

するイベントへの PR ブースの出店

（7～11月） 

・市町村や協力企業・団体と連携イベ

ントを実施  
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（2）地方分権改革（国のかたちの再構築） 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

295 

県と名古屋市が一体的

に機能強化を図る「中

京都構想」の推進と、

自立する大都市圏に向

けた取組  

政策企画局 

 

○次期あいちビジョン策定の検討 

 ・有識者懇談会・分科会の開催 

  ＊各 2回開催 

 ・市町村との意見交換の実施 

  ＊1回実施 

 ・基礎調査の実施 

 

 

 

 

 

○中京大都市圏づくりの推進 

・中京大都市圏づくりの情報発信と圏

域内の連携強化策の検討 

・中京都構想推進に向けた名古屋市と

の連携 

○あいちビジョン2030の策定(11月） 

 ・有識者懇談会・分科会の開催 

  ＊各 1回開催 

・市町村との意見交換の実施 

  ＊1回実施 

 

・国、各種団体との意見交換の実施 

 ＊1回実施 

 ・シンポジウムの開催 

  ＊1回実施（WEBで録画配信も実施） 

 ・政策検討調査の実施 

○中京大都市圏づくりの推進 

・中京大都市圏づくりの情報発信と圏

域内の連携強化策の検討 

・中京都構想推進に向けた名古屋市と

の連携 

○あいちビジョン2030の推進 

・実施計画の作成（9月） 

・あいちのプロジェクトを紹介する書 

籍制作への協力 

 

 

 

 

 

 

 

○中京大都市圏づくりの推進 

・中京大都市圏づくりの情報発信と圏

域内の連携強化策の検討 

・中京都構想推進に向けた名古屋市と

の連携 

〇あいちビジョン2030の推進 

 ・あいちレポート（仮称）の作成 

・あいちのプロジェクトを紹介する書 

籍制作への協力 

  ＊「あいちプロジェクトブック2030」

の出版（4月） 

 

 

 

 

 

○中京大都市圏づくりの推進 

・中京大都市圏づくりの情報発信と圏

域内の連携強化策の検討 

・中京都構想推進に向けた名古屋市と

の連携 

296 

世界と闘える大都市圏

として発展する上で必

要な施策を自立的に実

施していくための国か

らの権限・財源の移譲 

政策企画局 

関係局 

○第 2期「人口ビジョン・まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の策定 

・愛知県への移住に関する意向把握や

人口分析等の基礎調査の実施 

・現行の第1期「総合戦略」の成果や課

題を検証しつつ、外部有識者や関係

団体、市町村等、幅広い意見を聴取

し、第2期「人口ビジョン」・「総合戦

略」を策定 

 

 

 

 

○SDGsの推進 

・愛知県 SDGs未来都市計画の策定 

  

・愛知県 SDGs推進本部の設置 

・県民向けパンフレットの作成やセミ

ナー・ワークショップの開催による

普及啓発 

  ＊セミナー166名参加 

  ＊ワークショップ2回、65名参加 

 

 

○第 2期「人口ビジョン・まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の推進・進行管

理 

・外部有識者等からなる推進会議を開

催し、施策・事業の進捗状況や数値

目標・重要業績評価指標（KPI）の達

成状況を検証、必要に応じて施策・

事業の見直しを実施 

 

○第 2期「人口ビジョン」・「総合戦略」

の PR 

 ・PRパンフレットの作成 

 

○SDGsの推進 

・愛知県 SDGs未来都市計画の進行管理 

  

・愛知県 SDGs推進本部の運営 

・中学生向けパンフレットやウェブペ

ージの作成、フォーラム等の開催に

よる普及啓発 

 ＊フォーラム 230名参加（会場参加：

60名、オンライン参加：170名） 

 

 

○第 2期「人口ビジョン・まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の推進・進行管

理 

・外部有識者等からなる推進会議を開

催し、施策・事業の進捗状況や数値

目標・重要業績評価指標（KPI）の

達成状況を検証、検証結果に基づく

総合戦略の改訂を実施 

 

○第 2期「人口ビジョン」・「総合戦略」

の PR 

・パンフレット、HP を活用した PR の 

実施 

○SDGsの推進 

・愛知県 SDGs未来都市計画の進行管理 

・愛知県 SDGs推進本部の運営 

・愛知県 SDGs未来都市計画（第 2期）

の策定（3月） 

・企業取組事例集の作成、企業向けセミ

ナーや教員向けワークショップの開

催、愛知県 SDGs登録制度の創設によ

る普及啓発 

  ＊セミナー25回実施 

  ＊ワークショップ2回、58名参加 

○第 2期「人口ビジョン・まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の推進・進行管

理 

・外部有識者等からなる推進会議を開

催し、施策・事業の進捗状況や数値

目標・重要業績評価指標（KPI）の達

成状況を検証、必要に応じて施策・

事業の見直しを実施 

 

○第 2期「人口ビジョン」・「総合戦略」

の PR 

・パンフレット、HP を活用した PR の 

実施 

○SDGsの推進 

・愛知県 SDGs未来都市計画（第 2期）

の進行管理 

・愛知県 SDGs推進本部の運営 

・取組事例パンフレットの作成、SDGs

登録企業等交流会の開催による普及

啓発 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

○国から地方への権限・財源の移譲等 

・地方分権改革に関する「提案募集方

式」等を活用した国から地方への権

限移譲や義務付け・枠付けの見直し

等について、国に対して要請 

・権限に見合う税財源の移譲について、

国に対して要請 

 

 

 

 

 

 

○国から地方への権限・財源の移譲等 

・地方分権改革に関する「提案募集方

式」等を活用した国から地方への権

限移譲や義務付け・枠付けの見直し

等について、国に対して要請 

・権限に見合う税財源の移譲について、

国に対して要請 

・規制改革・行政改革担当大臣直轄チー

ムを通じた規制改革に関する国への

提案の提出 

  ＊17件 

  ＊登録企業等数 560者 

 ・SDGs関連国際会議の支援 

会期：10月 18日～20日 

会場：Aichi Sky Expo 

＊約 1,100 名参加（現地参加及びオ 

ンライン参加） 

 ○国から地方への権限・財源の移譲等 

・地方分権改革に関する「提案募集方

式」等を活用した国から地方への権

限移譲や義務付け・枠付けの見直し

等について、国に対して要請 

・権限に見合う税財源の移譲について、

国に対して要請 

・規制改革・行政改革担当大臣直轄チー

ムを通じて提出した規制改革提案の

実現に向けた調整 

 

 

 

 

 

 

 

○国から地方への権限・財源の移譲等 

・地方分権改革に関する「提案募集方

式」等を活用した国から地方への権

限移譲や義務付け・枠付けの見直し

等について、国に対して要請 

・権限に見合う税財源の移譲について、

国に対して要請 

 

 

 

297 

特区・規制緩和につい

て愛知らしさを生かし

た国への提案強化と実

現 

政策企画局 

関係局 

○国家戦略特区の推進 

 ・国家戦略特別区域計画に位置付けら

れた取組の実施 

  ＊自家用有償観光旅客等運送事業の

実施（7月）など 

  

・特区制度を活用した更なる具体的な

取組を国家戦略特別区域計画に位置

付け 

  ＊農林水産業分野の国家戦略特別区

域計画の内閣総理大臣による認定

（6月） 

  ＊創業分野の国家戦略特別区域計画

の内閣総理大臣による認定（3月） 

 ・新たな規制緩和を国に提案 

  ＊航空宇宙分野で利用する通信機器

使用の規制緩和（5月） 

  ＊医療ツーリズムの推進のための規

制改革【継続提案】（5月） 

 ・本県から提案した規制緩和の実現に

向けた国との協議 

 ・特区制度を活用した更なる具体的な

取組に向けた調査・検討 

○国家戦略特区の推進 

 ・国家戦略特別区域計画に位置付けら

れた取組の実施 

 ＊行政支援窓口及び人材流動化支援

窓口の設置（6月）など 

 

・特区制度を活用した更なる具体的な

取組を国家戦略特別区域計画に位置

付け 

 ＊外国人材分野の国家戦略特別区域

計画の内閣総理大臣による認定 

（9月） 

 

 

・新たな規制緩和を国に提案 

＊新たな規制緩和項目の検討 

 

＊医療ツーリズムの推進のための規

制改革【継続提案】 

 ・本県から提案した規制緩和の実現に

向けた国との協議 

 ・特区制度を活用した更なる具体的な

取組に向けた調査・検討 

○国家戦略特区の推進 

 ・国家戦略特別区域計画に位置付けら

れた取組の実施 

  

 

 

・特区制度を活用した更なる具体的な

取組を国家戦略特別区域計画に位置

付け 

 ＊外国人材分野の国家戦略特別区域

計画（2事業）の内閣総理大臣によ

る認定（3月） 

 

 

・新たな規制緩和を国に提案 

＊新たな規制緩和項目の検討 

 

 ＊医療ツーリズムの推進のための規

制改革【継続提案】 

 ・本県から提案した規制緩和の実現に

向けた国との協議 

・特区制度を活用した更なる具体的な

取組に向けた調査・検討 

○国家戦略特区の推進 

 ・国家戦略特別区域計画に位置付けら

れた取組の実施 

  ＊創業外国人材促進事業（事業所特

例）及び高度人材外国人受入促進

事業（4月）など 

・特区制度を活用した更なる具体的な

取組を国家戦略特別区域計画に位置

付け 

  

 

 

 

 

・新たな規制緩和を国に提案 

＊新たな規制緩和項目の検討 

 

 ＊医療ツーリズムの推進のための規

制改革【継続提案】 

・本県から提案した規制緩和の実現に

向けた国との協議 

・特区制度を活用した更なる具体的な

取組に向けた調査・検討 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

○国際戦略総合特区「アジア No.1 航空

宇宙産業クラスター形成特区」の推進 

・設備等投資促進税制の適用期限の延

長や税制措置の対象範囲の拡大、重

点的な金融支援などを国へ要請 

 ＊設備等投資促進税制の適用期限が

2年延長 

 

○構造改革特区制度の活用 

 ・構造改革特区制度の規制の特例措置

を活用した地域活性化の支援 

○スーパーシティ構想の推進 

・あいち・とこなめスーパーシティ構想   

基本的な考え方（案）の公表 

 

 

 

 

 

○国際戦略総合特区「アジア No.1 航空

宇宙産業クラスター形成特区」の推進 

・税制措置の対象範囲の拡大や重点的

な金融支援などを国へ要請 

 

 

 

 ・新たな総合特区計画の作成 

○構造改革特区制度の活用 

 ・構造改革特区制度の規制の特例措置

を活用した地域活性化の支援 

○スーパーシティ構想の推進 

・構想を国に提案 

・ビジネスモデルの検討 

・中部国際空港島及び周辺地域におけ

る 5G の提供エリアの早期拡大や 5G

を活用した先端サービスの社会実装

の実現に関する連携協定を通信事業

者等と締結（3月） 

○国際戦略総合特区「アジア No.1 航空

宇宙産業クラスター形成特区」の推進 

・設備等投資促進税制の適用期限の延

長や税制措置の対象範囲の拡大、重

点的な金融支援などを国へ要請 

＊設備等投資促進税制の適用期限が 

2年延長 

 

○構造改革特区制度の活用 

 ・構造改革特区制度の規制の特例措置

を活用した地域活性化の支援 

○スーパーシティ構想の推進 

・ビジネスモデルの検討 

・実証実験の実施 

・「あいちデジタルアイランドプロジ

ェクト」による中部国際空港島及び

周辺地域における 5G 等デジタル技

術の活用に向けた取組の推進 

 

○国際戦略総合特区「アジアNo.1 航空

宇宙産業クラスター形成特区」の推進 

・税制措置の対象範囲の拡大や重点的

な金融支援などを国へ要請 

 

 

 

 

○構造改革特区制度の活用 

・構造改革特区制度の規制の特例措置

を活用した地域活性化の支援 

298 

道州制の導入の実現に

向けた国民・県民の意

識の醸成 

政策企画局 ○気運の醸成 

・地方分権・道州制セミナーの開催 

 ＊142名参加 

・地方分権改革・道州制への取組等を伝

える「あいち分権通信」の発行 

○気運の醸成 

・地方分権・道州制セミナーの開催 

＊51名参加 

・地方分権改革・道州制への取組等を伝

える「あいち分権通信」の発行 

○気運の醸成 

・地方分権・道州制セミナーの開催 

＊約 60名参加（オンライン開催） 

・地方分権改革・道州制への取組等を伝

える「あいち分権通信」の発行 

○気運の醸成 

・地方分権セミナーの開催 

 

・地方分権改革・道州制への取組等を伝

える「あいち分権通信」の発行 

299 

権限移譲など、県内市

町村の持続可能なサー

ビス提供体制の構築に

向けた取組 

総務局 ○「県から市町村への権限移譲推進要

綱」による権限移譲の推進 

＊移譲件数972件（4月1日現在） 

○事務の共同処理や公共施設の相互利用な

どの連携の可能性に関する調査・検討 

○「県から市町村への権限移譲推進要

綱」による権限移譲の推進 

＊移譲件数974件（6月1日現在） 

○事務の共同処理や公共施設の相互利用な

どの連携の可能性に関する調査・検討 

○「県から市町村への権限移譲推進要綱」

による権限移譲の推進 

＊移譲件数 1,021件（4月 1日現在） 

○事務の共同処理や公共施設の相互利用な

どの連携の可能性に関する調査・検討 

○「県から市町村への権限移譲推進要綱」

による権限移譲の推進 

＊移譲件数 1,022件（4月 1日現在） 

○事務の共同処理や公共施設の相互利用な

どの連携の可能性に関する調査・検討 

 

（3）県の行財政改革 
項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

300 

現行「しなやか県庁創

造プラン（愛知県第六

次行革大綱）」の推進徹

底、次期行革大綱（2020

～2024）の策定（AIや

ロボティクスなど ICT

総務局 ○しなやか県庁創造プランの推進徹底 

・「しなやか県庁創造プラン推進プロジ

ェクトチーム」の開催 

 ＊5回開催 

 

 

・県の役割の根源的な問い直しによる取

組の具体化・充実 

○「あいち行革プラン2020」の推進徹底 

・「あいち行革プラン 2020 推進プロジ

ェクトチーム」の開催 

 ＊3回開催 

 

 

・県の役割の根源的な問い直しによる

取組の具体化・充実 

○「あいち行革プラン2020」の推進徹底 

・「あいち行革プラン 2020 推進プロジ

ェクトチーム」の開催 

＊4回開催 

 

 

・県の役割の根源的な問い直しによる

取組の具体化・充実 

○「あいち行革プラン2020」の推進徹底 

・あいち行革プラン 2020推進プロジェ

クトチーム「チームあいち」の開催 

＊根源的問い直しチーム、業務改善チ

ームに加え、官民連携､分権･規制緩

和チームを新設（5月） 

・県の役割の根源的な問い直しによる

取組の具体化・充実 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

の活用、働き方の見直

し、更なる民間活力の

活用等を軸に） 

 

 

・50 の進捗管理指標の進捗状況の公表 

 ＊進捗状況を公表（8月） 

○次期行革大綱の策定 

・愛知県次期行革大綱策定懇談会の設

置・開催 

＊3回開催 

・「あいち行革プラン 2020」の策定 

 ＊12月策定 

 

 

・30 の進捗管理指標の進捗状況の公表 

  ＊進捗状況を公表（9月） 

 

 

 

・30 の進捗管理指標の進捗状況の公表 

＊進捗状況を公表（9月） 

 

 

 

 

 

 

 

＊あいち行革プラン2020個別取組事

項（後半期の取組）の策定 

・30 の進捗管理指標の進捗状況の公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 

税収の確保と適正な歳

出による財政の健全化

の推進 

総務局 ○「財政の健全化」の推進 

・当初予算において、税収の確保と適正

な歳出による財源の確保により、臨時

的・緊急避難的措置である基金からの

繰入運用を行わない予算編成を実現 

・特例的な県債を除いた通常の県債残

高を減少 

＊2014年度末から2,291億円減 

○「財政の健全化」の推進 

 ・臨時的・緊急避難的措置である基金か

らの繰入運用を行わない予算編成を

継続 

 

 

 ・減債基金（満期一括償還分）への積立

額を除く「通常の県債の実質的な残

高」を維持・抑制 

  ＊2019年度末から 340億円減 

○「財政の健全化」の推進 

 ・臨時的・緊急避難的措置である基金か

らの繰入運用を行わない予算編成を

継続 

 

 

 ・減債基金（満期一括償還分）への積立

額を除く「通常の県債の実質的な残

高」を維持・抑制 

  ＊2019年度末から 582億円減 

○「財政の健全化」の推進 

 ・臨時的・緊急避難的措置である基金か

らの繰入運用を行わない予算編成を

継続 

 

 

 ・減債基金（満期一括償還分）への積立

額を除く「通常の県債の実質的な残

高」を維持・抑制 

  ＊2019年度末から 334億円減   

302 

地方税財政制度の充実

強化による安定的な財

政基盤の確立 

総務局 ○税財源の充実にかかる国への要請 

・地方一般財源総額の確保・充実を図る

とともに、国税の法定率の引上げ等に

より地方交付税総額を増額し、臨時財

政対策債を抑制して、速やかに廃止す

るよう国に対して要請 

・地方間での財源の取り合いではなく、

地方税を充実させ、地方の役割に見合

った税財源を確保するよう国に対し

て要請 

・ふるさと納税について、返礼品や控除

方法を含めたさらなる見直しを行う

よう国に対して要請 

○税財源の充実にかかる国への要請 

 ・地方一般財源総額の確保・充実を図る

とともに、セーフティーネットとし

ての地方交付税総額を増額し、臨時

財政対策債を抑制して、廃止するよ

う国に対して要請 

  ・地方消費税等の税目についても減収

補塡債対象とするよう国に対して要

請 

 ・公的資金を極力確保するなど、地方債

の円滑な資金調達のための支援策を

講じるよう国に対して要請 

・地方間での財源の取り合いではなく、

地方税を充実させ、地方の役割に見合

った税財源を確保するよう国に対し

て要請 

 ・ふるさと納税について、返礼品や控除

方法を含めたさらなる見直しを行う

よう国に対して要請 

○税財源の充実にかかる国への要請 

・社会保障関係費の一層の増加を踏ま

え、地方一般財源総額の確実な充実を

図るとともに、地方交付税総額を増額

し、臨時財政対策債を抑制して、廃止

するよう国に対して要請 

・公的資金を極力確保するなど、地方債

の円滑な資金調達のための支援策を

講じるよう国に対して要請 

・地方間での財源の取り合いではなく、

地方税を充実させ、地方の役割に見合

った税財源を確保するよう国に対し

て要請 

・ふるさと納税について、返礼品や控除

方法を含めたさらなる見直しを行う

よう国に対して要請 

○税財源の充実にかかる国への要請 

・社会保障関係費の一層の増加を踏ま

え、地方一般財源総額の確実な充実を

図るとともに、地方交付税総額を増額

し、臨時財政対策債を抑制して、廃止

するよう国に対して要請 

・公的資金を極力確保するなど、地方債

の円滑な資金調達のための支援策を

講じるよう国に対して要請 

・地方間での財源の取り合いではなく、

地方税を充実させ、地方の役割に見合

った税財源を確保するよう国に対し

て要請 

・ふるさと納税について、返礼品や控除

方法を含めたさらなる見直しを行う

よう国に対して要請 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

303 

県民目線による外部評

価など第三者の意見等

を踏まえた、真に必要

な施策・事業の効果的・

効率的な実施の促進 

総務局 ○外部有識者による公開ヒアリングの開催 

  ＊10月 30日開催 

  ＊ヒアリング実施項目：「社会教育施

設の見直し」など4項目 

○外部有識者による公開ヒアリングの開催 

  ＊11月 10日開催 

  ＊ヒアリング実施項目：「防災体制の

強化」など 4項目 

○外部有識者による公開ヒアリングの開催 

＊10月 26日開催 

＊ヒアリング実施項目：「消防団の加

入促進」など 3項目 

○外部有識者による公開ヒアリングの開催 

304 

電子自治体の推進によ

る効果的・効率的な業

務の遂行及びサービス

提供の強化 

総務局 

警察本部 

○行政情報通信ネットワークの運用管理 

・地方機関の回線見直し 

 ＊総合庁舎の増速、地方拠点集約回線

の増強（1Gbps化） 

○一人一台パソコンの運用管理 

・一般職非常勤職員への拡大配備 

 ＊26台（2006年～計 406台） 

○庁内クラウドシステムの運用管理 

・個別システムの集約推進 

 ＊新たに7システムの集約 

○行政情報通信ネットワークの運用管理 

・地方機関の回線見直し 

＊総合庁舎の増速、地方拠点集約回線

の増強（1Gbps化） 

○一人一台パソコンの運用管理 

・一般職非常勤職員への拡大配備 

＊41台（2006年～計 447台） 

○庁内クラウドシステムの運用管理 

・個別システムサーバの庁内クラウドへ 

の集約推進 

 ＊新たに3システムの集約 

○行政情報通信ネットワークの運用管理 

 ・庁内ネットワーク再構築計画策定に

向けた検討 

・地方機関の回線見直し 

○一人一台パソコンの運用管理 

・一般職非常勤職員への拡大配備 

（2006年～計 447台） 

○庁内クラウドシステムの運用管理 

・個別システムサーバの庁内クラウドへ 

の集約推進 

＊新たに4システムの集約 

○行政情報通信ネットワークの運用管理 

 ・庁内ネットワーク再構築計画策定に

向けた検討 

・地方機関の回線見直し 

○一人一台パソコンの運用管理 

・一般職非常勤職員への拡大配備 

 

○庁内クラウドシステムの運用管理 

・個別システムサーバの庁内クラウドへ 

の集約推進 

 

○次期庁内クラウドシステムの設計 

・クラウドサービス利用の検討 

○あいち電子申請・届出システムのキャ

ッシュレス化に向けた改修 

・システム改修 

・試行運用開始（1月） 

〇警察手数料収納キャッシュレス対応へ

の取組 

 ・各種申請窓口における多彩な決済サ

ービスの提供 

305 

長寿命化や新技術・新

素材等の活用などによ

る社会資本の計画的で

効率的な維持管理・更

新 

総務局 

関係局 

○公共施設等総合管理計画の推進 

 

 

・県有施設利活用最適化推進会議及び

部会開催 

 ＊1回開催 

・巡回点検の実施 

 ＊64施設 

・庁舎等について点検基準等の見直し、

施設管理者向けの技術研修の実施 

 ＊2回開催 

・基本調査の実施 

 ＊35施設 

○公共施設等総合管理計画の推進 

 

 

・県有施設利活用最適化推進会議及び

部会開催 

＊1回開催 

・巡回点検の実施 

 ＊54施設 

・庁舎等について点検基準等の見直し、

施設管理者向けの技術研修の実施 

 ＊2回開催 

・基本調査の実施 

 ＊25施設 

○公共施設等総合管理計画の推進 

 ・公共施設等総合管理計画の見直し・

充実の実施（3月） 

・県有施設利活用最適化推進会議及び

部会開催 

 ＊1回開催 

・巡回点検の実施 

 ＊52施設 

・庁舎等について点検基準等の見直し、

施設管理者向けの技術研修の実施 

 ＊2回開催 

 

 

○公共施設等総合管理計画の推進 

 

 

・県有施設利活用最適化推進会議及び

部会開催 

 

・巡回点検の実施 

  

・庁舎等について点検基準等の見直し、

施設管理者向けの技術研修の実施 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・16施設類型中7類型で未策定となって

いる長寿命化計画（個別施設計画）

について、2020 年度までの策定に向

けた取組を実施 

・長寿命化計画（個別施設計画）を策

定済の9類型は、適宜必要な見直しを

実施 

 ＊愛知県営住宅長寿命化計画の改定

（3月） 

・長寿命化計画（個別施設計画）を踏

まえた長寿命化改修の推進 

・未策定となっていた長寿命化計画

（個別施設計画）を策定 

 ＊7類型（3月） 

 

・長寿命化計画（個別施設計画）を策

定済の9類型は、適宜必要な見直しを

実施 

 

 

・長寿命化計画（個別施設計画）を踏

まえた長寿命化改修の推進 

 ＊知多総合庁舎・知多福祉相談セン

ター集約化整備（基本構想） 

 

 

 

 

・各類型の長寿命化計画（個別施設計

画）について適宜必要な見直しを実

施 

 ＊道路構造物長寿命化計画の改定（4

月） 

 

・長寿命化計画（個別施設計画）を踏

まえた長寿命化改修の推進 

 ＊知多総合庁舎・知多福祉相談セン

ター集約化整備（基本設計） 

・豊田加茂総合庁舎・豊田加茂福祉相

談センター集約化整備 

 ＊基本構想 

 

  

  

  

・各類型の長寿命化計画（個別施設計

画）について適宜必要な見直しを実

施 

 

 

 

・長寿命化計画（個別施設計画）を踏

まえた長寿命化改修の推進 

 ＊知多総合庁舎・知多福祉相談セン

ター集約化整備（実施設計） 

・豊田加茂総合庁舎・豊田加茂福祉相

談センター集約化整備 

  

306 

公共施設・社会インフ

ラへの民間活力の導入

～運転免許試験場（平

針）、環境調査センタ

ー・衛生研究所、県営住

宅の建替えなど～ 

総務局 

環境局 

保健医療局 

建築局 

警察本部 

○公共施設、社会インフラへの民間活力

の導入 

・整備予定のある施設について、PFI導

入可能性を検討 

○PFI手法を活用した運転免許試験場（平

針）の建替え 

・施設整備 

・テレビ電波障害対策の実施    

・初度設備の設置 

○PFI手法を活用した環境調査センター・

衛生研究所の建替え 

・新本館・研究棟使用開始 

・施設整備 

○民間活力による県営住宅の整備推進 

・県営住宅建替事業へのPFI方式の導入 

 ＊初吹住宅、上郷住宅の建替事業にお

いて PFI 業者と特定事業契約を締

結 

○公共施設、社会インフラへの民間活力

の導入 

・整備予定のある施設について、PFI導

入可能性を検討 

○PFI手法を活用した運転免許試験場（平

針）の建替え 

・5月新庁舎供用開始 

 

 

○PFI手法を活用した環境調査センター・

衛生研究所の建替え 

・全面供用開始 

 

○民間活力による県営住宅の整備推進 

・県営住宅建替事業へのPFI方式の導入 

 ＊鷲塚住宅、野並住宅、平針住宅、鳴

海住宅の建替事業において PFI 業

者と特定事業契約を締結 

○公共施設、社会インフラへの民間活力

の導入 

・整備予定のある施設について、PFI導

入可能性を検討 

○PFI手法を活用した運転免許試験場（平

針）の建替え 

・全面供用開始 

 

 

 

 

 

 

○民間活力による県営住宅の整備推進 

・県営住宅建替事業へのPFI方式の導入 

＊上和田住宅、清水住宅の建替事業に

おいてPFI業者と特定事業契約を締

結 

○公共施設、社会インフラへの民間活力

の導入 

・整備予定のある施設について、PFI導

入可能性を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○民間活力による県営住宅の整備推進 

・県営住宅建替事業へのPFI方式の導入 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

307 

民間・NPO を始めとす

る多様な主体との連

携・協働の推進 

県民文化局 

関係局 

○NPOや企業など様々な主体との連携・協

働の推進 

・地域課題に応じた協議の場の普及・啓発 

 ＊テーマ別意見交換会2回開催 

・実務者会議を活用した協働するうえ

での改善策の検討 

 ＊実務者会議 2回開催 

○NPOや企業など様々な主体との連携・協

働の推進 

・地域課題に応じた協議の場の普及・啓発 

＊テーマ別意見交換会1回開催 

・実務者会議を活用した協働するうえ 

での改善策の検討 

 ＊実務者会議 3回開催 

・NPOと大学・企業の協働連携に関する

事例及びニーズの調査 

 ＊NPO、大学、企業に調査を実施し、 

  報告書を作成 

○NPOや企業など様々な主体との連携・協

働の推進 

・地域課題に応じた協議の場の普及・啓発 

＊テーマ別意見交換会1回開催 

＊連携・協働促進会議5回開催 

 

 

・NPOと大学・企業との連携・協働に係

る取り決めの検討 

＊検討会議 3回開催 

・コーディネーター養成研修の開催 

＊4回開催 

○NPOや企業など様々な主体との連携・協

働の推進 

・地域課題に応じた協議の場の普及・啓発 

 

 

 

 

・NPOと大学・企業との連携・協働に係

る取り決めの検討 

 

・コーディネーター養成研修の開催 

 

・NPOへの SDGsの普及促進 

308 

情報公開の徹底推進 

県民文化局 ◯情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 ＊24回開催 

・情報公開用行政文書ファイル一覧の

公表 

◯県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

 ＊情報提供の利用者数 11,660名 

 ＊行政資料の登録 2,670件 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

 ＊刊行物有償頒布 2,830部 

◯情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 ＊17回開催 

・情報公開用行政文書ファイル一覧の

公表 

◯県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

 ＊情報提供の利用者数 11,151名 

 ＊行政資料の登録 2,658件 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

 ＊刊行物有償頒布 2,861部 

◯情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 ＊23回開催 

・情報公開用行政文書ファイル一覧の

公表 

◯県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

 ＊情報提供の利用者数 13,282名 

 ＊行政資料の登録 2,708件 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

 ＊刊行物有償頒布 2,741部 

◯情報公開制度の適正な運用 

・情報公開審査会の開催 

 

・情報公開用行政文書ファイル一覧の

公表 

◯県政情報の提供の推進 

・行政資料の収集・閲覧制度の実施 

 

・刊行物の有償頒布制度の実施 

309 

公文書館の情報発信の

機能強化 

総務局 ○新所蔵資料検索システムの導入 

・インターネットによる所蔵資料目録

情報（簿冊・件名）の検索に加え、画

像データの閲覧が可能なシステムを

導入 

○バーチャル文書館の開設 

・公文書館のウェブサイトからバーチ

ャル上で、所蔵資料の画像データを活

用した企画型の情報発信を実施（企画

展、県史収集資料の紹介等） 

○新所蔵資料検索システムの運用・管理 

・インターネットによる所蔵資料目録

情報（簿冊・件名）の検索に加え、画

像データの閲覧が可能なシステムに

より情報を提供 

○バーチャル文書館の運用・管理 

・公文書館のウェブサイトからバーチ

ャル上で、所蔵資料の画像データを活

用した企画型の情報発信を実施（企画

展、県史収集資料の紹介等） 

○新所蔵資料検索システムの運用・管理 

・インターネットによる所蔵資料目録

情報（簿冊・件名）の検索に加え、画

像データの閲覧が可能なシステムに

より情報を提供 

○バーチャル文書館の運用・管理 

・公文書館のウェブサイトからバーチ

ャル上で、所蔵資料の画像データを活

用した企画型の情報発信を実施（企画

展、県史収集資料の紹介等） 

○新所蔵資料検索システムの運用・管理 

・インターネットによる所蔵資料目録

情報（簿冊・件名）の検索に加え、画

像データの閲覧が可能なシステムに

より情報を提供 

○バーチャル文書館の運用・管理 

・公文書館のウェブサイトからバーチ

ャル上で、所蔵資料の画像データを活

用した企画型の情報発信を実施（企画

展、県史収集資料の紹介等） 

310 

公契約条例の適切な運

用による社会的価値の

実現 

会計局 ○社会的価値の実現に向けた公契約の活用 

・総合評価競争入札、企画競争又は入札

参加資格審査において事業者の社会

的取組を評価することにより、環境保

全、障害者雇用、男女共同参画及び仕

事と生活の調和などの社会的価値を

実現 

○社会的価値の実現に向けた公契約の活用 

・総合評価競争入札、企画競争又は入札

参加資格審査において事業者の社会

的取組を評価することにより、環境保

全、障害者雇用、男女共同参画及び仕

事と生活の調和などの社会的価値を

実現 

○社会的価値の実現に向けた公契約の活用 

・総合評価競争入札、企画競争又は入札

参加資格審査において事業者の社会

的取組を評価することにより、環境保

全、障害者雇用、男女共同参画及び仕

事と生活の調和などの社会的価値を

実現 

○社会的価値の実現に向けた公契約の活用 

・総合評価競争入札、企画競争又は入札

参加資格審査において事業者の社会

的取組を評価することにより、環境保

全、障害者雇用、男女共同参画及び仕

事と生活の調和などの社会的価値を

実現 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

311 

県庁職員定数･給与の

適正管理､県庁組織の

見直し､県庁職員の人

事改革(中途採用拡大､

外国人採用の促進､国

市町村･民間との人事

交流促進など)､及び県

庁における予算節約報

奨制度の推進 

総務局 

人事局 

教育委員会 

警察本部 

○県庁組織の見直し 

・県政のあらゆる分野にわたる政策課

題に迅速・着実に取り組むことができ

る簡素で分かりやすい体制へ本庁組

織を再編 

＊「局制」の導入と「部門」内の連携

強化 

「部」と「局」の関係を整理するた

め「局制」を導入 

県の仕事を関連する政策分野ごと

に「部門」として集約 

＊事務分担と責任の明確化 

「次長」を廃止し、「局長」の下に、関

連事務を明確に分掌する「部長」及び

「事業監」を設置 

＊スポーツ関係業務の知事部局への

一元化 

複数の部にまたがるスポーツ関係業

務（学校体育を除く）について、障害

者スポーツを含めて知事部局へ一元

化し、「スポーツ局」を設置 

＊関連性の強い業務の集約 

航空、交通等インフラ関係業務、地

域振興関係業務、情報化関係業務、

地域の安全・安心関係業務につい

て、関連性の強い業務を集約するな

ど、局の所管業務の見直しを実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県庁組織の見直し 

 ・県政を取り巻く環境変化に合わせて、

新しい政策課題や行政ニーズに対応

できるよう本庁組織の一部を見直し 

  ＊文化財保護業務を教育委員会から

知事部局（県民文化局）へ移管し、

文化芸術課内に「文化財室」を設置

（教育委員会生涯学習課文化財保

護室は廃止） 

  ＊「航空対策課」を「航空空港課」へ

名称変更 

  ＊「スポーツ課」を「スポーツ振興課」

と「競技・施設課」に再編 

  ＊障害福祉課内の「障害者施設整備

室」を「医療療育支援室」に改編 

  ＊経済産業局に「スタートアップ推

進監」を設置 

  ＊農業水産局に「畜産振興監」を設置 

  ＊スポーツ局の「国際スポーツ大会

推進監」を「スポーツ監」へ名称変

更 

  ＊健康対策課内に「新型コロナウイ
ルス感染症対策室」を設置（4月 1
日） 

  ＊保健医療局に「感染症対策監」を設
置（4月 10日） 

  ＊「感染症対策局」を設置（5 月 20
日） 

  ＊感染症対策局に「感染症対策調整
監」を設置（5月 20日） 

  ＊経済産業局に「情報通信（ICT）政

策推進監」を設置（7月 9日） 

  ＊医務課内に「医療機関支援室」を設
置（8月 17日） 

＊感染症対策局に「技監」を設置、感
染症対策課内に医療体制整備室を
設置（8月 17日） 

  ＊感染症対策局に「技監」を設置、感
染症対策課内にワクチン接種体制
整備室を設置（1月 27日） 

○県庁組織の見直し 

 ・県政を取り巻く環境変化に合わせて、

新しい政策課題や行政ニーズに対応

できるよう本庁組織の一部を見直し 

  ＊「都市整備局」を「都市・交通局」

に名称変更 

  ＊「港湾課」及び「航空空港課」を「都

市・交通局」に移管 

  ＊情報政策課内に「DX推進室」を設

置 

  ＊防災危機管理課内に「防災拠点推

進室」を設置 

  ＊競技・施設課内に「新体育館室」を

設置 

  ＊高等学校教育課内に「高校改革室」

を設置 

  ＊高齢福祉課内の「地域包括ケア・認

知症対策室」を「地域包括ケア・認

知症施策推進室」に名称変更 

  ＊政策企画局に「ジブリパーク推進

監」を設置 

  ＊福祉局の「少子化対策監」を「子ど

も家庭推進監」に名称変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県庁組織の見直し 

 ・県政を取り巻く環境変化に合わせて、

新しい政策課題や行政ニーズに対応

できるよう本庁組織の一部を見直し 

＊経済産業局に「イノベーション企

画課」及び「革新事業創造部」を

設置 

＊教育委員会学習教育部に「ＩＣＴ

教育推進課」を設置 

＊企画課内に「愛知万博２０周年記

念事業推進室」を設置 

＊農林総務課内に「農林技術管理

室」を設置 

＊林務課内に「あいちの木活用推進

室」を設置 

＊都市総務課内に「建設業・不動産

業室」を設置 

＊教育委員会総務課内に「教育企画

室」を設置（教育企画課は廃止） 

＊スポーツ局に「アジア競技大会推

進監」を設置 

＊「アジア競技大会推進課」を「ア

ジア・アジアパラ競技大会推進

課」に名称変更（6月1日） 

＊「アジア競技大会推進監」を「ア

ジア・アジアパラ競技大会推進

監」に名称変更（6月1日） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○給与の適正管理 

・民間給与との均衡を図ることを基本

とする人事委員会勧告を尊重し、給与

を適正化 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の推進 

・局の予算節約額の一部を翌々年度の

予算要求枠に加算 

【知事部局等と教育の事務部門】 

○定員の適正管理 

・必要な人員を確保しながら、引き続き

事務事業の廃止・縮小、民間委託、事

務処理方法の改善などに取り組み、適

切な人員配置を実施 

・県庁全体として業務量に応じて人員

配置を実現する観点から、部局や所属

間の再配置を積極的に推進 

＊2019年度定数増減 

知事部局等△251人 

（アジア競技大会・児童相談センタ

ー・病院事業庁除く △2人） 

 

 

 

○民間企業等職務経験者の採用を推進 

＊2019年 4月 1日採用者 35人 

 

 

 

○外国人採用に向けた研究・検討 

○国・市町村・民間企業などとの積極的な

人事交流 

＊2019年 4月 1日時点 

派遣者 127人、受入者134人 

○外部人材の積極的活用 

・観光コンベンション局観光推進監、

芸文美術館長等 

 

【教職員部門】 

○定員の適正管理 

 ・児童生徒数の動向や教育課題への対

○給与の適正管理 

・民間給与との均衡を図ることを基本 

とする人事委員会勧告を尊重し、給与

を適正化 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の推進 

 ・局の予算節約額の一部を翌々年度の

予算要求枠に加算 

【知事部局等と教育の事務部門】 

○定員の適正管理 

・必要となる人員を適切に確保すると

ともに、引き続き事務事業の見直しや

業務改善に取り組み、効率的かつ効果

的な人員配置を実施 

・県庁全体として業務量に応じて人員

配置を実現する観点から、局や所属間

の再配置を積極的に推進 

＊2020年度定数増減 

知事部局等＋82人 

（アジア競技大会・児童相談センタ

ー・病院事業庁除く ±0人） 

 

 

 

○民間企業等職務経験者の採用を推進 

＊2020年 4月 1日採用者 50人 

 

 

 

○外国人採用に向けた研究・検討 

○国・市町村・民間企業などとの積極的な

人事交流 

＊2020年 4月 1日時点 

派遣者140人、受入者154人 

○外部人材の積極的活用 

・観光コンベンション局観光推進監、

芸文美術館長、医療療育総合センタ

ー総長等 

【教職員部門】 

○定員の適正管理 

 ・児童生徒数の動向や教育課題への対

○給与の適正管理 

・民間給与との均衡を図ることを基本 

とする人事委員会勧告を尊重し、給与

を適正化 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の推進 

・局の予算節約額の一部を翌々年度の

予算要求枠に加算 

【知事部局等と教育の事務部門】 

○定員の適正管理 

・必要となる人員を適切に確保すると

ともに、引き続き事務事業の見直しや

業務改善に取り組み、効率的かつ効果

的な人員配置を実施 

・県庁全体として業務量に応じて人員

配置を実現する観点から、局や所属間

の再配置を積極的に推進 

＊2021年度定数増減 

知事部局等＋313人 

（アジア競技大会、児童相談センタ

ー、新型コロナウイルス感染症対

策、市町村技術支援・被災地中長

期派遣体制の強化、病院事業庁除

く ±0人） 

○民間企業等職務経験者の採用を推進 

 ＊2021年4月 1日採用者 44人 

＊2021年度随時採用者 17人 

 

 

○外国人採用に向けた研究・検討 

○国・市町村・民間企業などとの積極的な

人事交流 

 ＊2021年4月 1日時点 

  派遣者 141人、受入者 153人 

○外部人材の積極的活用 

・観光コンベンション局長、医療療育総

合センター総長等 

 

【教職員部門】 

○定員の適正管理 

 ・児童生徒数の動向や教育課題への対

○給与の適正管理 

・民間給与との均衡を図ることを基本 

とする人事委員会勧告を尊重し、給与

を適正化 

○節約努力による不用額を後年度の財源

に活用する手法の推進 

・局の予算節約額の一部を翌々年度の

予算要求枠に加算 

【知事部局等と教育の事務部門】 

○定員の適正管理 

・必要となる人員を適切に確保すると

ともに、引き続き事務事業の見直しや

業務改善に取り組み、効率的かつ効果

的な人員配置を実施 

・県庁全体として業務量に応じて人員

配置を実現する観点から、局や所属間

の再配置を積極的に推進 

＊2022年度定数増減 

知事部局等＋87人 

（アジア競技大会、児童相談センタ

ー、保健所の感染症対策、新型コロ

ナウイルス感染症対策、市町村技術

支援・被災地中長期派遣体制の強

化、病院事業庁除く ±0人） 

○民間企業等職務経験者の採用を推進 

＊2022年 4月 1日採用者 38人 

 

○国家公務員総合職等行政実務経験者の

採用を実施 

○外国人採用に向けた研究・検討 

○国・市町村・民間企業などとの積極的な

人事交流 

＊2022年 4月 1日時点 

   派遣者 136人、受入者174人 

○外部人材の積極的活用 

・観光コンベンション局長、医療療育 

総合センター総長等 

 

【教職員部門】 

○定員の適正管理 

・児童生徒数の動向や教育課題への対
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

応を踏まえた、教職員定数等に関す

る標準法に基づく教職員の適正配置 

  ＊2019年度定数増減＋239人 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における「社会人特

別選考」の実施、青年海外協力隊の派

遣実績による「社会人特別選考」の受

験区分の実施 

＊2019年 4月 1日採用者 1人 

【 

警察部門】 

○定員の適正管理 

・治安の維持や多様化する犯罪等へ的

確に対応した適切な人員配置と組織・

人員の効率的運用、業務の合理化 

応を踏まえた、教職員定数等に関す

る標準法に基づく教職員の適正配置 

  ＊2020年度定数増減＋55人 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における「社会人特

別選考」の実施、青年海外協力隊の派

遣実績による「社会人特別選考」の受

験区分の実施 

 ＊2020年4月 1日採用者 10人 

 

【警察部門】 

○定員の適正管理 

・治安の維持や多様化する犯罪等へ的

確に対応した適切な人員配置と組織・

人員の効率的運用、業務の合理化 

応を踏まえた、教職員定数等に関す

る標準法に基づく教職員の適正配置 

＊2021年度定数増減＋6人 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験第 1 次試験におけ

る加点項目の新設 

「社会人」の項目について相当と認め

た人には、第 1 次試験で加点を実施

（青年海外協力隊の派遣実績を含む） 

＊2021年 4月 1日採用者 5人 

【警察部門】 

○定員の適正管理 

・治安の維持や多様化する犯罪等へ的

確に対応した適切な人員配置と組織・

人員の効率的運用、業務の合理化 

応を踏まえた、教職員定数等に関する

標準法に基づく教職員の適正配置 

＊2022年度定数増減＋419人 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における加点項目

「社会人」について相当と認めた人に

は、第1次試験で加点を実施 

（青年海外協力隊の派遣実績を含む） 

＊2022年 4月 1日採用者 16人 

 

【警察部門】 

○定員の適正管理 

・治安の維持や多様化する犯罪等へ的

確に対応した適切な人員配置と組織・

人員の効率的運用、業務の合理化 

312 

AIやロボティクスなど

ICT を駆使した県庁の

「働き方改革」の推進

（効率的で多様な働き

方の実現） 

総務局 

人事局 

○ICTを活用した働き方改革の推進 

 

 

・行政事務への RPAの導入検討 

＊RPAの試行導入 

・音声認識システムの導入 

 

・ペーパーレス会議の実施 

 

・サテライトオフィスの設置 

＊本庁、自治研修所、東京事務所、西

三河総合庁舎及び東三河総合庁

舎に設置 

 

 

・モバイルワーク及び在宅勤務の試行

実施（制度設計、基盤整備・運用） 

 ＊80所属 100台 

○ICTを活用した働き方改革の推進 

 

 

・行政事務への RPAの導入検討 

 ＊RPAの本格導入 

・音声認識システムの運用及び利用の 

促進 

・ペーパーレス会議システムの運用及

び利用の促進 

・サテライトオフィスの運用及び利用

の促進 

 

 

 

・ビジネスチャットの試行導入 

・モバイルワーク及び在宅勤務の試行 

実施（利用状況把握・検証、基盤運用） 

 ＊～2020.12施行実施 

・2021.1～在宅勤務の一層の推進 

（基盤整備・運用） 

 ＊テレワーク用端末 既存の 100台に

加え 1,000台追加配備 

○ICTを活用した働き方改革の推進 

 

 

・行政事務への RPAの導入拡大 

 

・音声認識システムの運用及び利用の

促進 

・ペーパーレス会議システムの運用及

び利用の促進 

・サテライトオフィスの運用及び利用

の促進 

＊新たに海部総合庁舎、知多総合庁

舎、豊田加茂総合庁舎、新城設楽総

合庁舎に設置 

・ビジネスチャットの本格導入 

・モバイルワーク及び在宅勤務の一層

の推進（利用状況把握、基盤整備・運

用） 

＊テレワーク用端末 1,100台配備 

＊1人 1台パソコンを薄型・軽量なモ

バイル端末に変更 

＊1 人 1 台パソコンでのテレワーク 

対応（同時接続 500台） 

 

○ICTを活用した働き方改革の推進 

・ノーコード・ローコードツールの試行

導入 

・行政事務への RPAの導入拡大 

 

・音声認識システムの運用及び利用の

促進 

・ペーパーレス会議システムの運用及

び利用の促進 

・サテライトオフィスの運用及び利用

の促進 

 

 

 

・ビジネスチャットの活用の促進 

・モバイルワーク及び在宅勤務の一層

の推進（利用状況把握、基盤整備・運

用） 

＊テレワーク用端末 1,100台配備 

＊1人1台パソコンを薄型・軽量なモ

バイル端末に変更 

＊1 人 1 台パソコンでのテレワーク 

対応（同時接続 1,500台） 

＊リモートアクセス環境整備（1,000

ライセンス） 
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東三河の振興 

（1）東三河県庁の強化 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

313 

東三河県庁を軸とした

連携の強化と「東三河

振興ビジョン」の推進 

東三河総局 ○東三河ビジョン協議会の開催 

・将来ビジョン及び既策定主要プロジ

ェクト推進プランの進捗状況報告 

・主要プロジェクト推進プランの策定 

・翌年度作成する主要プロジェクト推

進プランのテーマ検討 

 

 

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョ

ン」の推進 

・ドローンを活用した東三河の魅力を伝

える動画の制作や、若者に対する「地

元愛」醸成イベントの開催など、東三

河「新しい人の流れ」創出事業による

東三河の魅力の分析・発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主要プロジェクト推進プランの策定及

び先導事業の実施 

・テーマ「地域連携による地方創生事

業のさらなる推進」 

○東三河ビジョン協議会の開催 

・将来ビジョン及び既策定主要プロジ

ェクト推進プランの進捗状況報告 

・主要プロジェクト推進プランの策定 

・次期「東三河振興ビジョン」の検討 

・翌年度策定する次期「東三河振興ビ

ジョン」の下で展開する重点プロジ

ェクトの事業テーマ検討 

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョ

ン」の推進 

・浜松圏等近隣住民をターゲットとし

た観光ＰＲイベントの開催や、東京

圏からの移住希望者に向けた移住イベ

ント開催 

 

・東三河スポーツツーリズム推進事業に

よる新たな観光ブランドの確立 

 ＊東三河スポーツツーリズム全体構想

の策定（3月） 

 ＊東三河広域周遊ルートの設定（10ル

ート 1フィールド） 

・東三河関係人口創出・拡大事業による

東三河ファンの拡大に向けた検討 

  ＊モニター調査の実施（2回 200名） 

○主要プロジェクト推進プランの策定及

び先導事業の実施 

・テーマ「地域活性化に向けた戦略的

展開～『食』、『健康』、『ローカ

ル鉄道』の新展開～」 

○東三河ビジョン協議会の開催 

・将来ビジョン及び既策定主要プロジ

ェクト推進プランの進捗状況報告 

 

・東三河振興ビジョン2030の策定(12

月） 

・重点プロジェクトの策定 

 

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョ

ン」の推進 

・浜松圏等近隣住民をターゲットとした

地域情報紙への記事広告掲載による観

光PRや、東京圏等からの移住希望者に

向けた移住オンラインイベント開催 

 

・東三河スポーツツーリズム推進事業に

よる新たな観光ブランドの確立 

  ＊ウェブ・雑誌等を活用した PR 

  ＊ガイドリーダー育成講座（4回） 

 

 

・東三河関係人口創出・拡大事業による

東三河ファンの拡大に向けた検討 

  ＊通信販売サイトの構築・運営 

○2022年度から推進する重点プロジェク

トの策定及び先導事業の実施 

・重点 PTテーマ「大都市の企業・個人

を対象とした東三河関係人口、移住・

定住の創出プロジェクト」 

○東三河ビジョン協議会の開催 

・2021 年度策定重点プロジェクト及

び既策定主要プロジェクト推進プ

ランの進捗状況報告 

・2023 年度策定重点プロジェクトの

事業テーマ検討 

 

 

○東三河 8 市町村及び東三河広域連合

等との連携による｢東三河振興ビジョ

ン２０３０」の推進 

 ・東三河「新しい人の流れによる新た

な魅力と価値」創造事業による地域

内外の関係人口の創出と移住・定住

の促進 

 

・東三河スポーツツーリズム推進事業

による新たな観光ブランドの確立 

 

 

 

 

・東三河関係人口創出・拡大事業によ

る東三河ファンの拡大に向けた検討 

 

○2022 年度から推進する重点プロジェ

クトの実施 

・重点 PTテーマ「大都市の企業・個人

を対象とした東三河関係人口、移住・

定住の創出プロジェクト」 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

314 

三遠南信連携の推進 

農林基盤局 

建設局 

東三河総局 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組の推進 

・森林・林業技術センターと静岡県農林

技術研究所森林・林業研究センター

との連携 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組の推進 

・森林・林業技術センターと静岡県農 

林技術研究所森林・林業センターと

の連携 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組の推進 

・森林・林業技術センターと静岡県農 

林技術研究所森林・林業センターと

の連携 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組の推進 

・森林・林業技術センターと静岡県農 

林技術研究所森林・林業センターと

の連携 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

（東栄 IC～鳳来峡 IC 2025 年度開通

予定） 

 

（2）産業の育成・強化 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

315 

次世代産業の育成・振

興 

環境局 

経済産業局 

 

 

 

 

 

 

 

 

○あいち自動車産業イノベーションプラ

ンの推進 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

＊2回開催 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

＊1回開催 

・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググル

ープの運営 

・自動車産業で起きている構造変化の

影響等について調査・分析し、中小企

業向けワークショップを開催 

＊2回開催 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

27基 28か所（整備中含む） 

○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

・東三河スタートアップ・サテライト支

援拠点検討プロジェクトチームを設

置し、当地域のサテライト支援拠点

について検討 

 

 

○自動車産業イノベーションの推進 

 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

 ＊1回開催 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

 ＊2回開催 

・自動運転に係る新事業・新ビジネス 

の創出を支援するあいち自動運転推

進コンソーシアム及びワーキンググ 

ループの運営 

・中堅、中小の自動車部品メーカーの 

新事業展開を促すための開発提案型

ワークショップの開催 

 ＊10回開催 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

 ＊年度末時点ステーション整備数 

35基 36カ所（整備中含む） 

○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

・統括マネージャー（東三河エリア）を

配置しパートナー拠点設立を支援 

＊地域で主体的にスタートアップ支

援に取り組む東三河スタートアッ

プ推進協議会を STATION Aiパート

ナー拠点第 1号に位置づけ（10月） 

○自動車産業イノベーションの推進 

 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

＊1回開催 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

＊2回開催 

・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググ 

ループの運営 

・中堅、中小の自動車部品メーカーの 

新事業展開を促すための開発提案型

ワークショップの開催 

＊10回開催 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 

＊年度末時点ステーション整備数 

36基 37か所（整備中含む） 

○スタートアップ・エコシステムの形成

推進 

・統括マネージャー（広域・東三河エリ

ア）を配置し自律的なスタートアッ

プ・エコシステムの構築を支援 

 

 

 

○自動車産業イノベーションの推進 

 

・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナー等の開催 

 

・次世代自動車先端技術研修の開催 

 

・自動運転に係る新事業・新ビジネスの

創出を支援するあいち自動運転推進

コンソーシアム及びワーキンググ 

ループの運営 

・中堅、中小の自動車部品メーカーの 

新事業展開を促すためのハンズオン

支援の実施 

 

○水素ステーション・充電インフラの整

備促進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

 ＊22名参加 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 8件、需要創出活動費補

助 20件 

・FCフォークリフトの導入やFCフォー

クリフト用水素供給設備の整備に対

する補助 

 ＊FCフォークリフトの導入補助 2件

（5台） 

 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資とし

た補助制度により、企業立地・研究開

発・実証実験を支援 

＊8件の研究開発・実証実験を採択 

＊サービスロボット実用化で 1 件を

採択 

＊新あいち創造産業立地補助金採択

3件 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等の

育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・医療機器セミナーの開催及び展示会

出展 

＊医療機器セミナー33名参加 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

 ＊18名参加 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

 ＊整備費補助 10件、需要創出活動費

補助 29件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 ＊FCフォークリフトの導入補助 2件

（26台） 

 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

 ＊3件の研究開発・実証実験を採択 

 

 

 ＊新あいち創造産業立地補助金採択

1件 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等の

育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・医療機器セミナーの開催及び展示会

出展 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

＊整備費補助 5件 

＊需要創出活動費補助32件 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

＊FC フォークリフトの導入補助 1 件

（19台） 

 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊6件の研究開発・実証実験を採択 

 

 

＊新あいち創造産業立地補助金採択

5件 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等の

育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・展示会への出展 

 ＊出展支援件数5件 

・「あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会」の開催 

 

・水素ステーションの整備・運営に対す

る補助 

 

 

・FCフォークリフトの導入に対する補助 

 

 

 

・FCフォークリフトの普及モデルを構築

するための実証実施 

○産業空洞化対策の実施 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊8件の研究開発・実証実験を採択 

 ＊ソフト系IT企業の県内進出を支援

する新あいち創造産業立地補助金

（Cタイプ）を新設 

 

○「医療機器分野」、「福祉用具分野」等の

育成・強化 

・あいち健康長寿産業クラスター推進協

議会の運営 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

への参画 

・展示会への出展 

316 

企業立地の推進 

経済産業局

企業庁 

○市町村等と連携した企業誘致活動の推進 

・東三河 5市と共同企業訪問を実施 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る「産業立地推進協議会」による産業

立地セミナー等の開催 

・用地見学ツアー等の東三河 5 市が行

う企業誘致活動への協力 

 

 

○市町村等と連携した企業誘致活動の推進 

・東三河 5市と共同企業訪問を実施 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る「産業立地推進協議会」による産業

立地セミナー等の開催 

・東三河 5 市が行う企業誘致活動への

協力 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○市町村等と連携した企業誘致活動の推進 

・東三河 5市と共同企業訪問を実施 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る「産業立地推進協議会」による産業

立地セミナー等の開催 

・東三河 5 市が行う企業誘致活動への

協力 

※新型コロナウイルス感染拡大防止

のため中止 

○市町村等と連携した企業誘致活動の推進 

・東三河 5市と共同企業訪問を実施 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る「産業立地推進協議会」による産業

立地セミナー等の開催 

・東三河 5 市が行う企業誘致活動への

協力 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○企業立地優遇施策による支援 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊8件の研究開発・実証実験を採択 

＊サービスロボット実用化で 1 件を

採択 

＊新あいち創造産業立地補助金採択

4件 

・産業立地促進税制（不動産取得税の減

額又は免除）の運用 

・地域未来投資促進法に基づく各種立

地優遇制度による支援 

○企業立地優遇施策による支援 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

 ＊3件の研究開発・実証実験を採択 

 

 

 ＊新あいち創造産業立地補助金採択

4件 

・産業立地促進税制（不動産取得税の減

額又は免除）の運用 

・地域未来投資促進法に基づく各種立  

 地優遇制度による支援 

○企業立地優遇施策による支援 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊6件の研究開発・実証実験を採択 

 

 

＊新あいち創造産業立地補助金採択

5件 

・産業立地促進税制（不動産取得税の減

額又は免除）の運用 

・地域未来投資促進法に基づく各種立

地優遇制度による支援 

○企業立地優遇施策による支援 

・「産業空洞化対策減税基金」を原資と

した補助制度により、企業立地・研究

開発・実証実験を支援 

＊8件の研究開発・実証実験を採択 

 ＊ソフト系IT企業の県内進出を支援

する新あいち創造産業立地補助金

（Cタイプ）を新設 

 

・産業立地促進税制（不動産取得税の減

額又は免除）の運用 

・地域未来投資促進法に基づく各種立

地優遇制度による支援 

317 

地元大学や（株）サイ

エンスクリエイトなど

産学行政の連携強化 

経済産業局 

農業水産局 

東三河総局 

○東三河地域産業連携推進会議の開催 

・地域産業の革新展開に関する産学官

の情報共有 

○「食農産業クラスター推進協議会」を

核にした産学行政の連携の推進 

・「食農産業クラスター推進協議会」へ

の参加 

○東三河地域産業連携推進会議の開催 

・地域産業の革新展開に関する産学官

の情報共有 

○「食農産業クラスター推進協議会」を

核にした産学行政の連携の推進 

・「食農産業クラスター推進協議会」へ

の参加 

○東三河地域産業連携推進会議の開催 

・地域産業の革新展開に関する産学官

の情報共有 

○「食農産業クラスター推進協議会」を

核にした産学行政の連携の推進 

・「食農産業クラスター推進協議会」へ

の参加 

○東三河地域産業連携推進会議の開催 

・地域産業の革新展開に関する産学官

の情報共有 

○「食農産業クラスター推進協議会」を

核にした産学行政の連携の推進 

・「食農産業クラスター推進協議会」へ

の参加 

318 

農林水産業の振興 

経済産業局

農業水産局 

農林基盤局 

都市・交通局 

東三河総局 

○6次産業化や農商工連携の取組支援 

・新商品開発や農家レストラン、農産物

加工施設等の整備支援 

 

○植物工場や低炭素施設園芸づくりの技

術開発・実用化の推進 

・「あいち型植物工場」の栽培技術確立

に向けた民間との共同研究の実施 

・「あいち型植物工場」の推進 

＊あいち型産地パワーアップ事業に

よる導入支援：8か所、1.13ha 

○農地中間管理機構と連携した農業の生産

基盤強化 

 ・経営体育成基盤整備事業（機構関連

型）の推進 

  ＊和地太田地区での実施 

○漁業生産基盤の整備 

・干潟・浅場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

○6次産業化や農商工連携の取組支援 

・新商品開発や農家レストラン、農産物

加工施設等の整備支援 

 

○植物工場や低炭素施設園芸づくりの技

術開発・実用化の推進 

・「あいち型植物工場」の栽培技術確立

に向けた民間との共同研究の実施 

・「あいち型植物工場」の推進 

＊あいち型産地パワーアップ事業に

よる導入支援：7か所、0.8ha 

○農地中間管理機構と連携した農業の生産

基盤強化 

 ・経営体育成基盤整備事業（機構関連

型）の推進 

＊和地太田地区での実施 

○漁業生産基盤の整備 

・干潟・浅場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

○6次産業化や農商工連携の取組支援 

・新商品開発等の支援 

 

 

○植物工場や低炭素施設園芸づくりの技

術開発・実用化の推進 

・「あいち型植物工場」の栽培技術確立

に向けた共同研究の実施 

・「あいち型植物工場」の推進 

  ＊あいち型産地パワーアップ事業に

よる導入支援：6か所、0.41ha 

○農地中間管理機構と連携した農業の生産

基盤強化 

・経営体育成基盤整備事業（機構関連

型）の推進 

＊和地太田地区始め３地区での実施 

○漁業生産基盤の整備 

・干潟・浅場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 

○6次産業化や農商工連携の取組支援 

・新商品開発や農産物加工施設整備等

の支援、地域食品産業連携プロジェ

クトの支援 

○植物工場や低炭素施設園芸づくりの技

術開発・実用化の推進 

・「あいち型植物工場」の栽培技術確立

に向けた共同研究の実施 

 

 

 

○農地中間管理機構と連携した農業の生産

基盤強化 

・経営体育成基盤整備事業（機構関連

型）の推進 

 

○漁業生産基盤の整備 

・干潟・浅場の造成 

・魚礁漁場の整備 

・漁港の整備・保全 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・共同利用施設などの整備 

 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○木材生産・流通・加工体制の一体的な

強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

・循環型林業の取組支援 

 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

・技術者養成研修の実施 

○あいち認証材の利用促進 

・「あいち木づかいプラン」の策定・推進 

 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

＊イベントでの PR5回 

 

 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

＊8件 

 

 

○水産試験場（本場、内水面漁業研究所

三河一宮指導所）における試験研究の

推進 

・内湾環境の改善に関する技術開発 

・自動観測ブイ等による環境モニタリ

ングと情報発信 

・マス類養殖技術の開発・普及 

・共同利用施設などの整備 

 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○木材生産・流通・加工体制の一体的な

強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

・循環型林業の実施及び流通コスト削

減への取組支援 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

・技術者養成研修の実施 

○あいち認証材の利用促進 

・「あいち木づかいプラン」の策定・推進 

 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

＊イベントでの PR3回 

 

 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

＊17件 

・木材利用を推進する技術者の育成に

向けた講座の開設 

○水産試験場（本場、内水面漁業研究所

三河一宮指導所）における試験研究の

推進 

・内湾環境の改善に関する技術開発 

・自動観測ブイ等による環境モニタリ

ングと情報発信 

・マス類養殖技術の開発・普及 

・共同利用施設などの整備 

・のり食害防止対策への支援 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○木材生産・流通・加工体制の一体的な

強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

・循環型林業の実施及び流通コスト削

減への取組支援 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

・技術者養成研修の実施 

○あいち認証材の利用促進 

・「あいち木づかいプラン」の策定・推進 

 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

＊イベントでの PR4回 

 

 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

＊6件 

・木材利用を推進する技術者の育成に

向けた講座の開設 

○水産試験場（本場、内水面漁業研究所

三河一宮指導所）における試験研究の

推進 

・内湾環境の改善に関する技術開発 

・自動観測ブイ等による環境モニタリ

ングと情報発信 

・マス類養殖技術の開発・普及 

・共同利用施設などの整備 

・のり食害防止対策への支援 

・漁業生産に必要な栄養塩量の解明と

確保の推進 

○木材生産・流通・加工体制の一体的な

強化 

・林内路網の整備 

・高性能林業機械の導入支援 

・循環型林業の実施及び流通コスト削

減への取組支援 

・木材加工体制の強化支援 

・スマート林業の推進 

・技術者養成研修の実施 

○あいち認証材の利用促進 

・「木材利用の促進に関する基本計画」

の策定・推進 

・関係者と連携した「あいち認証材」の

普及・啓発 

・県内全域における木材利用の取組を

積極的に進める機運をさらに高める

ためのシンポジウム開催 

・県産木材を利用したPR効果の高い建

築物等への支援 

 

・木材利用を推進する技術者の育成に

向けた講座の開設 

○水産試験場（本場、内水面漁業研究所

三河一宮指導所）における試験研究の

推進 

・内湾環境の改善に関する技術開発 

・自動観測ブイ等による環境モニタリ

ングと情報発信 

・マス類養殖技術の開発・普及 
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（3）魅力の創造・発信 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

319 

豊かな自然を始め地域

資源を活用した東三河

の魅力の創造・発信、

及び広域観光エリアと

しての魅力の向上・発

信 

観光コンベ

ンション局 

スポーツ局 

東三河総局 

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョン｣

の推進 

・東三河「新しい人の流れ」創出事業

による東三河の魅力の分析・発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知県大型観光キャンペーンを通じ

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会  

4地域 81社 124人と商談 

＊中堅エージェント個別セールス 

15都府県 135拠点にセールス 

・着地型観光プログラム販売事業者と連

携した同プログラムの開発・促進 

＊プログラムの造成・プロモーション

を実施：11件 

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョン｣

の推進 

・東三河「新しい人の流れ」創出事業

による東三河の魅力の発信 

 

 

・東三河スポーツツーリズム推進事業に

よる新たな観光ブランドの確立 

 ＊東三河スポーツツーリズム全体構想

の策定（3月） 

 ＊東三河広域周遊ルートの設定（10ル

ート 1フィールド） 

・東三河関係人口創出・拡大事業による

東三河ファンの拡大に向けた検討 

  ＊モニター調査の実施（2回 200名） 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

  ＊観光商談会（ウェブ） 

   16地域 78社 101人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

＊着地型観光プログラムの造成・プ

ロモーション実施：5件 

＊ナイト観光プログラムの造成・プ

ロモーション実施：8件 

 

 

 

 

○観光消費の喚起に向けた取組の推進 

 ・県内旅行商品の購入者に対する代金
割引の実施（1/2相当、最大 1人 1回
あたり1万円） 

 ・地元の観光協会や商工会等の観光振

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョン｣

の推進 

・東三河「新しい人の流れ」創出事業

による東三河の魅力の発信 

 

 

・東三河スポーツツーリズム推進事業に

よる新たな観光ブランドの確立 

  ＊ウェブ・雑誌等を活用した PR 

  ＊ガイドリーダー育成講座（4回） 

 

 

・東三河関係人口創出・拡大事業による

東三河ファンの拡大に向けた検討 

  ＊通信販売サイトの構築・運営 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

＊観光商談会（ウェブ） 

9地域 130社130人と商談 

 

 

・着地型観光・ナイト観光プログラム販

売事業者と連携した同プログラムの

開発・促進 

 ＊プログラムの造成・プロモーショ

ン実施：15件 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 

 ＊セミナー修了者11名 

○観光消費の喚起に向けた取組の推進 

・県内旅行商品の割引、県内宿泊施設利
用に対する割引（1/2相当、最大 1人
1 回あたり 5,000 円＋地域ポイント
最大 1人 1回あたり 2,000円） 

○東三河8 市町村及び東三河広域連合等

との連携による｢東三河振興ビジョン

２０３０」の推進 

 ・東三河「新しい人の流れによる新た

な魅力と価値」創造事業による地域

内外の関係人口の創出と移住・定住

の促進 

・東三河スポーツツーリズム推進事業に

よる新たな観光ブランドの確立 

 

 

 

 

・東三河関係人口創出・拡大事業による

東三河ファンの拡大に向けた検討 

 

○観光資源の旅行商品化 

・愛知観光プラットフォームを活用し

た観光資源の旅行商品化の促進 

 

 

 

 

・高付加価値な観光プログラムの開

発・促進 

 

 

 

 

 

○観光コンテンツの高付加価値化 

・プロフェッショナルガイドの育成及

びガイド付き旅行商品の造成・販売 

 

○観光消費の喚起に向けた取組の推進 
・県内旅行商品の割引、県内宿泊施設利
用に対する割引（1/2相当、最大 1人
1 回あたり 5,000 円＋地域ポイント
最大 1人 1回あたり 2,000円） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

興を担う団体による観光誘客イベン
ト等の実施 

 ・通販サイトを活用した観光物産品の
販売促進 

・県内旅行商品を販売した旅行業者に
対する助成（1/2相当、最大 1人 1回
あたり 5,000円） 

 

 

・県内旅行商品を販売した旅行業者に
対する助成（1/2相当、最大 1人 1回
あたり5,000円） 

 

○豊橋市新アリーナの整備に向けた取組

への支援 

・豊橋市が検討する豊橋市新アリーナ

の整備の方向性を決定する基本計画

策定等の支援 

320 

奥三河の交流居住の推

進 

総務局 ○都市部と山間地域との交流推進 

・「愛知県交流居住センター」を核とし

た交流イベントの実施 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○都市部と山間地域との交流推進 

・「愛知県交流居住センター」を核とし

た交流イベントの実施 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

・「三河山間地域活力創出事業」による

関係人口の創出 

○都市部と山間地域との交流推進 

 

 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と交

流体験イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

○都市部と山間地域との交流推進 

 

 

・交流居住情報の受発信や集落への支

援コーディネータ派遣 

・山里の暮らしや魅力の情報発信と誘

客イベントの実施 

・奥三河 DMO と連携した奥三河の魅力

の情報発信 

321 

豊かな自然の保全・再

生と自然との共生を担

う人材の育成 

環境局 ○東三河地域の自然環境活動の中心とな

る人材の育成及び地域への展開 

・「いらごさららパーク自然観察サポー

ター」の設置 

・「地域環境リーダー」を講師とした魅

力発見ツアーの企画及びガイドの体

験等 

○東三河地域の自然環境活動の中心とな

る人材の育成及び地域への展開 

・「いらごさららパーク自然観察サポー

ター」による施設の PR 

・「地域環境リーダー」を講師とした魅

力発見ツアーの企画及びガイドの体

験等 

○東三河地域の自然環境活動の中心とな

る人材の育成及び地域への展開 

・「いらごさららパーク自然観察サポー

ター」による施設の PR 

・「地域環境リーダー」を中心とした地

域の自然環境の魅力発信やイベント

開催等 

○東三河地域の自然環境活動の中心とな

る人材の育成及び地域への展開 

・「いらごさららパーク自然観察サポー

ター」による施設の PR 

・「環境 SDGs を先導する人材」を中心

とした地域の自然環境の魅力発信や

イベント開催等 

 

 

（4）産業・生活を支える基盤づくり 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

322 

高速道路ネットワーク

等、広域交通基盤の整

備 

建設局 

都市・交通局 

○道路ネットワークの構築に向けた国及
び関係機関への要望 
・道路の早期整備（名豊道路、三遠南信
自動車道） 

 

 

 

 

・直轄調査の促進（浜松三ヶ日・豊橋道
路（仮称）） 

○道路ネットワークの構築に向けた国及
び関係機関への要望 
・道路の早期整備（名豊道路、三遠南信
自動車道） 

 

 

 

 

・直轄調査の促進（浜松三ヶ日・豊橋道
路（仮称）） 

○道路ネットワークの構築に向けた国及
び関係機関への要望 
・道路の早期整備（名豊道路、三遠南信
自動車道） 

 

 

 

 

・直轄調査の促進（浜松湖西豊橋道路） 
 

○道路ネットワークの構築に向けた国及
び関係機関への要望 
・道路の早期整備（名豊道路、三遠南信
自動車道） 

（名豊道路 蒲郡バイパス（豊川為当IC～
蒲郡IC）2024年度開通予定） 

（三遠南信自動車道（東栄IC～鳳来峡IC）
2025年度開通予定） 

 ・直轄調査の促進（浜松湖西豊橋道路） 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 
・浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称） 

○道路の整備推進 
・主要幹線道路の整備（東三河縦貫道
路、東三河環状線） 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの
充実・強化 
・鉄道ネットワークの充実・強化に関す
る方策案の具体化検討の実施等の取
組の推進 

 ＊名鉄三河線の複線化等による豊田
市方面への速達化に向けた関係者
との協議・調整 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 
・浜松三ヶ日・豊橋道路（仮称） 

○道路の整備推進 
・主要幹線道路の整備（東三河縦貫道
路、東三河環状線） 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの
充実・強化 

 ・鉄道ネットワークの充実・強化に関
する方策案の具体化検討の実施等の
取組の推進 

  ＊名鉄三河線の複線化等による豊田
市方面への速達化に向けた関係者
との協議・調整 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 
・浜松湖西豊橋道路 

○道路の整備推進 
・主要幹線道路の整備（東三河縦貫道
路、東三河環状線） 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの
充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す
る方策案の具体化検討の実施等の取
組の推進 

＊名鉄三河線の複線化等による豊田
市方面への速達化に向けた関係者
との協議・調整 

○道路整備の具体化に向けた調査・検討 
・浜松湖西豊橋道路 

○道路の整備推進 
・主要幹線道路の整備（東三河縦貫道
路、東三河環状線） 

○リニアを見据えた鉄道ネットワークの
充実・強化 

・鉄道ネットワークの充実・強化に関す
る方策案の具体化検討の実施等の取
組の推進 

 

 

 

○地域鉄道に対する支援 

 ・豊橋鉄道が行う安全安定輸送に必要
な鉄道施設の計画的修繕・設備投資
への支援 

323 

三河港の機能強化、港

湾計画の改訂への取組 

都市・交通局 ○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

・神野西地区 7号岸壁（-12ｍ）の耐震

強化岸壁の整備促進 

 

 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

 

 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂に必要な調査の実施 

・三河港港湾計画検討委員会の開催 

 ＊1回 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

・神野西地区 7号岸壁（-12ｍ）の耐震

強化岸壁の整備促進 

 ＊神野西地区 7号岸壁（-12ｍ）の耐

震強化岸壁の整備完了 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

 

・御津地区ふ頭用地の整備推進 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂に必要な調査の実施 

・三河港港湾計画検討委員会の開催 

 ＊2回 

・長期構想（素案）の作成 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

 

 

 

 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

 

・御津地区ふ頭用地の整備推進 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂内容の検討 

 

 

・長期構想（案）に対するパブリックコ

メントの実施 

○港湾施設の整備 

・神野西地区ふ頭用地の拡張整備推進 

 

 

 

 

・神野西地区ガントリークレーン耐震

化推進 

・蒲郡地区の岸壁（-11ｍ）の整備推進 

・蒲郡地区ふ頭用地の拡張整備推進 

・御津地区ふ頭用地の整備推進 

・田原地区耐震強化岸壁（-10ｍ）の整

備に向けた国への働きかけ 

○三河港港湾計画の改訂 

・港湾計画改訂内容の検討 

 ・三河港港湾計画検討委員会の開催 

 

 

324 

再生可能エネルギーの

活用 

農林基盤局 

建設局 

企業庁 

東三河総局 

○農業水利施設を活用した小水力等発電施

設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進方

策の検討や技術支援 

○農業水利施設を活用した小水力等発電施

設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進方

策の検討や技術支援 

○農業水利施設を活用した小水力等発電施

設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進方

策の検討や技術支援 

○農業水利施設を活用した小水力等発電施

設の導入支援 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力

発電推進検討委員会」における推進方

策の検討や技術支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

・小水力等発電施設の利活用 

 ＊7か所 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設の太陽光発電の実施 

 ＊水産試験場始め 5か所（195kW）で

実施 

○バイオマスエネルギーの利用の促進 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター） 

 ＊バイオガス使用量：2,159kNm3 

○太陽光発電の普及 

・臨海工業用地（田原1 区、4 区）の

貸付による民間事業者のメガソーラ

ー事業の実施 

・小水力等発電施設の利活用 

＊7か所 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設の太陽光発電の実施 

＊水産試験場始め 5か所（195kW）で

実施 

○バイオマスエネルギーの利用の促進 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター） 

 ＊バイオガス使用量：2,303kNm3 

○太陽光発電の普及 

・臨海工業用地（田原1 区、4 区）の

貸付による民間事業者のメガソーラ

ー事業の実施 

・小水力等発電施設の利活用 

＊7か所 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設の太陽光発電の実施 

＊水産試験場始め 5か所（195kW）で

実施 

○バイオマスエネルギーの利用の促進 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター） 

＊バイオガス使用量：2,308kNm3 

○太陽光発電の普及 

・臨海工業用地（田原1 区、4 区）の

貸付による民間事業者のメガソーラ

ー事業の実施 

・小水力等発電施設の利活用 

 

○公有施設における屋根貸し事業の推進 

・市民ファンドを活用した東三河地域

の公共施設の太陽光発電の実施 

 

 

○バイオマスエネルギーの利用の促進 

・下水汚泥の消化によるバイオガスの

エネルギー利用（豊川浄化センター） 

 

○太陽光発電の普及 

・臨海工業用地（田原1 区、4 区）の

貸付による民間事業者のメガソーラ

ー事業の実施 

325 

奥三河の生活基盤の確

保 

総務局 

建設局 

都市・交通局 

○山間地域バスの路線維持 

 ・過疎バス路線維持事業による支援 

  ＊37路線 

 ・バス運行対策事業による支援 

  ＊5系統 

○主要幹線道路の整備推進 

・国道257、420号等の整備 

 

 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道

路の整備促進 

・国道153号伊勢神改良等の整備 

〇移動通信用鉄塔の整備促進 

 ・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する補助 

  ＊1局 

○山間地域バスの路線維持 

 ・過疎バス路線維持事業による支援 

＊37路線 

 ・バス運行対策事業による支援 

 ＊5系統 

○主要幹線道路の整備推進 

・国道257、420号等の整備 

 

 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道

路の整備促進 

・国道153号伊勢神改良等の整備 

○移動通信用鉄塔の整備促進 

 ・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する補助 

  ＊1局 

○山間地域バスの路線維持 

 ・過疎バス路線維持事業による支援 

 ＊37路線 

・バス運行対策事業による支援 

＊6系統 

○主要幹線道路の整備推進 

・国道257、420号等の整備 

＊国道 257号(清崎工区)一部供用 

(2月) 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道

路の整備促進 

・国道153号伊勢神改良等の整備 

○移動通信用鉄塔の整備促進 

 ・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する補助 

 

○山間地域バスの路線維持 

 ・過疎バス路線維持事業による支援 

 

・バス運行対策事業による支援 

 

○主要幹線道路の整備推進 

・国道257、420号等の整備 

 

 

○山間地域の暮らしを支える主要幹線道

路の整備促進 

・国道153号伊勢神改良等の整備 

○移動通信用鉄塔の整備促進 

 ・三河山間地域における移動通信用鉄

塔施設整備に対する補助 

 

326 

地域医療の充実・強化 

保健医療局 ○医師確保対策の実施 

・地域医療支援センターを活用した医

師派遣体制の充実 

 ・自治医科大学卒業の医師の派遣 

  ＊13名派遣 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

 ＊2医療機関 

・へき地診療所の運営に対する支援 

○医師確保対策の実施 

・地域医療支援センターを活用した医

師派遣体制の充実 

・自治医科大学卒業の医師の派遣 

＊12名派遣 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

＊2医療機関 

・へき地診療所の運営に対する支援 

○医師確保対策の実施 

・地域医療支援センターを活用した医

師派遣体制の充実 

・自治医科大学卒業の医師の派遣 

 ＊13名派遣 

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

 ＊3医療機関 

・へき地診療所の運営に対する支援 

○医師確保対策の実施 

・地域医療支援センターを活用した医

師派遣体制の充実 

・自治医科大学卒業の医師の派遣 

  

○へき地医療に対する支援 

・へき地医療拠点病院のへき地医療活

動に対する支援 

   

・へき地診療所の運営に対する支援 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

 ＊3医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

 ＊3名 

＊3医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

＊4名 

  ＊3医療機関 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

  ＊3人 

 

 

○へき地医療機関における看護師の確保 

 ・へき地医療確保看護修学資金の貸与 

 

327 

東三河高校教育プロジ

ェクトによる特色ある

学校づくりの推進 

・新城東高校と新城高

校を統合し、新城有

教館高校を開校（文

理と専門の 7 つの系

列で多彩な教育を実

践） 

・時習館高校でのグロ

ーバルリーダーの育

成 

・豊橋西高校を総合学

科に改編 

・豊橋工業高校にロボ

ット工学科を設置 

・渥美農業高校であつ

み次世代農業創出プ

ロジェクトを実施 

教育委員会 ○東三河高校教育プロジェクトの推進 

＊新城有教館高校の開校 

○東三河高校教育プロジェクトの推進 

＊あいちグローバルハイスクールの指

定（時習館高校） 

 ＊総合学科の設置（豊橋西高校） 

 ＊ロボット工学科の設置（豊橋工業高

校） 

 ＊あつみ次世代農業創出プログラムの実

施（渥美農業高校） 

○東三河高校教育プロジェクトの推進 

＊あいちグローバルハイスクールの指

定（時習館高校） 

  

 

 

 ＊あつみ次世代農業創出プログラムの実

施（渥美農業高校） 

○東三河高校教育プロジェクトの推進 

＊あいちグローバルハイスクールの指

定（時習館高校） 

 

 

 

＊あつみ次世代農業創出プログラムの実

施（渥美農業高校） 

 

 

 

（5）安全・安心な暮らし 

項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

328 

地震・津波防災対策の

推進 

防災安全局 

農業水産局 

農林基盤局 

建設局 

都市・交通局 

○浸水・津波避難対策等の促進 

・市町村が行う浸水・津波避難対策等 

への補助 

○農業水利施設の耐震性強化の推進  

・ため池や用排水路等の耐震性強化の

推進 

＊防災ダム事業等の実施 

○浸水・津波避難対策等の促進 

・市町村が行う浸水・津波避難対策等 

への補助 

○農業水利施設の耐震性強化の推進  

・ため池や用排水路等の耐震性強化の

推進 

＊防災ダム事業等の実施 

○浸水・津波避難対策等の促進 

・市町村が行う浸水・津波避難対策等へ

の補助 

○農業水利施設の耐震性強化の推進  

・ため池や用排水路等の耐震性強化の

推進 

＊防災ダム事業等の実施 

○浸水・津波避難対策等の促進 

・市町村が行う浸水・津波避難対策等へ

の補助 

○農業水利施設の耐震性強化の推進  

・ため池や用排水路等の耐震性強化の

推進 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

○緊急輸送道路等の橋梁の地震対策の推進 

・耐震性能の一層の強化 

・橋梁取付部の沈下抑制対策 

○無電柱化の推進 

・電線共同溝の整備 

・愛知県無電柱化推進計画の策定 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

・道路法第 37条に基づく新設電柱の道

路占用の制限区域の指定 

 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸堤防等の地震・津波対策の推進 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・漁港津波対策施設の新設 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

・漁港の防波堤や岸壁の耐震・耐津波 

対策の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく基礎調査、 

指定の推進 

 ＊基礎調査 1,803区域 

○緊急輸送道路等の橋梁の地震対策の推進 

・耐震性能の一層の強化 

・橋梁取付部の沈下抑制対策 

○無電柱化の推進 

・電線共同溝の整備 

 ・愛知県無電柱化推進計画の推進 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

・道路法第 37条に基づく新設電柱の道

路占用の制限区域の指定 

 ＊指定済 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸堤防等の地震・津波対策の推進 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・漁港津波対策施設の新設 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

・漁港の防波堤や岸壁の耐震・耐津波 

対策の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく基礎調査、 

指定の推進 

 

○緊急輸送道路等の橋梁の地震対策の推進 

・耐震性能の一層の強化 

・橋梁取付部の沈下抑制対策 

○無電柱化の推進 

・電線共同溝の整備 

・愛知県無電柱化推進計画の策定 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

 

 

 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸堤防等の地震・津波対策の推進 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・漁港津波対策施設の新設 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

・漁港の防波堤や岸壁の耐震・耐津波 

対策の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

・土石流対策施設等の整備 

・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進  

 

○緊急輸送道路等の橋梁の地震対策の推進 

・耐震性能の一層の強化 

・橋梁取付部の沈下抑制対策 

○無電柱化の推進 

・電線共同溝の整備 

・愛知県無電柱化推進計画の推進 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

 

 

 

○河川堤防等の地震・津波対策の推進 

・河川堤防の耐震化 

・水閘門・排水機場等の耐震化 

・水門等の自動閉鎖化 

○海岸堤防等の地震・津波対策の推進 

・海岸堤防の耐震化 

・海岸堤防の補強・補修 

・漁港津波対策施設の新設 

・海岸水門等の耐震化 

・海岸水門等の自動閉鎖化・遠隔操作化 

・漁港の防波堤や岸壁の耐震・耐津波 

対策の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

・土石流対策施設等の整備 

・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進 

 

329 

治水対策の推進 

建設局 ○河川改修の推進 

・豊川水系、三河湾に注ぐ河川の改修 

 ＊地下河川の整備（柳生川）、高潮堤

防の整備（柳生川、汐川、梅田川） 

○河川改修の推進 

・豊川水系、三河湾に注ぐ河川の改修 

＊地下河川の整備（柳生川）、高潮堤

防の整備（柳生川、汐川、梅田川） 

○河川改修の推進 

・豊川水系、三河湾に注ぐ河川の改修 

 ＊地下河川の整備（柳生川）、高潮堤

防の整備（柳生川、汐川、梅田川） 

○河川改修の推進 

・豊川水系、三河湾に注ぐ河川の改修 
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項  目 担当局 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

330 

山間地域の防災対策の

推進 

防災安全局 

農林基盤局 

建設局 

○孤立可能性のある集落と市町村役場等

との通信の確保等 

・孤立可能性のある集落を有する市町村

の相互通信手段の確保対策への補助 

○孤立集落等におけるヘリスポットの確保 

・孤立可能性集落におけるヘリスポッ

ト整備への補助 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

○緊急輸送道路の整備 

・緊急輸送道路となる主要幹線道路の

整備の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく基礎調査、 

指定の推進 

 ＊基礎調査 1,803区域 

○孤立可能性のある集落と市町村役場等

との通信の確保等 

・孤立可能性のある集落を有する市町村

の相互通信手段の確保対策への補助 

○孤立集落等におけるヘリスポットの確保 

・孤立可能性集落におけるヘリスポッ

ト整備への補助 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

○緊急輸送道路の整備 

・緊急輸送道路となる主要幹線道路の

整備の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく基礎調査、 

指定の推進 

○孤立可能性のある集落と市町村役場等

との通信の確保等 

・孤立可能性のある集落を有する市町村

の相互通信手段の確保対策への補助 

○孤立集落等におけるヘリスポットの確保 

・孤立可能性集落におけるヘリスポッ

ト整備への補助 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

○緊急輸送道路の整備 

・緊急輸送道路となる主要幹線道路の

整備の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進 

○孤立可能性のある集落と市町村役場等

との通信の確保等 

・孤立可能性のある集落を有する市町村

の相互通信手段の確保対策への補助 

○孤立集落等におけるヘリスポットの確保 

・孤立可能性集落におけるヘリスポッ

ト整備への補助 

○治山事業の推進 

 ・山地災害防止施設の整備 

○緊急輸送道路の防災対策の推進 

・落石等危険箇所対策 

・緊急輸送道路ネットワーク計画の見

直し 

○緊急輸送道路の整備 

・緊急輸送道路となる主要幹線道路の

整備の推進 

○土砂災害防止施設の整備 

 ・土石流対策施設等の整備 

 ・急傾斜地崩壊防止施設の整備 

 ・地すべり防止施設の整備 

○土砂災害警戒区域等の指定 

・土砂災害防止法に基づく 2 巡目基礎

調査、指定の推進 

 

 

 

 

 


