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「 産業首都あいち」へようこそ

愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県は、日本の中央に位置するという地理的優位性や、優れた交通インフラ

などを背景に、製造業の中心地として世界経済をリードする「 産業首都」です。

現在、燃料電池自動車MIRA Iや国産初のジェット旅客機MRJといった、日本の

未来を創るプロジェクトが、ここ愛知から大きく動き出しています。また、愛知県に

は多くの外国人の方が暮らしており、すべての人に暮らしやすいまちづくりを進めて

います。「 産業首都あいち」への皆様の進出を心よりお待ちしております。
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人口［ あいちの人口（ 愛知県統計課）］

外国人住民数［ 在留外国人統計（ 法務省）］

愛知県内総生産

世界35 位（ シンガポールのGDP）に相当する経済規模

1人当たり県民所得［ あいちの県民経済計算（ 愛知県統計課）］

製造品出荷額等

農業産出額［ 生産農業所得統計（ 農林水産省）］

花き産出額

年間商品販売額［ 商業統計（ 経済産業省）］

（ 2017年12月1日現在）

（ 2017年6月）

（ 2014年）

（ 2014年）

（ 2015年）

（ 2016年）

（ 2014年）

※2014年値は1ドル=109.92円、2015年値は1ドル=120.13円、2016年値は1ドル=108.37円で換算(東京市場インターバンク直物中心相場の
各月中平均値の四半期別単純平均から算出)

日本の三大都市の中で、愛知県へは格段に安いコストで進出できます。
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【 主な全国シェア1位業種】 製造業24業種中10業種で全国シェア1位
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データでみる愛知県

日本の三大都市の中で、愛知県へは格段に安いコストで進出できます。

300

200

東京

342.6

東京

259.5

単位：千円/㎡）

三大都市コスト比較［ 都道府県地価調査（ 国土交通省）］

［ あいちの県民経済計算（ 愛知県統計課）］

［ 経済センサス-活動調査（ 経済産業省）］ 1977年から39年連続全国1位
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次世代産業プロジェクト

次世代自動車

愛知県が公用車として導入したFCV「 MIRAI」

愛知県内で進む自動運転の実証実験

愛知県には多く の自動車関連企業が集積しています。愛知県では、燃料電

池自動車（ FCV）などの次世代自動車の普及や、自動運転技術の研究開発・

実証実験の支援に取り組んでいます。

航空宇宙

愛知県を含む中部地域は、全国の航空機・部品の50% を生産するなど、航空宇宙産業の一大生産拠点です。愛知県では、国際

戦略総合特区の指定を受けた「 アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の優遇制度を活用するとともに、産学行政の

連携による研究開発や、人材育成などに取り組んでいます。

ロボット

愛知県のロボット産業は、産業用ロボットを中心に、製造品出荷額等、事業所数及び従業員数で、いずれも全国1位の規模を誇

っています。愛知県では、ロボット産業を大きく 育てていくことを目指し、「 あいちロボット産業クラスター推進協議会」を立ち上

げ、ロボットの開発や普及促進などに取り組んでいます。

愛知県が公用車として導入したFCV「 MIRAI」

ボーイング787の機体構造部品が愛知県で生産されている県営名古屋空港で開発が進むMRJ（ Mitsubishi Regional Jet）

「 ワールドロボットサミット 」が2020年10月に開催される©株式会社デンソーウェーブ

の開発や普及促進などに取り組んでいます

©株式会社デンソーウェーブ

SUBARU 

愛知県内で進む自動運転の実証実験

連企業が集積しています。愛知県では、燃料電

代自動車の普及や、自動運転技術の研究開発・

でいます。でいます



研究施設優遇制度

補助金

【 立地に対する補助金】

■外資系企業立上支援制度 ※グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（ GNIC）による支援

■新あいち創造研究開発補助金

ポイント 外資系企業の新規進出を支援

補助対象 愛知県・岐阜県・三重県へ新たに法人、支店、拠点を設立する外資系企業

①会社登記等に際して要する専門家経費
②人材仲介手数料等
③不動産仲介手数料

限度額 資本金に応じて、上限50万円

備考 登記の前までに、申請書の提出が必要です。

ポイント 高度先端分野における大規模な工場・研究所の投資案件を支援

対象分野 航空宇宙、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー

補助率（ 限度額） 10％（ 100億円 ※）　 研究所は20％

備考 工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。上記の他にも、補助対象経費等の要件があります。

■21世紀高度先端産業立地補助金

ポイント サプライチェーンの中核をなす分野や成長産業において、小さく てもキラリと光る投資案件を支援

航空宇宙、次世代自動車（ 自動車関連を含む）、環境・新エネルギー、ロボット 、健康長寿、情報通信分野のうち

①サプライチェーンの中核をなす部品・素材分野
②高い成長性が見込まれる分野

補助率（ 限度額） 10％（ 10億円）

備考 工事着工の30日前までに、事業認定申請が必要です。上記の他にも、補助対象経費等の要件があります。

■新あいち創造産業立地補助金（ Bタイプ）

ポイント 成長が期待される分野において、企業等が行う研究開発や実証実験を支援

対象分野 次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット等

補助率（ 限度額） 大企業： 2分の1（ 2億円）　 中小企業： 3分の2（ 1億円）

受付時期 年1回（ 例年3月～4月）

備考 上記の他にも、補助対象経費等の要件があります。

工業用地（ 愛知県企業庁用地）

■分譲代金の長期分納制度
分納期間 10年以内（ 初回を含め10回払い以内）

初回納入額 契約金額の10% 以上納入（ 契約締結日の翌日から15日以内）

分納方法 契約金額から初回納入額を差し引いた残額に対し元金均等年賦（ 契約締結日の応当日が支払期日）

税制

■産業立地促進税制（ 不動産取得税の免除・減額）
対象事業 航空宇宙関連産業の製造業

次のいずれかの区域

⑴「 アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」
の区域

⑵上記の区域が所在する市町村の長の申出に基づ
き、工業系の用途地域等で、知事が指定した区域

対象事業の用に供するために新築された家屋

新たに取得し、3年以内に家屋を新築した場合における敷地

税額の全額

その他の製造業等

市町村長の申出に基づき、知事が指定した区域

新たに取得又は賃借した土地の上に新築された

家屋

大企業： 税額の2分の1に相当する額

中小企業： 税額の4分の3に相当する額

家屋

土地

■リース制度（ 一部の地区を除く ）
借地権の種類（ 借地期間） 事業用借地権（ １０年～２０年）

年間賃貸料 臨海用地 分譲価格×３％＋固定資産税相当額

中部臨空都市 分譲価格×４．２％＋固定資産税相当額

【 研究開発に対する補助金】

※記載事項の他にも諸条件等があります。詳細はお問い合わせください。

補助対象経費

対象分野

対象区域

対 象

不動産

軽減額
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生活環境

進出支援機関

外国人のための相談窓口

外国人が暮らす中で生じる様 な々不安や問題について、

多言語による情報提供や相談を行っています。

公益財団法人名古屋国際センター

名古屋市中村区那古野1-47-1

名古屋国際センタービル3階

TEL: 052-581-0100

Email: info@nic-nagoya.or.jp

http://www.nic-nagoya.or.jp/en/e/

公益財団法人愛知県国際交流協会

名古屋市中区三の丸2-6-1 愛知県三の丸庁舎内

TEL: 052-961-7902

Email: sodan@aia.pref.aichi.jp

http://www2.aia.pref.aichi.jp/

インターナショナルスクール

学校法人名古屋国際学園

名古屋市守山区中志段味南原2686

TEL: 052-736-2025

http://www.nisjapan.net/

一般財団法人インターナショナル・クリスチャン・アカデミー名古屋

長久手市喜婦獄205 ヴィラユーザン1 階

TEL: 0561-62-4196

http://www.icanjapan.org/

医療機関

あいち医療情報ネット

http://iryojoho.pref.aichi.jp/

外国語で対応できる県内の病院・診療所・歯科診療所・薬局・

助産所などの医療情報を検索できます。

あいち医療通訳システム

TEL: 050-5814-7263（ 運営事務局、平日9:00～17:30）

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/

医療通訳者の派遣や電話通訳、紹介状等の翻訳を行います。

愛知県内の外国公館

韓国総領事館／ブラジル総領事館／中国総領事館／

ペルー総領事館／米国領事館／カナダ領事館

愛知県海外産業情報センター http://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/gaikoku/center.html

〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2
愛知県庁西庁舎7階

TEL: 052-954-6356 FAX: 052-961-7693
Email: ricchitsusho@pref.aichi.lg.jp
http://www.pref.aichi.jp/ricchitsusho/

産業労働部産業立地通商課

バンコク産業情報センター
(JETRO BANGKOK (AICHI OFFICE))

16th Fl., NantawanBldg., 161 Rajadamri Rd., 

Bangkok 10330, THAILAND

TEL: + 66-2-253-6441(内線122) FAX: + 66-2-253-2020

Email: aichi-bkk@jetro.go.jp

上海産業情報センター
（ 愛知産業振興機構上海代表処）

中華人民共和国上海市延安西路2201号

上海国際貿易中心21楼2109室

TEL: + 86-21-6219-8125 FAX: + 86-21-6219-8132

Email: aichi-shanghai@aibsc.jp

愛知・名古屋国際ビジネス・アクセス・センター（ I-BAC）

〒460-0008 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル7階

TEL: 052-223-5452 FAX: 052-223-5404

E-mail: general@i-bac.jp

http://www.i-bac.jp/

日本貿易振興機構（ ジェトロ）名古屋貿易情報センター

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-38

愛知県産業労働センター18階

TEL: 052-589-6211 FAX: 052-563-0166

https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/nagoya.html

グレーター・ナゴヤ・イニシアティブ協議会（ GNIC）

〒460-0011 名古屋市中区大須1-35-18

一光大須ビル7階中部科学技術センター内

TEL: 052-218-4020 FAX: 052-204-1469

E-mail:invest@greaternagoya.org

http://greaternagoya.org/

愛知県東京事務所産業誘致課
（ 産業立地サポートステーション・愛知）

〒120-0093 東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館9階

TEL: 03-5212-9972 FAX: 03-5212-9095
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