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産業・ 就業構造 



産業構造の特徴を全国＝１ とする特化係

数でみると、2018年度は主要産業である製

造業が 1. 84 と全国を大きく 上回っていま

す。 (図１ )さらに製造業の内訳を見てみる

と、 特に輸送用機械が突出しています。  

（ 図２ ）  

このことから、 本県の産業は輸送用機械

を始めとしてモノづく り産業が盛んなこと

が特徴であると言えます。

●  愛知県産業の特化状況（ 図 1）  ●  愛知県内製造業の特化状況（ 図 2）  

(注)特化係数＝愛知県の総生産(製造業)各項目構成比／全国の総生産(製造業)各項目構成比 

資料： 県統計課「 2018年度あいちの県民経済計算」

グ ラ フ で み て み よ う

１  産業構造の特色は何ですか。  

輸送用機械を始めとした第二次産業のウェイト が高い産業構造となっています。

資料： 県観光振興課「 物語の舞台をゆく 」

あいちのモノづく りの歴史

安土桃山時代に織田信長が全国から職人を集めて技を競わせ、「 天下一」 とよばれる称号を与えたことから、 職人

が集い、技術が愛知に伝えられました。その後「 天下一」 の命名が豊臣秀吉、徳川家康へと引き継がれ、愛知県にモ

ノづく りの技術が根付き、 これらの技術は時と共に変化し、 愛知県の産業の特色となっています。  
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プラスチック製品 

全国シェア 12.9％

1 兆 6,708 億円 

本県の製造品出荷額等は、 1977 年から 43 年連続で全国第１ 位です。 2020 年の工業統計

確報版によると、 全国シェア１位の業種は、 以下の11業種です。  

資料： 経済産業省「 2020年工業統計(確報)」  (注)製造品出荷額等は、 従業者4人以上の事業所 

繊維工業 

全国シェア 9.6％

3,528 億円 

業務用機械器具 

全国シェア 11.5％

7,778 億円 

はん用機械器具 

全国シェア 11.1％

1 兆 3,464 億円 

輸送用機械器具 

全国シェア 39.2％

26 兆 6,634 億円 

製造品出荷額等が43年連続で全国第１位となっています。

愛知県の日本一には何がある？

ゴム製品 

全国シェア 13.0％

4,322 億円 

製造品出荷額等総額 

全国シェア 14.9％

47 兆 9,244 億円 

１ ９７７ 年から 

４ ３年連続１ 位

窯業・ 土石製品 

全国シェア 11.0％

8,409 億円 

鉄鋼業 

全国シェア 13.5％

2 兆 3,921 億円 

生産用機械器具 

全国シェア 11.1％

2 兆 3,060 億円 

電気機械器具 

全国シェア 15.2％

2 兆 7,744 億円 

金属製品 

全国シェア 10.4％

1 兆 6,567 億円 
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日本の主要産業が時代と共に繊維、製鉄、

自動車と移り変わる中で、本県は 1977 年以

来 43 年連続で製造品出荷額等が第１位を

維持し続けています。（2021 年現在） 

2019 年の製造品出荷額等は 47 兆 9,244

億円と、全国の14.9％を占めています。（表） 

また、2018 年度の県内総生産(名目)は 40

兆 9,372 億円で、国内総生産 548 兆 3,670

億円に対するシェアは 7.5％となっていま

す。 

 

産業別県内総生産を見てみると、製造業

が占める割合は、全国（2018 年）の 20.7％

に対し、本県（2018 年度）は 38.2％と、高

い割合を占めています。（図） 

製造品出荷額等及び県内総生産における

製造業のシェアの高さから、本県は「モノ

づくり県」であると言えます。 

愛知県といえば自動車や航空機が有名で

すが、この他にもロボットや繊維、陶磁器

など様々なモノづくり産業が集積しており、

全国で大きなシェアを占めています。

 

グ ラ フ で み て み よ う  

● 愛知県の製造品出荷額等の推移（表） 

 

第 １ 位 ２   位 

都道府県名 金 額

(億円) 

前年比

(％) 

全国比

(％) 

都道府県名 金 額 

(億円) 

前年比

(％) 

全国比

(％) 

2015 年 愛知県 460,483 5.1 14.7 神奈川県 174,772 △1.4 5.6 

2016 年 愛知県 449,090 △2.5 14.9 神奈川県 162,882 △6.8 5.4 

2017 年 愛知県 469,681 4.6 14.7 神奈川県 179,564 10.2 5.6 

2018 年 愛知県 487,220 3.7 14.7 神奈川県 184,431 2.7 5.6 

2019 年 愛知県 479,244 △1.6 14.9 神奈川県 177,461 △3.8 5.5 

  資料：2015 年 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」、2016,2017,2018,2019 年 経済産業省「工業統計表」 

 

● 産業別県内総生産（図） 

 

 

 

 
 
 

 

※ サービス業は「宿泊・飲食サービス業」、「専門・科学技術、業務支援サービス業」、「その他のサービス」を合わせたもの。 

 

資料：県統計課「2018 年度あいちの県民経済計算」、内閣府「2019 年度国民経済計算年次推計」 

２ 愛知県が「モノづくり県」と言われるのはなぜですか。 

製造品出荷額等 43年連続第１位。伝統産業から次世代産業までモノづくりが盛んです。 



本県の製造業は、 製造品出荷額等（ 2019 年） が約 48 兆円と なり 、 43 年連続日

本一の座を誇り 、 わが国の製造業を牽引する重要な役割を担っています。 こ の記

録の背景には、 当地域の製造業の真摯で地道な「 モノ づく り 」 の力があり ます。  

一方で、 モノ づく り の競争力を構成する要因と し て、 今やブランド の力は無視

できません。 ブランド は、 企業価値を創造する重要な経営資源であり 、 特色ある

モノ づく り 自体にブランド 価値を見出し 、 無形の資産と し て評価するこ と は、 愛

知のモノ づく り 競争力を高める上で重要な戦略です。  

資料： 経済産業省「 2020 年工業統計調査（ 確報） 」  

県では、県内製造業の実力を広く アピールするため、 

①理念、 経営ト ップのリーダーシップ 

②人の活性化 

③業務プロセスの効率化、 革新 

④コア・ コンピタンス（ 独自の強み）  

⑤顧客との関連性の質、 深度を高める顧客価値構築 

⑥社会、 環境への配慮 

の6 つの観点からみた県内の優れたモノづく り企業を

「 愛知ブランド企業」 として、 2021年7月末日現在で

400社を認定しております。  

また、 パンフレッ ト の作成・ 配布、 愛知ブランド

Webページによる紹介、各種展示会でのＰＲ活動など、

国内外へ広く 情報発信しています。  

愛知ブランド Webページには、2020年度は3600万を

超えるアクセスがあり、マスメディ アからも優良企業群

として、 注目されています。  

ご存知ですか？このマーク

「 愛知ブランド企業」 に認定される

と、 このマークが使用できます。  

マークは Aichi の"A"の文字を抽象

化し、海を抱える愛知県の地形をイメ

ージしています。  

また、 コア・ コンピタンス（ 核とな

る競争力） をもとに、 飛翔していく姿

を表現しています。  

愛知ブランド 企業と は

愛知のモノ づく り を世界のブランド に！ 

～愛知ブランド 企業～

愛知のモノ づく り を世界のブランド に

愛知ブランドについて

愛知ブランド企業の紹介等、 愛知ブランドについて、 詳しく はホームページを御覧く ださい。  

■愛知ブランドホームページ https: //www. ai chi -brand. j p/



 

 

 

 

 

 

 

 
 
本県の事業所数(※１)は、一時的には増

加もありましたが、総じて減少傾向にあり、

2016 年調査では 308,985 所(前回比 3.3%減)

となっています。 

 

 

 

 

また、開・廃業率(※2)では、本県の開業

率は 5.0％（前回比 1.5 ポイント減）、廃業

率は 7.4％（前回比 0.7 ポイント増）と、廃

業率の漸増傾向が続いています。(図１) 

 

 

 

● 愛知県内の事業所数、開・廃業率の推移（非一次産業）（図 1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省・経済産業省「事業所・企業統計調査」「経済センサス」を基に県経済産業局作成 

 

 

グ ラ フ で み て み よ う  

３ 事業所数及び開業・廃業の現状はどうなっていますか。 

本県の事業所数は減少傾向にあります。 

※１ 事業所数 

事業所数とは、本社や支店・営業所も含めた、事務所や工場やお店などの企業の数です。事業所が増えれば労働者も

増え、雇用が活性化することから、経済の動きを見ることのできる指標のひとつになっています。 

（所） 

参考：厚生労働省「雇用保険事業年報」による開・廃業率の推移 

（図２ ） 
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※２ 開・廃業率 

開・廃業率は様々な統計から導き出すことができます。 

（図１）では「事業所・企業統計調査」と「経済センサス」

のデータを使用しています。全事業所を対象としたこの統

計は、調査の間隔が長いため、開業後間もない廃業等の把

握には限界があります。 

（図２）では「雇用保険事業年報」のデータを使用してい

ますが、有雇用事業所のみしか把握できません。 

そのため、使用する統計によって数値や傾向に大きな違

いが生じることがあります。 



企業立地のよろず相談所 愛知県産業立地サポートステーションのご案内

愛知県内の工場用地、 立地優遇施策等の立地関連情報の提供や、 工場跡地等の遊休地情報の 

収集・ 発信を行っています。 詳しく は下記ホームページをご覧く ださい。  

■ 産業立地通商課ホームページ： https://www.pref.aichi.jp/r icchitsusho/

モノづく りにおいて世界でも第一級の集

積を誇る愛知県では、 自動車産業等の既存

産業に加え、航空宇宙、環境・ 新エネルギー

など、 次世代を担う産業分野を計画的かつ

戦略的に発展させるための産業立地に取り

組んでいます。  

2020年の県内での工場立地は、件数は60

件で全国第2位（ 前年第1位）、面積は82. 4ha

で全国第4位（ 同第3位）となっています。

（ 図１ ）  

●  県内の立地動向の推移（ 図 1）  

資料： 県産業立地通商課「 工場立地動向調査」

●  全国の立地動向の推移（ 図 2）  

資料： 経済産業省「 工場立地動向調査」  

グ ラ フ で み て み よ う

４  工場立地の現状はどうなっていますか。  

2020年の工場立地件数は、 全国第2位です。
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中小企業白書によると、 2016年、 本県に

は企業が208, 948 社あり、 そのうち中小企

業は208, 310社と、全体の99. 7％を占めて

おり、 82. 4％（ 172, 235 社） が小規模企業

です。 また、 県内企業の雇用者約278 万人

のうち、中小企業の雇用者は約185万人と、

全体の66. 5％を占めており、12. 3％（ 約34

万人） が小規模企業の雇用者と、 雇用の面

でも大きなウェイト を占めています。

（ 表１ ）

● 愛知県内の中小・ 小規模企業の企業数、 常用雇用者数（ 民営、 非一次産業）（ 表 1）

区 分

企業数 常用雇用者数

総 数 総 数中 小 中 小小 規 模 小 規 模

非 一 次 産 業 208, 948 208, 310 172, 235 2, 782, 373 1, 850, 839 342, 238

資料： 中小企業庁「 2020年版中小企業白書 付属統計資料」（「 平成28年経済センサス-活動調査」 再編加工）

● （ 参考） 愛知県内の業種別・ 規模別の事業所数、 従業者数（ 民営、 非一次産業） （ 表 2）

区 分

事業所数 従業者数

総 数 総 数中 小 中 小小 規 模 小 規 模

鉱 業 、 採 石 業 、 砂 利 採 取 業 64 64 63 481 481 455

建 設 業 27, 178 27, 120 25, 220 216, 916 206, 590 124, 339

製 造 業 35, 817 35, 202 29, 134 904, 736 470, 032 158, 822

電気・ ガ ス ・ 熱供給・ 水道業 239 230 134 13, 487 7, 894 870

情 報 通 信 業 3, 400 3, 231 1, 482 78, 194 39, 386 3, 184

運 輸 業 、 郵 便 業 7, 374 7, 272 4, 520 210, 780 186, 995 33, 983

卸 売 業 ・ 小 売 業 77, 110 75, 232 40, 203 737, 389 564, 695 94, 232

金 融 業 、 保 険 業 4, 781 4, 696 3, 600 79, 733 72, 514 26, 639

不 動 産 業 、 物 品 賃 貸 業 18, 160 18, 084 16, 804 80, 032 75, 467 46, 216

学術研究、 専門・ 技術サービス業 13, 714 13, 548 9, 022 114, 408 80, 470 19, 306

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業 40, 412 39, 791 21, 237 340, 741 294, 319 47, 492

生活関連サービ ス 業、 娯楽業 25, 852 25, 611 19, 411 145, 996 129, 949 38, 374

教 育 、 学 習 支 援 業 11, 681 11, 334 7, 706 112, 628 69, 685 13, 137

医 療 、 福 祉 22, 765 22, 274 7, 713 365, 603 254, 101 17, 008

複 合 サ ー ビ ス 事 業 1, 371 1, 319 271 22, 201 11, 281 846

そ の 他 サ ー ビ ス 業 19, 067 18, 217 11, 237 317, 461 158, 545 24, 427

計 308, 985 303, 432 197, 757 3, 740, 786 2, 672, 898 649, 330

資料： 総務省・ 経済産業省「 平成28年経済センサス-活動調査」（ 再編加工）

＜表２ における中小・ 小規模事業所の扱い＞※ 中小企業基本法は「 人以下」 の分類であるが、経済センサスの分類上、「 人未満」 とした。

業種 中 小 小 規 模

鉱業、 採石業、砂利採取業／建設業／製造業／電気・ ガス・ 熱供給・ 水道業／運輸業、

郵便業／金融業、 保険業／不動産業
常用雇用者 300 人未満 20 人未満

情報通信業／物品賃貸業／学術研究、専門・ 技術サービス業／宿泊業／生活関連サービ

ス業、娯楽業／教育、学習支援業／医療、福祉／複合サービス事業／その他サービス業
常用雇用者 100 人未満 5 人未満

卸売業 常用雇用者 100 人未満 5 人未満

小売業、飲食サービス業 常用雇用者 50 人未満 5 人未満

数 字 で み て み よ う

５ 中小・ 小規模企業の企業数や従業者数はどうなっていますか。

県内企業の99. 7％、 常用雇用者の66. 5％を中小企業が占めています。
そのうち、 企業数の82. 4％、 雇用者数の12. 3％が小規模企業です。



 県内企業の 99.7％※ が中小企業であり、 県内の常用雇用者・ 従業者の 66.5％※ が中小企業で働いてい

ます。 つまり、 中小企業は、 県内の経済と雇用を支える主役であると言うことができます。

また、地域に根ざした存在である中小企業は、地域の防犯・ 防災、 環境美化、 祭り・ 伝統文化の保存

などに取り組み、 地域社会に貢献する主体でもあります。

このような中小企業の重要性から、中小企業の振興のための条例を制定する府県や市町が出てきまし

た。

また、 数多く の中小企業が切磋琢磨し、努力と創意工夫を続けていることは、新商品・ 新サービスの

開発や新市場の開拓を通じて、経済活性化の機会を生み出すものと期待され、国においても、改めて中

小企業を重視する動きがあります。

こうしたことを背景に、県では、中小企業の皆様や行政機関だけでなく 、中小企業を取り巻く 多様な

関係者が一体となって中小企業の振興に取り組むことを目指し、2012 年10 月に「 愛知県中小企業振興

基本条例」 を制定しました。

 県内企業の中には、特定分野において、国内外でト ップシェアを誇る中小企業も数多く あります。県

民の皆様も、 身近な中小企業の製品やサービスを、 知らずに利用しているかもしれません。

※ いずれも「 2021 年版中小企業白書」 (中小企業庁)より

がんばる中小企業を応援します！

愛知県中小企業振興基本条例とは？

愛知県中小企業振興基本条例の主な内容

関係者の責務や役割
中小企業の皆さん、中小企業

に関する団体、大企業、金融機
関、大学・研究機関といったそれ
ぞれに役割があること、県民の皆
さんにも理解と協力を期待するこ
とを示しています。 

基本理念： 中小企業振興にあたっての３ つの基本的な考え方

○ ○中小企業の自主的な努力を前提とすること        中小企業の重要性に関する認識の下に取り組むこと
○ 関係者の連携の下に取り組むこと 

県の基本的な施策
県の取り組む基本的な施策

を示しています。 
○ 経営基盤の強化等の促進 
○ 資金供給の円滑化 
○ 人材の育成・確保の支援 
○ 商業集積の活性化 

など

目的： 中小企業の振興を図ることによって、地域社会の発展と県民生活の向上に寄与する。

小規模企業への配慮
施策を講ずるに当たって、小規

模企業に配慮します。 

施策の推進
中小企業振興施策の推進に当た

り、中小企業の声を聞く等により
PDCA サイクルに取り組みます。 

中小企業者の努力

中小企業団体の取組 大学・ 研究機関の協力 県民の理解と協力

大企業等の配慮 金融機関の配慮

県の責務



STATI ON Ai プロジェクト とは？

STATION Ai プロジェクト とは、 スタート アップ中核支援拠点「 STATION Ai」 を中

心として、 国内外のスタート アップ・ エコシステムのネット ワークを融合し、 国際的な

イノ ベーショ ン創出拠点の形成を図るために実施しているスタート アップ支援施策全

般のことを指します。

「 STATION Ai」 は、 2024 年10 月に名古屋市昭和区鶴舞にオープン予定であり、 有

力なスタート アップの創出、 育成、 誘致、 展開、 地元モノづく り企業とのオープンイノ

ベーショ ンを推進します。

「 STATION Ai」 のオープンまでの間は、名古屋駅近く のWeWork グローバルゲート

名古屋内に2020 年1 月に開設した「 PRE-STATION Ai」 において、切れ目なく スター

ト アップ支援を行っていきます。また、「 STATION Ai」 を核として、県内各地域の特性

や強みを生かし、 テーマ・ 分野に特化した STATION Ai パート ナー拠点の設立を促進

し、 ネット ワーク化を図っています。

このほかにも、ビジネスマッチングやビジネスプランの磨き上げ支援などの各種育成

プログラム、 起業支援金の支給、 海外スタート アップ支援機関・ 大学との連携を通じた

支援、 情報発信などのソフト 事業の提供を行うなど、 スタート アップを創出し、 育成す

る取組を進めています。また、「 あいちスタート アップワンスト ップセンター」において、

起業のサポート やスタート アップと既存企業との協業に向けて、統括マネージャーによ

るきめ細かい総合的な支援を推進しています。

さらに、（ 一社）中部経済連合会、名古屋大学、名古屋市、浜松市等と組成した「 Central  

Japan Startup Ecosystem Consorti um」 が国の「 スタート アップ・ エコシステム グロ

ーバル拠点都市」 に認定されたことを活かして、 本地域の強みである圧倒的な産業集積

と融合した世界有数のスタート アップ・ グローバルコミ ュニティ の形成を進めています。

STATI ON Ai を中核とした国内外ネット ワークによる

国際的なイノベーショ ン拠点を形成します！



中小企業組合の数は、全国で32, 663組合、

そのうち県内に所在する組合は1, 487 組合

で全国第5位となっています。（ 図１）  

そのう ち事業協同組合が 91. 4％（ 全国

86. 6％）、 商工組合が4. 3％（ 全国3. 5％）

を占めています。（ 図２ ）  

●  都道府県別中小企業組合数（ 図 1）  
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関係機関へのヒアリング等による愛知県調べ
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●  愛知県内の中小企業組合の種類別構成比（ 図 2）
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グ ラ フ で み て み よ う

６  中小企業の組織化の状況はどうなっていますか。

1, 487の中小企業組合が活動しています。

用語解説： 組織化

中小企業は、一般的に経営規模が小さい、資金調達や情報収集能力が弱いなどの理由で、事業経営上不利な立場

に立たされていることが少なく ありません。そこで、同じような立場にある中小企業者同士が、互いに協力・ 助け

合いながら事業活動を行い、 経営の合理化や取引条件の改善等を図るために組合をつく ることを組織化といいま

す。  

組織化について詳しく は

組織化について詳しく は、 次のホームページを御覧く ださい。  

■中小企業金融課ホームページ： https: //www. pref . ai chi . j p/soshi ki /ki nyu/ 

■愛知県中小企業団体中央会ホームページ： http: //www. ai web. or. j p/



本県の 15 歳以上の人口(2020 年平均)は

656 万 6 千人で、 前年に比べ 1 万 6 千人

(0. 2％)増加しています。  

労働力人口(用語解説)は425万4千人で、

前年に比べ 2 万 7 千人(0. 6％)増加しまし

た。  

男女別にみると、 男性は243 万8 千人、

女性は181万6千人で、 前年に比べ男性は 

1 万6 千人(0. 7％)、 女性は1 万人(0. 6％)

それぞれ増加しました。（ 図１ ）  

労働力人口比率(労働力人口/15歳以上人

口)を年齢階級別にみると、 男性は25 歳か

ら 54 歳までの各層で 95％を超えています

が、女性は25歳から 54歳までの各層で70

～80％台となっています。 (図２)  

●  15 歳以上人口、 労働力人口の推移（ 図 1）  ●  年齢階層別労働力人口比率（ 図 2）  

資料： 県統計課「 あいちの就業状況」（ 2020年平均）

※ 表中の数値は、 四捨五入の関係で、 総数と内訳の合計とは必ずしも一致しません。  
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用語解説： 労働力人口

労働力人口とは、満15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者(就業はしていないが、就職活動をしている失業

者)、つまり、15歳以上で働いている人と働きたい人の合計です。満15歳以上の学生、専業主婦や働く 意思や能力の

ない人などは非労働力人口に分類されます。  

７  労働力人口の現状はどうなっていますか。  

労働力人口は昨年より増加しています。
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本県の2020年平均の完全失業率は2. 5％

で、 前年に比べ 0. 6 ポイント 上昇し、 3 年

ぶりに2％台に上昇しました。（ 図１ ）  

2020年平均の有効求人倍率は1. 21倍で、

前年を 0. 72ポイント 下回り、昨年に引き続

き 2年連続で前年を下回りました。 (図２)

●  年齢別完全失業率の推移（ 愛知）（ 図 1）  

資料： 総務省統計局「 労働力調査」、 県統計課「 あいちの就業状況」

● 年齢別有効求人倍率の推移（ 愛知）（ 図 2）  

資料： 厚生労働省「 一般職業紹介状況」、 愛知労働局「 最近の雇用情勢」
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８  雇用情勢はどうなっていますか。  
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本県の年齢３ 区分別の人口割合をみると、

年少人口割合は 1980 年から低下し続け、

2020年は13. 2％となっています。  

また、 生産年齢人口の割合は 61. 6％と、

前年から横ばいでした。 老年人口割合は

25. 2％と、 前年と比べ0. 2 ポイント 上昇と

なり、 年々 高齢化が進んでいます。（ 図１ ） 

また、2019年の出生数は57, 145人と、前

年に比べ4, 085人(6. 7％)減少し、一人の女

性が生涯に出産する子供の数を示す合計特

殊出生率は1. 54と、前年から横ばいとなり

ました。 第２ 次ベビーブーム（ 1971～1974

年）をピークに、少子化傾向にありますが、

近年においてはほぼ横ばいで推移していま

す。（ 図２）

●  愛知県の年齢 3 区分人口割合の推移（ ％）（ 図 1）  

  資料：県統計課「 あいちの人口」 

●  愛知県内の出生数・ 合計特殊出生率の推移（ 図 2）  

資料： 厚生労働省「 人口動態調査」  

グ ラ フ で み て み よ う

愛知県においても少子高齢化の傾向にあります。

９  少子高齢化の現状はどうなっていますか。  

年少人口 生産年齢人口 老年人口

(0～14 歳) (15～64 歳) (65 歳以上)

（ ％）（ 人）



新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者

への支援について

本県では、 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、 中小企業者向けの支援

策として、当面の事業継続や雇用維持を支援する「 緊急支援」、将来の感染リスクや「 新し

い生活様式」 に対応できる「 強靭な経済構造の構築」、感染収束後を見据え、経済活動を安

定的な成長軌道に戻すための「 反転攻勢に向けた需要喚起」 の3つの視点から、 以下のと

おり取り組んでいます。  

今後も、 感染状況を注視しつつ、 適時適切に対応してまいります。  

緊
急
支
援

・ 経済環境適応資金（【 セーフティ ネット 】、【 経営あんしん】、【 大規模危機

対応】、【 経営改善等支援】） など、 県の融資制度の拡充 

・ 県の休業要請及び営業時間短縮要請に協力した事業者に対する「 愛知県感

染防止対策協力金」 の交付 

・ 緊急事態措置等による休業要請・ 営業時間短縮要請や、 不要不急の外出・

移動の自粛の影響に伴い、売上が減少した中小企業者に対する「 愛知県中

小企業者等応援金」 の交付 

・ 中小企業支援制度の利用料の減免                等 

強
靭
な
経
済
構
造
の
構
築

・ 中小企業等が取り組む、新型コロナウイルス感染症の社会経済への影響に

対応するための新サービス・ 新製品（ 商品） の開発及び販路拡大を支援す

る「 愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助

金」 の実施 

・「 商業振興事業費補助金」 における商店街等団体が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の取組みを支援する補助メニュー

の創設 

・ 新型コロナウイルス感染症の感染防止に資する新商品開発を行う事業者及

び、 感染拡大の影響を受けた事業者に対し、「 あいち中小企業応援ファン

ド」 の助成率の引き上げ 

・ 2020年度に策定した「 新型コロナウイルス感染症対策 あいちＢＣＰモデ

ル」 を活用した中小・ 小規模企業に対する普及・ 啓発セミ ナーを開催 等

反
転
攻
勢
に

向
け
た
需
要
喚
起

・「 げんき商店街推進事業費補助金」 における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の拡充 

・ 県民に対して県内旅行を呼びかける「 Ｌ ＯＶＥあいちキャンペーン」 の一

環として、「 安全・ 安心宣言施設」 の登録を行い、 ＰＲステッカー・ ポス

ターを掲示している施設のみを扱った旅行商品に対する「 愛知県観光消費

喚起事業費補助金」 の交付                                等 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者を支援しています。

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者向けの支援策一覧

新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む 

「 安全・ 安心宣言施設」 ＰＲステッカー・ ポスター 

県の飲食店に対する第三者認証制度

「 ニューあいちスタンダード」  

（「 あいスタ」）  の認証ステッカー 



新型コロナウイルス感染症に係る労働施策

新型コロナウイルス感染症の影響による

雇用情勢を注視し、 離職を余儀なく された

方などの就職支援に的確に対応し、 雇用の

維持･確保に取り組むことが重要です。愛知

県ではこれまで、ウインクあいち17階の「 あ

いち労働総合支援フロア」における、労働者

や使用者に対する労働相談体制の充実や雇

用調整助成金等各種助成制度の活用の促進

など、 企業の雇用維持に向けた取組を進め

てきました。  

2021 年６ 月には、 県内企業約 1 万社に対

して、昨年度以来数次にわたり、雇用継続の

ための各種助成制度や国が推し進めている

「 新しい生活様式」にあるテレワーク導入に

向けた支援策を紹介するとともに、求人の確

保を働きかけました。  

また、ハロ－ワークや関係市町と連携して

地域別就職面接会を開催し、離職者の身近な

地域で再就職を支援しています。  

加えて、在籍型出向等による労働者の雇用

維持を推進するため、「 愛知県『 失業なき労

働移動』プラット フォーム」を愛知労働局と

共同で設置しました。

さらに、事業主、労働者及び離職者の、コ

ロナ禍における労務管理や各種助成金の活

用方法、職場のト ラブル、仕事探し、メンタ

ルヘルスなど、 様々 な労働問題について専

門家（ 社会保険労務士、公認心理師・ 臨床心

理士等） による個別相談会（ 県内４ 地域54

回） を開催しています。  

  今後とも、 愛知労働局始め関係機関と緊

密に連携しながら、雇用の維持･確保対策の

充実を図り、 県民生活の安定に取り組んで

まいります。  

コロナ禍における雇用の維持・ 確保

【 あいち労働総合支援フロア】

【 地域別就職面接会】

【 労働問題個別相談会】



産  業 



本県の2019年の製造品出荷額等は、47兆

9, 244億円で、前年に比べ7, 976億円（ 1. 6％）

減少しましたが、43年連続して全国第1位

となっています。 この金額は全国の製造品

出荷額等のうちの 14. 9％(前年 14. 7％)を

占めています。 (図１､３ ）  

2019年の業種別の割合を見ると、輸送機

械が55. 6％（ 26兆6, 634億円）と最も高く 、

電気機械5. 8％（ 2兆7, 744億円）、鉄鋼5. 0％

（ 2兆3, 921億円）、生産用機械4. 8％（ 2兆

3, 060億円）、の順となっています。（ 図２）

●  全国の製造品出荷額等（ 図 1）  

資料： 経済産業省「 2020年工業統計調査結果(確報)」

●  愛知県の製造品出荷額等の業種別割合（ 図 2）

資料： 経済産業省「 2020年工業統計調査結果(確報)」  

● 愛知県の製造品出荷額等の推移（ 図 3）  

資料： 経済産業省「 2020年工業統計調査結果(確報)」
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グ ラ フ で み て み よ う

１ ０ 製造業の現状はどうなっていますか。  

製造品出荷額等が43年連続全国第1位となっています。

(億円)



本県は、 全国の自動車産業の製造品出荷

額等（ 2019年） 60兆154億円のうち、25兆

5, 719 億円と 42. 6％のシェアを占めており、

第１位となっています。（ 図１ ）  

また、 普通乗用車の出荷台数（ 2019 年）

は、210万台と全国の約39％を占めており、

自動車産業は本県のモノづく りを牽引する

基幹産業となっています。（ 図２）  

今後は、燃料電池自動車（ FCV）、電気自動

車（ EV）、プラグインハイブリッド車（ PHV）

などの次世代自動車の普及が進むと考えら

れます（ 図３ ）。本県が、自動車産業全体の

イノ ベーショ ンを加速させていく ため、

2021年策定の「 あいち自動車産業アクショ

ンプラン 2021-2025」に基づき、技術力や経

営力の強化支援などを図っています。

● 自動車産業の製造品出荷額等及びシェア（ 図 1）  

● 普通乗用車の出荷台数（ 図 2）  

資料： 経済産業省「 工業統計表（ 品目編）」、      

総務省・ 経済産業省「 経済センサス-活動調査」

●  愛知県における電気自動車・  

プラグインハイブリッド車の普及状況（ 図 3）  

グ ラ フ で み て み よ う
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１ １  自動車産業の状況はどうなっていますか。  

製造品出荷額等の全国シェアは42. 6％と、 全国１位の集積となっています。

(万台) 

資料：「 2020年度 愛知県EV・ PHVタウン事業 実施報告書」

※ 印の数値は年末時点、 その他の数値は年度末時点の数値。

※

※

資料： 経済産業省「 工業統計表（ 細分類）」 総務省・ 経済産業省「 経済センサス-活動調査」



自動運転技術は、高齢者などの交通不便者や、中山間地域、離島などの交通不便地域

に対応する新たなサービスの創出、交通事故を始めとする様々 な交通課題の解決に寄与

することが期待されています。  

愛知県は、 2015 年 8 月、 国家戦略特区（ 近未来技術実証特区） の地域指定を受け、

無人自動運転車両を活用した新たなサービスの創出などを目指し、「 自動走行実証プロ

ジェクト 」 を推進しています。  

将来の自動運転サービスの実現を目指し、 全国に先駆けて 2016 年度から自動運転の

実証実験を積み重ねてきました。 2019 年度からは、 遠隔監視等の自動走行の技術に加

え、高精度衛星測位技術、ＡＲ（ 拡張現実） 、顔認証システム等を掛け合わせ、自動運

転によるビジネスモデルの構築を進めてきました。  

2021 年度はこれまでの取組を更に進めるため、 早朝・ 深夜の運行、 交通事業者によ

る２か月半程度の運行など、交通事業者等が再現可能なビジネスモデルの構築を目指し

た実証実験を実施します。 実証地域としては、 「 ショ ーケース」 の中部国際空港島(常

滑市)、 「 集客施設」 のモリコロパーク(長久手市)、 「 都心」 の鶴舞周辺(名古屋市)で

実施する予定です。  

こうした実証実験の取組と併せて、 2017年10月に、 自動運転に取り組む企業・ 大学

と市町村等との連携組織として「 あいち自動運転推進コンソーシアム」 を立ち上げ、メ

ンバー相互のマッチング等を通じ、県内各所での実証実験や新事業・ 新ビジネス創出に

向けた取組を推進しています。  

 今後も自動運転の実証実験等を積み重ねていく ことで、県民の社会的受容性の醸成を

図るとともに、企業、大学、市町村等とともにオールあいちでの自動運転社会の実装を

目指してまいります。  

2021 年2 月

モリコロパークでの

実証実験の様子

自動車産業の更なる発展を目指し て 

2020 年10 月

中部国際空港島での

実証実験の様子

自動運転社会の実現に向けた挑戦

＜お問合せ先＞ 
愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室 
デジタル技術活用促進グループ 

  電話： 052-954-7495 FAX： 052-954-6943 

2020 年12 月

西尾市内での

実証実験の様子



自動車諸税の抜本的な見直し

 広範な関連産業を持ち、 我が国の経済や雇用を支えている自動車産業が、 引き続き、 国

内で雇用を確保し、 地域経済をけん引していく ためには、 国内需要の喚起に向けた自動車

ユーザーの負担軽減措置として、 自動車諸税の抜本的な見直しが必要です。

そのため愛知県では、 2011 年以降、 知事の呼びかけのもと、 政府・ 与党に働きかけを行

っており、 2018 年11 月には、 10 県知事２ 市長の連名で緊急声明を取りまとめました。 そ

の結果、制度が創設された1950年以来初めて、自動車税が恒久減税となったことをはじめ、

環境性能割の税率を 1 年間軽減するなど、 消費税率引上げ時の反動減対策にも繋げること

ができました。  

 しかしながら、 依然として自動車ユーザーの負担が大きい事に加え、 我が国の自動車産

業がCASEやMaaSと呼ばれる 100年に一度の大変革期にある事や、2050年カーボンニュー

ト ラル社会への対応が急務になっている事などから、引き続き、抜本的な見直しについて、

政府・ 与党に働きかけていきます。  

＜車に関わる税金の種類＞ 

 車に関わる税金としては、 取得時にかかる消費税・ 環境性能割、 保有時にかかる自動車

重量税・ 自動車税・ 軽自動車税・ ガソリン税・ 軽油引取税などがあります。  

＜2019年10月の変更点＞ 

税   目 変更前 変更後 

取得段階

消費税 ８ ％ 10％ 

自動車取得税
登録車３％ 

軽自動車２％ 
廃止 

環境性能割 － 
登録車０ ～３ ％ 軽自動車０ ～２％

▲（ 2020年９ 月までは １ ％分軽減）

保有段階

自動車重量税 車検時毎に車体重量に応じて課税 

自動車税 毎年４月１日現在の持ち主に定額で課税 

2019年10月以降に購入する新車より毎年恒久減税 軽自動車税

※ 「 自動車取得税」、「 自動車重量税」 にはエコカー減税が、「 自動車税」「 軽自動車税」 にはグリーン化特
例が適用されます。  

 ※ 2021 年4月以降、 燃費基準の見直し等が実施されています。  

自動車諸税について 



県では、技術波及効果が高く 、今後の成長

が期待される航空宇宙産業について、 国の

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」 の指定(2011 年12

月)を受けるなど、重点的に振興を図ってい

ます。  

本県には、国産ジェット 旅客機の設計・ 開

発の拠点を始めとして、 国際共同開発プロ

ジェクト によるボーイング機や国産ロケッ

ト の生産を行う重工メーカー、 航空機部品

メーカー、 炭素繊維複合材料等の素材メー

カーなどが集積しています。  

2019 年の中部５ 県（ 愛知、 岐阜、 三重、

富山、石川）の航空機・ 部品生産額の全国シ

ェアは 48. 3％と高い水準になっています。

（ 図）  

また、本県には、研究面においても、国立

研究開発法人宇宙航空研究開発機構(Ｊ Ａ

Ｘ Ａ)名古屋空港飛行研究拠点や、航空宇宙

工学の学科が設置されている名古屋大学や

中部大学を始めとして、 航空宇宙分野での

研究開発を担う大学・ 研究機関が集積して

います。

● 航空機・ 部品の生産額及び中部 5 県の全国シェア（ 図）  

資料： 経済産業省「 生産動態統計年報」、 中部経済産業局「 管内生産動態統計年報」

グ ラ フ で み て み よ う

１ ２ 航空宇宙産業の状況はどうなっていますか。  

航空機・ 部品の生産額で高い全国シェアを占めています。

愛知県の航空宇宙産業振興の主な取組（ 2021年度）

○  愛知県、 名古屋市始め地域の行政、 支援機関及び大学で構成する「 あいち・ なごやエア 

ロスペースコンソーシアム」 による支援 

  国内外における販路開拓支援       航空宇宙産業高度人材育成支援 

  航空宇宙産業マッチング支援       航空宇宙産業製造人材育成支援 

  航空機固有の認証の取得・ 運用支援    専門家派遣による経営改善等の支援 

  高校生向けインターンシップの実施    講演会や宇宙産業に関するセミ ナー等の開催 

○  ○  愛知県航空宇宙産業ネット ワークの運営 Ｊ ＡＸ Ａとの産学行政連携事業の推進 

○  愛知県飛行研究センターの管理・ 運営 
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工場で利用される産業用ロボット を中心

とする全国のロボット 製造業の製造品出荷

額等(2019 年)は、 9, 662 億円となっていま

す。 そのうち、 本県は1, 706 億円と全体の

17. 7％を占め、全国２位となっております。

また、事業所数は全国最多の59で、本県は

日本有数のロボット 産業集積地です。（ 図） 

最近は、少子高齢化の進展を背景に、様々

な場面で、 人の生活や作業等を支援するロ

ボット に対する社会のニーズ・ 関心が高ま

っています。  

このため、県内の企業や大学においては、

高度なモノづく り技術を活かし、 介護支援

ロボット や移動支援ロボット 等の研究が盛

んに行われています。  

 そうした中、2021年には、「 ロボカップア

ジアパシフィ ック 2021あいち」 と「 ワール

ドロボット サミ ット 2020」 という２つのロ

ボット 国際大会が、 愛知県国際展示場で開

催されます。  

 県では、 ロボット の研究開発や実用化を

支援し、 成果の普及やロボット の利用促進

に努め、 愛知を世界に誇れるロボット 産業

の拠点として発展させていきます。  

グ ラ フ で み て み よ う

１ ３ ロボット 産業の状況はどうなっていますか。  

国内有数のロボット 産業の集積地です。
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製造品出荷額等
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17.7%
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⾧野県, 4.3%
その他, 

14.9％

シェア

（ 億円）

資料:2020 年 経済産業省｢工業統計表｣



ロボカッ プは、 ロボッ ト 工学と 人工知能が融合する自律型ロボッ ト の研究の深

化及び人材育成を目的と する、 学生を中心と し たロボッ ト サッ カー等の競技会で

す。 2017 年の名古屋大会では、 42 の国・ 地域、 2, 532 人の参加者、 約 13 万人の来

場者があり 、 大いに盛り 上がり まし た。  

アジアパシフ ィ ッ ク大会は、 ロボカッ プの競技参加者の裾野を広げるこ と を目

的に、 アジア太平洋地域を中心と する大会と し て位置づけられており 、 2017 年か

ら開催さ れています。  

ワールド ロボッ ト サミ ッ ト は、 人間と ロボッ ト が共生し 協働する社会の実現を

念頭に、世界のロボッ ト の叡智を集めて開催する競演会です。ロボッ ト の技術やア

イディ アを競う 競技会と 、 ロボッ ト 活用の現在と 未来の姿を発信する展示会と で

構成さ れています。  

○ 開催日程 

 ロボカッ プアジアパシフィ ッ ク 2021 あいち： 2021 年 11 月 25 日( 木) ～29 日( 月)  

 ワールド ロボッ ト サミ ッ ト 2020 愛知大会： 2021 年 9 月 9 日（ 木） ～12 日（ 日）  

どんな競技種目があるの？

2021 年に愛知県国際展示場で開催さ れるロボッ ト の国際大会です

ロボカッ プアジアパシフィ ッ ク大会、  

ワールド ロボッ ト サミ ッ ト と は。

サッカー

• ロボカップで初回から行われている自律移動ロボットを

使ったサッカー競技

レスキュー

• 災害現場を想定した救助ロボットの競技及びシミュレ

ーション競技

＠ホーム

• キッチンやリビングでのロボットの利用を想定し、人に指

示されたタスクを競う競技

インダストリアル

• 移動可能な産業用ロボットによる、物流や倉庫管理シ

ステムを題材とした競技

ジュニア

• 19歳以下の子供たちが参加。サッカーやレスキュー、オ

ンステージなどを実施

RCAPチャレンジ

• ロボカップ世界大会にはないアジアパシフィック大会独

自の競技

ロボカップアジアパシフィック大会 

ものづくり

• ベルトで駆動する機械部品の組み立て等の正確性・スピ

ード等を競う。

サービス

• 家庭内における部屋の片づけ等や、コンビニ店舗におけ

る各種作業の正確性・スピード等を競う。

インフラ・災害救助

• プラントにおける日常点検や異常検知等や、トンネル内

での災害環境下における障害物の走破、車両内検査

等の正確性・スピード等を競う。

ジュニア

• 19歳以下のチームが、学校環境におけるロボットの活用

法の提案とそのデモンストレーションを行ったり、家庭内に

おける物の移動等の各種作業を行う。

ワールドロボットサミット 

© RoboCup Federation 



健康長寿産業は、 少子高齢化に伴う諸問

題の解決に貢献しつつ、 医療や健康サービ

ス分野における大きな需要を取り込むこと

によって、 持続的な経済成長をけん引する

内需型産業として期待されています。  

本県の2019年の医薬品生産額は4, 432億

円で全国8 位、 医療機器生産額は925 億円

で全国第9 位となっています。（ 図１ 、 ２） 

県では、 当地の高度なモノづく り技術を

有効に活用することができる医療機器や福

祉用具の分野に対し、 新規参入や研究開発

の支援に重点を置き、 健康長寿産業の振興

に取り組んでいます。

● 医薬品の都道府県別生産額(図 1)

（ 10億円）

● 医療機器の都道府県別生産額(図 2)

（ 10億円）
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グ ラ フ で み て み よ う

１ ４ 健康長寿産業の状況はどうなっていますか。  

925 億円 

国内シェア

3.6％

医薬品生産額は全国8位、 医療機器生産額は全国第9位となっています。

4,432 億円 

国内シェア

4.7％ 

資料： 厚生労働省「 令和元年薬事工業生産動態統計年報｣



本県の地場産業(食料品(飲料・ 飼料を含

む)、繊維工業、木材・ 同製品、家具装備品、

紙・ 同製品、プラスチック製品、皮革・ 同製

品、 窯業・ 土石製品、 鉄鋼業、 その他の10

業種(用語解説))が県内製造業に占める割

合（ 2019 年)を見ると、 製造品出荷額等は

17. 8％(8兆5, 263億円)、事業所数は40. 4％

(6, 086事業所)（ 図１）、従業者数は27. 6％

(23万4, 289人)となっています。  

製造品出荷額等の全国シェアを見ると、

繊維工業、プラスチック製品、窯業・ 土石製

品、 鉄鋼業の4 業種が全国１位、 家具装備

品は全国2 位、 皮革・ 同製品、 その他の製

品は全国３ 位、食料品、紙・ 同製品は全国４

位、 木材・ 同製品は全国5 位です。（ 図２ ） 

● 地場産業の対県内製造業シェア（ 図 1）  

（製造品出荷額等構成比） （事業所数構成比）

資料： 経済産業省「 2020年工業統計調査（ 確報）」  

● ※地場産業の製造品出荷額等 全国シェア（ は全国第 1 位のもの）（ 図 2）  

資料： 経済産業省「 2020年工業統計調査（ 確報）」
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グ ラ フ で み て み よ う

１ ５ 地場産業の状況はどうなっていますか。  

モノづく り愛知を支える地場産業の製造品出荷額等は県内製造業の約18％となって
います。

用語解説： 地場産業

地場産業の概念としては、「 地元資本をベースとする中小企業が一定の地域（ 概ね県）」 に集積しつつ、地域

内に産出する物産等を主原料として、又は蓄積された経営資源（ 技術、労働力、資本等） を活用して他地域か

ら原材料を移入し、これらを加工し、その製品の販路として、地域内需要のみならず地域外需要をも指向する

産業と位置づけられています。  



本県の陶磁器産業は長い歴史を持ち、 飲

食器・ 電気用陶磁器中心の瀬戸地域、 タイ

ル・ 衛生陶器中心の常滑地域、 陶器瓦中心

の碧南・ 高浜地域と、 それぞれの地域が特

徴的な産地を形成するとともに、 全国有数

の総合的な産地となっています。  

2018年の陶磁器産業の製造品出荷額等は

2, 472億円で、2017年と比べて16％増とな

っています。主な製品は、理化学用・ 工業用

陶磁器1, 306億円、電気用陶磁器316億円、

粘土かわら 226 億円、 衛生陶器424 億円、

陶磁器製タイル 94 億円となっています。

（ 図）

● 愛知県内陶磁器出荷額の推移（ 図）

資料： 経済産業省「 工業統計調査」    
                       総務省・ 経済産業省「 経済センサス-活動調査」  

グ ラ フ で み て み よ う

１ ６ 陶磁器産業の状況はどうなっていますか。  

粘土かわら、衛生陶器、理化学用・ 工業用陶磁器の出荷額は全国第１位です。
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本県の繊維産業の特徴は、紡績、織物など

のテキスタイル産業から、 紳士服、 婦人子

供服などのアパレル産業、 また、 カーテン

などのインテリア産業や、 漁網、 綱などの

産業資材まで多種多様な繊維関連産業が集

積しています。  

産地としては毛織物を中心とする尾州産

地、 綿・ スフ織物を中心とする知多産地、

綿・ スフ織物及び漁網や綱の生産が盛んな

三河産地があります。  

2019年の愛知県の繊維工業の製造品出荷

額等は3, 528 億円、 全国で第１ 位となって

います。（ 図）  

また、 繊維工業の中で高い全国シェアを

占める品目も数多く 、 中でも毛織物機械染

色整理業、 その他の紡績業、 その他の織物

業及び整毛業では半数以上のシェアとなっ

ています。（ 表）  

● 全国の繊維産業製造品出荷額等及びシェア（ 図）  

資料： 経済産業省 

「 2020年工業統計調査（ 確報） 」   

● 愛知県が高いシェアを占める品目（ 表）  

品目 全国シェア

毛織物機械染色整理業 85. 5%

その他の紡績業 69. 6%

その他の織物業 64. 0%

整毛業 61. 6%

毛織物業 44. 2%

綱製造業 43. 1%

毛紡績業 24. 2%

織物手加工染色整理業 20. 3%

他に分類されない繊維製品製造

業 
17. 2%

漁網製造業 16. 5%

資料： 経済産業省 

「 2020年工業統計調査(確報)(愛知県集計分)」  
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9.6% 大阪府

2,812億円
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2,306億円

6.2%

滋賀県

2,223億円

6.0%

その他

23,755億円

64.3%

グ ラ フ で み て み よ う

１ ７ 繊維産業の状況はどうなっていますか。  

繊維産業の製造品出荷額等は全国第１位となっています。

全国 

3兆6, 941億円



2019 年の本県の食品製造業(食料品製造

業、飲料･たばこ･飼料製造業)は、製造品出

荷額等が2兆1, 556 億3 千万円(図１)、 事

業所数1, 227事業所、従業員数67, 533人と

なっています。  

全国と比較すると、 製造品出荷額等で北

海道、 埼玉県、 静岡県に次いで全国第４ 位

となっています。 (図２ )

● 愛知県内の食品産業製造出荷額等の状況（ 図 1）  

資料： 経済産業省「 工業統計調査」、 総務省・ 経済産業省「 経済センサス-活動調査」  

● 全国の食品産業製造品出荷額等（ 図 2）  

資料： 経済産業省「 2020年工業統計調査（ 確報）」  
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グ ラ フ で み て み よ う

１ ８ 食品製造業の状況はどうなっていますか。  

食品製造業の製造品出荷額等は全国第4位となっています。

本県の主要食料品製造品は何がある？ 

生菓子、パン、めん類、ソースなどの生産品目に

おいて全国有数の出荷量を誇っています。中でも和

洋生菓子製造は古く から生産が行われていること

もあり、 全国出荷額の9. 9％を占め、 全国第１位と

なっています。  

資料： 経済産業省「 2019年工業統計調査（ 品

目別統計表）」  

ト ピ ッ ク ス



我が国に古く から 伝わる工芸品のう ち、 「 伝統的工芸品産業の振興に関する法
律」 の規定により 、 次の５ つの要件を満たすものを、 伝統的工芸品と し て経済産
業大臣が指定し 、 国や地方自治体等が協力し てその振興を支援し ています。  

指定要件 
① 主と し て日常生活に使用さ れるものであるこ と 。  
② 主要な製造工程が手工業的であるこ と 。  
③ 製造技術･技法が 100 年以上の歴史を有すること 。  
④ 主たる原材料も 100 年以上継続し て使用さ れてきたこと 。  
⑤ 産地に一定数以上の企業数･従事者数があること 。（ 原則 10 企業以上又は 30

人以上の従事者数）  

現在、 全国で 236 品目が、 「 伝統的工芸品」 と

して国の指定を受けていますが、 本県では、 ｢有

松・ 鳴海絞｣、 ｢常滑焼｣、 ｢名古屋仏壇｣、 「 三河仏

壇」 、 ｢豊橋筆｣、 ｢赤津焼｣、 ｢岡崎石工品｣、 ｢名古

屋桐箪笥｣、｢名古屋友禅｣、｢名古屋黒紋付染｣、｢尾

張七宝｣、 ｢瀬戸染付焼｣、 「 尾張仏具」 、 「 三州鬼

瓦工芸品」 、 「 名古屋節句飾」 の15品目が指定さ

れており、 指定品目数は全国第５ 位です。  

伝統的工芸品産業は、 生活様式の変化や、 海外

からの安価な類似・ 競合品の流入などによって厳

しい状況にあり、 また、 後継者の確保も大きな課

題となっています。  

県では、 産地企業による販路開拓に向けた取組

に対する支援を始め、 各種イベント 、「 パンフレ

ット「 あいちの伝統的工芸品」 の作成・ 配布など

により、 本県の伝統的工芸品の需要拡大・ 普及啓

発に取り組んでいます。  
また、 2021年11月27日（ 土） から 29日（ 月） 

に愛知県国際展示場でKOUGEI  EXPO I N AI CHI が開催されます。 県内はもとより全国の伝統
的工芸品を一堂に集めて展示販売や職人技の実演、 体験教室といった様々 な催しを行います。

ご存知ですか？このマーク

このマークは、伝統の「伝」の字と日本の

心を表す赤丸を組み合わせたものです。

消費者が 伝統的工芸品を安心し て購

入できるよう、 経済産業大臣が指定した

技術･技法、 原材料で製作され、 産地検

査に合格し た製品には、 これを証するも

のとして伝統マーク（ 個別商品に貼付す

る場合は「 伝統証紙」 といいます） を表

示しています。  

伝統的工芸品について

愛知県の伝統的工芸品について詳しく は、 愛知県経済産業局産業部産業振興課ホームページを御覧く ださい。  

■ 産業振興課ホームページ： https: //www. pref . ai chi . j p/soshi ki /sangyoshi nko/ 

■ ＫＯＵＧＥＩ  ＥＸ ＰＯ Ｉ Ｎ ＡＩ ＣＨＩ ホームページ： https: //kougei -expo. com/ 

全国236 品目中 15 品目が登録さ れている、 愛知の伝統的工芸品

愛知県が誇る伝統的工芸品 

伝統的工芸品って？



2016 年の県内の商業（ 卸売業、 小売業）

事業所数は77, 110店、従業者数は737, 389

人で、 前回の調査（ 2012 年） と比べると、

事業所数は2. 9％減少し、従業者数は2. 4％

増加しています。（ 表１ ）  

都道府県別でみると、 事業所数は 5. 7％

（ 全国 1, 355, 060 店）、 従業者数は 6. 2％

（ 全国11, 843, 869人） を占めており、事業

所数、従業者数ともに全国第３ 位です。（ 図

１ 、 ２ ）

● 愛知県内の商業の事業所数、 従業者数（ 表 1）  

区   分 2012 年 2016 年 増減数 増減率(％) 

事業所数（店） 79, 439 77, 110 ▲ 2, 329 ▲ 2. 9％

従業者数（人） 719, 814 737, 389 17, 575 2. 4％

●  2016 年都道府県別事業所数（ 図 1）  

● 2016 年都道府県別従業者数（ 図２ ）  

資料： 総務省・ 経済産業省「 平成24年経済センサス-活動調査」、「 平成28年経済センサス-活動調査」  

150,728 

99,597 

77,110 66,274 59,520 56,851 56,213 54,143 47,017 43,072 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

東京都 大阪府 愛知県 神奈川県 福岡県 埼玉県 北海道 兵庫県 千葉県 静岡県

1,983,374 

1,002,387 
737,389 678,039 

543,203 489,701 472,228 449,366 443,104 
320,648 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

東京都 大阪府 愛知県 神奈川県 埼玉県 福岡県 北海道 兵庫県 千葉県 静岡県

グ ラ フ で み て み よ う

（ 店）

愛知県

（ 人）

１ ９ 商業の現状はどうなっていますか。  

愛知県

事業所数、 従業者数はどちらも全国で第３位です。



商店街へのアンケート 調査（ 2019年7月

実施、 回答数325 団体） によると、 商店街

が抱える問題として「 後継者のいない個店

が多く 高齢化が進んでいる」が54. 2％（ 176

団体） となっており、 次いで「 店舗の老朽

化、陳腐化」、「 魅力のある店舗が少ない」等

と続いております。（ 図1）  

また、 新型コロナ拡大後に行ったアンケ

ート 調査（ 2021年1月実施、 回答数299団       

体）では、新型コロナの影響により、約9割

の商店街において来客数が減少しているほ

か（ 図2）、 7 割近く の商店街でイベント の

中止・ 延期を余儀なく されております。（ 図

3）  

そうした中、新型コロナ対策として、衛生

設備・ 備品の導入や新たにテイクアウト や

ネット 販売等の事業を実施する商店街個店

もあり、 新しい生活様式に対応した商店街

づく りに取り組んでいます。（ 図４ ）

● 商店街が抱える問題（ 上位 3 つ）（ 図 1）  ● 新型コロナの影響による来客数の変化（ 図 2）  

● 新型コロナによるイベントの中止・ 延期（ 図 3） ● 新型コロナ対策として商店街個店が実施した主

な取組（ 図 4）  

グ ラ フ で み て み よ う

愛知県では、 2021年3月に策定した「 あいち商店街活性
化プラン 2021」 に基づき、 持続可能な活力ある商店街の創
出を目指した取組を進めていきます。   
ホームページ
https: //www. pref . ai chi . j p/soshi ki /shogyo/shi dou0303. html  

ト ピ ッ ク ス資料： 県「 商店街実態調査報告書(2020年3月)」、  

  「 商店街の現況に関するアンケート （ 新型コロナウ

イルス感染症の影響について）（ 2021年1月）」  

２ ０  商店街の現状はどうなっていますか。  

全体として来訪者は減少しており様々 な課題を抱えていますが、 新たな取組
も行っています。
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2016年の県内のサービス業の事業所数は

134, 862 店、 従業者数は 1, 419, 038 人で、

2012 年に比べ、 事業所数は1. 4％増加、 従

業者数は8. 2％増加しています。  

（ 表１ ）  

 主なサービス業の事業所数をみると「 宿

泊業、 飲食サービス業」 (構成比 30. 0％)、

「 生活関連サービス業、娯楽業」(同19. 2％)

の2業種で約半数を占めています。  

 従業者数では「 医療、福祉」(同25. 8％)、

「 宿泊業、飲食サービス業」 (同24. 0％)が

多く なっています。（ 表２）

● 県内のサービス業の事業所数及び従業者数の増減数、 増減率（ 表 1）  

区   分 2012年 2016年 増減数 (増減率 ％) 

事
業
所
数（
店）

全産業 316, 912 309, 867 △ 7, 045( △ 2 . 2 )

（構成比 ％） (100. 0) (100. 0)

 うちサービス業 133, 012 134, 862 1, 850(1. 4)

（構成比 ％） (42. 0) (43. 5)

従
業
者
数（
人）

全産業 3, 637, 298 3, 749, 904 112, 606(3. 1)

（構成比 ％） (100. 0) (100. 0)

 うちサービス業 1, 311, 740 1, 419, 038 107, 298(8. 2)

（構成比 ％） (36. 1) (37. 8)

● 主なサービス業の事業所数、 従業者数及び構成比（ 表 2）  

産業大分類 事業所数(店) 構成比 従業者数(人) 構成比 

［サービス業］ 134, 862 100. 0% 1, 419, 038 100. 0%

学術研究、専門･技術サービス業 13, 714 10. 2% 114, 408 8. 1%

 宿泊業、飲食サービス業 40, 412 30. 0% 340, 741 24. 0%

 生活関連サービス業、娯楽業 25, 852 19. 2% 145, 996 10. 3%

 教育、学習支援業 11, 681 8. 6% 112, 628 7. 9%

 医療、福祉 22, 765 16. 9% 365, 603 25. 8%

 複合サービス事業 1, 371 1. 0% 22, 201 1. 5%

 サービス業 

 （他に分類されないもの） 
19, 067 14. 1% 317, 461 22. 4%

資料： 総務省・ 経済産業省「 平成24年経済センサス-活動調査」、「 平成28年経済センサス-活動調査」

数 字 で み て み よ う

２ １ サービス業の現状はどうなっていますか。  

事業所数は「 宿泊業・ 飲食サービス業」 が、従業者数では「 医療・ 福祉」 が最多です。



本県は製造業が盛んと言われていますが、 実は、 事業所数の約８ 割がサービス産業で、

約7 割の人がサービス産業に従事しており、 県内ＧＤＰの約６ 割をサービス産業が占めて

います（ 総務省「 平成２８ 年経済センサス-活動調査」）。国をあげて働き方改革、生産性向

上が叫ばれる中、 地域経済の重要な役割を担うサービス産業の生産性の向上は必要不可欠

です。   

そのため、 本県では、 2018 年度から先進的なサービスを提供している事業者を募集し、

優秀な成功事例を表彰する「 あいちサービス大賞」 を始めました。 これはサービス産業に

特化した表彰制度では都道府県で初めての制度です。  

表彰に当たっては、 １ ． 生産性の向上度、 ２ ． 新規性・ 独自性、 ３ ． 事業の拡大・ 発展

性、 ４ ． 他の事業者への波及効果、 ５． 社会に貢献するサービス、 の５つの視点から評価

し、2020年度は５者を表彰しました。今後も優秀な成功事例を発掘して広く 周知し、県内

サービス産業の生産性向上を図ります。  

【 知事賞】  

○ 河田フェザー株式会社（ 名古屋市中村区） 

 ＜その他＞ 

 環境保全及び障がい者雇用に寄与する羽

毛リサイクル 

【 審査委員長賞】  

○ 株式会社渦j apan（ 西尾市）  

＜卸・ 小売＞ 

草木染めと地元コット ン素材を使ったア

パレルブランド化

【 特別賞】  

○ 株式会社ジャスト メディ クス（ 一宮市）  

 ＜介護＞ 

 買い物弱者に対する買い物リハビリサー

ビス 

○ 株式会社安震（ 岡崎市）  

 ＜卸・ 小売＞ 

 企業内における設備機器等の地震対策 

○ 株式会社原商事（ 蟹江町）  

 ＜卸・ 小売＞ 

 “ ”  非常食の見張り番 期日管理付きで

安心できる備蓄を 

受賞者の詳細については、 サービス産業

のための専用ポータルサイト「 サ・ ポータ

ルあいち」 をご覧く ださい。  

https: //www. ai chi -servi ce. j p/   

優秀な成功事例を表彰します！

2020年度受賞者

あいちサービス大賞ロゴマーク

Aichi Service Award の

「 Ａ」「 Ｓ」 で、 サービス

の「 サ」 を表現。  

さらに真心のこもったサ

ービスを想起できるよう

「 Ａ」 をハート に、「 Ｓ」

を人に見立てています。  

あいちサービス大賞とは？



2019年の売上金額を見ると、情報通信業

は全国シェア 4. 3%（ 図1） で、 全国4 位と

なっています。 なお、 上位 4 都府県のみ 1

兆円を超えており、 5 位以下の道府県と大

きく 差が開いています。  

県では、デジタル技術の導入・ 利活用の支

援やデジタル人材育成の支援など、 各産業

におけるデジタル技術の利活用促進を通し

て、 さらなる情報通信産業の振興に取り組

んでいます。

● 情報通信業の年間売上高（ 図1）

資料： 経済産業省「 2019年経済構造実態査」

グ ラ フ で み て み よ う

２ ２ 情報通信産業の現状はどうなっていますか。  

情報通信業は全国シェア4位となっています。



1990年代、パソコンやインターネット が普及し、人々 の生活や仕事などが大きく 変わ

ってきました。 2000 年代以降、 さらに 4Gや5Gなどの無線回線の高速化や半導体の小

型化・ 低価格化、モバイル機器（ スマート フォンやタブレット など）の普及などにより、

ライフスタイルは大きく 変わってきています。また、同様にセンサーの小型化や低下価

格化にともない、パソコンやモバイル機器を介さずにインターネット に接続する I oT機

器も様々 な製品が販売されています。  

愛知県では、 2016 年に地方版 I oT 推進ラボに選定されるなど、 地域の主な産業であ

るものづく りの現場に対して、I oTを活用した生産性向上や新製品開発を目指して、様々

な支援を行ってきました。  

近年では、さらにAI やI oT、ロボット などのデジタル技術が進化し、産業構造が大き

く 変わっていく ことが予想されています。本県の産業がさらに継続して成長していく た

め、2021年度は、「 デジタル技術の導入・ 利活用の支援」、「 経営者に対する普及啓発」、

「 企業内デジタル活用人材の育成支援」 を柱として、デジタル技術の活用を促進してい

きます。さらに、中小企業のデジタル技術活用の現状や課題を把握するために、デジタ

ル技術活用促進調査を行い、 現状を把握したうえで、 今後の施策へ反映していきます。 

今後も施策を通して事例や経験を積み重

ね、 企業、 大学、 金融機関や支援機関、 行

政等とも連携して地域一体となってデジ

タル技術を活用した産業の振興を目指し

てまいります。  

中小企業のデジタ ル化の促進 

デジタル技術によって大きく 変わる産業構造

＜お問合せ先＞ 
愛知県経済産業局産業部産業振興課次世代産業室 

デジタル技術活用促進グループ 
電 話： 052-954-7495 
メール： j i sedai @pref . ai chi . l g. j p 



県中小企業景況調査結果によると、 資金

繰り D. I . は、新型コロナウイルス感染症拡

△ 47. 9大の影響から、2020年4-6月期には

△ 50. 3ポイント と、リーマン・ ショ ック後の

ポイント（ 2009年7－9月期）に迫る水準ま

で大きく 落ち込みました。 しかしながら、

その後新型コロナウイルス感染症に対応し

た各種施策の効果により、直近の2021年4-

△ 12. 56 月期には ポイント まで回復してい

ます。（ 図１ ）  

本県制度融資の利用実績は、ここ数年、景

気が回復基調にあったことや市中金利が低

い水準にあったことなどから、 減少傾向に

ありましたが、2020年度は緊急つなぎ資金

や対応資金、 小口つなぎ資金など新型コロ

ナウイルス感染症に対応する制度の利用が

伸びたことから、 前年度の約 6 倍となる 1

兆6, 562億円でした。（ 図２ ）  

また、 制度融資の対象となる中小企業数

自体は減少傾向にあります。（ 図３ ）  

● 中小企業の資金繰り D.I.（ 図 1）

資料： 県産業政策課「 中小企業景況調査」  

● 愛知県制度融資実績推移＜中小企業向け＞（ 図 2）  

資料： 県中小企業金融課

● 愛知県内の中小企業数（ 図 3）

資料： 中小企業庁「 2020年版中小企業白書 付属統計資料」

グ ラ フ で み て み よ う

資金繰り D. I .  ＝ 前年同期と比べ資金繰りが「 好転」 したと回答した企業割合から、「 悪化」 したと回答した企業割合を差し引いた値

２ ３ 中小企業金融の状況はどうなっていますか。  

県制度融資の利用は急激に増加、 中小企業の資金繰りの状況は回復傾向です。



2021年3月末の都道府県別預金・ 貸出金

残高をみると、本県は預金が44. 5兆円、貸

出金が 24. 3 兆円で、 預金が貸出金を 20. 2

兆円上回っています。（ 図1）  

また、 県内の金融機関における貸出金残

高は、2012年3月以降増加傾向にあり、2021

年3 月では24 兆3, 352 億円となっていま

す。（ 図2）

●  都道府県別預金・ 貸出金残高（ 2021 年 3 月末）（ 図 1）  

資料： 日本銀行「 都道府県別預金・ 現金・ 貸出金（ 国内銀行）」

愛知県内金融機関貸出金残高推移（ 図 2）  

資料： 日本銀行「 都道府県別預金・ 現金・ 貸出金（ 国内銀行）」
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２ ４ 預金と貸出金の状況はどうなっていますか。  

県内の貸出金残高は、 増加傾向にあります。



）

2004 年１ 月に貸金業規制法が改正され、

登録審査要件の厳格化など貸金業者に対す

る規制が強化されました。  

さらに、 2010年６ 月には、 参入規制を一

段と厳格化した改正貸金業法が完全施行さ

れたこと等により、 貸金業登録業者数は減

少していますが、 最近では、 減少幅は鈍化

しています。（ 図）  

 一方、 本県の消費者向け無担保貸付につ

いて、 2021 年３ 月末における貸付件数は、

31, 306 件で対前年比0. 2％増加し、 貸付残

高も、635億円と対前年比8. 2％の増加とな

っています。（ 表）  

● 愛知県内の貸金業登録業者の推移（ 各年 3 月末業者数）（ 図）  

                              資料： 金融庁・ 県中小企業金融課集計 

● 愛知県登録業者の消費者向け無担保貸付件数及び貸付残高の推移（ 表）  

2017 年 3 月末 2018 年 3 月末 2019 年 3 月末 2020 年 3 月末 2021 年 3 月末

貸付件数（ 件）  29, 547 28, 498 29, 778 31, 229 31, 306

貸付残高（ 億円）  
468. 6 490. 4 517. 6 586. 8 634. 8

(44, 617) (45, 108) (46, 406) (47, 714) (公表未了)

※ （  ） 内は全国。 なお、 愛知県の数字については、 一般消費者向けのみ計上。  

資料： 金融庁・ 県中小企業金融課集計
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２ ５ 貸金業の状況はどうなっていますか。  

法改正等により登録業者数は減少していますが、 貸付残高は増加に転じました。



2020 年の県内貿易港（ 名古屋港、 衣浦

港、 三河港及び中部国際空港） の輸出額

は、前年比16. 0％減の13. 4兆円、輸入額

は、 同18. 1％減の5. 9兆円でした。  

また、輸出超過額は、同14. 2％減の7. 5

兆円となり、貿易黒字となりました。（ 図

1）  

輸出品目では自動車が全体の 33. 7％

(4. 5 兆円)、 また、 輸入品目でも自動車

が全体の9. 8％（ 0. 6兆円） を占め、品目

別で最大となっています。 (表1)

地域別では、輸出額の27. 7％(3. 7兆円)

を占めるアメリカが最大の輸出相手国、

輸入額の 26. 9％(1. 6 兆円)を占める中国

が最大の輸入相手国となっています。(表

2) 

● 県内港の貿易額の推移（ 図 1）

● 県内港の輸出入品目別状況（ 上位 3 品目）（ 表 1）  

輸出 (単位:億円､比率:％) 輸入 (単位:億円､比率:％)

輸出品目 輸出額 前年比 構成比 輸入品目 輸入額 前年比 構成比

1 自動車 45, 147 79. 7 33. 7  1 自動車 5, 823 78. 9 9. 8

2 自動車の部分品 17, 628 84. 1 13. 1  2 石油ガス類 3, 349 75. 6 5. 7

3 原動機 4, 777 81. 3 3. 6  3 絶縁電線･絶縁ケーブル 2, 448 88. 9 4. 1

● 県内港の輸出入地域別状況（ 上位 5 国・ 地域）（ 表 2）  

輸出 (単位:億円､比率:％) 輸入 (単位:億円､比率:％)

国・ 地域 輸出額 前年比 構成比 国・ 地域 輸入額 前年比 構成比

1 アメリカ 37, 114 82. 5 27. 7  1 中国 15, 942 85. 6 26. 9

2 中国 24, 671 103. 2 18. 4  2 アメリカ 7, 063 90. 1 11. 9

3 タイ 6, 053 81. 9 4. 5  3 タイ 3, 504 90. 6 5. 9

4 オースト ラリア 4, 444 109. 6 3. 3  4 ドイツ 3, 339 63. 4 5. 6

5 台湾 4, 219 101. 7 3. 1  5 ベト ナム 3, 309 94. 6 5. 6

資料： (公財)あいち産業振興機構「 令和2年における愛知県内貿易港の輸出入動向」

グ ラ フ で み て み よ う

２ ６ 県内貿易港の輸出入の状況はどうなっていますか。  

２０２０ 年は、 輸出額、 輸入額ともに前年より減少しました。
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資料：(公財)あいち産業振興機構「 2019年における愛知県内企業の海外事業活動」

2019 年 12 月末現在で、 846 社が世界の

93カ国・ 地域に4, 325ヶ所の海外拠点（ 工

場・ 支店・ 事務所等） を設けています。  

国・ 地域別の拠点数では、 中国1, 133 ヶ

所、 アメリカ 539 ヶ所、 タイ 460 ヶ所、 イ

ンドネシア 250 ヶ所、 ベト ナム194 ヶ所、

インド 141ヶ所、台湾126ヶ所の順で､アジ

アが65. 0%となっています。 （ 表・ 図１ ）  

製造業と非製造業の別では、 製造業が

2, 905 ヶ所で全体の67. 2％を占めています。 

2019年中に、新たに海外拠点を設置した

企業は7 社、 海外から全面的に撤退した企

業は20社で、全面撤退企業数が新規進出企

業数を上回りました。  

また、 海外拠点数についても、 新たに設

置された拠点が58ヶ所、 撤退した拠点が

89ヶ所で、撤退拠点数が新規進出拠点数を

上回る結果となりました。（ 図２）

●  進出先国・ 地域別企業数・ 拠点数（ 表・ 図 1）

※ 海外進出企業は846社であるが、 1社で複数の国に 

進出している場合があるため、 2, 701社は延べ数。  

● 海外拠点の総数・ 進出・ 撤退の推移（ 図 2）  
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２ ７ 県内企業の海外進出の状況はどうなっていますか。  

846社が世界93カ国・ 地域に4, 325拠点を設置しています。



本県は、2008年度からアジアとの経済交

流を本格的に開始しました。 アジア経済圏

における県内企業の事業展開を支援し、 ア

ジアの活力と成長を県経済の発展につなげ

ていく ことが狙いです。  

現在、本県では、中国（ 上海）、タイ（ バ

ンコク） に「 海外産業情報センター」 を、中

国（ 江蘇省）、 ベト ナム（ ハノイ）、 インド

（ ニューデリー）、インドネシア（ ジャカル

タ）に「 愛知県サポート デスク」を設置して

います。  

海外拠点の活動内容としては、 本県進出

企業からの相談に対応するとともに、 現地

進出企業間のネット ワークづく りなどの活

動を行っているほか、 相手方政府に対し進

出企業の要望を伝えています。  

海外拠点を設置していない国・ 地域にお

いても、ビジネスセミ ナーの開催等により、

交流を図っています。

● 県内企業の今後の進出先検討国（ 表）  

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

1位 ベト ナム 中国 ベト ナム 中国 ベト ナム 

2位 タイ ベト ナム 中国 ベト ナム アメリカ 

3位 メキシコ タイ アメリカ タイ 中国 

4位 中国(３位) インド(３位) タイ アメリカ フィ リピン 

5位 インドネシア インドネシア インド インド インド 

● 県内企業の今後の進出先検討国（ 図）  
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グ ラ フ で み て み よ う

２ ８ 本県とアジアとの経済交流の状況はどうなっていますか。  

中国、タイ、ベト ナム、インド、インドネシア等との経済交流を推進しています。

（ 社）

資料：（ 公財） あいち産業振興機構「 2019 年における愛知県内企業の海外事業活動」



あいち産業科学技術総合センター(表)で

は、 愛知の産業を支える付加価値の高いモ

ノづく り技術の開発を支援するため、 産学

行政連携による共同研究開発を実施してい

ます。 また、 中小企業の技術開発をサポー

ト するため、 企業からの依頼に応じて、 材

料や製品の分析、 測定などを行う依頼試験

や、 企業が行う製品開発を支援する技術相

談・ 指導などの業務を行っています。  

2020年度は、 依頼試験を 147, 403件、 技

術相談・ 指導を 38, 869件実施しており、多

く の企業に利用されています。 (図)

● 依頼試験及び技術相談・ 指導件数（ 図）  
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 資料： 県産業科学技術課

● あいち産業科学技術総合センター（ 表）

名 称 所在地 電 話 名 称 所在地 電 話 

管理部・ 企画連携部・  

共同研究支援部 
豊 田 市 0561-76-8301

食品工業技術センター 名 古 屋 市 052-325-8091

尾張繊維技術センター 一 宮 市 0586-45-7871

産業技術センター 刈 谷 市 0566-24-1841 三河繊維技術センター 蒲 郡 市 0533-59-7146

 同 常滑窯業試験場 常 滑 市 0569-35-5151

 同 三河窯業試験場 碧 南 市 0566-41-0410

 同 瀬戸窯業試験場 瀬 戸 市 0561-21-2116

ホームページ： http: //www. ai chi -i nst. j p/

グ ラ フ で み て み よ う

２ ９ あいち産業科学技術総合センターとはどのようなところですか。

新技術を開発するための共同研究や、 中小企業の技術力向上のための依頼試

験・ 技術相談などを行う施設です。



「 知の拠点あいち」 は、豊田市と 瀬戸

市の境界域に位置する、 付加価値の高

いモノ づく り 技術の研究開発拠点です。 

現在、「 あいち産業科学技術総合セン

タ ー」、「 あいちシンク ロト ロン光セン

タ ー」 及び「 実証研究エリ ア」 の３ つの

施設で構成さ れています。  

あいち産業科学技術総合センタ ーは、

2012 年２ 月にオープンし た知の拠点あ

いちの中核施設であり 、 高度かつ汎用

的な計測分析機器を用いた依頼試験等

を通じ て、企業の新技術・ 新製品開発へ

の取組を支援し ています。  

あいちシンク ロト ロン光センタ ーは、

2013 年３ 月にオープンし た分子や原子

レベルで物質の組成等を解析できる、

産業利用を主目的と し た地域共同計測

分析施設です。地域の産学行政の連携・

協力のもと 、（ 公財） 科学技術交流財団

が運営し ています。  

実証研究エリ アでは、 新エネルギー

分野など次世代成長産業の育成・ 振興

を図るため、 実証研究の場を提供する

こ と で、 企業等の取組を支援し ていま

す。  

現在、知の拠点あいちでは、大学等の

研究シーズを活用し たオープンイノ ベ

ーショ ンにより 、 県内主要産業が有す

る課題を解決し 、新技術の開発・ 実用化、

新たなサービスの提供を目指す産学行

政連携の研究開発プロジェ ク ト 「 知の

拠点あいち重点研究プロジェ ク ト 」 を

実施し ています。

付加価値の高いモノ づく り 技術の研究開発拠点

知の拠点あいちと は？ 

あいちシンクロトロン光センター

あいち産業科学技術総合センター

実証研究エリア

リニモ陶磁資料館南駅

知の拠点あいち



あいちシンク ロト ロン光センタ ー 

は、 分子や原子レベルで物質の組成等

を解析できる、 ナノ テクノ ロジー研究

に不可欠な最先端の計測分析施設で

す。  

地域の産学行政の連携・ 協力のもと 、

産業利用を主な目的と し て、（ 公財）

科学技術交流財団が運営し ています。

●  シンクロトロン光の仕組み 

 電子を光速近くまで加速し、 電磁石を

用いて進行方向を変えると発生する、 太

陽光の100万倍に相当する非常に明るい

光をシンクロトロン光と呼びます。  

●  シンクロトロン光の特長 

 ごく微量の試料でも測定できるほか、測定に

要する時間が短いこと、測定対象を非破壊で測

定できるなどの優れた特長があり、幅広い産業

分野の研究開発に活用されています。  

【 主な活用事例】  

 ・ タイヤゴム中の金属接着反応解析（ 自動車

部品）  

 ・ リチウム電池や全固体電池の電極と電解液

（ 質） の界面構造解析（ 二次電池）  

 ・ 保湿剤の作用過程における角層構造変化の

評価（ 化粧品）  

 ・ 羊毛繊維への銀抗菌加工評価（ 繊維）  

シ ン ク ロ ト ロ ン 光 っ て 何 だ ろ う ？

これからのモノ づく り においてイノ ベーショ ンの基盤となる

ナノ テク研究に不可欠な最先端の計測分析施設

あいちシンクロト ロン光センターとは？ 

施設内実験ホール

○ 施設の所在地

 瀬戸市南山口町250－3 

（「 知の拠点あいち」 内）  

○ 連絡先

 電話 0561－76－8331 

施設を幅広く 研究開発にご活用いただく ため、 入門者

向け講習会を始めとする各種の講習会や見学会を随時開

催しています。  

 詳しく は、 施設ホームページを御覧く ださい。  

■ ホームページ： https: //www. ai chi sr. j p/ 

ご案内

（ イメージ）



2015年の国勢調査によると、本県の研究

者は4, 820人で全国第８ 位（ 図１）、技術者

は181, 110 人で全国第３ 位(図２)であり、

両者の合計では全国第３ 位となっています。 

就業者1, 000 人あたりで見ると、 本県の

研究者数は1. 3 人、 技術者数は49. 5 人で、

全国平均の研究者数2. 0人、技術者数40. 4

人と比べると、 研究者数では下回っていま

すが、 技術者数は上回っています。  

●  研究者数（ 図 1）  

●  技術者数（ 図 2）

資料： 総務省「 国勢調査抽出詳細集計」  
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３ ０ 県内の科学技術者の数はどうなっていますか。  

研究者数は全国第８位、 技術者数は全国第３位となっています。

愛知県

愛知県



愛知・ 名古屋が、 我が国経済の牽引

役と し て、 し っかり と 役割を果たし て

いく ためには、 イノ ベーショ ンを継続

的に生み出し ていく こ と が必要であ

り 、 将来を担う 若い世代を始め、 科学

技術分野の人材育成を図っ ていく こ

と が重要な課題と なっています。  

また、 世界的な都市間競争が激化す

る中で、 多く の人々を、 この地域に呼

び込んでいく ためには、 愛知・ 名古屋

の先進性や魅力を国内外に広く 発信

し ていく 必要もあり ます。  

こう し た中、 世界的な学術栄誉であ

るノ ーベル賞について、 愛知・ 名古屋

ゆかり の受賞者は 21 世紀に入ってか

ら ８ 名と なり 、 ノ ーベル賞と いえば、

愛知・ 名古屋と いう イメ ージも広まり

つつあり ます。  

こう し た認識のもと 、 愛知県と 名古屋

市では、 次代の科学技術を担う 人材育

成を図ると と もに、 科学技術やイノ ベ

ーショ ンの先進地と し ての愛知・ 名古

屋の魅力発信や、 地域の誇り の醸成を

図るため、 ノ ーベル賞受賞者の業績な

どを分かり やすく 伝える施設「 あい

ち・ なごやノ ーベル賞受賞者記念室」

を名古屋市科学館内に整備する運び

と なり 、 ２ ０ ２ １ 年 3 月に開設し まし

た。  

この施設では、 子ども達に、 受賞者

の偉大さ や、 新たな発見・ 発明の喜

び・ 感動を直感的かつ分かり やすく 伝

え、 将来、 科学者や技術者になる夢を

抱く こ と ができ るよう な展示内容と

なっています。

次世代の科学技術を担う 人材の育成

あいち・ なごやノ ーベル賞受賞者記念室とは？



総務省「 科学技術研究調査」 によると、

2020 年における本県の公設研究施設数は、

12施設で全国４位となっています。（ 図１ ）  

また、 公設研究施設で研究に従事する研

究者数は、 671 人となり、 2019 年に引き続

き全国１位となっています。（ 図２ ）  

●  公設研究施設数（ 図 1）  

●  公設研究施設研究者数（ 図 2）

資料： 総務省「 科学技術研究調査」  
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グ ラ フ で み て み よ う

３ １ 県内の研究機関の状況はどうなっていますか。  

公設研究施設の研究者数は 671 人で全国 1 位です。

愛知県

愛知県



2020年の国内特許の出願件数は、227, 348

件となっており、そのうち本県は25, 372件

で、 東京都、 大阪府に次いで全国第３ 位と

なっています（ 図１）。また、本県の実用新

案出願件数は246件（ 図２ ）、意匠出願件数

は1, 406件（ 図３ ）、商標出願件数は5, 959

件（ 図４ ） で、それぞれ全国第4位、３ 位、

３ 位となっています。

● 2020 年国内特許出願件数（ 図 1）  ● 2020 年国内実用新案出願件数（ 図 2）  

● 2020 年国内意匠出願件数（ 図 3） ● 2020 年国内商標出願件数（ 図 4）

 資料： 特許庁「 特許行政年次報告書2021年版」
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グ ラ フ で み て み よ う

全国総数 
227, 348件 

愛知

全国総数 
4, 377件 

３ ２  知的財産の出願状況はどうなっていますか。  

特許出願件数は全国第３位となっています。

愛知

全国総数 
22, 412件 

愛知

全国総数 
135, 375件 

愛知



近年、 イノベーショ ン創出のための重要

な手段として、 大学と民間企業が連携した

取組が活発化しており、 大学等の研究成果

が事業化や商品化に結びつく 可能性が高ま

っています。  

全国の大学等における共同研究数は増加

が続いており、2019年度は全国で34, 301件

と、前年度に比べて2, 209件（ 6. 9％） 増加

しています（ 図１ ）。  

本県において、 理工系学部を有する主要

11大学の共同研究数についても、近年増加

傾向であり、2019年度は1, 893件と、前年

度に比べて100件（ 5. 6％） 増加しています

（ 図２ ）。  

● 全国の大学等における共同研究数の推移(図 1)

資料： 文部科学省 

「 大学等における産学連携等実施状況について」  

● 県内大学
※
における共同研究数の推移(図 2) 

資料： 文部科学省 

「 大学等における産学連携等実施状況について」  

※ 県内理工系学部を有する主要11大学
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３ ３  県内の大学における共同研究数はどうなっていますか。  

大学との共同研究数は増加しています。
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会の形成に向

けた意識醸成

を図っ ていま

す。

燃料電池自動車（ 以下、 FCV） は、

水素を燃料と し 、 走行時には CO2 を一

切出さ ず、 水し か排出し ないこ と から

“ ”究極のエコカー と も呼ばれていま

す。 １ 回の水素充填での実航続距離が

500km 超と 長く 、

充填時間も ３ 分

程度と 短いのが

特長です。  

FCV の普及には、 水素を供給する水

素ステーショ ンの整備促進が必要で

す。  

県では水素ステーショ ンを整備・ 運

営する事業者に対する経費補助や、 県

庁内での移動式水素ステーショ ンを

活用し た普及啓発活動などを行っ て

います。 県内の水素ステーショ ンの整

備数は 37 か所（ 2021 年 9 月末時点、  

整備中含む） で、 全国１ 位と なってい

ます。  

水素社会の実現には、 FCV や水素ス

テーショ ンの普及に加え、 水素をエネ

ルギーと し て日常の生活や産業活動

に利活用し ていく こ と が重要です。  

県では次世代自動車フォーラム、 工

業を学ぶ高校生向け FCV専門講座、 あ

いち水素社会体験ツアー、 各種展示会

など、 先進的な取組や最新技術の動向

を紹介する場を設けるこ と で、 水素社 

また、 燃料電池フォークリ フト （ 以

下、 FCFL） の普及拡大にも努めていま

す。 具体的には、 中部国際空港におけ

るフ ォ ーク リ フ ト 等産業用車両の燃

料電池化について、 関連企業と と もに

検討を進めており 、 その成果の一つと

し て、 2018 年 11 月に中部国際空港貨

物地区において、FCFL 用の水素充填所

が開所さ れ、 11 台（ 2021 年 9 月末時

点） の FCFL が稼働し ています。  

県庁内水素社会普及啓発ゾーン 
（ 移動式水素ステーショ ン）  

水素社会実現に向けた取組

水素ステーションの整備促進

燃料電池自動車の特長

FCVの MI RAI

セント レア貨物地区 
水素充填所 

燃料電池自動車の普及に向けた水素ステーショ ン 

― ― の整備促進 水素社会実現に向けて

あいち水素社会体験ツアー

燃料電池自動車の特長

FCFL 



労  働 



2020年の全国の雇用者を雇用形態別にみ

ると、 正規の職員・ 従業員の割合は男性が

71. 7％、女性が44. 2％と男性が高く なって

おり、パート の割合は男性が3. 7％、女性が

33. 4％と女性が高く なっています。（ 図１ ） 

2020年の全国の若年層（ 15～34歳） にお

ける雇用形態別の割合をみると、 正規の職

員・ 従業員の割合は 67. 2％となっており、

非正規の職員・ 従業員については、 年齢層

が高く なるにつれて、 パート は割合が大き

く なるのに対し、 アルバイト は低く なる傾

向がみられます。（ 図２ ）

グ ラ フ で み て み よ う

● 男女別雇用者の雇用形態別構成比の推移（ 図 1）  

● 若年層における雇用形態別の割合（ 図 2）  

※ 端数処理の関係で合計が100％にならない場合があります。

資料： 総務省統計局「 労働力調査」 県統計課「 就業構造基本調査」
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本県の中学・ 高校生の進学率をみると、高

校の進学率は上昇傾向にあるのに対し、 大

学等の進学率は、2010年を最高値として横

ばい状態で推移しており、2020年の高校進

学率は98. 6％、 大学進学率は59. 0％です。

（ 図１ ）  

また、 2021年３月卒業の中学、 高校、 大

学・ 短大の新規学卒者の就職率をみると、

中学 100. 0％、 高校 99. 6％、 大学・ 短大

96. 2％となっており、 いずれも高い水準と

なっています。（ 図２）  

●  進学率の推移（ 愛知県）（ 図 1）  ●  就職率の推移（ 愛知県）（ 図 2）  

資料：県教育委員会「 あいちの教育統計」 資料： 愛知労働局「 職業紹介等状況調査」  

県就業促進課「 内定状況調査」  
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３ ５ 新規学卒者の就職状況はどうなっていますか。  

新規学卒者の就職率はいずれも高い水準となっています。



2020 年度における 55 歳以上の就職件数

は14，020件となっており、前年度の15, 429

件から 9. 1％減少しています。  

就職率については、求職者全体の21. 2％

を下回り、 19. 7％となっています。（ 図１ ） 

また、2020年度平均の年齢別の求人・ 求

職の状況は、 年齢が高く なるほど有効求人

倍率が低い傾向があり、 中高年齢者になる

に従い、 一層就職が困難な状況になってい

ます。（ 図２ ）

グ ラ フ で み て み よ う

●  就職者件数、 就職率の推移（ 図 1）  

資料： 愛知労働局 労働市場概況「 レイバー・ マーケット ・ プロフィ ル」

●  年齢別月間有効求人数,月間有効求職者数,有効求人倍率(2020 年度平均）（ 図 2）  

資料： 愛知労働局「 令和3年3月分 最近の雇用情勢」
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３ ６ 高年齢者の求職、 就職の状況はどうなっていますか。  

年齢が高く なるほど厳しい雇用環境となっています。



2020年度において、障害者雇用義務のあ

る県内の企業
※ １

で雇用されている障害者は

35, 403 人(対前年 1, 245. 5 人
※ ２

増)で､実雇

用率は 2. 08％と なっています。 ( 図１ ) 

 企業規模別の障害者実雇用率は､従業員

数1, 000 人以上の企業では全国平均とほぼ

同じですが、 企業規模が小さく なるほど低

く なっています。 (表１ )  

グ ラ フ で み て み よ う

●  民間企業における雇用障害者の推移（ 各年 6 月 1 日現在）（ 図 1）  

※  重度身体（ 知的） 障害者1 人を 2 人に相当するものとしてカウントし、 短時間労働者（ 重度以外） 1 人を 0.5 人に相当するものとし

てカウントしている。 ただし、 精神障害者である短時間労働者であっても、 次のいずれかに該当する者については、 1 人とカウントし

ている。  

① 届出年の 3 年前の年に属する 6 月2 日以降に採用された者であること。  

 ② 届出年の 3 年前の年に属する 6 月2 日より前に採用された者で、 同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であること。

資料： 愛知労働局「 愛知県の障害者雇用状況」

●  企業規模別の障害者雇用状況（ 愛知県・ 全国）（ 表 １ ）  

規 模 別 

（ 人）  

企業数 

（ 企業）
基礎労働者数 

（ 人）  

実雇用率

（ ％）  

全国の 

実雇用率

（ ％）  

うち法定雇
用率達成企
業割合（ ％） 

うち 
障害者数 
（ 人）  

45.5～ 100 未満 3,119 44.4 204,698.5 3,287.5 1.61 1.74

100～ 300 未満 2,269 50.6 354,693.0 6,457.5 1.82 1.99

300～ 500 未満 447 44.1 158,193.5 3,121.5 1.97 2.02

500～1,000 未満 337 45.1 218,108.0 4,534.5 2.08 2.15

1,000 以上 235 61.7 766,526.5 18,002.0 2.35 2.36

合 計 6,407 47.2 1,702,219.5 35,403.0 2.08 2.15

資料： 愛知労働局「 愛知県の障害者雇用状況（ 令和2年6月1日現在）」

29,024.5 30,116.0 
32,764.5 34,157.5 35,403.0 

1.92% 1.97%

2.05%
2.11% 2.15%

1.85% 1.89%

1.97%
2.02%

2.08%

1.70%

1.80%

1.90%

2.00%

2.10%

2.20%

2.30%

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

2016年

(2.0%)
2017年

(2.0%)
2018年

(2.2%)
2019年

(2.2%)
2020年

(2.2%) 

(人)

(法定雇用率)

障害者雇用数 実雇用率（全国） 実雇用率（愛知県）

※ １ 「 障害者の雇用の促進等に関する法律」 に基づき、 事業主は、 雇用する労働者の数に法定雇用率（ 2021年3月1日より 2. 3％
に引き上げ） を乗じた数以上の障害者を雇用しなければならないとされています。 

※ ２ 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は1人をもって0. 5人とカウント している。 

３ ７  障害者の雇用状況はどうなっていますか。  

民間企業における障害者の実雇用率は2. 08％です。



全国の非正規雇用率は、 ほぼ横ばいで推

移しており、2020年では37. 1％となってい

ます。（ 図１ ）  

また、本県の非正規雇用率をみても、全国

の推移と同様の傾向を示しています。（ 図２ ） 

● 雇用形態別雇用者数(役員除く)と非正規雇用比率の推移(全国)（ 図 1）  

● 雇用形態別雇用者数(役員除く)と非正規雇用比率の推移(愛知県)（ 図 2）
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非正規の職員・従業員の割合

グ ラ フ で み て み よ う

（ ％）

３ ８  非正規雇用の状況はどうなっていますか。  

非正規雇用比率は、 昨年とほぼ同水準で推移しています。
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資料： 総務省統計局「 就業構造基本調査」  

用語解説： 非正規雇用者

期間を定めた短期契約で 

雇われている者をいいます。  

非正規雇用者には、 パート タイ

マー、 アルバイト 、 契約社員、

派遣社員が含まれます。

（ 千人） （ ％）

（ 万人）

資料： 総務省統計局「 労働力調査」



2020 年 10 月末時点の全国の外国人労働

者数は1, 724, 328人と、前年より 65, 524人

増加しています。  

都道府県別の外国人労働者数(2020年)を

みると、 本県の外国人労働者数は 175, 114

人(前年比5人減)で、東京都に次いで多く 、

全国の10. 2％を占めています。  

また、 本県の外国人労働者のうち派遣・

請負労働者数は50, 126人で、 全体の29％ 

と、 大きな割合を占めています。（ 図１ ）  

産業別にみると、 製造業が約半数近く を

占め、次いで「 サービス業（ 他に分類されな

いもの）」が16. 6％を占めていますが、前年

と比較すると減少しています。（ 図２）

● 都道府県別外国人労働者数（ 図 1）

● 愛知県の産業別外国人労働者数の推移（ 図 2）

グ ラ フ で み て み よ う

資料： 厚生労働省「 外国人雇用状況の届出状況」（ 2020年10月末現在）

資料： 厚生労働省「 外国人雇用状況の届出状況」（ 2020年10月末現在）

３ ９ 外国人労働者の雇用状況はどうなっていますか。  
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16,467 

15,432 

14,557 

6,122 

5,974 

31,547 

29,043 

18,368 

20,029 

175,119 

175,114 

0 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000

2019
年

2020
年

建設業 製造業 情報通信業 卸売業、小売業 宿泊業、飲食サービス業 教育・学習支援業 サービス業（他に分類されないもの） その他



県、 国、 経済団体、 労働者団体等で構成

する「 あいち就職氷河期世代活躍支援プラ

ット フォーム」 において、 2020年度から

３ 年間の事業実施計画を策定し、 官民が一

体となって就職氷河期世代の就職・ 社会参

加に向けた取組を推進しています。  

あいち就職氷河期世代応援宣言 

“ ”いわゆる 就職氷河期世代 の方については、不安
定な就労を余儀なく されている方や、 長期間無業状態
にある方、社会参加に向けて丁寧な支援が必要な方が、

現在、全国で約１ ０ ０万人に上ると見込まれています。 

こう した方々が今後、 安心して暮らすことができる

社会づく りが喫緊の課題となっており、 この課題に対

応するためには、 国や県、 市町村といった行政機関だ
けでなく 、 社会全体で支援することが不可欠です。  

このため、本県では、令和元年10月9日に「 あいち

就職氷河期世代活躍支援プラット フォーム」を設置し、
官民一体となって支援に取り組むことといたしました。 

就職氷河期世代の就職支援にあたっては、 本県の厚

い産業集積により多様な雇用機会を創出するとともに、
就職から職場の定着までを切れ目なく 支援することが

重要です。  

また、 多様な社会参加の実現には、 個々 の状況に合
わせ、一人一人に寄り添った息の長い支援が必要です。 

私たちは、 様 な々状況に置かれている方々 が自ら望
む形で就職や社会参加を実現できる社会づく りを目指
し、 地域を挙げて支援に取り組んでいく ことをここに

宣言します。  

令和２ 年２ 月１ ３日 

あいち就職氷河期世代活躍支援プラット フォーム 

○ 派遣労働者・ 契約社員など不安定な就労状態にある方へ 

ハローワーク窓口において、 正社員就職に向けた職業相談、 求人開拓、 就職後の定着支

援などを実施しています。  

また、 あいち若者職業支援センターにおいて、 キャリアコンサルタント や臨床心理士等

が本人や家族への個別相談などを実施しています。  

○ 生活に困っている方、 ひきこもりの方など社会参加に向けた支援を必要とする方へ 

生活困窮者の自立に向け、 相談支援や就労に向けた家賃補助、 就労体験の機会の提供な

どを実施しています。  

また、 県内の保健所や精神保健福祉センター、 各市町村等において、 ひきこもりに関す

る相談を実施しています。  

あいち就職氷河期世代活躍支援プラット フォーム

愛知県の就職氷河期世代活躍支援策

一人ひとりの状況に応じた支援の実施

【 ハローワーク】

https: //j si te. mhl w. go. j p/ai chi -hel l owork/l i st/hw_syozai ti _kankatui ti ran. html

【 あいち若者職業支援センター】

https: //www. pref . ai chi . j p/yj a/shi setsu_wakamono. html

【 生活困窮者自立支援相談機関】

https: //www. pref . ai chi . j p/upl oaded/attachment/377186. pdf

【 愛知県内のひきこもり相談窓口】

https: //www. pref . ai chi . j p/soshi ki /i mu/hi ki komori -madoguchi . html

あいち就職氷河期世代活躍応援宣言 
あいち就職氷河期世代活躍支援プラット  

フォーム会議の様子 



2021年度の応募状況（ 応募倍率） は、 中

卒対象コースが0. 75倍、高卒対象コースが

1. 08 倍、 離転職者対象コースが 1. 06 倍と

なっています。（ 図１）  

また、2020年度訓練生の就職率について

は、 中卒対象コース及び高卒対象コースが

100. 0％、 離転職者対象コースが 83. 2％と

なっています。（ 図２）

● 応募状況（ 図 1）   

資料： 県産業人材育成課「 定例業務統計資料」 2021年7月末

●  就職率（ 図 2）  

           資料： 県産業人材育成課「 定例業務統計資料」 2021年7月末

グ ラ フ で み て み よ う

４ ０  高等技術専門校への応募及び就職の状況はどうなっていますか。  

学卒者対象コースの就職率が100. 0％となっています。



○  職業人生が長期化する中で、 中小企業

における人材のリスキリング（ 再教育）

やスキルアップを強化するため、 在職者

を対象とした職業訓練の規模・ 内容の充

実を図っていきます。  

【 概要】  

学卒者、離転職者等を対象に職業訓練を実施している高等技術専門校の施設整備と組織再

編を一体的に進め、地域や企業のニーズを踏まえたモノづく り人材の育成機能を強化し、中

小企業への支援の充実を図ります。   

【 具体的な取組】  

○  2019 年度に県内６校の高等技術専門校を３校（ 名古屋校・ 岡崎校・ 東三河校） に集約

し、 現在、 岡崎高等技術専門校の全面的な建替えを実施（ 建替え後は、「 三河高等技術専

門校（ 仮称）」） しており、 完成後、 ２校体制とします。（ 2025年度予定）  

○  名古屋高等技術専門校における「 組込みシステム科」 の新設（ 2019 年度） に続き、 岡

崎高等技術専門校において、2022年度に3Dモデリング科、2025年度にロボット システム

科（ 仮称） を新設し、 DX が加速する中で中小企業のニーズに対応したデジタルを利活用

する人材の育成を図ります。  

高等技術専門校の再編・ 整備による人材育成機能の強化

高等技術専門校の再編・ 整備

三河高等技術専門校（ 仮称） 完成予想図 



技能五輪全国大会は、原則23歳以下の青

年技能者が技能レベルを競う大会で、 技能

の向上や、 技能尊重気運の醸成を図ること

などを目的として、毎年開催されています。            

本県は、 最も成績が優秀な都道府県選手

団に贈られる最優秀技能選手団賞を 2005

年度から 16年連続で受賞しています。（ 表１ ）

また、全国アビリンピックは、15歳以上

の障害者が技能労働者としての能力を競う

大会で、 職業能力の向上を図り、 企業や社

会一般の人々 が障害者に対する理解と認識

を深め、 その雇用の促進を図ることなどを

目的として、 国際大会開催年を除き、 毎年

開催されています。 本県では、 全国アビリ

ンピックでも毎回多く の入賞者を出すなど、

優秀な成績を収めています。（ 表２）

2019年度に、本県は両大会を「 あいち技

能五輪・ アビリンピック 2019」 として開催

し、 選手及び大会関係者を始め、 小中学生

や一般の方など延べ18万7, 470名の方が来

場しました。  

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、両大会は無観客で開催され、

本県は大会の運営に協力しました。  

数 字 で み て み よ う

● 技能五輪全国大会への本県選手の参加・ 入賞状況（ 表 1）  

大会の開催状況 本県の参加状況 本県の入賞状況 

開催年度 
競技職種

参加選手

参加職種

参加選手

全国 

順位 
金賞 銀賞 銅賞 敢闘賞 合計 

全国

順位

第58回 

（ 2020年度）

40職種 

944名 

33職種 

193名 

選手数

1位 

15職種

17名 

16職種 

22名 

14職種

18名 

14職種

34名 

27職種

91名 
1位 

第57回 

（ 2019年度）

42職種 

1,239名

36職種 

206名 

選手数

1位 

11職種

12名 

18職種 

30名 

11職種

13名 

23職種

38名 

27職種

93名 
1位 

第56回

（ 2018年度）

42職種

1,292名

33職種

195名 

選手数

1位 

14職種

16名 

13 職種

17 名 

20 職種

33 名 

17 職種

41 名 

29 職種

107 名
1位 

資料： 県産業人材育成課 

● 全国アビリンピックへの本県選手の参加・ 入賞状況（ 表 2）

資料： 県産業人材育成課

大会の開催状況 本県の参加状況 本県の入賞状況 

開催年度 
競技種目 

参加選手 

参加種目 

参加選手 
金賞 銀賞 銅賞 合計

メダル

獲得数

第40回（ 2020年度） 25種目 302名 18種目 31名 2名 4 名 5 名 11 名 1 位

第39回（ 2019年度） 23種目 382名 19種目 28名 4名 3 名 8 名 15 名 1 位

第38回（ 2018年度） 22種目 382名 19種目 19名 2名 6 名 5 名 13 名 1 位 

… 2021今後の両大会の開催予定地 年度（ 東京都）  

４ １  技能五輪、 アビリンピックとは何ですか。  

青年技能者、 障害者が技能日本一を競い合う「 技能の祭典」 です。



技能検定制度は、 労働者の有する技能の

レベルを一定の基準によって検定・ 公証す

る国家検定制度です。特級、１ 級、２級、３

級
※ 1

及び単一等級の区分において、 2019 年

度に本県では15, 548名が受検し、全国最多

の7, 530名が合格しました。 (図１ ) 

また、 外国人技能実習生を対象とする基

礎級
※ ２

、 随時３ 級及び随時２ 級の区分にお

いて、 2019 年度に本県では 17, 685 名が受

検し、全国最多の12, 643名が合格しました。

(図２ )

● 技能検定受検者・ 合格者数（ 特級、 １ 級、 2 級、 ３ 級
※ １

、 単一等級） （ 合格者数上位３ 都府県） （ 図 1）

資料： 厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室、 県産業人材育成課（ 指定試験機関実施分を除く ）

● 技能検定受検者・ 合格者数（ 基礎級
※ ２

、 随時３ 級及び随時２ 級）（ 合格者数上位３ 都県）（ 図 2）
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資料： 厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室、 県産業人材育成課 

       ※ １ 全国との比較のため、 2017年度について、 3級には随時3級を含む 

※ ２ 「 基礎1級」 及び「 基礎２級」 は、 2017年11月から「 基礎級」 に改正統合
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４ ２ 技能検定の状況はどうなっていますか。  

技能検定合格者数は全国一です。



本県では、 児童・ 生徒の技能者への憧れ

やモノづく りへの関心を深めることを目的

に、 技能五輪メダリスト 等が講師として学

校に出向く 派遣講座を 2015 年から実施し

ています。  

派遣講座では、 県内の小・ 中学校、 特別

支援学校を対象に、 技能五輪メダリスト 等

による実演披露や職業講話に加え、 モノづ

く り体験講座を実施しています。  

また、2021年度からは、 技能五輪やアビ

リンピックに対する興味・ 関心を喚起する

ため、 大会への出場を目指す選手が行う練

習の見学会を新たに実施します。  

小・ 中学生を対象にした技能競技大会

「 Juni or Ski l l s『 アイチータ杯』」 を開催

しています。  

2019 年度は、 小学生向けに「 小椅子の製

作」 の競技を、 中学生向けに「 ロボット 製

作と制御」 の競技を行いました。 それぞれ

多く の参加者があり、 時間内に木製の折り

畳み小椅子を完成させたり、 ロボット 制御

の課題をクリアしたときには大きな歓声が

上がるなど、 大いに盛り上がりました。  

2021年度は、モノづく りへの関心を深め

てもらうとともに、 将来のデジタル利活用

人材の育成につなげるため、 小・ 中学生共

にロボット の技能競技大会を開催します。  

※ 2020 年度は新型コロナウイルス感染症

への感染防止の観点から、 中止 

モノづく りの楽しさ、 素晴らしさを伝える、「 派遣講座」

モノづく りの楽しさ、 DNAを伝える。

Juni or Ski l l s「 アイチータ杯」

モノづく り体験

職業講話 

アイチータ杯「 ロボット 製作と制御」  



毎月勤労統計調査によると、 本県におけ

る2020年の年間総実労働時間は1, 726時間

で、前年に比べ47時間減少しています。そ

の内訳をみると、 所定内労働時間は 1, 564

時間、 所定外労働時間は160 時間となって

います。（ 図）  

また、 就業形態別にみると、 一般労働者

は1, 962時間であり、前年に比べ34時間減

少し、 パート 労働者は941 時間で、 前年に

比べ78時間減少しています。（ 表）  

● 総実労働時間の推移（ 図）  

資料： 県統計課「 毎月勤労統計地方調査」（ 事業所規模30人以上）

● 就業形態別年間総実労働時間（ 表）  

1,634 1,621 1,626 1,623 1,622 1,588 1,564 

154 196 195 193 196 
186 

160 

1,788 1,817 1,821 1,817 1,818
1,773 

1,726 

 600
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 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

 1,800

 2,000

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

所定外労働時間 所定内労働時間

総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間 総実労働時間 所定内労働時間 所定外労働時間

2016年 2,053          1,812          241            1,080          1,032          48

2017年 2,061          1,820          240            1,041          998            43

2018年 2,033          1,795          238            1,036          996            41

2019年 1,996          1,768          229            1,019          977            41

2020年 1,962          1,760          203            941            914            27

一般労働者 パートタイム労働者

グ ラ フ で み て み よ う

(注) 図の総実労働時間は、一般労働者とパート タイム労働者を合わせた加重平均。

     四捨五入の関係で内訳と合計は必ずしも一致しない場合がある。      

４ ３  労働時間の現状はどうなっていますか。  

(時間)

資料： 県統計課「 毎月勤労統計地方調査」（ 事業所規模30人以上）

総実労働時間数は、 前年に比べ減少しています。



本県における2020年6月分の一般労働者

（ 短時間労働者を除く ） の賃金（ 平均所定

※内給与額 ）は、314, 100円（ 平均42. 2歳、

勤続12. 0年） となっており、前年と比べる

と 1. 4％減少しています。 男性は 341, 700

円（ 平均 42. 8 歳、 勤続 13. 7 年）、 女性は

254, 100円（ 平均41. 0歳、 勤続8. 4年） と

なっています。（ 表）  

年齢階級別にみると、 男性では、 年齢階

級が高く なるとともに賃金も上昇し、 55～

59 歳で 435. 4 千円と賃金がピークとなり、

その後下降しています。女性は、45～49歳

の276. 5千円がピークとなっています。（ 図） 

※  所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ

定められている支給条件、算定方法により６月

分として支給された現金給与額（ きまって支給

①する現金給与額） のうち、超過労働給与額（

② ③時間外勤務手当、 深夜勤務手当、 休日出勤

④ ⑤手当、 宿日直手当、 交替手当として支給さ

れる給与をいう。） を差し引いた額で、 所得税

等を控除する前の額をいう。

● 性別賃金及び対前年増減率の推移（ 表）

● 性・ 年齢階級別賃金（ 図）  

賃金
対前年
増減率

賃金
対前年
増減率

賃金
対前年
増減率

（ 千円） （ ％） （ 千円） （ ％） （ 千円） （ ％）

△  0 . 3 3 4 1 . 1 0 . 2 2 4 6 . 1 0 . 5平成28年 314. 4
平成29年 318. 3 1. 2 345. 0 1. 1 252. 4 2. 6

△  0 . 6平成30年 322. 4 1. 3 349. 9 1. 4 250. 9

△  1 . 2 3 4 4 . 7 △  1 . 5 2 5 2 . 6 0 . 7令和元年 318. 5

△  1 . 4 3 4 1 . 7 △  0 . 9 2 5 4 . 1 0 . 6令和２ 年 314. 1
令和２ 年

年齢（ 歳） 42. 2 42. 8 41. 0
勤続年数（ 年） 12. 0 13. 7 8. 4

男女計

年

男 女

注： 令和２ 年より推計方法を変更しているため、 これまでの公表値との比較
　 には注意が必要。
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資料： 厚生労働省「 賃金構造基本統計調査」

４ ４ 県内企業の賃金の状況はどうなっていますか。  

賃金（ 平均所定内給与額） は314, 100円となっています。

資料： 厚生労働省「 賃金構造基本統計調査」

(千円) 



 本県における 2020 年の女性の就業者数

は177. 2万人（ 前年比0. 4万人減）、雇用者

数は162. 6万人（ 同0. 5万人増）、雇用者に

占める女性の割合は43. 0％（ 同0. 1％減）

となっています。（ 図１ ）  

また、 女性の産業別就業者を見ると、 医

療, 福祉（ 19. 7％） が最も多く 、 次いで卸

売業, 小売業（ 19. 0％）の順となっています。

（ 図２ ）  

グ ラ フ で み て み よ う

● 女性就業者数等の推移（ 図 1）  

● 女性の産業別就業者の割合（ 非農林業）（ 2020 年）  （ 図 2）  
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４ ５ 女性の就業状況はどうなっていますか。  

雇用者に占める女性の割合は43. 0％となっています。
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資料： 県統計課「 労働力調査地方集計結果」



愛知県は、 若い世代において、 男性に対

する女性の割合が他の地域に比べ低い傾向

があります（ 表参照）。より多く の女性に愛

知で活躍してもらうためには、 女性にとっ

て魅力があり、 働きやすい雇用の場をもっ

と増やし、 女性が職業において活躍してい

く 土壌の形成が必要です。  

このことから、 2015年7月に「 あいち・

ウーマノミ クス研究会」 を設置し、 女性が

活躍する産業振興に関する課題や取組、 女

性の雇用を促進する取組について議論を進

めています。  

○ 2 0 ～39歳の男性100人に対する同年代の女性数（ 都道府県） （ 表）

順位 都道府県 （ 人）  

1 鹿児島 103.9 

・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  

4 大阪 100.2 

・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  

12 東京 98.2 

・ ・ ・  ・ ・ ・  ・ ・ ・  

44 愛知 89.7 

全国平均 95.5 

資料： 総務省「 住民基本台帳に基づ く、 人口、 人口動態及

び 世帯数調査」 より作成。（ 2021年1月1日現在）  

県では、 女性の働く 場の拡大を目指し、

女性起業家・ 経営者の成長及びビジネスの

スケールアップを応援する「 あいち女性起

業家・ 経営者支援プログラム COMPASS（ コ

ンパス）」 を実施しました。前半のセミ ナー

には27名が参加し、選考を経て、そのうち

の20名が後半に進み、専門家によるサポー

ト を受けながらビジネスプランの磨き上げ

などを行いました。  

また、 業界団体と連携し、 建設技術フェ

ア2020i n 中部（ 吹上ホール）「 学生交流ひ

ろば」 の愛知県ブースに出展し、 建設業界

を目指す学生向けにＰＲを行いました。  

～あいちで女性が輝く 未来へ～ 「 あいち・ ウーマノミ クス」 の推進

あいち・ ウーマノミ クスの推進

あいち・ ウーマノミ クスについて

研究会やあいち・ ウーマノミ クス推進事業について、 詳しく はホームページを御覧く ださい。  

■ あいち・ ウーマノミ クス ホームページ https: //www. pref . ai chi . j p/si te/womenomi cs/ 

建設技術フェア2020i n中部 

「 あいち・ ウーマノミ クス推進事業」 の実施



2020年実施の「 労働条件・ 労働福祉実態

調査」（ 調査対象： 常用労働者10 人以上の

企業） によると、 メンタルヘルス対策に取

り組んでいる企業の割合は、全体で46. 5％

となっています。（ 図）  

企業規模別にみると、 1, 000 人以上では

96. 8％の企業が取り組んでいますが、 規模

が小さく なるほど実施している割合は減少

し、29人以下の企業では19. 4％となってい

ます。

グ ラ フ で み て み よ う

● 企業規模別メンタルヘルス対策の取組状況企業割合（ 図）  

資料 県労働福祉課「 2020年 労働条件・ 労働福祉実態調査」  
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取り組んでいる 取り組む予定、 計画がある 取り組んでいない 不明

取り組んでいる企業の割合は46. 5％となっています。

４ ６ 職場におけるメンタルヘルス対策の取組状況はどうなっていますか。

コラム： ～活用していますか？「 スト レスチェック」 ～

「 スト レスチェック」 は、スト レスに関する質問票に答えることで、職場でのスト レスの状況について、労働者

がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。2015年12月から、労働者を常時50人以上雇用している事

業所では、 年1回実施することが義務付けられています。  

スト レスチェックを実施することで、 労働者にとっては、 自分のスト レスの状態を知ることができ、 未然にメン

タル不調を防ぐことができます。 事業者にとっては、 結果を集計して集団的に分析することによって、 職場環境の

改善につなげることができます。常時雇用している労働者が50人未満の事業所については努力義務ですが、スト レ

スチェックの実施は、 労働者のこころの健康の状態を知り、 職場環境を見直す良い機会です。 メンタルヘルス対策

の第一歩と位置付け、 積極的に実施することをおすすめします。  



県では、 従業員の仕事と生活の両立支援

に積極的に取り組む企業を「 愛知県ファミ

リー・ フレンドリー企業」（ 用語解説） とし

て登録し、 専用サイト 「 ファミ フレネット

あいち」 でその取組を紹介しています。  

2021年6月末時点での登録企業数は 

1, 552社となっており、登録企業の規模別

内訳は（ 図） のとおりです。100人以下の企

業が６ 割以上を占めています。  

また、 登録企業の中から他の模範となる

優れた取組を実施している企業を毎年表彰

し、 知事から賞状を授与しています。  

● 愛知県ファミリー・ フレンドリー企業

規模別内訳 

(2021 年 6 月末現在)（ 図）  

● 令和 2 年度愛知県ファミリー・ フレンドリー企業表彰（ 表）  

区分 受賞企業数

ファミ リー・ フレンドリー 
企業賞 

労働者の仕事と生活の調和を図

るため、 育児、 介護、 労働時間短

縮、 その他働きやすい職場環境作

り等、 幅広い分野で他の模範とな

る優れた取組を推進し、 その成果

を挙げている企業

中小企業の部 

（ 常時使用する従業員の数300 人未満）  
１社 

中堅企業の部 

（ 常時使用する従業員の数300 人以上1,000 人未満）  
１社 

大手企業の部 

（ 常時使用する従業員の数1,000 人以上）  
１社 

ファミ リー・ フレンドリー企業奨励賞 
従業員の仕事と生活の調和を図るため、育児、介護、労働時間低減、その他働きやすい職場環境づく り等

のうち、 個別の分野で他の模範となる優れた取組を推進し、 その成果を上げている企業 

２社 

イクメン・ イクボス企業賞
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（ イクボス） の育成につ

いて、 他の模範となる優れた取組を推進し、 その成果を挙げている企業

２社 

グ ラ フ で み て み よ う

４ ７  ファミ リー･フレンドリー企業の登録状況はどうなっていますか。

ファミ リー・ フレンドリー企業の普及拡大によりワーク・ ライフ・ バランスを推進しています。

出典： 県労働福祉課

愛知県ファミリー・ フレンドリー・ マーク

用語解説： 愛知県ファミ リー・ フレンドリー企業

  愛知県ファミ リー・ フレンドリー企業とは、 従業員が仕事と育児・ 介護・ 地域での活動等を両立できる
よう積極的に取り組む企業として、 県が登録した企業です。 

登録企業や知事表彰企業の取組は、 専用サイト 「 ファミフレネット あいち」 で紹介しています。
（ https: //fami fure. pref . ai chi . j p）  

資料： 県労働福祉課

1~30人

44%

31～100人

19%
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14%
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6%
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6%
1001人以上

11%



2020年実施の「 労働条件・ 労働福祉実態

調査」 によると、 有給休暇取得日数は 9. 3

日でした。 (図1)  

企業規模別では、 従業員1, 000 人以上の

企業及び300 人から 999人の企業が9. 6 日

と最も多く なっています。  

産業別では、 電気・ ガス・ 熱供給・ 水道

業が16. 5日と取得日数が多い一方、宿泊業，

飲食サービス業の取得日数が少なく なって

います。（ 図2）  

●  有給休暇取得日数（ 図１）

●  企業規模別・ 産業別有給休暇取得日数（ 図2）
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４ ８ 有給休暇の取得日数はどうなっていますか。  

有給休暇取得日数は9. 3日となっています。

（ 日）

（ 日）

資料： 県労働福祉課「 労働条件・ 労働福祉実態調査」、 厚生労働省「 就労条件総合調査」  

資料： 県労働福祉課「 労働条件・ 労働福祉実態調査」  



（ ％）  

本県の男性の育児休業取得率は 4. 7％

（ 2020年）となっており、前年に比べ0. 3％

下降しています。  

また、国は少子化社会対策大綱において、

男性の育児休業取得率を 2025 年までに

30％とする目標を掲げ、 大幅に上昇しまし

たが、まだまだ低い水準に留まっています。

●  男性の育児休業取得率（ 図）
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資料： 県労働福祉課「 労働条件・ 労働福祉実態調査」  

厚生労働省「 雇用均等基本調査」  

４ ９  男性の育児休業取得状況はどうなっていますか。  

コラム： ～ご存知ですか？「 イクメン」 と「 イクボス」 ～

「 イクメン」 とは、子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性のことです。育児休業は、積極的に子育てをしたいと

いう男性の希望を実現するとともに、パート ナーである女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合うこと

ができます。  

 「 イクボス」 は、部下の育児参加を応援するだけではありません。職場で共に働く 部下・ スタッフのワーク・ ライフ・

バランスを考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽し

むことができる上司（ 経営者・ 管理職） のことを指します（ 男性管理職も女性管理職も）。イクボスが、イクメンや女性

が活躍するための鍵となるのです。

本県の男性の育児休業取得率は4. 7％となっています。



 愛知県と労使団体等で構成する「 あいち

ワーク・ ライフ・ バランス推進協議会」 で

は、働き方改革関連法の趣旨を踏まえつつ、

ワーク・ ライフ・ バランスの実現を目指す

ため、「 あいちワーク・ ライフ・ バランス行

動計画2021-2025」 を 2021年3月に策定し

ました。  

 ワーク・ ライフ・ バランスの実現に向け

た取組を進めていく ため、 行動計画に記載

の「 愛知県内一斉ノー残業デー」 について

呼びかける街頭啓発活動の実施や、「 多様な

働き方」 を制度として導入している企業の

取組事例を紹介するシンポジウムを開催し

ます。  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大へ

の対応のため、 企業としては、 働き方改革

関連法への対応など、 これまでの働き方改

革の取組に加えて、 新型コロナウイルス感

染症対策と事業活動との両立が可能な働き

方を進めていく ことが喫緊の課題となって

います。  

こうした中、 本県では、 ウィ ズコロナ・

アフターコロナにおける県内企業の働き方

の現状や課題などの実情を把握するための

調査を実施するとともに、 調査結果を活用

した啓発資料の作成や、 ワークショ ップ・

セミ ナーを開催することにより、 中小企業

等の働き方改革の取組を支援しています。  

県内一斉ノー残業デー街頭啓発活動

働き方改革ト リセツ（ 2018～2020年度作成）  

県労働福祉課ホームページからダウンロードできます。

https: //www. pref. ai chi . j p/soshi ki /rodofukushi / 

企業向けセミ ナー（ オンライン配信）  

「 あいちワーク・ ライフ・ バランス行動計画2021-2025」 について

働き方改革の推進

「 働き方改革支援事業」 の実施

あいちワーク・ ライフ・ バランス行動計画2021-2025

県労働福祉課ホームページからダウンロード できます。

https://www.pref.aichi .jp/soshiki/rodofukushi/



「 テレワーク」とは、I CT（ 情報通信技術）

を活用した場所や時間にとらわれない多様

で柔軟な働き方のことで、 在宅勤務・ モバ

イル勤務・ サテライト オフィ ス勤務など

様々 な形態での働き方ができます。  

本県では、 2021年3月に策定した「 あい

ちテレワーク推進アクショ ンプラン」 に基

づき、 2021 年度から 2023 年度までの３年

間で、 中小企業等に対するテレワークの導

入支援を集中的に行うこととしています。  

○あいちテレワークサポート センター

の開設

 中小企業等へのテレワークの導入促進と

定着を図るため、「 あいちテレワークサポー

ト センター」を名古屋駅近く に2021年４ 月

に開設し、テレワークの導入に関する相談、

機器操作体験、 情報発信等をワンスト ップ

で実施しています。  

 詳しく はWebページをご覧く ださい。  

https: //www. ai chi -tel ework. pref . ai chi . j p/

○テレワーク・ スクールの開催

中小企業等の経営者、 実務担当者を対象

に、 テレワークの活用方法や導入プロセス

を学んでいただく「 テレワーク・ スクール」

を開催し、 テレワークの導入意識の向上や

円滑な導入を図っています。  

○あいちテレワーク・ モデルオフィ スの

開設 

中小企業等へのテレワークの早期導入を

促進するため、 テレワーク体験や県産木材

製品を活用したテレワーク関連設備の展示

などを行う「 あいちテレワーク・ モデルオ

フィ ス」 を 2021年８月に開設しました。  

 詳しく はWebページをご覧く ださい。  

https: //www. ai chi -tel ework. pref . ai chi . j p/model -of f i ce/

あいちテレワーク推進アクショ ンプラン

あいちテレワークサポート センター 

開所式 

   あいちテレワーク・ モデルオフィ ス 

   概観 

テレワークの導入、 定着に向け、 テレワークの導入支援を行います。

テレワークの導入促進



＊推定組織率＝労働組合員数÷雇用者数×100 

  雇用者数は「 労働力調査地方集計」（ 県統計課発表） の４～６月平均の数値。

2020年の労働組合基礎調査の結果をみる

と、労働組合数は、2, 447組合と 8年連続の

減少（ 前年比0. 9％減） となり、また、労働

組合員数も 799, 118 人と、 9 年ぶりに減少

に転じました（ 前年比0. 03％減）。    

また、推定組織率は21. 2％と、前年を 0. 1

ﾎ゚ ｲﾝﾄ上回り、5年ぶりに上昇に転じました。

（ 図）  

県内上部団体への加盟状況を加盟組合員

数でみると、 連合愛知（ 日本労働組合総連

合会愛知県連合会） が570, 393 人（ 組合員

総数に占める割合71. 4％）、愛労連（ 愛知県

労働組合総連合）は36, 874人（ 同4. 6％）、

愛知全労協（ 全国労働組合連絡協議会愛知

県協議会） は、 228 人（ 同0. 03％） となっ

ています。（ 表）

● 労働組合員数と推定組織率の推移（ 愛知県）（ 図）  

資料： 県労働福祉課「 労働組合基礎調査」

● 県内上部団体別労働組合数及び労働組合員数（ 表）  

2018年 2019年 2020年 

組合数(組合) 組合員数(人) 組合数(組合) 組合員数(人) 組合数(組合) 組合員数(人)

合 計
2,491

(100)

795,191

(100)

2,468

(100)

799,383

(100)

2,447

(100)

799,118

(100)

連合愛知
1,194

(47.9)

571,520

(71.9)

1,190

(48.2)

576,542

(72.1)

1,169

(47.8)

570,393

(71.4)

愛 労 連
260

(10.4)

36,841

(4.6)

252

(10.2)

37,087

(4.6)

254

(10.4)

36,874

(4.6)

愛知全労協
9

(0.4)

243

(0.03)

8

(0.3)

222

(0.02)

5

(0.2)

228

(0.03)

(注) ３団体以外への加盟及び無加盟は省略。（ ）内は構成比。  

資料： 県労働福祉課「 労働組合基礎調査」
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５ ０ 労働組合の組織状況はどうなっていますか。  

労働組合数・ 組合員数は減少、 推定組織率
※
は5年ぶりの上昇となりました。



2020 年度に県に寄せられた労働相談は、

新型コロナウイルス関連の相談が大きく 増

加し、 7, 258 件と前年度に比べ46. 4％増加

しました。 うち労働者からの相談が８ 割以

上を占めています。 使用者からの相談は、

助成金や休業手当などに関する相談が増え

2019年度を大きく 上回る結果となりました。 

産業別では、製造業、卸売・ 小売業が多く

なっています。（ 表）  

また、 相談内容では、 休業手当を払って

もらえないなどの「 賃金に関する相談」

（ 16. 1％） が最も多く 、 労働条件通知書の

未交付などの「 労働契約に関すること」

(11. 7％)「 職場の人間関係に関する相談」

(6. 9％）、といった相談が多く なっています。

（ 図）  

表 と グ ラ フ で み て み よ う

● 相談件数の推移（ 表）                        (単位： 件)

  区  分 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度

相談件数 4,248 4,605 4,652 4,958 7,258

労

使

別

労働者 4,017 4,336 4,394 4,554 6,296

割合(%) 94.6% 94.2% 94.5% 91.9% 86.7%

使用者 231 269 258 404 962

割合(%) 5.4% 5.8% 5.5% 8.1% 13.3%

産

業

別

製造業 651 604 658 554 822

割合(%) 15.3% 13.1% 14.1% 11.2% 11.3%

卸売・小売業 475 429 364 397 649

割合(%) 11.2% 9.3% 7.8% 8.0% 8.9%

資料： 県労働福祉課

●  労働相談内容項目別割合（ 2020 年度）（ 図）

資料： 県労働福祉課
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職場の人間関係

その他

５ １ 労働相談の傾向はどうなっていますか。  

労働者からの相談が多く 、 賃金や労働契約に関する相談が多く なっています。



労働紛争の調整 

2020年に取り扱った労働組合又は個々 の

労働者と使用者の間に起きた労働紛争の調

整事件は29件で、前年から２ 件増加しまし

た。  

そのうち終結件数は26件で、内訳は解決

によるものが11件、打切りによるものが8

件、 取下げによるものが7 件となっていま

す。（ 表１）  

不当労働行為の審査

2020年に取り扱った不当労働行為救済申

立事件は29件で、前年から５件増加しまし

た。  

そのうち終結件数は 11 件で、 内訳は命

令・ 決定によるものが６ 件、 和解によるも

のが３ 件、 取下げによるものが２ 件となっ

ています。（ 表２ ）  

数 字 で み て み よ う

● 調整事件取扱状況（ 表 1）                           （ 単位： 件）  

年 

(平成) 

取 扱 件 数 終 結 状 況 次 年 

繰 越 し 前年繰越し 新 規 申 請 合 計 解 決 打切り 取 下 げ その他 合 計 

2016年 5(2) 30(16) 35(18) 10(4) 19(11) 1(0) 0(0) 30(15) 5(3)

2017年 5(3) 20(  7) 25(10) 13(7) 9(  1) 0(0) 0(0) 22(  8) 3(2)

2018年 3(2) 22(13) 25(15) 10(6) 6(  5) 5(2) 0(0) 21(13) 4(2)

2019年 4(2) 23(12) 27(14) 10(3) 13(  9) 1(1) 0(0) 24(13) 3(1)

2020年 3(1) 26(  9) 29(10) 11(1) 8(  6) 7(3) 0(0) 26(10) 3(0)

注（  ） 内の数字は、個別労働関係紛争に係るあっせん事件数を表し、内数である。 
資料： 県労働委員会事務局調べ

● 不当労働行為救済申立事件取扱状況（ 表 2）                   （ 単位： 件）

年 

(平成) 

取 扱 件 数 終 結 状 況 

次 年 

繰 越 し 

前 年 

繰 越 

し 

新 規 

申 立 て
合 計 

命 令 ・  決 定 

和 解 取 下 げ 合 計 
救 済 棄 却 ･ 却 下 小 計 

2016年 11 7 18 3 1 4 5 3 12 6

2017年 6 12 18 1 1 2 8 0 10 8

2018年 8 11 19 0 1 1 5 1 7 12

2019年 12 12 24 1 2 3 4 0 7 17

2020年 17 12 29 2 4 6 3 2 11 18

資料： 県労働委員会事務局調べ 

５ ２  労働委員会の事件取扱状況はどうなっていますか。

調整事件、 審査事件ともに増加しました。


