
あいち産業労働ビジョン2016-2020（仮称）施策及び目標一覧表

施策の柱 施策の方向性 具体的な施策 事業数 主な事業 主な目標数値

新規事業展開、販路開拓への支援、ITよる販売促進への支援 6 経営革新計画の策定支援、中小企業応援ファンドによる販路拡大支援
経営革新認定件数1,500件

取引あっせん件数20,800件

金融の創造・創出（金融の円滑化） 2 クラウドファンディングの活用支援、金融機関提案型の融資メニューの設置 (目標なし）

小規模企業への配慮 1 小規模企業の事情に配慮した支援施策の見直し 小規模企業の施策利用率(調整中）

研究開発、技術開発への支援 1 あいち産業科学技術センターにおける依頼試験、技術指導の実施
依頼試験件数96,000件／年度

技術相談件数28,000件／年度

知的財産戦略への支援 3 開放特許活用した知財マッチングの実施
知財マッチングによるライセンス契約件数

５件

CSR（企業の地域貢献）推進に向けた支援
1 地域貢献に積極的に取り組む企業等への顕彰制度の創設を検討 (目標なし）

企業防災力の強化（BCPの普及促進）に向けた支援 3 中小企業のBCP作成を促進 中小企業のBCP講習参加企業300人

創業・ベンチャービジネスへの支援 5
女性起業セミナーの開催、女性起業家及び経営者のネットワークづくり、ビジネスプラン発表会
の開催

創業プラザあいちの創業件数75件

事業承継、業態転換への支援 2 後継者育成セミナーの開催、愛知県事業引継センターとの連携 事業承継支援認定件数50件

中小･小規模企業を牽引し地域を担う中堅企業への支援 1 中堅企業を核とした企業グループの組成・活動支援 (目標なし）

生産性の向上、品質管理、生産管理の強化への支援 1 専門家派遣による生産性向上への支援 (目標なし）

よろず支援拠点を核とした産学官金の連携、役割分担 2 あいち産業振興機構と各支援機関等との包括連携協定締結による連携強化
ワンストップ窓口の相談対応件数22,000件

数

相談窓口機能の強化 3 商工会・会議所の経営指導員の資質向上のための研修の充実 経営指導員の課題解決提案件数14,000件

地域金融機関との連携（地域密着型金融） 2 地域金融機関との勉強会の開催、地域金融機関に対する支援施策説明会の開催 金融機関との勉強会件数15回

商工会・商工会議所等、各種関係団体への加入促進 1 中小企業の連携等による事業の補完促進、ネットワーク活性化に向けた各種団体の加入促進 (目標なし）

税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、弁護士等、士業との連携 1 支援機関との連携協定の締結支援、連携事業の実施 (目標なし）

公契約を活用した施策の推進 1 公契約条例の制定に向けた検討、地元企業への配慮 (目標なし）

社会環境の変化に対応した商店街の商機能の強化に向けた支援 2 商機能強化を図るための商店街の取組支援、訪日客増大やICT対応への支援 主な商店街における通行量の改善60％

商店街の地域コミュニティの担い手としての取組充実に向けた支援 2
コミュニティー活動による商店街活性化への支援、大規模小売店舗への商店街や地域との共
生推進

愛知県商業街づくりガイドラインに基づく、

地域貢献計画書提出100％

地域･商店街を応援する多様な主体と連携した取組に対する支援 3 県内大学と商店街の産学官連携による課題解決に向けた取組の推進 (目標なし）

商店街の担い手育成と外部人材の積極活用への取組に対する支援 2
事業継承の円滑化や次代を担う人材の育成･発掘支援、商店街マネージャーの設置や外部専
門家の派遣

商店街派遣団体年間６団体以上

サービス産業の支援施策充実 3
サービス産業の課題と解決策の見える化を推進するための庁内WGの設置、検討、ウーマノミ

クス研究会における女性活躍サービス業のビジネスモデルの研究、サービス産業の産性向上
への支援

サービス産業の経営革新計画件数600件

販路開拓への支援 1 ふるさと名物等の開発・発掘・販路開拓の支援 (目標なし）

ITによる販売促進への支援 1 SNSやEコマースを活用した販路拡大の支援 SNS、SNS、Eコマース研修参加数300人

技術・技能の継承に向けた支援 1 あいち産業科学技術センターにおける技術指導等による技術・技能の継承に向けた支援 (目標なし）

販路開拓への支援 6 あいち中小企業応援ファンドによる新商品開発・販路拡大の支援 採択事業の3年以内事業化5件以上／年度

デザインや異業種との連携による付加価値化への支援 1 「産業デザイントライアルコア」の3Dプリンタ等を活用したデザインによるモノづくり支援
デザイントライアルコアの技術指導・相談件

数200件／年度

ブランド化、知的財産保全に対する支援 2 地域団体商標の取得等に対する支援 地域団体商標新規出願件数5件

優れたモノづくり企業を国内外にアピール（「愛知ブランド企業」など） 1 愛知ブランドのオンリーワン技術やNo1シェアなどの情報を発信
愛知ブランWEBページ・ページビュー件数

400万件／年度

地域資源等の活用による新商品開発の支援 3 地域資源活用促進法に基づく地域産業資源の指定 地域産業資源指定年間50件以上

中小･小規模企業に
対する支援施策の充
実

中小･小規模企業に
対する支援体制の強
化

商店街を始めとした地
域の商業・サービス業
等の活性化

地場産業など地域産
業の活性化

①中小･小規模企業
の企業力強化

②地域創生に資す
る産業の振興

アウトカム指標 

（日本一ビジネスし

やすい地域の実

現） 

開業率：6％ 

（2030年に1位相当

7％） 

 

中小企業の製造

品出荷額等シェ

ア：10％ 

アウトカム指標 

県内総生産の全

国シェア：7.5％ 

（他の施策と併せて

実施） 



あいち産業労働ビジョン2016-2020（仮称）施策及び目標一覧表

施策の柱 施策の方向性 具体的な施策 事業数 主な事業 主な目標数値

シティープロモーション、シビックプライドの取組促進 1 県関連イベント等の開催を通じた伝統工芸品等のPRの実施 伝統工芸品出品数5品目／年度

山村、離島、半島部の活性化に向けた取組促進 1 「知多半島観光圏協議会」の取組による県内外の誘客 (目標なし）

ソーシャルビジネス・コミュニティビジネスの支援 2
ソーシャルビジネスサポートあいちを中核としたソーシャルビジネス等の起業支援、名古屋市と
連携した支援策の検討

(目標なし）

地域の連携による経済・生活圏の形成への支援 2 「三河の山里サポートデスク」、「愛知県交流居住センター」と連携した集落の維持・活性化 (目標なし）

流入人口の増加促進（ＵＩＪターンの支援等） 3 愛知県交流居住センター、地域しごと支援センターと連携した流入人口の増加促進
地域しごとセンターの利用件数3,000人／

年度

次世代自動車に必要な各種部材や安全技術等の開発・普及促進 7
次世代自動車の各種部材や自動走行などの高度安全技術の開発支援、国家戦略特区による
実証支援

自動走行・自動車安全技術実証実験20件

次世代自動車関連産業の誘致 1 国内外からの企業誘致と、国等の研究機関誘致 次世代自動車の企業誘致件数20件

中堅・中小企業の販路拡大の支援 2 自動車技術等の展示会への出展支援、技術交流会等のマッチング支援 展示会等への出展支援件数25社

新技術に対応できる人材の育成 3 あいち産業技術総合センターや愛知総合工科高校専攻科における人材の育成 育成人材の人数4,800人

次世代自動車の普及支援・インフラ促進 4 水素ステーションや充電インフラの整備促進、次世代自動車の普及促進 水素ｽﾃｰｼｮﾝ40基、充電ｲﾝﾌﾗ1,600基

サプライチェーン強化・装備品等の事業参入への支援 9 一貫受注・一貫生産に向けた相談会やサプライチェーン再構築の支援 セミナー･相談会の参加人員

中堅・中小企業の販路拡大の支援 3 航空機部品供給システム研究会の開催、認証取得の支援 品質認証取得数140件

宇宙産業への参入促進 4 企業の研究開発の支援、セミナーや逆見本市等の実施
新あいち創造研究開発補助金を活用した

試作品製品化率30%

航空機の増産、国際競争力強化に対応する人材育成・確保の支援 6
航空機製造に係る各階層に応じた人材育成支援、県営名古屋空港見学者受入拠点施設の整
備

人材育成研修受講者12,000人

開発者と利用者との協働による取引促進 7 あいちロボット産業クラスター推進協議会の運営、国家戦略特区による実証支援 推進協議会会員数300社･団体

ロボットの安全技術取得及び実用化の支援 3 国際安全規格認証取得の支援、あいちサービスロボット実用化センターによる実用化支援 サービスロボット実用化支援件数100件

ロボットの普及促進及びイベントの開催 3 ロボット導入を促進する基礎講習の開催、ロボカップ2017世界大会の開催支援 ロボカップ来場者数（調整中）

健康長寿産業（医療・福祉・介護機器・サービス等）の振興 9 福祉用具や再生医療関連機器等の医療機器分野の研究開発支援・参入促進 メディカルメッセでのマッチング件数50件

環境・新エネルギー、静脈産業の振興 7 新エネルギー実証研究の場の提供による研究開発や交流促進、普及啓発の実施 共同研究実施件数10件

水素エネルギーを活用したスマートコミュニティーの形成 3 水素エネルギー社会形成研究会の開催 プロジェクト実施数5件

IT産業、都市型産業の育成 12 データ分析やビジネススキルを身につけるための講習会の実施 講習会参加者数100名

知財戦略・デザイン重視のモノづくり 3 産業デザイントライアルコアにおける産業デザインの支援 技術指導･相談件数200件／年度

農林水産業との連携による新分野開拓 4 農業分野におけるＩＣＴの利活用促進、6次産業化の拡大 (目標なし）

「知の拠点あいち」を始めとした地域の研究開発機能の強化 2 高度計測機能の強化など研究開発･実証研究等の拠点化推進 ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光ｾﾝﾀｰの利用件数7000件

産学行政による研究開発拠点の集積促進 4 国等の研究機関の誘致、次世代産業の成長に資する研究開発拠点の集積 (目標なし）

研究開発型ベンチャー創出、育成の支援 4
あいちベンチャーハウスにおける経営相談・販路拡大支援、国家戦略特区区域会議の下に雇
用労働相談センターを設置し、スタートアップ企業等の支援を実施

新あいち創造研究開発補助金を活用した

試作品製品化率30%

科学技術人材の育成・強化 4 小中学生を対象とした出張発明クラブ、若手研究者奨励事業 出張発明クラブ参加者数160名

研究開発支援機関の機能強化、支援機関や研究機関の連携強化 2 研究開発支援機関の強化･連携、ネットワークの強化 県内理工系大学等の共同研究数6500件

「知の拠点あいち」を核とした産学行政による研究開発・製品開発の推進 5 中小企業の研究･技術開発の支援、知の拠点あいちにおいて研究プロジェクトの組成
依頼試験件数96000件／年度

技術相談件数28000件／年度

特区制度の活用等による研究開発環境・実証研究環境の整備 2 国家戦略特区等における実証実験支援による社会実装の支援 (目標なし）

地域へ人や産業を呼
び込む取組の推進

次世代自動車分野の
産業振興

航空宇宙産業の振興

ロボット産業の振興

イノベーションを創出
する基盤づくり

産学等の協働・連携
を推進する仕組みづく
り

内需型産業の振興

②地域創生に資す
る産業の振興

④研究開発機能・立
地環境の整備

③次世代産業の育
成・強化

アウトカム指標 

製造品出荷額等の

全国シェア：14.5％  

（ただし他の施策と併せ

て実現） 
 

中部地域の航空宇

宙産業の生産

高:1.18兆円（2020

年） 
 

ロボット製造業の

製造品出荷額等国

内シェア:30％ 

（2020年） 

 

アウトカム指標 

学術･研究開発機関

事務所数の全国シェ

ア：5,5％ 

次世代成長産業等

の企業立地件数： 

40件（2020年まで

に） 



あいち産業労働ビジョン2016-2020（仮称）施策及び目標一覧表

施策の柱 施策の方向性 具体的な施策 事業数 主な事業 主な目標数値

知財経営による中小企業のモノづくり力強化 7 中小企業への大企業開放特許のマッチング支援 ライセンス件数5件

知的財産を大切にする機運の醸成 2 模倣品対策や技術流出対策セミナー開催、企業や県民への普及啓発の実施 セミナー等開催5件／年度

企業立地・再投資・対日投資への支援（推進体制・プロモーション・優遇施策の強
化）

12 地方拠点税制を活用した本社機能の移転･新設、産業空洞化対策減税基金による支援 本社機能等の移転強化企業数6社

立地基盤整備、用地開発の推進 5 市町村と連携した新たな企業用地開発の検討、産業立地サポートステーションによる情報提供
産業立地通商課サポートステーションの相

談件数830件／年度

産業インフラ（道路･鉄道・港湾･空港等）の充実・活用促進 2 名古屋駅のスーパーターミナル化、40分交通圏の拡大、広域道路網等のインフラ整備 (目標なし）

規制緩和によるビジネスをしやすい環境の整備 1 工場立地法、企業立地促進法等の規制緩和 (目標なし）

モノづくりマザー機能（新たな産業を創出する産業集積等の基盤）の強化 1 産業空洞化対策減税基金による再投資の支援 補助金により再投資を実施した企業160社

中小企業の海外進出・取引機会の拡大への支援 2 あいち国際ビジネス支援センターおける総合的な支援の実施
あいち国際ビジネス支援センターの利用件

数800件／年度

ＭＩＣＥの誘致・開催 3 愛知･名古屋ＭＩＣＥ推進協議会への参画 国際会議の開催件数（調整中）

海外における知財保護への支援 3 知財総合支援窓口による知財戦略の高度化支援、海外特許出願等への補助 海外への出願補助件数25件／年度

「あいち国際ビジネス支援センター」による一元的な支援 1 あいち国際ビジネス支援センターおける総合的な支援の実施
あいち国際ビジネス支援センターの利用件

数800件／年度

海外産業情報センター・愛知県サポートデスクとの連携促進 2 県の海外拠点における中小企業への総合的な支援 海外拠点における相談件数250件／年度

JETROや関係機関等との連携促進 3
ジェトロとの連携による連携事業の推進、ジェトロ・Ｉ-ＢＡＣ・ＧＮＩＣと連携した企業招聘・会

議ミッション等の実施
(目標なし）

外国人留学生の活用促進 1 外国人留学生を対象としたインターンシップ、企業見学ツアーの実施 参加者数各50名／年度

海外とのパートナーシップの構築 1 インド、インドネシア等アジアを中心とした経済交流事業の実施 交流事業の実施35件

訪日外客誘致に向けたプロモーションと受入態勢の強化 7 情報発信の充実･強化、外国公館･観光局･メディアとの連携、フリーWi-Fiの整備

観光資源の充実とブランド化の推進 9 武将観光、産業観光、山車観光、街道観光等の促進、映画･ドラマのロケ誘致

観光交流拠点県としての機能強化 3 広域観光の推進、航空路線･クルーズ船の誘致

戦略的な観光ひとづくり 6 観光人材の育成、観光関連団体の機能強化

民間活力の活用 4 民間プロジェクトとの連携促進、在日外国人・大学・民間企業との連携強化

MICE･スポーツ大会を通じた誘客推進 2 MICEの誘致強化、スポーツ大会の招致･育成

若年者雇用対策・定着支援 8 学生への中小企業の魅力発信、マッチング支援
県内企業と学生のマッチング件数6,000件

／年度
不本意非正規雇用労働者の正社員化に向けた支援、非正規労働者のキャリアアッ
プ

2 「ヤング・ジョブ・あいち」での若年者への総合的な支援
ヤング・ジョブ・あいち利用者の就職者数

過去3年平均値5％増

再チャレンジへの支援・マッチング機会の拡充 5 県内市町村の相談窓口等でのニート・フリーター等の就職支援 相談件数（調整中）

女性・高齢者･障害者・外国人の就業促進、キャリアアップ 21
あいち子育て女性再就職サポートセンターでの子育て女性の再就職支援、ウーマノミクス研究
会の開催及び取組の実施、高齢者･障害者の雇用促進に向けたセミナーの開催、ハローワーク
や市町村と連携した外国人労働者の就職支援

あいち子育てサポートセンター利用件数

500件／年度

海外高度人材の受入促進 2 留学生の受入、留学生の県内企業への就職支援 奨学金を支給する留学生数10人／年度

技能実習制度の適切な運用 1 技能実習制度の適切な運用のための愛知労働局等との連携強化 (目標なし）

人材不足業種の処遇改善・魅力ＰＲの取組支援 3 福祉・介護分野、建設分野等における学生への魅力ＰＲ (目標なし）

就労の場拡大のためのソーシャルビジネス支援、ＵＩＪターン支援等 3 首都圏から県内への人材還流の促進
地域しごと支援センター利用件数3000人／

年度

全員参加に向けた就
労支援、人材の確保・
定着

知的財産戦略の推進

立地環境の整備

国際ビジネスの戦略
的展開

支援体制の強化

観光の促進

④研究開発機能・立
地環境の整備

⑤グローバル展開
への支援

⑥観光の促進

⑦就労の促進・能力
の活用

アウトカム指標 

輸出品の全国シェ

ア：21.0％程度 

アウトカム指標 

来県者数：5,000万

人、うち外国人400万

人（2020年までに） 

 

観光消費額：１兆

円、うち外国人

アウトカム指標 

労働人口の全国
シェア6.2％ 

労働力率62.0％ 

［調整中 県若年
者］ 

 

高齢者（65以上）の
労働力率 1ポイント
以上改善 

民間企業における
障害者の法定雇用
率達成 2.0％ 

目標検討中 



あいち産業労働ビジョン2016-2020（仮称）施策及び目標一覧表

施策の柱 施策の方向性 具体的な施策 事業数 主な事業 主な目標数値

就労支援機関や教育機関との連携促進 3 ハローワーク地方移管の国への要請、愛知労働局や就労・生活支援機関との支援強化の検討 (目標なし）

情報提供・相談機能の充実 4 総合的な相談体制構築、国家戦略特区区域会議の下に雇用労働相談センターの設置
あいち労働総合支援フロア利用件数24300

件／年度

官民一体となったワーク・ワイフ・バランスへの推進 1 「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」による官民一体のワーク・ライフ・バランス推進 調整中

仕事と育児・介護の両立が可能な職場環境、社会環境の整備促進 14
愛知県ファミリー・フレンドリー企業の登録促進、病児・病後児保育の促進、延長保育・休日保
育・事業所内保育などの保育サービス充実

ファミリー・フレンドリー登録企業数60社増

／年

女性・高齢者・障害者・外国人など多様な人材の活躍促進 12 企業における女性管理職の登用促進 (目標なし）

非正規雇用労働者の処遇改善の促進 2 多様な正社員制度の導入促進など、愛知労働局等と連携した処遇改善の推進 (目標なし）

労働安全衛生・メンタルヘルス対策の促進 2 企業のメンタルヘルス対策の促進 (目標なし）

長時間労働の是正 2 「愛知『働き方改革』に向けた共同宣言」等による官民一体となった長時間労働是正の推進 (目標なし）

労働団体、経済団体との連携強化 1 労働団体（連合愛知等）、経済団体（経営者協会等）と連携強化 (目標なし）

モノづくり基盤強化に向けた人材育成の強化 3 航空機の増産・量産化に対応した人材育成体制の整備 研修受講者数12000人／日

高等技術専門校の充実 2 高等技術専門校の機能強化による中小企業の人材育成支援 (目標なし）

関係機関の連携による産業人材の育成体制の整備 2 愛知県産業人材育成連携会議等による産業人材育成の取組推進 連携会議の開催回数（調整中）

ビジネス環境の変化に対応する人材の育成（グローバル・科学技術・IT等） 6 県立高等学校等での「あいちグローバル人材育成事業」の推進 (目標なし）

熟練技能の継承 1 民間企業や中小企業団体等が行う職業訓練の認定、技能検定等の技能評価制度の推進 技能検定合格者数8500人／年度

技能尊重気運の醸成 4 技能五輪国際大会誘致に向けた研究、技能五輪・アビリンピックメダリストの出前講座 出前講座の参加者数50校／年度

個社・業界ニーズに対するきめ細かな対応の強化 13 産業界のニーズを踏まえた、高等技術専門校での訓練コース・カリキュラムの設定 普通訓練修了者の就職率 95%

企業ＯＢ人材の活用 1 企業ＯＢ等の熟練技能者の中小企業、工業高校等への派遣 熟練技能者の派遣件数100人／年度

労働生産性の向上に向けた支援 3
生産工程の合理化等の専門家派遣による中小企業支援、TWI（仕事の教え方、改善の仕方等

の企業内訓練）訓練の職種拡大に向けた検討
(目標なし）

人材育成･能力開発に向けた関係機関の連携強化 3 中小企業の人材育成・確保に対する総合的な相談体制構築 (目標なし）

発達段階に応じたキャリア教育の推進 4 小学校から高等学校まで系統的なキャリア教育の推進 (目標なし）

産業界・地域と連携したキャリア教育の強化 2 産業人材育成支援のポータルサイトによる産業・教育界双方への情報提供 ポータルサイトへのアクセス件数（調整中）

インターンシップの充実・職場体験の促進 5 公立中学校での職場体験、県立高等学校普通科でのインターンシップの促進
県立高校におけるインターンシップ参加者

数18000人／年度

コーディネータや専門人材の育成・活用 1 橋渡しを円滑に行うコーディネータや専門人材の育成・活用方策の検討 (目標なし）

専門高校における職業教育の充実 5 県立工業高校でのモノづくりスキルアップ講座、キャリアリンク講座 高校生の技能検定合格者数800人／年度

モノづくり離れ対策の推進 2 出張発明クラブ、科学技術講演会など、モノづくり・科学技術と子ども・若者を結ぶ取組の強化 出張発明クラブ参加者数160名／年度

学校教育・地域活動との連携・協働 7 地域の専門家や社会人講師の小・中学校での活用 (目標なし）

 就労支援体制の強化

キャリア教育・職業教
育の推進

生き生きと働ける環境
づくり

高度なモノづくりに向
けた人材の育成支援

中小企業の人材育
成・能力開発支援

⑦就労の促進・能力
の活用

⑧生き生きと働ける
環境づくり

産業人材の育成･強
化

アウトカム指標 

年次有給休暇取得

日数： 調整中 

 

女性（25～44歳）

の労働力率：3ポ

イント以上の上昇 

 

アウトカム指標 

技能検定合格者

数： 

8,500人／年 


