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元気な経済・産業・地域づくり 

●県民税 10％減税 

・個人県民税減税に代わる措置として、消費税率引上げの影響を緩和する「子育

て支援減税手当」(児童一人あたり 10,000 円)を給付するとともに、「障害者福

祉減税基金」に 30 億円を積み立て、これを原資として医療型障害児入所施設

等の整備を支援(26 年度) 

・法人県民税 10％減税相当額を活用した産業空洞化対策として、「産業空洞化対

策減税基金」に 50 億円を積み立て、これを原資とする補助制度により、企業

立地、研究開発・実証実験を支援(24 年度～) 

・EV・PHV に対する本県独自の自動車税の課税免除制度の実施(24 年 1 月～) 

●地域産業の振興、雇用の促進、中心市街地の活性化など、地域振興に資する優良

な開発を推進～不動産取得税等の減免の検討～ 

 ・産業立地促進税制を見直し、不動産取得税の軽減措置を 3 年間延長するほか、

航空宇宙関連産業の製造業の立地に係る不動産取得税の免税措置の実施(25 年

度～) 

●市街地縁辺集落制度の導入など市街化近隣の調整区域の宅地開発を緩和 

・「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」に基づく、市街

化調整区域の住宅等の立地条件を緩和する区域の指定等(5 市町､13 区域(豊明

市(2 区域)､新城市(4 区域)､岩倉市(4 区域)､犬山市(2 区域)､扶桑町(1 区域)) 

●留学生の国内就職の支援や帰国後のフォローシステムの検討 

 ・技術系を中心とする留学生支援制度を創設(25 年度)。インターンシップへの

参加を要件にするとともに、修学終了後の就職を支援 

●中小企業を愛知県の産業社会政策の柱として位置づけ、「愛知県中小企業地域活

性化条例」の制定に取り組む 

・中小企業の振興について、県の責務や関係者に期待される役割を明らかにし、

県が行う基本的な施策を示す「愛知県中小企業振興基本条例」を制定(24 年 10

月) 

●女性の起業を支援。一層の社会進出を促進し、地域活力のアップに繋げる 

・「次世代の女性管理職養成セミナー」、「女性の活躍状況「見える化」調査」、

「働く女性のキャリアアップ＆交流ビュッフェ」など、あいち女性の活躍促進

プロジェクトの推進(26 年度) 

《マニフェスト工程表の進捗状況》 

項目別の主な取組 
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●大学や企業が蓄積してきた技術をつなぐことで飛躍的な利活用を目的とするプロ

ジェクト・チームを設置 

・交通安全対策の取組の一つとして、産学行政の連携の下、自動車安全技術プロ

ジェクトチームを設置し、自動車安全技術の開発・普及の取組を推進 

(25 年度～) 

●新しい名産・名食・名所開発を地域が協働して推進 

・名古屋市と共同で「なごやめしＰＲ懇談会」を立ち上げ、なごやめしブランド

を県内外へ向けて戦略的にＰＲ(26 年度) 

●農業国際競争力強化センターを設置し、人材育成や海外展開を含めた販路開拓の

促進 

・「農林水産業国際競争力強化センター」において、農林水産物の輸出に関する

総合的な取組を実施(24 年度～) 

・輸出拡大に向けたプロモーション活動の実施(「愛知フェア」の開催(23 年度

～)、「フーデックス・ジャパン 2013」への出展) 

●ふるさと農林水産物を全国・全世界にＰＲし、あいちブランドを確立する 

・暮らしの中に花を取り入れる「花いっぱい県民運動」を展開(25 年度～)する

とともに、花と緑のイベント「あいち花フェスタ」などを開催(24 年度～) 

 ●農業の担い手の育成、法人化の推進 

・農業大学校学生寮の建て替えを、事業期間の短縮が期待できる、設計・施工を

一括して発注する「デザインビルド方式」により行い、愛知の農業を支える担

い手育成の環境を整備(26 年度) 

●水産資源の保護・育成を進め、伊勢湾・三河湾の海の幸を活かした日本一の食文

化の宝庫を目指す 

 ・全国初となる総合的なうなぎ資源保護対策を実施(24 年 10 月～) 

●県と名古屋市共同で観光政策の司令塔をつくり、内外プロモーションを強化 

・「愛知・名古屋観光プロモーションイベント」を名古屋市と連携して東京及び

大阪で開催(24 年 5 月、25 年 2 月・6 月・12 月) 

●中国をはじめ、海外観光客を呼び込む海外誘客センターを設置 

・東南アジアの重要拠点であるタイのバンコクに「海外産業情報センター」を設

置(26 年度) 

●戦国～徳川の武将の故郷あいちをたどる武将観光を推進 

・県内外の武将や甲冑をテーマに活動する団体・武将隊が参加する「あいち合戦

ワールド」を開催(26 年度) 
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交通・インフラ体系の整備・確立 

●地域社会・地域経済を強力に支えることができる総合交通体系の立案・整備 

・名古屋環状２号線西南部・南部区間の工事着手(24 年度) 

・名豊道路の整備促進 

豊橋バイパス(前芝
まえしば

ＩＣ～豊川
とよかわ

為
ため

当
とう

ＩＣ)開通(24 年 10 月) 

豊橋東バイパス(豊橋東ＩＣ～細谷ＩＣ)開通(25 年 6 月) 

蒲郡バイパス(蒲郡ＩＣ～幸田
こ う た

芦谷
あしのや

ＩＣ)開通(26 年 3 月) 

・「民間事業者による有料道路事業の運営」の実現に向けて、「有料道路コンセッ

ションに関する基本的な考え方（案）」を公表し、意見募集を実施(26 年 4 月) 

●国際競争力に対応した名古屋港・三河港・衣浦港の機能強化 

・名古屋港飛島ふ頭南側コンテナターミナル、鍋田ふ頭コンテナターミナルの整

備など「国際産業ハブ港」の実現に向けた機能強化 

鍋田ふ頭コンテナターミナル第３バース供用開始(24 年 4 月) 

鍋田ふ頭進入道路暫定２車線整備完了(25 年 3 月) 

・三河港及び衣浦港の機能強化 

三河港神野西地区コンテナヤード拡張整備完了(25 年 3 月) 

衣浦港港湾計画の改訂(26 年 3 月) 

三河港蒲郡地区岸壁の整備(26 年度末一部供用予定) 

三河港神野西地区ふ頭用地拡張整備(26 年度～) 

 

くらし・医療・健康・福祉を守ります 

●地域医療再生基金の大幅拡充・活用 

・地域医療再生基金を活用した「あいち小児保健医療総合センターの 3 次小児救

急施設の整備」(25 年度～建設工事)及び「心身障害者コロニーの再編整備」

(26 年度～建設工事) 

●ワクチン予防接種の公費助成の創設 

・風しんワクチン接種事業の実施(25 年 6 月～) 

●育児支援の推進 

・子育て世帯における消費税率引上げの影響を緩和するため、「子育て支援減税

手当」（児童一人あたり 10,000 円）を給付(26 年度) 

●病児・病後児保育や一時預かり保育、地域子育てセンター、ファミリーサポート

センターの拡充などの保育メニュー充実への支援 

・ファミリー・サポート・センターを活用した医療機関連携型の病児・病後児預

かりモデル事業の実施(26 年度) 
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●児童虐待根絶のため、児童相談所の体制を大幅強化 

 ・一時保護所を尾張地区に整備(26 年度 建設工事) 

●介護と医療の連携を図り、切れ目のない高齢者医療、ケア体制を構築 

・「あいちの地域包括ケアを考える懇談会」の「地域包括ケアシステム構築に向

けた提言」(25 年度)に基づくモデル事業の実施(26 年度) 

●県有地等公有地を活用して特別養護老人ホーム等介護福祉施設を計画的に整備 

 ・春日井市内の県有地を福祉施設運営事業者へ貸付け、福祉施設の整備を促進

(25 年度) 

●民活で障害者福祉施設、グループホーム、ケアホームを４年で倍増 

 ・新たに創設した「障害者福祉減税基金」を原資として、医療型障害児入所施設

等の整備を支援(26 年度) 

・「愛知県既存の戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱

要綱」を策定し(25 年度)、グループホームの整備を促進(26 年度) 

●子育て中の母親への再就職の支援 

 ・出産や子育て等で離職した女性の再就職を支援する「あいち子育て女性再就職

サポートセンター」を設置し、相談・カウンセリング等を実施(26 年度) 

●住まい、学校、県民利用施設等の耐震化を促進 

・第３次あいち地震対策アクションプランの策定(26 年度) 

・民間住宅耐震改修費補助の拡大(23 年度～) 

・民間住宅段階的耐震改修及び木造住宅耐震シェルター整備に対する補助を創設

(25 年度) 

・民間建築物の耐震診断費補助の拡充(不特定多数の者が利用する大規模な建築

物等(25 年度～)、避難路沿道建築物(26 年度)) 

・耐震診断が義務付けられた不特定多数の者が利用する大規模な建築物等に対す

る耐震改修費補助の創設(26 年度) 

・県立学校耐震化の更なる促進  

 

教育・文化 

●子ども一人ひとりを大切にする特別支援教育の充実 

 ・本県の特別支援教育のあり方の中長期的な指針となる「愛知県特別支援教育推

進計画」を策定(25 年度) 

・いなざわ特別支援学校(知的障害)を開校(26 年 4 月) 

 ・県立田口高校内に豊橋特別支援学校の分教室(山嶺教室)を開設(26 年 4 月) 

 ・知多地区に新たな特別支援学校(知的障害)を整備(30 年 4 月開校予定) 

 

 



5 

 

●子どもや教員のメンタルヘルスに配慮し、スクールカウンセラーを増員 

・小学校のスクールカウンセラーの配置拡大(25 年度 181 人→26 年度 189 人) 

・緊急支援への対応やスクールカウンセラーの指導等を行うスーパーバイザーの

配置(24 年度～) 

●国際交流を推進し、こどもの国際理解や外国語に親しむ機会を向上 

・英語教育の拠点となる高校(あいちスーパーイングリッシュハブスクール)の指

定(25 年度～) 

・小・中学生、高校生が参加するイングリッシュキャンプの実施(25 年度～) 

・高校生の長期留学及び短期留学の取組を支援(25 年度～) 

●あいちトリエンナーレを世界に発信するアート・フェスティバルに育成 

・あいちトリエンナーレ 2013 の開催(25 年 8 月 10 日～10 月 27 日) 

  会場：愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市内及び岡崎市内の

まちなか 

●愛知県立芸術大学を国際的な芸術教育機関として位置づけられるよう、その発展

を目指す 

・音楽学部新校舎の供用開始(25 年 9 月) 

・美術学部校舎(新デザイン棟)の整備に向けた基本調査(26 年度) 

●競技団体と地域の連係で、国内・国際スポーツ競技大会の誘致を推進する 

・スポーツ大会を活かした地域活性化策等の検討(25 年度～) 

・「マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知」で、新たに女子車いすマラソンを実

施(25 年度) 

・スポーツコミッションの設立に向けた検討 (26 年度) 

・「FIFA フットサルワールドカップ 2020」の招致に向けた活動を開始(26 年度) 

 

中京都の創設 

●愛知県・名古屋市を合体して『中京都』を創設 

・中京独立戦略本部の開催(24 年 2 月・3 月、25 年 2 月・10 月、26 年 3 月) 

・3 府県 2 政令市知事・市長会議において『大都市の自立と自治』愛知宣言を採

択(23 年 7 月) 

●次世代自動車(PHV、EV、燃料電池車)を支援、加速 

・民間企業・自治体による「あいち次世代自動車インフラ整備推進協議会」を設

置し、次世代自動車の普及を促進(25 年度～) 

・県庁に EV・PHV 用充電インフラや、燃料電池車、水素ステーションの設置促進

に向けた普及啓発の場を整備(26 年度) 
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地方分権・行政改革 

●道州制の実現に向け、国の出先機関の移管、権限の委譲 

・東海三県一市等での検討 

・「さらなる地方分権改革に向けた愛知県提言」を全国知事会議に提出 

(25 年 4 月) 

・国の「地方分権改革に関する提案募集」に対する愛知県の提案を提出 

(26 年 7 月) 

●市町村への権限移譲の推進 

・市町村の規模ごとに移譲モデルを設定(23 年 3 月) 

・市町村が策定した移譲計画に沿って権限移譲を推進 

・移譲計画の策定と受入体制の整備に対する市町村権限移譲特別交付金の交付

(24 年度～) 

●民間・女性副知事の登用 

・女性副知事の登用(25 年 7 月) 

・民間企業出身副知事の登用(26 年 4 月) 

●資産査定、資産の有効利活用 

・新たな公会計制度の導入に伴う固定資産台帳の整備(24 年度) 

・ネーミングライツによる新たな財源の確保(24 年度 歩道橋 7 か所、25 年度 森

林公園ゴルフ場、歩道橋 3 か所、26 年度 海陽ヨットハーバー、武道館) 

 

東三河マニフェスト 

●副知事級を配置し、市町村と一体となって東三河振興を推進 

・「東三河県庁」スタート(24 年 4 月) 

・市町村、民間組織等と協議を行う場として「東三河ビジョン協議会」を設置

(24 年 4 月) 

・東三河振興ビジョン(将来ビジョン及び主要プロジェクト推進プラン)を策定し、

取組を推進(25 年 3 月～) 

・庁舎の共同利用(ワンフロア化)により、市町村との連携を強化 

林業分野・・・新城森林総合センター(新城フォレストベース)(24 年 4 月) 

地域保健分野・・・豊川保健所田原保健分室(24 年 10 月) 

農業分野・・・田原農業支援センター(田原アグリベース)(25 年 4 月) 

 

環境マニフェスト 

●伊勢湾・三河湾地域の里海再生に向けた取組 

・県民参加の里海調査、三河湾環境再生プロジェクト行動計画の策定(25 年度)

等による三河湾環境再生プロジェクトの実施(24 年度～) 
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●生物多様性条約締約国会議の成果を活かした取組 

・「あいち生物多様性戦略 2020」を策定し、生態系ネットワークの形成とあいち

ミティゲーションを組み合わせた本県独自の「あいち方式」による取組を推進

(24 年度～) 

・伊良湖休暇村公園に「花咲く砂丘の園(デューンガーデン)」(仮称)を整備し、

観光エリアの一部を供用開始(26 年度) 

●長良川河口堰の開門調査 

・「長良川河口堰検証プロジェクトチーム会議」の開催及びプロジェクトチーム

報告書の提出(24 年 1 月) 

・報告書の提言を受けて設置した「愛知県長良川河口堰最適運用検討委員会」に

より各種課題を検討(24 年度～) 

・長良川河口堰合同会議準備会による論点・運営方法等の検討(24 年度～) 

●自然エネルギーの利活用 

・住宅用太陽光発電施設の導入支援 

・太陽光発電事業者への屋根貸し事業の実施(農業大学校乳牛舎、森林公園競技

会用厩舎(25 年度)) 

・「産学官連携・愛知県農業用水小水力発電推進検討委員会」を設置し、農業用

水を利用した小水力発電を推進(24 年度～) 

●住みよい環境を保つため、森林、里山の保全に努め、まちの緑化率を高める 

・愛知万博 10 周年にあたる平成 27 年秋に「全国都市緑化あいちフェア」の開催

が決定（25 年度） 


