
 

- 1 - 

マニフェスト工程表 
Ⅰ 元気な経済・産業・地域づくり 
(１)県民税 10％減税 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

１ 

県民税10％減税 

総 務 部 ○県民税10％減税の検討 

・減税プロジェクトチームによる方向

性や制度等の検討 

○個人県民税10％減税の検討 

・減税プロジェクトチームによる方向

性や制度等の検討 

○個人県民税10％減税の検討 

・26 年度実施に向け、財政調整基金に

60 億円を積み立て、原資の一部を確

保するとともに、規模、内容等の詳

細について検討 

○個人県民税減税に代わる措置として子

育て支援施策、障害者福祉施策を実施 

・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 

・「障害者福祉減税基金」を設置し、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 
   ○法人県民税 10％減税相当額を活用した

産業空洞化対策の実施 

・｢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

制度を実施し、企業立地、研究開

発・実証実験を支援 

○法人県民税 10％減税相当額を活用した

産業空洞化対策の実施 

・｢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

制度を実施し、企業立地、研究開

発・実証実験を支援 

○法人県民税 10％減税相当額を活用した

産業空洞化対策の実施 

・｢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

制度を実施し、企業立地、研究開

発・実証実験を支援 
  ○EV・PHV に対する本県独自の自動車税の

課税免除制度の導入 

・24年1月1日から同年 3月31日まで

の間に新車新規登録された EV・PHV

について、翌年度から 5 年度分の自

動車税を免除 

○EV・PHV に対する本県独自の自動車税の

課税免除制度の継続 

・24 年度に新車新規登録された EV・

PHV について、新規登録年度分及び翌

年度から5年度分の自動車税を免除 

○EV・PHV に対する本県独自の自動車税の

課税免除制度の継続 

・25 年度に新車新規登録された EV・

PHV について、新規登録年度分及び翌

年度から5年度分の自動車税を免除 

○EV・PHV に対する本県独自の自動車税の

課税免除制度の継続 

・26 年度に新車新規登録された EV・

PHV について、新規登録年度分及び翌

年度から5年度分の自動車税を免除 

 

 

 

 (２)地域・都市再生へ集中投資 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

２ 

環状道路の整備、踏み

切りや道路の立体交差

化の推進 

 

建 設 部 

 
【環状道路】 

○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・南部区間の早期着手) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

【環状道路】 

○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・南部区間の整備促進) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

・専用部の工事着手 

【環状道路】 

○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・南部区間の整備促進) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

 ・橋梁下部工工事 

【環状道路】 

○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・南部区間の整備促進) 

(一般部：暫定2車線供用区間の4車線化) 

・橋梁下部工工事 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○東三河環状線の整備推進 
・大崎工区・三蔵子工区：用地取得、
工事 

・牛川工区：用地取得、トンネル準備工 
・石巻工区：工事 

○東三河環状線の整備推進 
・大崎工区・三蔵子工区：用地取得 
・牛川工区：トンネル工事、用地取得 
・石巻工区：工事 
＊県道石巻山線以南(約1km)供用 

○東三河環状線の整備推進 
・大崎工区･三蔵子工区：用地取得､工事 
・牛川工区：トンネル工事、用地取得 
・石巻工区：工事 

○東三河環状線の整備推進 
・大崎工区・三蔵子工区：用地取得、
工事 

・牛川工区：トンネル工事 
・石巻工区：工事 

  【踏切や道路の立体交差化】 
(連続立体交差事業) 
○名鉄常滑線等太田川駅周辺の立体交差
化の推進 
・高架切替(12月) 

【踏切や道路の立体交差化】 
(連続立体交差事業) 
○名鉄常滑線等太田川駅周辺の立体交差
化の推進 
・仮線撤去工事 
・側道・交差道路工事 

【踏切や道路の立体交差化】 
(連続立体交差事業) 
○名鉄常滑線等太田川駅周辺の立体交差
化の推進(25年度事業完了) 
・仮線撤去工事 
・側道・交差道路工事 

【踏切や道路の立体交差化】 
(連続立体交差事業) 
 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交
差化の推進 
・仮駅舎工事 
・仮線工事 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交
差化の推進 
・仮駅舎工事 
・仮線工事 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交
差化の推進 
・仮駅舎工事 
・仮線工事 

○名鉄名古屋本線等知立駅周辺の立体交
差化の推進 
・仮駅舎工事 
・仮線工事  

(単独立体交差事業) 
○一般国道 247 号と名鉄河和線(青山駅付
近)の立体交差化の推進 
・鉄道高架工事 

(単独立体交差事業) 
○一般国道 247 号と名鉄河和線(青山駅付
近)の立体交差化の推進 
・鉄道高架工事 

(単独立体交差事業) 
○一般国道 247 号と名鉄河和線(青山駅付
近)の立体交差化の推進 
・高架切替(11月) 

(単独立体交差事業) 
○一般国道 247 号と名鉄河和線(青山駅付
近)の立体交差化の推進 
・一般国道247号4車線化工事 

○一般国道 155 号と名鉄犬山線(布袋駅付
近)の立体交差化の推進 
・仮線工事 
・支障物件補償 

○一般国道 155 号と名鉄犬山線(布袋駅付
近)の立体交差化の推進 
・仮線工事 
 

○一般国道 155 号と名鉄犬山線(布袋駅付
近)の立体交差化の推進 
・仮線工事 
・鉄道高架工事 

○一般国道 155 号と名鉄犬山線(布袋駅付
近)の立体交差化の推進 
・鉄道高架工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交
差化)の推進 
・橋梁下部工工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交
差化)の推進 
・橋梁下部工工事 
・橋梁上部工工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交
差化)の推進 
・橋梁下部工工事 
・橋梁上部工工事 

○一般国道 419 号高浜立体(交差点立体交
差化)の推進 
・橋梁下部工工事 
・橋梁上部工工事 

３ 

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

進し、建設需要を掘り

起こし 
～ 容積率・許認可の緩

和、不動産取得税等の減

免の検討 ～ 

産業労働部 

建 設 部 
○企業立地優遇施策拡充の検討 

・現行補助制度の見直し 

＊補助限度額の引き上げ等 

○企業立地優遇施策の推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た企業立地の支援 

＊補助事業認定：42件 

総投資規模：1,144億円 

・産業立地促進税制(不動産取得税の軽

減)の運用 

・産業立地促進税制の見直し 

(適用：25年度) 

＊不動産取得税の軽減措置を 3 年間

延長 

＊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除措置の

創設 

○企業立地優遇施策の推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た企業立地の支援 

＊補助事業認定：49件 

総投資規模：797億円 

・産業立地促進税制(不動産取得税の課

税免除・軽減)の運用 

・企業立地促進法に基づく県内４地域

の基本計画の改訂及び各種立地優遇

制度による支援 

・｢愛知・名古屋産業立地推進プラン｣

を策定し､市町村､経済団体等との連

携の下､優遇施策による立地支援や用

地の確保など､総合的な取組を実施 

○企業立地優遇施策の推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た企業立地の支援 

・産業立地促進税制(不動産取得税の課

税免除・軽減)の運用 

・企業立地促進法に基づく各種立地優

遇制度による支援 

・｢愛知・名古屋産業立地推進プラン｣

に沿って、市町村、経済団体等との

連携の下、優遇施策による立地支援

や用地の確保など、総合的な取組を

実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○容積率緩和等を活用した市街地開発等
の促進 
・具体の建設計画への適用の検討 
・容積率緩和の制度の周知・啓発 
・建築基準法に基づく建築許可基準の
改正(12月) 

○容積率緩和等を活用した市街地開発等
の促進 
・23年度に改正した許可基準の運用 

○容積率緩和等を活用した市街地開発等
の促進 
・23年度に改正した許可基準の運用 

○容積率緩和等を活用した市街地開発等
の促進 
・23年度に改正した許可基準の運用  

４ 

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 

建 設 部 ○条例の制定･施行(7月制定･10月施行) 
｢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｣ 

○条例に基づく区域の指定等 
  ＊豊明市（2区域） 

○条例に基づく区域の指定等 
  ＊新城市(1 区域)、岩倉市(4 区域)、

犬山市(2区域)、扶桑町(1区域) 

○条例に基づく区域の指定等 
  ＊新城市(3区域) 
 

○条例に基づく区域の指定等 
 

○市町村への条例等の周知 
・条例対象市町村への利用促進説明会
の開催 

・政令市、中核市、特例市、事務処理
市への周知 

○市町村への条例等の周知 
・条例対象市町村への利用促進説明会
の開催 

・政令市、中核市、特例市、事務処理
市への周知 

  

○市町村への条例等の周知 
・条例対象市町村への利用促進説明会
の開催 

・政令市、中核市、特例市、事務処理
市への周知 
＊工場等が建築できる区域を定める条

例が西尾市及び安城市において施
行済み 

○市町村への条例等の周知 
・条例対象市町村への利用促進説明会
の開催 

・政令市、中核市、特例市、事務処理
市への周知 
＊工場等が建築できる区域を定める条

例が一宮市、小牧市、稲沢市及び
大府市において施行済み 

５ 

入居率が低下した公営

住宅の転用・再活用の

推進。福祉施設、介護

施設、保育所、託児所

等を積極的に整備 

健康福祉部 

建 設 部 
○県営住宅の未利用地等の活用促進 
・県営住宅の建替えにより生まれた未
利用地の活用(売却：1住宅) 

・県営住宅跡地の活用(貸付：12住宅) 
・グループホーム、ケアホームの活用
普及 (貸付：5住宅) 

・市町村への意向調査・希望調査 

○県営住宅の未利用地等の活用促進 
・県営住宅の建替えにより生まれた未
利用地の活用(貸付：1住宅) 

・県営住宅跡地の活用(貸付：12住宅) 
・グループホーム、ケアホームの活用
普及 (貸付：4住宅) 

・関係市町村と調整 

○県営住宅の未利用地等の活用促進 
・県営住宅の建替えにより生まれた未
利用地の活用(貸付：2住宅) 

・県営住宅跡地の活用(貸付：12住宅) 
・グループホーム、ケアホームの活用
普及(貸付：4住宅) 

・関係市町村と調整 

○県営住宅の未利用地等の活用促進 
・県営住宅の建替えにより生まれた未
利用地の活用 

・県営住宅跡地の活用 
・グループホームの活用普及 
（26年 4月 1日から法改正によりケアホー
ムは、グループホームに名称統一） 

・関係市町村と調整 

○市町村営住宅の福祉施設への活用促進 

・国の｢地域介護・福祉空間整備交付

金｣制度の周知 

○市町村営住宅の福祉施設への活用促進 

・国の｢地域介護・福祉空間整備交付

金｣制度の周知 

○市町村営住宅の福祉施設への活用促進 

・国の｢地域介護・福祉空間整備交付

金｣制度の周知 

○市町村営住宅の福祉施設への活用促進 

・国の｢地域介護・福祉空間整備交付

金｣制度の周知 

 

 

 

(３)人材誘致 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

６ 

ビザ取得要件の緩和を

検討。高度技術者等の

永住要件緩和など 

地域振興部 

関係部局 
○要件緩和の内容検討 
・政府・諸外国等の情報収集・調査 
＊国におけるポイント制の導入による
高度人材の資格要件の緩和策の検討
(24年度中に実施予定) 

○要件緩和の内容検討 
・政府・諸外国等の情報収集・調査 
 ＊国におけるポイント制の導入によ

る高度人材の資格要件の緩和 

○要件緩和の内容検討 
・政府・諸外国等の情報収集・調査 
＊国におけるポイント制度の見直し
による高度人材の資格要件の緩和 

○要件緩和の内容検討 
・政府・諸外国等の情報収集・調査 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

７ 

外国人労働者の働く環

境の整備。規制の弾力

化 

地域振興部 

関係部局 
○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
の適応促進憲章の普及 
＊経済団体等の定例会等における会員
企業への普及啓発 

＊外国人雇用企業セミナーの開催 

○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
の適応促進憲章の普及 

 ＊経済団体等の定例会等における会員
企業への普及啓発 

＊外国人雇用企業セミナーの開催 

○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
の適応促進憲章の普及 
＊経済団体等の定例会等における会員
企業への普及啓発 

＊外国人雇用企業セミナーの開催 

○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
の適応促進憲章の普及 

 

  ○国への働きかけ 
・外国人労働者の就労環境の適正化に向
けた国への要望 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊多文化共生推進協議会による要望 

○国への働きかけ 
・外国人労働者の就労環境の適正化に向
けた国への要望 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊多文化共生推進協議会による要望 

○国への働きかけ 
・外国人労働者の就労環境の適正化に向
けた国への要望 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

＊多文化共生推進協議会による要望 

○国への働きかけ 
・外国人労働者の就労環境の適正化に向
けた国への要望 
＊｢国の施策・取組に対する愛知県か
らの要請｣ 

 

８ 

優秀な留学生の獲得 

地域振興部 

県民生活部 

  

○受入の機会・体制の充実 
・産学官連携による留学生受入れの促進 
＊愛知県留学生交流推進協議会の活
動(留学生実態調査、名古屋入国管
理局との情報交換会の実施等) 

・元留学生を活用した留学生受入れの
促進 
＊ベトナム帰国愛知留学生ネットワ
ーク(バロネット)の活用 

〔愛知県立大学〕 
・国際交流支援室の設置(10月) 

〔愛知県立芸術大学〕 
・海外大学との国際交流協定締結の推進 
＊新たにソルボンヌ大学、ハンブル
ク音楽大学、リスト音楽院と学術
交流協定を締結 

・交換留学生制度創設の検討 

○受入の機会・体制の充実 
・産学官連携による留学生受入れの促進 
＊愛知県留学生交流推進協議会の活
動(留学生実態調査、名古屋入国管
理局との情報交換会の実施等) 

・元留学生を活用した留学生受入れの
促進 
＊ベトナム帰国愛知留学生ネットワ
ーク(バロネット)の活用 

〔愛知県立大学〕 
・国際交流室による留学生支援 
・英語版ホームページの開設 

〔愛知県立芸術大学〕 
・交換留学生制度の創設 

○受入の機会・体制の充実 
・産学官連携による留学生受入れの促進 
＊愛知県留学生交流推進協議会の活
動(留学生実態調査、名古屋入国管
理局との情報交換会の実施等) 

・元留学生を活用した留学生受入れの
促進 
＊ベトナム帰国愛知留学生ネットワ
ーク(バロネット)の活用 

〔愛知県立大学〕 
・国際交流室による留学生支援 
 ＊日本語受入プログラムの整備 

 ・多言語学習センター(iCoToBa)の設
置・運用 

 ・ガジャマダ大学との知日派人材育成
プロジェクトの実施 

・シベリア連邦大学短期研修受入プロ
グラムの実施 

・海外大学との国際交流協定締結の推進 
  ＊新たにポートランド州立大学、ペ

ルー・カトリカ大学など 11 大学と
学術交流協定を締結 

〔愛知県立芸術大学〕 
・交換留学生制度の運用等 

○受入の機会・体制の充実 
・産学官連携による留学生受入れの促進 
＊愛知県留学生交流推進協議会の活
動(留学生実態調査、名古屋入国管
理局との情報交換会の実施等) 

・元留学生を活用した留学生受入れの
促進 
＊ベトナム帰国愛知留学生ネットワ

ーク(バロネット)の活用 
〔愛知県立大学〕 
・国際交流室による留学生支援 

 ・多言語学習センター(iCoToBa)の運用 
・ガジャマダ大学との知日派人材育成
プロジェクトの実施 

・海外大学との国際交流協定締結の推進 
〔愛知県立芸術大学〕 
・交換留学生制度の運用等 



 

- 5 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○受入留学生の支援の推進 
・留学生に対する滞在費、授業料等の補助 
＊アセアン諸国から留学生受入 
(新規3人、継続5人) 

・留学生に対する宿泊施設の提供 
＊国際留学生会館に対する運営費補助 

○受入留学生の支援の推進 
・留学生に対する滞在費、授業料等の補助 
＊アセアン諸国から留学生受入 
(新規3人、継続6人) 

・留学生に対する宿泊施設の提供 
＊国際留学生会館に対する運営費補助 

○受入留学生の支援の推進 
・留学生に対する滞在費、授業料等の補助 
＊アセアン諸国から留学生受入 
(継続6人) 

・技術系を中心とする留学生支援制度
(滞在費、授業料等の補助等)の創設、
受入開始 

 ＊アジア諸国から留学生受入 
(新規10人) 

・留学生に対する宿泊施設の提供 
＊国際留学生会館に対する運営費補助 

○受入留学生の支援の推進 
・留学生に対する滞在費、授業料等の補助 
＊アセアン諸国から留学生受入 
(継続3人) 

・技術系を中心とする留学生に対する
支援(滞在費、授業料等の補助等) 

 ＊アジア諸国から留学生受入 
(新規10人、継続10人) 

・留学生に対する宿泊施設の提供 
＊国際留学生会館に対する運営費補助 

９ 

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 

地域振興部 

産業労働部 

  

○留学生の就職支援の取組推進 
・大学等との連携によるセミナー、イ
ンターンシップなどの就職支援 
＊留学生就職セミナー(留学生向け・
企業向け) 

＊留学生インターンシップ(参加留学
生49人・参加企業29社) 

＊留学生向け合同企業説明会への協力 
・大学生等(留学生を含む)を対象とす
る合同企業説明会の開催 
 

○留学生の就職支援の取組推進 
・大学等との連携によるセミナー、イン
ターンシップなどの就職支援 
＊留学生就職セミナー(留学生向け・
企業向け) 

＊留学生インターンシップ(参加留学
生59人・参加企業25社) 

＊留学生向け合同企業説明会への協力 
・大学生等(留学生を含む)を対象とする
合同企業説明会の開催 

・技術系を中心とする留学生支援制度
の拡充策の検討 

○留学生の就職支援の取組推進 
・大学等との連携によるセミナー、イン
ターンシップなどの就職支援 
＊留学生就職セミナー(留学生向け・
企業向け) 

＊留学生インターンシップ(参加留学
生49人・参加企業30社) 

＊留学生向け合同企業説明会への協力 
・大学生等(留学生を含む)を対象とする
合同企業説明会の開催 

・技術系を中心とする留学生支援制度
(インターンシップへの参加、就職支
援)の創設、受入開始 
＊アジア諸国から留学生受入 
(新規10人) 

○留学生の就職支援の取組推進 
・大学等との連携によるセミナー、イ
ンターンシップなどの就職支援 
＊留学生インターンシップ 
＊留学生向け合同企業説明会への協力 

・大学生等(留学生を含む)を対象とす
る合同企業説明会の開催 

・技術系を中心とする留学生に対する
支援(インターンシップへの参加、就
職支援) 
＊アジア諸国から留学生受入 
(新規10人、継続10人) 

○帰国留学生との連携の取組推進 

・帰国前の留学生と企業や大学とのネ

ットワーク構築・支援 

＊帰国予定留学生とベトナム進出本

社企業、県等との交流会(ベトナム

帰国愛知留学生ネットワーク(バロ

ネット)と連携) 

・帰国留学生による本県進出企業への協力

活動、本県への留学促進活動の支援 

＊ベトナムでの帰国留学生と本県進出企

業との交流会(ベトナム帰国愛知留学

生ネットワーク(バロネット)と連携) 

○帰国留学生との連携の取組推進 

・帰国前の留学生と企業や大学とのネ

ットワーク構築・支援 

＊帰国予定留学生とベトナム進出本

社企業、県等との交流会(ベトナム

帰国愛知留学生ネットワーク(バロ

ネット)と連携) 

・帰国留学生による本県進出企業への協力

活動、本県への留学促進活動の支援 

 ＊ベトナムでの帰国留学生と本県進出企

業との交流会(ベトナム帰国愛知留学

生ネットワーク(バロネット)と連携) 

○帰国留学生との連携の取組推進 

・帰国前の留学生と企業や大学とのネ

ットワーク構築・支援 

 ＊帰国予定留学生とベトナム進出本

社企業、県等との交流会(ベトナム

帰国愛知留学生ネットワーク(バロ

ネット)と連携) 

・帰国留学生による本県進出企業への協力

活動、本県への留学促進活動の支援 

 ＊ベトナムでの帰国留学生と本県進出企

業との交流会(ベトナム帰国愛知留学生

ネットワーク(バロネット)と連携) 

○帰国留学生との連携の取組推進 

・帰国前の留学生と企業や大学とのネ

ットワーク構築・支援 

 ＊帰国予定留学生とベトナム進出本

社企業、県等との交流会(ベトナム

帰国愛知留学生ネットワーク(バロ

ネット)と連携) 

・帰国留学生による本県進出企業への協力

活動、本県への留学促進活動の支援 

 ＊ベトナムでの帰国留学生と本県進出企

業との交流会(ベトナム帰国愛知留学生

ネットワーク(バロネット)と連携) 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

10 

新卒者・既卒者ともの

づくり中小企業の出会

いの場を創出 

産業労働部 ○人材マッチングの取組推進 
・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 
・地域単位での企業説明会等の開催 

○人材マッチングの取組推進 
・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 
・地域単位での企業説明会等の開催 
・中小企業経営者との交流会の開催、メッ
セナゴヤにおける学生案内ブース出展 

○人材マッチングの取組推進 
・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 
・地域単位での企業説明会等の開催 
・中小企業経営者との交流会の開催、メッ
セナゴヤにおける学生案内ブース出展 

○人材マッチングの取組推進 
・愛知県新卒者就職支援協議会の開催 
・地域単位での企業説明会等の開催 
・中小企業経営者との交流会の開催、メッ
セナゴヤにおける学生案内ブース出展 

11 
帰国子女や多国籍企業
の教育環境を拡充する
ため、インターナショ
ナルスクールを設立 

地域振興部 ○国際的な教育環境の充実 
・国際的な教育環境に関する情報収集 
＊インターナショナルスクールの現
状等の把握 

○国際的な教育環境の充実 
・地域ニーズと関連課題に関する情報
収集 
＊学校経営者、関係市へのヒアリング 

○国際的な教育環境の充実 
・地域ニーズと関連課題に関する情報
収集 

 ＊関係自治体との情報交換 
 

○国際的な教育環境の充実 
・地域ニーズと関連課題に関する情報
収集 

 

 
 
 

(４)産業振興・活力ある地場産業、地元商工業、中小企業の育成支援 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

12 
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 

産業労働部 ○先行事例の研究､条例案の検討・提出 
・懇話会の開催等意見聴取の実施 
＊中小企業活性化懇話会 
＊中小企業者との車座集会 
＊中小・小規模企業訪問ヒアリング
(104社) 

○先行事例の研究､条例案の検討・提出 
・懇話会の開催等意見聴取の実施 

 
○条例の公布・施行(24年10月) 
 ｢愛知県中小企業振興基本条例｣ 

○条例の周知 
 ・中小企業経営者等の会合や各種会

議、HP等での普及啓発 

○条例の周知 
 ・中小企業経営者等の会合や各種会

議、HP等での普及啓発 

13 

企業支援を統括するプ

ロ人材を獲得・育成

し、各支援事業を有機

的に結びつけて、無駄

を減らしながら成果を

出せる産業振興をめざ

す 

産業労働部 ○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・中小企業への中小企業診断士等の専
門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・中小企業への中小企業診断士等の専
門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・中小企業への中小企業診断士等の専
門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・中小企業への中小企業診断士等の専
門家の派遣 

○産業振興のネットワークの構築 
・(公財)あいち産業振興機構をハブとし
た、弁護士、税理士等の専門家や商工会
議所・商工会等とのネットワークの構築 
＊中小企業支援ネットワーク強化事
業(中部経済産業局)を通じたネッ
トワークの構築 

＊あいち産業振興機構、岐阜県産業
経済振興センター、三重県産業支
援センター、名古屋産業振興公社
による合同連絡会議 

＊あいち産業振興機構、科学技術交流
財団、名古屋駅前イノベーションハ
ブによるコーディネーター・マネー
ジャー連絡会議 

○産業振興のネットワークの構築 
・(公財)あいち産業振興機構をハブとし
た、弁護士、税理士等の専門家や商工会
議所・商工会等とのネットワークの構築 

・中小企業に対して専門性の高い支援
事業を行う経営革新等支援機関とし
て、国が(公財)あいち産業振興機構
を認定 

 ＊中小企業支援ネットワーク強化事
業(中部経済産業局)を通じたネット
ワークの構築 

＊あいち産業振興機構、科学技術交
流財団、名古屋駅前イノベーショ
ンハブによるコーディネーター・
マネージャー連絡会議 

○産業振興のネットワークの構築 
・(公財)あいち産業振興機構をハブとし
た、弁護士、税理士等の専門家や商工会
議所・商工会等とのネットワークの構築 
＊中小企業・小規模事業者ビジネス創
造等支援事業（中部経済産業局）を
通じたネットワークの構築 

＊あいち産業振興機構、科学技術交流財団、
名古屋駅前イノベーションハブによるコー
ディネーター・マネージャー連絡会議 

・あいち国際ビジネス支援センターの開設 
＊ジェトロ名古屋等と連携し、県内
企業の海外展開等を支援 

○産業振興のネットワークの構築 
・(公財)あいち産業振興機構をハブとし
た、弁護士、税理士等の専門家や商工会
議所・商工会等とのネットワークの構築 
＊中小企業・小規模事業者ビジネス創
造等支援事業（中部経済産業局）を
通じたネットワークの構築 

＊あいち産業振興機構、科学技術交流財団、
名古屋駅前イノベーションハブによるコー
ディネーター・マネージャー連絡会議 

 ＊よろず支援拠点において、地域の
支援機関とのネットワークを活用
したワンストップサービスを提供 

・あいち国際ビジネス支援センターの運営 
 ＊ジェトロ名古屋等と連携し、県内

企業の海外展開等を支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

14 

ビジネスマッチングを

積極的に支援、販路開

拓などで専任のマネー

ジャーを配置し、国内

での販路開拓の可能性

を拡大 

産業労働部 

 
○(公財)あいち産業振興機構における専

門家による支援 

・新分野進出を支援するコーディネー

ター、調査員の配置 

＊マネージャー及びコーディネータ

ー(9人) 

＊調査員(2人) 

○(公財)あいち産業振興機構における専

門家による支援 

・新分野進出を支援するコーディネー

ター、調査員の配置 

＊マネージャー及びコーディネータ

ー(9人) 

＊調査員(2人) 

○(公財)あいち産業振興機構における専

門家による支援 

・新分野進出を支援するコーディネー

ター、調査員の配置 

＊マネージャー及びコーディネータ

ー(9人) 

＊調査員(1人) 

○(公財)あいち産業振興機構における専

門家による支援 

・新分野進出を支援するコーディネー

ター、調査員の配置 

 ＊マネージャー及びコーディネータ

ー(8人) 

 ＊調査員(1人) 

・よろず支援拠点において、販路拡大

等を支援するコーディネーター等の

配置 

 ＊コーディネーター及びサブコーデ

ィネーター（13名） 

○ビジネスマッチングの支援 

・各種商談会(広域商談会、相談・商談

会)等の開催(商談件数2,016件) 

・ビジネスマッチング交流会の開催(発

表企業数17社) 

・メッセナゴヤの開催(513社出展) 

・インターネットモールへの出店支援の

検討 

＊県内中小企業5,000社へのアンケート 

○ビジネスマッチングの支援 

・各種商談会(広域商談会、相談・商談

会)等の開催(商談件数1,475件) 

・ビジネスマッチング交流会の開催(発

表企業数18社) 

・メッセナゴヤの開催(672社出展) 

・インターネットモールと連携した出

店支援 

 ＊販路拡大セミナー 

○ビジネスマッチングの支援 

・各種商談会(広域商談会、相談・商談

会)等の開催(商談件数1,332件) 

・ビジネスマッチング交流会の開催(発

表企業数18社) 

・メッセナゴヤの開催(833社出展) 

・インターネットモールと連携した出

店支援 

 ＊メルマガ等による情報提供 

○ビジネスマッチングの支援 

・各種商談会(広域商談会、相談・商談

会)等の開催 

・ビジネスマッチング交流会の開催 

・メッセナゴヤの開催 

・インターネットモールと連携した出

店支援 

15 

デザインやマーケティ

ングの分野で、新規事

業や新製品を検討する

中小企業が連携できる

仕組みを検討 

産業労働部 ○中小企業のデザイン、マーケティング

分野における事業活動の支援 

・(公財)あいち産業振興機構における

専門家によるマーケティング等の支

援 

＊専門家の派遣 

・展示会等の開催、デザイン相談への

対応等 

○中小企業のデザイン、マーケティング

分野における事業活動の支援 

・(公財)あいち産業振興機構における

専門家によるマーケティング等の支

援 

＊専門家の派遣 

・展示会等の開催、デザイン相談への

対応等 

○中小企業のデザイン、マーケティング

分野における事業活動の支援 

・(公財)あいち産業振興機構における

専門家によるマーケティング等の支

援 

 ＊専門家の派遣 

・あいち産業科学技術総合センター内

に｢産業デザイントライアルコア｣を

設置し、産業デザイン相談への対応

やモノづくり支援の取組を強化 

○中小企業のデザイン、マーケティング

分野における事業活動の支援 

・(公財)あいち産業振興機構における

専門家によるマーケティング等の支

援 

＊専門家の派遣 

・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 

16 

金融、貿易、知的財産

保護の分野で、海外進

出を検討する中小企業

が相談できる専任のマ

ネージャーの設置を検

討 

産業労働部 

 
○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・海外との事業活動に関する相談への対応 
＊国際ビジネス相談デスクの運営(中
国・ベトナム・貿易実務一般) 

＊国際ビジネス専門家による相談 
＊国際ビジネスナビゲーション相談会 

・知財総合支援窓口における相談への
対応及び専門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・海外との事業活動に関する相談への対応 
＊国際ビジネス相談デスクの運営(中
国・ベトナム・貿易実務一般) 

＊国際ビジネス専門家による相談 
＊国際ビジネスナビゲーション相談会 

・知財総合支援窓口における相談への対
応及び専門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・海外との事業活動に関する相談への対応 
＊国際ビジネス相談デスクの運営(中
国・ベトナム・貿易実務一般) 

＊国際ビジネス専門家による相談 
＊国際ビジネスナビゲーション相談会 

・知財総合支援窓口における相談への
対応及び専門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における専
門家による支援 
・海外との事業活動に関する相談への対応 
＊国際ビジネス相談デスクの運営 

・知財総合支援窓口における相談への
対応及び専門家の派遣 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

 

 

 

 

 

○ジェトロ名古屋への貿易投資相談員の
配置、県上海情報センターへの専任マ
ネージャーの設置 
・貿易相談員の配置(3人) 
・専任マネージャーの配置(1人) 

○ジェトロ名古屋への貿易投資相談員の
配置 
・貿易相談員の配置(4人) 

 
 

○ジェトロ名古屋への貿易投資相談員の
配置 
・貿易相談員の配置(4人) 

 
 

○ジェトロ名古屋への貿易投資相談員の
配置 
・貿易相談員の配置(4人) 

  ○中国のビジネス事業に精通するマネー
ジャーを通じ、同国での販路開拓の取
組を支援 
・中国ビジネスマネージャーの設置 

○中国のビジネス事業に精通するマネー
ジャーを通じ、同国での販路開拓の取
組を支援 
・中国ビジネスマネージャーの設置 

 

17 

中小企業が同業種で協

力して IT 導入を支援

するための仕組みを検

討 

  

産業労働部 ○企業のIT導入支援 

・(株)名古屋ソフトウェアセンターに

よるコンサルティング等の支援(契約

実績6件) 

・(財)あいち産業振興機構による専門

家派遣等の支援 

＊専門家の派遣 

＊IT担当マネージャー相談 

・組合等での導入事例の作成 

＊企業同士の連携・協力による IT 活

用事例集｢企業等の IT 共同活用事

例紹介｣ 

○企業のIT導入支援 

・(株)名古屋ソフトウェアセンターに

よるコンサルティング等の支援(契約

実績6件) 

・(公財)あいち産業振興機構による専

門家派遣等の支援 

＊専門家の派遣 

＊IT担当マネージャー相談 

・(公財)あいち産業振興機構等を通じ

た事例集の普及 

○企業のIT導入支援 

・(株)名古屋ソフトウェアセンターに

よるコンサルティング等の支援(契約

実績4件) 

・(公財)あいち産業振興機構による専

門家派遣等の支援 

＊専門家の派遣 

＊IT担当マネージャー相談 

・(公財)あいち産業振興機構等を通じ

た事例集の普及 

○企業のIT導入支援 

・(株)名古屋ソフトウェアセンターに

よるコンサルティング等の支援 

・(公財)あいち産業振興機構による専

門家派遣等の支援 

＊専門家の派遣 

＊IT担当マネージャー相談 

・(公財)あいち産業振興機構等を通じ

た事例集の普及 

18 

金融機関や税理士など

と連携し、合併や事業

継承など、中小企業が

抱える様々な問題を安

心して相談できる体制

構築を目指す 

産業労働部 ○(公財)あいち産業振興機構における相

談体制の充実とネットワーク構築 

・税理士、弁護士等の専門家による相

談への対応 

・専門家の派遣 

○(公財)あいち産業振興機構における相

談体制の充実とネットワーク構築 

・税理士、弁護士等の専門家による相

談への対応 

・専門家の派遣 

・国が認定する他の経営革新等支援機

関とのネットワーク活用 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける経営力強化支援メニューの運用 

○(公財)あいち産業振興機構における相

談体制の充実とネットワーク構築 

・税理士、弁護士等の専門家による相

談への対応 

・専門家の派遣 

・国が認定する他の経営革新等支援機

関とのネットワーク活用 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける経営力強化支援メニューの運用 

○(公財)あいち産業振興機構における相

談体制の充実とネットワーク構築 

・税理士、弁護士等の専門家による相

談への対応 

・専門家の派遣 

・国が認定する他の経営革新等支援機

関とのネットワーク活用 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける経営力強化支援メニューの運用 

 ○愛知県事業引継ぎ支援センターとの連携 

・産活法に基づく事業承継に係る中小

企業者への金融支援を検討 

○愛知県事業引継ぎ支援センターとの連携 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける再生・事業承継支援メニューの

運用 

○愛知県事業引継ぎ支援センターとの連携 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける再生・事業承継支援メニューの

運用 

○愛知県事業引継ぎ支援センターとの連携 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける再生・事業承継支援メニューの

運用 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

19 

国や市が用意する多種

多様な企業支援制度を

中小企業などの利用者

にわかりやすく提示

し、相談できるワンス

トップ・サービス窓口

を充実させる 

産業労働部 

  
○ウインクあいち(県産業労働センター)

におけるワンストップ支援 

・(公財)あいち産業振興機構による相

談への対応、専門家の派遣等 

・あいち労働総合支援フロアの運営 

＊窓口利用件数 

求職者総合支援コーナー 36,293件 

職業適性相談コーナー  2,589件 

労働相談コーナー    1,509件 

労働関係情報コーナー 13,470件 

○ウインクあいち(県産業労働センター)

におけるワンストップ支援 

・(公財)あいち産業振興機構による相談

への対応、専門家の派遣等 

・あいち労働総合支援フロアの運営 

＊窓口利用件数 

就労支援コーナー   46,872件 

職業適性相談コーナー 3,158件 

労働相談コーナー    1,830件 

労働関係情報コーナー 18,652件 

○ウインクあいち(県産業労働センター)

におけるワンストップ支援 

・(公財)あいち産業振興機構による相談

への対応、専門家の派遣等 

・あいち労働総合支援フロアの運営 

＊窓口利用件数 

就労支援コーナー   45,664件 

職業適性相談コーナー 4,162件 

労働相談コーナー    2,148件 

労働関係情報コーナー 18,756件 

○ウインクあいち(県産業労働センター)

におけるワンストップ支援 

・(公財)あいち産業振興機構による相談

への対応、専門家の派遣等 

・あいち労働総合支援フロアの運営 

○商工会議所・商工会を通じた支援 

・22 商工会議所、62 商工会、県商工会

連合会における相談窓口の設置 

○商工会議所・商工会を通じた支援 

・中小企業に対して専門性の高い支援

事業を行う経営革新等支援機関とし

て、国が 62 商工会及び県商工会連合

会を認定 

・22 商工会議所、62 商工会、県商工会

連合会における相談窓口の設置 

○商工会議所・商工会を通じた支援 

・22 商工会議所、57 商工会、県商工会

連合会における相談窓口の設置 

○商工会議所・商工会を通じた支援 

・22 商工会議所、57 商工会、県商工会

連合会における相談窓口の設置 

20 

地域金融機関と連携

し、補助金獲得企業等

の資金繰りを支援 

産業労働部 ○補助金獲得企業等向け支援制度の検討 

・補助金獲得企業等を対象とした県融

資制度の拡充を検討 

・金融機関と補助金獲得企業等を結ぶ

情報提供方策等の検討 

○補助金獲得企業等向け支援制度の運用 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける補助金獲得企業等支援メニュー

の運用 

 ＊融資対象の拡大(独立行政法人等か

らの補助金の交付決定を受けた中

小企業を追加) 

 ＊融資実績 3件 11,315千円 

・金融機関、商工会議所、商工会等と

連携した情報提供の実施 

○補助金獲得企業等向け支援制度の運用 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける補助金獲得企業等支援メニュー

の運用 

  ＊融資実績 17件 95,350千円 

・金融機関、商工会議所、商工会等と

連携した情報提供の実施 

○補助金獲得企業等向け支援制度の運用 

・県制度融資の経済環境適応資金にお

ける補助金獲得企業等支援メニュー

の運用 

・金融機関、商工会議所、商工会等と

連携した情報提供の実施 

21 

地域の大学や就職支援

の企業と広く産学交流

をすすめ、中小企業が

人材を確保するための

仕組みを検討 

産業労働部 ○産学交流による中小企業の人材確保の

促進 

・大学等就職担当者連絡会議の開催 

・学生就職サポートモデル事業の実施 

＊未内定学生向け個別指導・研修セミ

ナー 

＊就職面接会 

○産学交流による中小企業の人材確保の

促進 

・大学等就職担当者連絡会議の開催 

・大学等と企業の就職担当者交流会の

開催 

＊講演、意見交換会 

○産学交流による中小企業の人材確保の

促進 

・大学等就職担当者連絡会議の開催 

・中小企業経営者と学生との交流会の

開催 

○産学交流による中小企業の人材確保の

促進 

・大学等就職担当者連絡会議の開催 

・中小企業経営者と学生との交流会の

開催 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

22 

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 

県民生活部 

産業労働部 

関係部局 

○女性の起業支援の取組推進 

・(公財)あいち産業振興機構における

女性起業家シンポジウムの開催､女性

起業家のネットワーク構築(アンケー

ト調査、検討会・フォーラム開催) 

○女性の起業支援の取組推進 

・(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実施 

 

○女性の起業支援の取組推進 

・(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実施 

・(公財)あいち産業振興機構における

｢地域需要創造型等起業・創業促進補

助金｣(国事業)を活用した起業支援 

○女性の起業支援の取組推進 

・(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実施 

・(公財)あいち産業振興機構における

｢創業促進補助金｣(国事業)を活用し

た起業支援 

  ○女性の活躍促進 

・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プロジェ

クトチーム」の設置 

＊あいち女性の活躍促進会議の開催 

 

○女性の活躍促進 

・あいち女性の活躍促進プロジェクト

の推進 

＊「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」等の実施 

＊あいち女性の活躍促進会議の開催 

23 

ロボット・テクノロジ

ーやナノテク、新素材

など、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。知の拠点との連携

とネットワークづく

り。実証実験の場を数

多く設け、実用化へ 

産業労働部 ○｢知の拠点あいち｣を中心とした産学行

政の連携による共同研究開発プロジェ

クトの推進 

・産学行政の連携の下、プロジェクト

チームによる次世代ナノ･マイクロ加

工、食の安心・安全、超早期診断に

関する共同研究開発の実施 

＊次世代ナノ・マイクロ加工技術の

開発、食の安心・安全技術開発、

超早期診断技術開発プロジェクト

(22～27年度) 

・ロボット・テクノロジー等に関する共

同研究開発や実証実験についての追加

的なニーズ・シーズ調査、上記プロジ

ェクトの見直し・再編の検討 

○｢知の拠点あいち｣を中心とした産学行

政の連携による共同研究開発プロジェ

クトの推進 

・産学行政の連携の下、プロジェクトチ

ームによる次世代ナノ・マイクロ加

工、食の安心・安全、超早期診断に関

する共同研究開発の実施 

＊次世代ナノ・マイクロ加工技術の

開発、食の安心・安全技術開発、

超早期診断技術開発プロジェクト

(22～27年度) 

・ロボット・テクノロジー等に関する

共同研究開発や実証実験についての

追加的なニーズ・シーズ調査、上記

プロジェクトの見直し・再編の検討 

○｢知の拠点あいち｣を中心とした産学行

政の連携による共同研究開発プロジェ

クトの推進 

・産学行政の連携の下、プロジェクトチ

ームによる次世代ナノ・マイクロ加

工、食の安心・安全、超早期診断に関

する共同研究開発の実施 

 ＊次世代ナノ・マイクロ加工技術の

開発、食の安心・安全技術開発、

超早期診断技術開発プロジェクト

(22～27年度) 

・ロボット・テクノロジー等に関する共

同研究開発や実証実験についての追加

的なニーズ・シーズ調査、上記プロジ

ェクトの見直し・再編の検討 

○｢知の拠点あいち｣を中心とした産学行

政の連携による共同研究開発プロジェ

クトの推進 

・産学行政の連携の下、プロジェクトチ

ームによる次世代ナノ・マイクロ加

工、食の安心・安全、超早期診断に関

する共同研究開発の実施 

 ＊次世代ナノ・マイクロ加工技術の

開発、食の安心・安全技術開発、

超早期診断技術開発プロジェクト

(22～27年度) 

・ロボット・テクノロジー等に関する

共同研究開発や実証実験についての

追加的なニーズ・シーズ調査、上記

プロジェクトの見直し・再編の検討 

  ○医療・福祉機器分野における産学行政

のネットワーク形成及び実証・実用化

の促進 

・メディカル・デバイス産業研究会(事

務局：名古屋商工会議所)への参画 

＊医療機器産業振興に係る報告書の

策定(12月) 

○医療・福祉機器分野における産学行政

のネットワーク形成及び実証・実用化

の促進 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

(事務局：名古屋商工会議所)への参画 

 

○医療・福祉機器分野における産学行政

のネットワーク形成及び実証・実用化

の促進 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

(事務局：名古屋商工会議所)への参画 

・福祉用具の実用化を促進するための開

発・実証評価の仕組みづくり 

○医療・福祉機器分野における産学行政

のネットワーク形成及び実証・実用化

の促進 

・メディカル・デバイス産業振興協議会

(事務局：名古屋商工会議所)への参画 

・福祉用具開発ネットワークの構築と

相談窓口の設置 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

   ○自動車安全技術の開発・普及の取組を

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」の設置 

 ・自動車安全技術の動向に関するセミ

ナーの実施 

○自動車安全技術の開発・普及の取組を

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」において、

取組を推進 

  ＊中堅・中小企業の販路開拓を支援 

  ＊安全技術搭載自動車に係る講習会

及び試乗会の実施 

＊大学・企業等による研究会の開催 

24 

愛・地球博記念公園と

その周辺をロボット特

区に指定。実証実験に

おける規制を大胆に緩

和し、体験型の展示会

等で高い自由度を認

め、ロボット・テクノ

ロジーや環境をはじめ

とする未来の技術を体

験できる理系テーマ・

パークを目指す 

産業労働部 

建 設 部 
○愛・地球博記念公園等における各種イ

ベントの開催 

・移動支援・災害探査用ロボットの実証

実験を兼ねた体験型イベントの実施 

・イベント時における公園管理業務で

のロボットを活用した実証実験への

協力 

＊あいちロボット体験 in モリコロパ

ーク 

○愛・地球博記念公園における実証実験

の支援 

・専門家によるアドバイス・指導によ

り、企業や大学が開発したロボットに

対し、公園における実証実験を支援 

・周辺の科学技術関連施設を紹介するデ

ジタルコンテンツの配信、次世代ロボ

ットの実演展示の実施 

○愛・地球博記念公園における実証実験

の支援 

・専門家によるアドバイス・指導によ

り、企業や大学が開発したロボットに

対し、公園における実証実験を支援 

 

○愛・地球博記念公園における実証実験

の支援 

・専門家によるアドバイス・指導によ

り、企業や大学が開発したロボットに

対し、公園における実証実験を支援 

 

 

 

 ○未来の技術を体験できる場の提供 

・あいち産業科学技術総合センター

で、｢科学技術展示コーナー｣を運営 

○未来の技術を体験できる場の提供 

・あいち産業科学技術総合センター

で、｢科学技術展示コーナー｣を運営 

○未来の技術を体験できる場の提供 

・あいち産業科学技術総合センター

で、｢科学技術展示コーナー｣を運営 

 
 
 

 (５)元気な商店街と賑わいあるまちづくり 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

25 

地域コミュニティ、事

業者、学校、ＮＰＯな

ど、地域の智恵ときず

なで進める『日本一愛

知ふるさと再生』を県

が市町村と手を携え

て、制度、財政、人材

面から総合的に支援 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

教育委員会 

○地域活動の活性化促進 
・地域コミュニティ活性化市町村会議
による地域課題の検討 

・地域コミュニティ活性化アドバイザ
ーの派遣 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 
＊あいち地域づくり連携大学 

○地域活動の活性化促進 
・地域コミュニティ活性化市町村会議
による地域課題の検討 

・地域コミュニティ活性化アドバイザ
ーの派遣 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 
 ＊あいち地域づくり連携大学 

○地域活動の活性化促進 
・地域コミュニティ活性化市町村会議
による地域課題の検討 

・地域コミュニティ活性化アドバイザ
ーの派遣 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 
 ＊あいち地域づくり連携大学 

○地域活動の活性化促進 
・地域コミュニティ活性化市町村会議
による地域課題の検討 

・地域コミュニティ活性化アドバイザ
ーの派遣 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 

○商店街の活性化促進 
・新あいち商店街プランの策定(5月) 
・がんばる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支
援事業の支援(20市町・47事業) 

○商店街の活性化促進 
・げんき商店街推進事業費補助金制度
による商店街活性化に向けた取組支
援(20市町村・42事業) 

  

○商店街の活性化促進 
・げんき商店街推進事業費補助金制度
による商店街活性化に向けた取組支
援(18市町・49事業) 

○商店街の活性化促進 
・げんき商店街推進事業費補助金及び
商業振興事業費補助金制度による商
店街活性化に向けた取組支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 
＊農地・水・環境のつどい 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 
＊ふるさと指導員連絡会議 

○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 
＊農地・水・環境のつどい 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 

 ＊ふるさと指導員連絡会議 

○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 
＊農地･水･環境のつどい 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 
＊ふるさと指導員連絡会議 

○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 

  ○家庭・地域・学校の連携による教育支

援活動の推進 

・地域に根ざした独創的な教育活動の

支援 

＊地域貢献の実践指定校への助成(高

等学校8校、特別支援学校2校) 

・地域貢献の実践、地域との絆づくり 

＊家庭や地域社会と協働した学校づ

くりへの助成(幼稚園 2 園、小・中

学校10校) 

・放課後子ども教室など市町村が実施

する事業の支援 

＊放課後等における小学校の余裕教

室等の活用(33市町237教室) 

＊地域住民の参加を得た校内環境整

備や授業補助(6市町6本部) 

＊保護者への学習機会の提供や親子

参加行事の支援等(2市) 

○家庭・地域・学校の連携による教育支

援活動の推進 

・地域に根ざした独創的な教育活動の

支援 

 ＊地域貢献の実践指定校への助成(高

等学校5校、特別支援学校2校) 

・地域貢献の実践、地域との絆づくり 

 ＊学校と地域が意見を出し合い、子

供たちの豊かな心の育成を目指し

た教育活動の展開(幼稚園 2 園、

小・中学校10校) 

・放課後子ども教室など市町村が実施

する事業の支援 

＊放課後等における小学校の余裕教

室等の活用(32市町247教室) 

＊地域住民の参加を得た校内環境整

備や授業補助(7市町7本部) 

＊保護者への学習機会の提供や親子

参加行事の支援等(3市) 

○家庭・地域・学校の連携による教育支

援活動の推進 

・地域に根ざした独創的な教育活動の

支援 

＊地域貢献の実践指定校への助成(高

等学校5校、特別支援学校2校) 

・地域貢献の実践、地域との絆づくり 

＊学校と地域が意見を出し合い、子

供たちの豊かな心の育成を目指し

た教育活動の展開(幼稚園 2 園、

小・中学校10校) 

・放課後子ども教室など市町村が実施

する事業の支援 

＊放課後等における小学校の余裕教

室等の活用 (33市町253教室) 

＊地域住民の参加を得た校内環境整

備や授業補助 (7市町7本部) 

＊保護者への学習機会の提供や親子

参加行事の支援等 (3市) 

○家庭・地域・学校の連携による教育支

援活動の推進 

・地域に根ざした独創的な教育活動の

支援 

＊道徳教育及び地域貢献の実践指定

校への助成(高等学校 8 校、特別支

援学校2校) 

・地域貢献の実践、地域との絆づくり 

・放課後子ども教室など市町村が実施

する事業の支援 

 

26 

空港や港、鉄道、道路

網を活かし、県のリー

ドで中部の広域観光戦

略を推進 

地域振興部 

産業労働部 

 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した、海外エアラ

インに対するエアポートセールス 

＊中国国際航空 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

＊旅行商品造成を目的とした海外か

らのメディア・旅行社招聘(中国、

韓国、台湾、香港等) 

＊新規就航支援金 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した、海外エアラ

インに対するエアポートセールス 

 ＊エアアジアＸ、ベトナム航空、ジ

ェットスター航空、カンタス航空 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

＊旅行商品造成を目的とした海外か

らのメディア・旅行社招聘(中国、

韓国、台湾、香港等) 

＊新規就航支援金 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した、海外エアラ

イン等に対するエアポートセールス 

＊エアアジアＸ、ベトナム航空、大

韓航空、エアプサン 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

＊旅行商品造成を目的とした海外か

らのメディア・旅行社招聘(マレー

シア、韓国、台湾、ベトナム等) 

＊新規就航支援金 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した、海外エアラ

イン等に対するエアポートセールス 

＊ガルーダ・インドネシア航空、吉

祥航空 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

＊就航先との連携キャンペーン(青

森、岩手) 

＊利用促進イベント 

＊旅行代理店に対する旅行商品企画

の働きかけ 

＊ビジネス機利用促進DMの発送 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

＊就航先との連携キャンペーン(青

森、岩手) 

＊利用促進イベント 

＊旅行代理店に対する旅行商品企画

の働きかけ 

＊ビジネス機利用促進DMの発送 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

＊就航先との連携キャンペーン(青

森、岩手、高知) 

＊利用促進イベント 

＊旅行代理店に対する旅行商品企画

の働きかけ 

＊ビジネス機利用促進DMの発送 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

 

  ○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会を通じた

広域観光の推進 

＊台湾ツアー(徳川家康出世街道)造

成支援など(東海地区協議会) 

＊JATA 旅博出展、中国・韓国へのプ

ロモーションなど(中部広域協議

会) 

○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会及び昇龍

道プロジェクト推進協議会を通じた広

域観光の推進 

＊タイへのプロモーションなど(東海

地区協議会) 

＊中国へのハイレベルミッション派

遣など（中部広域協議会） 

＊中国へのプロモーションなど(プロ

ジェクト推進協議会) 

○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会及び昇龍

道プロジェクト推進協議会を通じた広

域観光の推進 

＊タイへのプロモーションなど(東海

地区協議会) 

＊中国へのハイレベルミッション派遣

など（中部広域協議会） 

 ＊台湾へのミッション団の派遣など

(プロジェクト推進協議会） 

○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会及び昇龍

道プロジェクト推進協議会を通じた広

域観光の推進 

＊マレーシアのメディア招致など(東

海地区協議会) 

＊マレーシアへのハイレベルミッショ

ン派遣など（中部広域協議会、プロ

ジェクト推進協議会） 

27 

人口減少にめげない地

域再生をめざして、観

光と交流の視点から地

域や商店街を見直し、

県内固有の素材を活か

した『都市・まち・む

らぐるみ賑わいあいち

創造戦略』による賑わ

い創造を進める 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

○地域の観光人材育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(4事業) 

 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(4事業) 

 ・Ｂ－１グランプリin豊川の開催支援 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(3事業) 

・Ｂ－１グランプリin豊川の開催支援 

＊出展団体数：64団体 

来場者：58万1千人 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

○商店街の活性化促進 

・新あいち商店街プランの策定(5月) 

・がんばる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支

援事業の支援(20市町・47事業) 

○商店街の活性化促進 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による活性化に向けた取組支援(20

市町村・42事業) 

○商店街の活性化促進 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

による活性化に向けた取組支援(18

市町・49事業) 

○商店街の活性化促進 

・げんき商店街推進事業費補助金及び

商業振興事業費補助金制度による商

店街活性化に向けた取組支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 
＊農地・水・環境のつどい 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 
＊ふるさと指導員連絡会議 

・愛知県交流居住センターによる三河山間
地域と都市住民との交流イベントの実施 
＊農業体験などの交流イベント(三河
山間6集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー
(新城・小原・足助) 

・あいちの離島の魅力発信 
＊あいちの離島 80 日間チャレンジ
(佐久島・日間賀島・篠島) 

○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 
＊農地・水・環境のつどい 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 
＊ふるさと指導員連絡会議 

・愛知県交流居住センターによる三河山間
地域と都市住民との交流イベントの実施 
＊農業体験などの交流イベント(三河
山間5集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー
(足助・東栄) 

・全国過疎問題シンポジウムの開催 
・あいちの離島の魅力発信 
 ＊PR キャラクターの作成、イベント

等へ参加 
・あいちの山里の魅力発信 
＊あいちの山里で暮らそう 80 日間チ
ャレンジ(豊田市・新城市・設楽
町・東栄町・豊根村) 

＊奥三河プロモーションボードの開催 

○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 
＊農地･水･環境のつどい 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 
＊ふるさと指導員連絡会議 

・愛知県交流居住センターによる三河山間
地域と都市住民との交流イベントの実施 
＊農業体験などの交流イベント(三河
山間4集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー
(東栄) 

・あいちの離島の魅力発信 
＊PR キャラクターを活用したイベン
ト等への参加 

・あいちの山里の魅力発信 
＊三河の山里アンテナショップの名
古屋市内での出展 

＊三河山間地域の特産品等を活用し
た商品・レシピ開発 

＊奥三河物産展 in 名古屋市博物館の開
催 

○農山漁村の活性化促進 
・地域ぐるみで取り組む農地・農業水
利施設等の維持保全活動への支援 

・中山間地域の農地・土地改良施設の
維持保全と農村地域活性化を図るた
めの地域住民活動の活性化支援 

・愛知県交流居住センターによる三河山間
地域と都市住民との交流イベントの実施 

・あいちの離島の魅力発信 
・あいちの山里の魅力発信 
＊あいちの山里で暮らそうチャレン

ジ隊による山里の魅力発信 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
都市・まち・むらぐる
み観光を担うナビゲー
ターとなる語り部を育
成 

産業労働部 ○観光ボランティアガイドの育成 

・ボランティアガイド研修会の開催 

○観光ボランティアガイドの育成 

・ボランティアガイド研修会の開催 

○観光ボランティアガイドの育成 

・ボランティアガイド研修会の開催 

○観光ボランティアガイドの育成 

・ボランティアガイド研修会の開催 

29 
地域の生活交流拠点に
『地域再生支援センタ
ー』を設置、地域活動
を支援 

地域振興部 ○地域活動の核となる組織・体制等の支援 

・愛知県地域づくり団体交流協議会の運営 

＊登録団体数：126団体 

・地域づくり研修交流会の開催 

○地域活動の核となる組織・体制等の支援 

・愛知県地域づくり団体交流協議会の運営 

＊登録団体数：130団体 

・地域づくり研修交流会の開催 

○地域活動の核となる組織・体制等の支援 

・愛知県地域づくり団体交流協議会の運営 

 ＊登録団体数：134団体 

・地域づくり活動フォーラムの開催 

○地域活動の核となる組織・体制等の支援 

・愛知県地域づくり団体交流協議会の運営 

・地域づくり活動フォーラムの開催 

30 

まちづくり仕掛け人塾

を開催し、『まちづく

りマネージャー』を育

成 

地域振興部 

産業労働部 
○地域づくり・まちづくり人材の育成 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 

＊あいち地域づくり連携大学 

○地域づくり・まちづくり人材の育成 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 

＊あいち地域づくり連携大学 

○地域づくり・まちづくり人材の育成 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 

＊あいち地域づくり連携大学 

○地域づくり・まちづくり人材の育成 

・地域づくりに関する実践的な講座の開催 

○商店街の活性化を担う人材の配置 

・商店街へのタウンコーディネーターの

配置による商店街活性化に向けた取組

の支援(6か所) 

○商店街の活性化を担う人材の配置 

・地域の商店街が抱える課題を解決する

｢商店街マネージャー｣の配置による商

店街活性化に向けた取組の支援(6か所) 

○商店街の活性化を担う人材の配置 

・地域の商店街が抱える課題を解決する

｢商店街マネージャー｣の配置による商

店街活性化に向けた取組の支援(6か所) 

○商店街の活性化を担う人材の配置 

・地域の商店街が抱える課題を解決する

｢商店街マネージャー｣の配置による商

店街活性化に向けた取組の支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

31 

地産地消の観点から新

しい名産・名食・名所

開発を地域が協働して

推進 

産業労働部 

農林水産部 
○地域資源を活用した名産・名食・名所

づくりへの支援 

・地産地消研修会・交流会の開催 

・愛知のふるさと食品コンテストの実施 

・イベント等を活用した愛知産ジビエ

の消費拡大 

＊ふるさと全国県人会まつり2011 

＊ジビエ･グルメ･グランプリ開催 

・農商工連携ビジネスフェアの開催 

・新あいち商店街プランの策定(5月) 

・がんばる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支

援事業の支援 

＊名産・名食づくり関連事業：2 市・

2事業 

・商店街・まちづくりゼミナール推進

事業 

＊名産･名食づくり関連事業 3 団体に

各5回専門家を派遣 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣によ

る地域資源を活用した新商品開発・

販路拡大に対する助成(39 件(うち食

品関連事業5件)) 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣に特

別枠として創設した｢農商工連携応援

ファンド｣による支援の拡充 

＊｢あいち中小企業応援ファンド｣に

｢農商工連携応援ファンド｣を創設

(10月) 

○地域資源を活用した名産・名食・名所

づくりへの支援 

・地産地消研修会・交流会の開催 

・愛知のふるさと食品コンテストの実施 

・イベント等を活用した愛知産ジビエ

の消費拡大 

＊ふるさと全国県人会まつり2012 

＊ジビエ･グルメ･グランプリ開催 

・農商工連携ビジネスフェアの開催 

・げんき商店街推進事業費補助金制度に

よる商店街活性化に向けた取組支援 

＊名産・名食づくり関連事業：3 市・

4事業 

・商店街・まちづくりゼミナール推進

事業の実施 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣によ

る支援の充実 

＊募集回数を年 2 回に増加(63 件(う

ち食品関連事業10件)) 

○地域資源を活用した名産・名食・名所

づくりへの支援 

・愛知のふるさと食品コンテストの実施 

・イベント等を活用した愛知産ジビエ

の消費拡大 

＊ふるさと全国県人会まつり2013 

＊ジビエ・グルメ・グランプリ開催 

・地産地消・農商工連携ビジネスフェア

の開催 

・げんき商店街推進事業費補助金制度に

よる商店街活性化に向けた取組支援 

 ＊名産・名食づくり関連事業：2 市・

2事業 

・商店街・まちづくりゼミナール推進

事業の実施 

 ＊名産・名食づくり関連事業 2 団体

に各4回専門家を派遣 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣による

助成の実施 

＊採択数55件(うち食品関連事業9件) 

 

○地域資源を活用した名産・名食・名所

づくりへの支援 

・愛知のふるさと食品コンテストの実施 

・イベント等を活用した愛知産ジビエ

の消費拡大 

＊ふるさと全国県人会まつり2014 

＊ジビエ・グルメ・グランプリ開催 

・農林漁業者との商工業者との商談会

の開催 

・げんき商店街推進事業費補助金制度に

よ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派遣事業

への支援 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣によ

る助成の実施 

・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 

＊「なごやめしＰＲ懇談会」の開催 

 

  ○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が提案するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

＊あいち観光振興促進事業(地域提案

公募型観光推進委託事業)  

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が提案するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

＊あいち観光振興促進事業(地域提案

公募型観光推進委託事業)  

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が提案するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

＊あいち観光振興促進事業(地域提案

公募型観光推進委託事業)  

＊東三河地域観光推進事業(東三河地

域提案公募型観光推進委託事業)  

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が提案するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

＊あいち観光振興促進事業(地域提案

公募型観光推進委託事業)  

＊東三河地域観光推進事業(東三河地

域提案公募型観光推進委託事業) 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

32 

外国人観光客倍増に向

けた地域の観光サービ

ス事業を育成 

産業労働部 ○外国人観光客倍増に向けた受入体制の

整備促進 

・観光施設等の多言語表示に向けた取

組の推進 

＊おもてなし愛知県民会議外国人観

光客部会による検討 

・接遇スキルアップ研修、｢あいちおも

てなしパラダイスキャンペーン｣の実

施 

○外国人観光客倍増に向けた受入体制の

整備促進 

・観光施設等の多言語表示に向けた取

組の推進 

 ＊おもてなし愛知県民会議外国人観

光客部会による検討 

○外国人観光客倍増に向けた受入体制の

整備促進 

・観光施設等の多言語表示に向けた取組

の推進 

 ＊おもてなし愛知県民会議外国人観光

客部会による検討 

○外国人観光客倍増に向けた受入体制の

整備促進 

・観光施設等の多言語表示に向けた取

組の推進 

 ＊おもてなし愛知県民会議外国人観光

客部会による検討 

33 

交通機関と連係し、お

年寄りや通学に便利な

『地域巡回交通システ

ム』を推進、買い物弱

者対策を継続 

地域振興部 

産業労働部 
○地域交通の維持 

・三河山間地域のバス路線に対する補助 

＊過疎バス路線維持(28路線) 

＊過疎特定バス路線維持(4路線) 

・北設楽郡公共交通活性化協議会によ

る基幹バス、支線バス、予約バスの

実証実験 

・市町村への助言、情報提供 

＊市町村の｢地域公共交通会議｣等へ

の参画を通じて、広域自治体とし

て必要な助言や情報提供、連絡調

整などを実施 

○地域交通の維持 

・三河山間地域のバス路線に対する補助 

＊過疎バス路線維持(28路線) 

＊過疎特定バス路線維持(10路線) 

・北設楽郡公共交通活性化協議会によ

る基幹バス、支線バス、予約バスの

本格運用 

・市町村への助言、情報提供 

＊市町村の｢地域公共交通会議｣等へ

の参画を通じて、広域自治体とし

て必要な助言や情報提供、連絡調

整などを実施 

○地域交通の維持 

・三河山間地域のバス路線に対する補助 

＊過疎バス路線維持(28路線) 

＊過疎特定バス路線維持(10路線) 

・北設楽郡公共交通活性化協議会によ

る基幹バス、支線バス、予約バスの

運用 

・市町村への助言、情報提供 

 ＊市町村の｢地域公共交通会議｣等へ

の参画を通じて、広域自治体とし

て必要な助言や情報提供、連絡調

整などを実施 

○地域交通の維持 

・三河山間地域のバス路線に対する補助 

・北設楽郡公共交通活性化協議会によ

る基幹バス、支線バス、予約バスの

運用 

・市町村への助言、情報提供 

  ○買い物弱者対策の推進 

・三河山間における宅配サービスや移

動型販売について実証実験の結果を

踏まえながら検討 

＊宅配サービスや移動型販売の実証

実験(新城市作手地区) 

・商店街での宅配サービスモデル事業

の実施(瀬戸市) 

○買い物弱者対策の推進 

・三河山間における宅配サービスや移

動型販売について、実証実験結果の

周知を通じて市町村等の取組を促進 

・消費者買い物環境調査事業の実施 

○買い物弱者対策の推進 

・三河山間における宅配サービスや移

動型販売について、実証実験結果の

周知を通じて市町村等の取組を促進 

・げんき商店街推進事業費補助金制度

を活用した商店街等が行う買い物弱

者対策の取組支援（2市・2事業） 

○買い物弱者対策の推進 

・三河山間における宅配サービスや移

動型販売について、実証実験結果の

周知を通じて市町村等の取組を促進 

 ・げんき商店街推進事業費補助金制度

を活用した商店街等が行う買い物弱

者対策の取組支援 

34 

住民とハンディキャッ

プのある人が共に楽し

くくらすまちのバリア

フリーを推進 

健康福祉部 

建 設 部 

 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

＊一般県道東新町停車場線始め 18 路

線(10km) 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

  ＊一般県道碧南半田常滑線始め 13 路

線(5km) 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

＊一般国道301号始め26路線(4km) 

○歩行空間のバリアフリー化の推進 

○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) 

＊人にやさしい街づくり地域セミナー 

＊出前講座 

○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 

＊建築物等の整備基準の改正 

・普及･啓発(セミナー､出前講座の実施) 

＊人にやさしい街づくり地域セミナー 

＊出前講座 

○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 

＊建築物等の改正整備基準運用の開始 

・普及･啓発(セミナー､出前講座の実施) 

＊人にやさしい街づくり地域セミナー 

＊出前講座 

○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) 
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(６)名古屋を国際金融センターに 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

35 

『名古屋金融特区』の

創設 

 

知事政策局 

産業労働部 

 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換(東海財務局、日本銀行名

古屋支店、金融・証券機関、大学教

授等) 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換(東海財務局、金融機関、

大学教授等) 

・当地域の金融機能向上に関する検討

調査の実施 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・金融機関や学識経験者、中小企業団

体等との意見交換 

 ・地域の金融の活性化に向けた取組の

検討 

  

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換 

 ・当地域の金融機能向上に資する金融

機関等との連携強化に向けた取組の

検討・推進  

36 

金融関係への優遇税制

でグローバル企業を誘

致するとともに、広く

世界からマネーを吸い

寄せる 

知事政策局 

産業労働部 
○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換(東海財務局、日本銀行名

古屋支店、金融・証券機関、大学教

授等) 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換(東海財務局、金融機関、

大学教授等) 

・当地域の金融機能向上に関する検討

調査の実施 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・金融機関や学識経験者、中小企業団

体等との意見交換 

 ・地域の金融の活性化に向けた取組の

検討 

  

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換 

・当地域の金融機能向上に資する金融

機関等との連携強化に向けた取組の

検討・推進 

37 

世界から優秀な人材を

確保するため、教育・

医療などの住環境を整

備、各種行政手続きの

簡素化を実施 

地域振興部 

関係部局 
○教育･医療･日常生活等の支援推進 

・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(70教室) 

＊外国人学校への支援(11校) 

＊日本語ボランティア養成(183人) 

・医療機関を受診する外国人県民をサポ

ートする｢あいち医療通訳システム｣の

試行 

＊通訳派遣等件数：476件 

＊利用医療機関数：54機関 

・多文化ソーシャルワーカーの養成・活用 

＊養成講座受講者数：18人 

＊養成講座修了生 3 人を多文化ソー

シャルワーカーとして(公財)愛知

県国際交流協会内多文化共生セン

ターに配置 

○教育･医療･日常生活等の支援推進 

・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(72教室) 

＊外国人学校への支援(10校) 

＊日本語ボランティア養成(107人) 

・｢あいち医療通訳システム｣の本格運用 

＊通訳派遣件数：464件 

 ＊利用医療機関数：66機関 

・多文化ソーシャルワーカーによる相談・

情報提供及び個別支援の実施 

＊多文化ソーシャルワーカー5 人を

(公財)愛知県国際交流協会内多文

化共生センターに配置 

○教育･医療･日常生活等の支援推進 

・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(70教室) 

＊外国人学校への支援(8校) 

＊日本語ボランティア養成(86人) 

・｢あいち医療通訳システム｣の運用 

＊通訳派遣件数：622件 

＊利用医療機関数：69機関 

・多文化ソーシャルワーカーによる相談・

情報提供及び個別支援の実施 

＊多文化ソーシャルワーカー4 人を

(公財)愛知県国際交流協会内多文

化共生センターに配置 

○教育･医療･日常生活等の支援推進 

・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 

・｢あいち医療通訳システム｣の運用 

・多文化ソーシャルワーカーによる相談・

情報提供及び個別支援の実施 

38 

金融の専門家を育成す

るため、金融の専門大

学院を開設 

知事政策局 

産業労働部 
○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換(東海財務局、日本銀行名

古屋支店、金融・証券機関、大学教

授等) 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換(東海財務局、金融機関、

大学教授等) 

・当地域の金融機能向上に関する検討

調査の実施 

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・金融機関や学識経験者、中小企業団

体等との意見交換 

・地域の金融の活性化に向けた取組の

検討 

  

○情報収集、分析・研究等の実施 

・金融懇談会の開催 

・国関係機関や学識経験者、専門家と

の意見交換 

・当地域の金融機能向上に資する金融

機関等との連携強化に向けた取組の

検討・推進 
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 (７)農業水産業の振興 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

39 

農業国際競争力強化セ

ンターを設置し、人材

育成や海外展開も含め

た販路開拓の促進  

農林水産部 

  
○輸出拡大に向けた体制づくり 

・農林水産業国際競争力強化センター

の設置に向けた検討 

・輸出に取り組む生産者、食品企業等

のネットワークづくり 

＊ネットワーク会員：52事業者 

・輸出志向事業者等に対する研修会の

開催 

○輸出拡大に向けた体制づくり 

・農林水産業国際競争力強化センター

の設置 

・輸出に取り組む生産者、食品企業等

のネットワークの拡大 

＊ネットワーク会員：64事業者 

・輸出志向事業者等に対する研修会の

開催 

○輸出拡大に向けた体制づくり 

・輸出に取り組む生産者、食品企業等

のネットワークの拡大 

＊ネットワーク会員：75事業者 

・輸出志向事業者等に対する研修会の

開催 

○輸出拡大に向けた体制づくり 

・輸出に取り組む生産者、食品企業等

のネットワークの拡大 

・輸出志向事業者等に対する研修会の

開催 

  ○輸出拡大に向けたプロモーション活動

等の推進 

・中国・上海におけるマーケティング

調査 

・フーデックス・ジャパン 2012 への出

展(8事業者) 

・｢愛知フェアin香港｣の開催 

○輸出拡大に向けたプロモーション活動

等の推進 

・｢愛知フェアin上海｣の開催 

・フーデックス・ジャパン 2013 への出

展(10事業者) 

○輸出拡大に向けたプロモーション活動

等の推進 

・｢愛知フェアin香港｣の開催 

・シンガポールにおけるマーケティン

グ調査 

○輸出拡大に向けたプロモーション活動

等の推進 

・タイ・バンコクにおけるマーケティ

ング調査 

・｢愛知フェアinタイ･バンコク｣の開催 

40 

園芸王国愛知を不動の

ものとするため、大学

人材や地域企業の開発

力などを結集し、植物

工場の研究開発拠点を

整備 

農林水産部 

  
○農業総合試験場による研究開発 

・｢試験研究基本計画 2015｣に基づく関

連技術の研究開発 

＊ICT(情報通信技術)を活用した生産

安定支援システム、ドライミスト

やLEDの利用技術の研究開発 

○農業総合試験場による研究開発 

・｢試験研究基本計画 2015｣に基づく関

連技術の研究開発 

＊ICT(情報通信技術)を活用した生産

安定支援システム、ドライミスト

やLEDの利用技術の研究開発 

＊あいち経済連等とトマト 40ｔ収穫

技術の共同研究 

○農業総合試験場による研究開発 

・｢試験研究基本計画 2015｣に基づく関

連技術の研究開発 

＊ICT(情報通信技術)を活用した生産

安定支援システム、ドライミスト

やLEDの利用技術の研究開発 

＊あいち経済連等とトマト 40ｔ収穫

技術の共同研究 

○農業総合試験場による研究開発 

・｢試験研究基本計画 2015｣に基づく関

連技術の研究開発 
 

○研究開発拠点の整備 

・企業・大学による植物工場研究開発

拠点の整備を支援 

＊事業主体：(株)サイエンス・クリエ

イト、豊橋技術科学大学 他6機関 

○研究開発拠点での開発実証の支援 

・企業・大学による研究開発拠点の開

発実証への技術連携支援 

＊植物工場開発・普及研究会 

＊植物工場研究開発拠点の整備 

事業主体：(株)サイエンス・クリエ

イト、豊橋技術科学大学 他6機関 

○研究開発拠点での開発実証の支援 

・｢植物工場開発・普及研究会｣での技

術連携支援 

＊植物工場開発・普及研究会 

＊植物工場研究開発拠点への協力 

事業主体：(株)サイエンス・クリエ

イト、豊橋技術科学大学 他6機関 

○研究開発拠点での開発実証の支援 

・｢植物工場開発・普及研究会｣での技

術連携支援 

 

41 

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 

農林水産部 

 
○新たなブランドの創出 

・産業界・大学・NPO・消費者団体等と

の連携によるブランド創出の推進 

＊あいちブランド創出委員会 

＊食と緑あいちブランド創出フォー

ラム 

○新たなブランドの創出 

・産業界・大学・NPO・消費者団体等と

の連携によるブランド創出の推進 

＊あいちブランド創出委員会 

 

○新たなブランドの創出 

・産業界・大学・NPO・消費者団体等と

の連携によるブランド創出の推進 

＊あいちブランド創出委員会 

・食と緑あいちブランド創出事業のPR 

 ＊ホームページに事例を掲載 

○新たなブランドの創出 

・産地ブランド候補の発掘に向けた新

品種・新技術の実証 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○知事トップセールスの実施 

 ・国内外の量販店等での県産品などの PR 

＊知事と戦国姫隊による県産農産物

の PR(東急ストア二子玉川ライズ

店) 

○知事トップセールスの実施 

・国内外の量販店等での県産品などの PR 

＊知事と戦国姫隊による県産農産物

の PR(ライフコーポレーション大崎

ニューシティ店) 

○知事トップセールスの実施 

・国内外の量販店等での県産品などの PR 

＊知事と戦国姫隊による県産農産物

の PR(東急ストア二子玉川ライズ

店) 

○知事トップセールスの実施 

・国内外の量販店等での県産品などの PR 

  ○国内・海外の展示会への出展等 

・フーデックス・ジャパン 2012 への出

展(8事業者) 

・フェンロー国際園芸博覧会出展愛知

実行委員会の設置及び開催 

・茶業振興大会の開催・参加 

 ＊関西茶業振興大会の開催(11月) 

○国内・海外の展示会への出展等 

・フーデックス・ジャパン 2013 への出

展(10事業者) 

・フェンロー国際園芸博覧会への出展 

・あいち花フェスタ2012の開催 

(ラグーナ蒲郡) 

・愛知県茶会の開催 

・茶業振興大会の開催・参加 

○国内の展示会への出展等 

・花いっぱい県民運動の展開 

＊行政､生産者団体､流通関係団体､消

費関係団体等による花の王国あい

ち県民運動実行委員会の設置 

 ＊今月のあいちの花PR（12ヶ月） 

  ＊花育教室開催（20校） 

 ＊あいちフラワーカップの開催 

・あいち花フェスタ2013の開催 

(西尾市)  

・関東東海花の展覧会の開催(池袋サン

シャインシティ) 

 ＊愛知県特別展示の実施 

・愛知県茶会の開催 

・茶業振興大会の開催・参加 

○国内の展示会への出展等 

・花いっぱい県民運動の展開 

・IFEX(国際ﾌﾗﾜｰｴｸｽﾎﾟ)への出展 

・あいち花フェスタ2014の開催 

・フラワー・ガーデニングショーの開

催 

・愛知県茶会の開催 

・茶業振興大会の開催・参加 

○輸出に取り組む生産者、食品企業等の

ネットワーク化 

＊ネットワーク会員：52事業者 

○輸出に取り組む生産者、食品企業等の

ネットワークの拡大 

  ＊ネットワーク会員：64事業者 

○輸出に取り組む生産者、食品企業等の

ネットワークの拡大 

＊ネットワーク会員：75事業者 

○輸出に取り組む生産者、食品企業等の

ネットワークの拡大 

 

42 

地産地消を強く推進、

学校給食へもさらに供

給 

農林水産部 

教育委員会 
○県産農林水産物のPR 

・いいともあいち運動の充実・拡大 

＊ネットワーク会員数：1,001会員 

＊推進店登録数：816店舗 

・あいちの農林水産フェアの開催 

○県産農林水産物のPR 

・いいともあいち運動の充実・拡大 

＊ネットワーク会員数：1,135会員 

＊推進店登録数：898店舗 

・あいちの農林水産フェアの開催 

○県産農林水産物のPR 

・いいともあいち運動の充実・拡大 

＊ネットワーク会員数：1,202会員 

＊推進店登録数：906店舗 

・あいちの農林水産フェアの開催 

○県産農林水産物のPR 

・いいともあいち運動の充実・拡大 

・あいちの農林水産フェアの開催 

 

○学校給食における地産地消の推進 

・地元農産物学校給食導入促進会議の

開催 

・県産農産物学校給食導入促進プロジ

ェクトチーム会議の開催 

・｢愛知を食べる学校給食の日｣の設定

(県内全ての公立小中学校、夜間定時

制高校、特別支援学校で実施) 

・地場産業を取り入れた学校給食調理

コンクールの開催(276チーム応募) 

○学校給食における地産地消の推進 

・地元農産物学校給食導入促進会議の

開催 

・県産農産物学校給食導入促進プロジ

ェクトチーム会議の開催 

・｢愛知を食べる学校給食の日｣の実施

(県内全ての公立小中学校、夜間定時

制高校、特別支援学校で実施) 

・地場産物を取り入れた学校給食調理

コンクールの開催(269チーム応募) 

○学校給食における地産地消の推進 

・地元農産物学校給食導入促進会議の

開催 

・県産農産物学校給食導入促進プロジ

ェクトチーム会議の開催 

・｢愛知を食べる学校給食の日｣の実施 

(県内全ての公立小中学校、夜間定時

制高校、特別支援学校で実施) 

・地場産物を取り入れた学校給食調理

コンクールの開催(261チーム応募) 

○学校給食における地産地消の推進 

・地元農産物学校給食導入促進会議の

開催 

・県産農産物学校給食導入促進プロジ

ェクトチーム会議の開催 

・｢愛知を食べる学校給食の日｣の実施 

・地場産物を取り入れた学校給食献立

コンクールの開催 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

43 

担い手育成、法人化の

推進 

農林水産部 ○基幹経営体の育成 

・普及指導員による経営体育成指導 

＊指導実績：1,135経営体 

○基幹経営体の育成 

・普及指導員による経営体育成指導 

＊指導実績：1,087経営体 

○基幹経営体の育成 

・普及指導員による経営体育成指導 

 ＊指導実績：660経営体 

○基幹経営体の育成 

・普及指導員による経営体育成指導 

 

○多様な担い手の育成確保 

・農業大学校における学生教育・研修

事業の充実 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農相談活動の実

施、就農支援資金の活用 

○多様な担い手の育成確保 

・農業大学校における学生教育・研修

事業の充実 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農支援 

・農起業支援センターを設置し就農相

談活動の強化、就農支援資金の活用 

 ＊農起業支援センター(8か所) 

・青年就農給付金(国制度)を活用し青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を支援 

 ＊給付対象者数(176名) 

○多様な担い手の育成確保 

・農業大学校における学生教育・研修

事業の充実 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農支援 

・農起業支援センターにおける就農相

談活動の実施、就農支援資金の活用 

・青年就農給付金(国制度)を活用し青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を支援 

 ＊給付対象者数(232名) 

○多様な担い手の育成確保 

・農業大学校における学生教育・研修

事業の充実 

・農業大学校学生寮の整備 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農支援 

・農起業支援センターにおける就農相

談活動の実施 

・青年就農給付金(国制度)を活用し青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を支援 

  ○法人化の推進 

・普及指導員による法人化への支援 

・農業法人調査 

＊農業法人数：545法人(対前年 17法

人増) 

○法人化の推進 

・普及指導員による法人化への支援 

・農業法人調査 

 ＊農業法人数：548 法人(対前年 3 法

人増) 

○法人化の推進 

・普及指導員による法人化への支援 

・農業法人調査 

 ＊農業法人数：560法人(対前年 12法

人増) 

○法人化の推進 

・普及指導員による法人化への支援 

・農業法人調査 

 

○農業生産基盤の整備 

・生産性向上を図る農地の整備(水田の

大区画化、パイプライン化等) 

・生産性維持のための農業水利施設の

更新 

○農業生産基盤の整備 

・生産性向上を図る農地の整備(水田の

大区画化、パイプライン化等) 

・生産性維持のための農業水利施設の

更新 

○農業生産基盤の整備 

・生産性向上を図る農地の整備(水田の

大区画化、パイプライン化等) 

・生産性維持のための農業水利施設の

更新 

○農業生産基盤の整備 

・生産性向上を図る農地の整備(水田の

大区画化、パイプライン化等) 

・生産性維持のための農業水利施設の

更新 

44 

農起業支援センターを

設置して、農起業家へ

の相談・支援を実施 

農林水産部 ○就農への相談・支援 

・農起業支援センターの設置に向けた

検討 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農相談活動の実

施、就農支援資金の活用 

○就農への相談・支援 

・農起業支援センターを設置し就農相

談活動の強化、就農支援資金の活用 

 ＊農起業支援センター(8か所) 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農支援 

・地域における就農受入体制の整備推進 

 ＊研修会の実施 

・青年就農給付金(国制度)を活用し青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を支援 

 ＊給付対象者数(176名) 

○就農への相談・支援 

・農起業支援センターにおける就農相

談活動の実施、就農支援資金の活用 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農支援 

・地域における就農受入体制の整備推進 

 ＊研修会の実施 

・青年就農給付金(国制度)を活用し青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を支援 

 ＊給付対象者数(232名) 

○就農への相談・支援 

・農起業支援センターにおける就農相

談活動の実施 

・愛知県農業会議、愛知県農業振興基

金との連携による就農支援 

・地域における就農受入体制の整備推進 

・青年就農給付金(国制度)を活用し青

年の就農意欲の喚起と就農後の定着

を支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

45 

都市農業の振興 

農林水産部 ○都市農業振興の取組推進 

・農業体験農園の開設を支援 

＊モデル地区での農園開設(名古屋市

1農園、豊田市2農園) 

・多様な担い手の育成・確保 

○都市農業振興の取組推進 

・モデル地区での農業体験農園の運営

支援 (名古屋市 1 農園、豊田市 2 農

園) 

・多様な担い手の育成・確保 

○都市農業振興の取組推進 

・農業体験農園ビジネスモデルの確

立・普及 

・多様な担い手の育成・確保 

○都市農業振興の取組推進 

・農業体験農園ビジネスモデルの確

立・普及 

・多様な担い手の育成・確保 

46 

環境保全型農業や減農

薬・有機農業の推進と

食の安全の確保 

農林水産部 

 
○環境保全型農業の推進 

・環境と安全に配慮した農業推進計画

の改正 

・エコファーマーの育成 

＊認定者数：3,988人 

・有機農業推進計画の推進 

＊行政と有機農業者との懇談会 

＊試験研究報告会 

○環境保全型農業の推進 

・環境と安全に配慮した農業推進計画

の推進 

・エコファーマーの認定推進 

＊認定者数：3,853人 

・有機農業推進計画の推進 

＊行政と有機農業者との懇談会 

＊試験研究報告会 

○環境保全型農業の推進 

・環境と安全に配慮した農業推進計画

の推進 

・エコファーマーの認定推進 

＊認定者数：3,735人 

・有機農業推進計画の推進 

＊行政と有機農業者との懇談会 

＊試験研究報告会 

○環境保全型農業の推進 

・環境と安全に配慮した農業推進計画

の推進 

・エコファーマーの認定推進 

・有機農業推進計画の改定 

 

○農林水産分野でのCO２排出削減 

・施設園芸における省エネ設備導入支援 

＊実施地区：豊橋市､田原市､美浜町 

・国等補助事業の情報提供、活用支援 

・農林水産分野での CO２排出権利取引制

度(国内クレジット制度)の普及啓発 

＊説明会・現地指導 

○農林水産分野でのCO２排出削減 

・施設園芸における省エネ設備導入支援 

＊実施地区：豊橋市、田原市始め 7

市町 

・国等補助事業の情報提供、活用支援 

・農林水産分野での CO２排出権利取引制

度(国内クレジット制度)の普及啓発 

 ＊現地指導 

○農林水産分野でのCO２排出削減 

・施設園芸における省エネ設備導入支援 

 ＊実施地区：美浜町 

・国等補助事業の情報提供、活用支援 

＊省エネ設備の導入が可能な燃油価

格高騰緊急対策（国H24年度補正予

算）を推進 

 

○農林水産分野でのCO２排出削減 

・施設園芸における省エネ設備導入支援 

・国等補助事業の情報提供、活用支援 

 

○農産物の安全性の確保 

・大規模農家を主な対象とした GAP 手

法の導入促進 

＊導入組織等(108) 

○農産物の安全性の確保 

・大規模農家を主な対象とした GAP 手

法の導入促進 

＊導入組織等(123) 

○農産物の安全性の確保 

・大規模農家を主な対象とした GAP 手

法の導入促進 

＊導入組織等(136) 

○農産物の安全性の確保 

・大規模農家を主な対象とした GAP 手

法の導入促進 

47 

地域産材を活用した住

まいを推進(地域木材

の利用に補助を検討) 

農林水産部 ○住宅等への県産木材の利用拡大 

・｢あいち認証材｣を設計・施工に利用

した建築士に対する技術料の支援 

(18件) 

・｢あいち認証材制度｣の普及支援 

○住宅等への県産木材の利用拡大 

・｢あいち認証材｣を設計・施工に利用

した建築士に対する技術料の支援 

(13件) 

・｢あいち認証材制度｣の普及支援 

○住宅等への県産木材の利用拡大 

・｢あいち認証材｣を設計・施工に利用

した建築士に対する技術料の支援 

(11件) 

・｢あいち認証材制度｣の普及支援 

○住宅等への県産木材の利用拡大 

・｢あいち認証材｣を設計・施工に利用

した建築士に対する技術料の支援 

・｢あいち認証材制度｣の普及支援 

48 

産地～加工～供給の一

貫した木材流通システ

ムを構築 

農林水産部 ○低コスト木材生産システムの普及・定着 

・モデル事業地の生産性の調査等の実施 

・現地検討会等の実施 

○低コスト木材生産システムの普及・定着 

・低コスト木材生産に必要不可欠な低

コストで耐久性のある路網作設技術

の実証調査等の実施 

・東三河木材供給システム構築事業の

実施 

＊急峻な地形における高性能林業機

械を活用した生産性の調査等 

＊現地研修会等 

○低コスト木材生産システムの普及・定着 

・木材の有効活用を図るため、効率的

な出材方法等の実証・普及 

・東三河木材供給システム構築事業の

実施 

＊急峻な地形における高性能林業機

械を活用した生産性の調査等 

＊現地研修会等 

○低コスト木材生産システムの普及・定着 

・これまでの実証成果を踏まえた低コ

スト木材生産システムの普及 

・東三河木材供給システム構築事業の

実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○林業現場と木材産業が連携した木材の
安定供給の取組支援 
・生産現場と木材加工施設との木材の
安定供給協定の締結(8件) 

・間伐を始め、林内路網や木材加工流
通施設、木造公共施設の整備、地域
材を活用した新製品開発等、生産か
ら流通・加工に至る一体的な取組を
支援 
＊県産木材生産量(11.0万㎥) 

○林業現場と木材産業が連携した木材の
安定供給の取組支援 
・生産現場と木材加工施設との木材の
安定供給協定の締結(10件) 

・間伐を始め、林内路網や木材集積場
等木材加工流通施設の整備等、生産
から流通・加工に至る一体的な取組
を支援 
＊県産木材生産量(11.3万㎥) 

○林業現場と木材産業が連携した木材の
安定供給の取組支援 
・生産現場と木材加工施設との木材の
安定供給協定の締結(11件) 

・間伐を始め、林内路網や集成材加工
機械等木材加工流通施設の整備等、
生産から流通・加工に至る一体的な
取組を支援 
＊県産木材生産量(10.2万㎥) 

○林業現場と木材産業が連携した木材の
安定供給の取組支援 
・生産現場と木材加工施設との木材の
安定供給協定の締結 

・間伐を始め、林内路網や集成材加工
機械等木材加工流通施設の整備等、
生産から流通・加工に至る一体的な
取組を支援 
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森林境界の明確化を進

め、森林情報を整備・

管理できる体制を整え

る 

地域振興部 

農林水産部 
○森林境界の明確化に向けた取組推進 

・地籍調査の促進(実施市町村:7市町村) 

＊地籍調査市町村担当者研修会 

＊地籍調査推進研修 

＊地籍アドバイザーの派遣 

○森林境界の明確化に向けた取組推進 

・地籍調査の促進(実施市町村:6市町村) 

＊地籍調査市町村担当者研修会 

＊地籍調査推進研修 

○森林境界の明確化に向けた取組推進 

・地籍調査の促進(実施市町村:6市町村) 

＊地籍調査市町村担当者研修会 

＊地籍調査推進研修 

○森林境界の明確化に向けた取組推進 

・地籍調査の促進(実施市町村:7市町村) 

 

○森林情報の適切な管理に向けて取組推進 
・森林情報総合管理システム(森林 GIS)
の維持・管理及び森林データ情報の
更新 

○森林情報の適切な管理に向けて取組推進 
・森林情報総合管理システム(森林 GIS)
の維持・管理 

・森林データ情報の更新、地籍等調査
結果入力 

○森林情報の適切な管理に向けて取組推進 
・森林情報総合管理システム(森林 GIS)
の維持・管理 

・森林データ情報の更新、地籍等調査
結果入力 

○森林情報の適切な管理に向けて取組推進 
・森林情報総合管理システム(森林 GIS)
の維持・管理 

・森林データ情報の更新、地籍等調査
結果入力 
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森林観光・グリーンツ

ーリズムの開発を支援 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

＊地域資源(9 件)・モデルルート(1

件)を追加 

・愛知県交流居住センターによる三河

山間地域におけるイベント等の情報

発信 

 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

＊地域資源(11件)を追加 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

・あいちの山里の魅力発信 

＊あいちの山里で暮らそう 80 日間チ

ャレンジ(豊田市・新城市・設楽

町・東栄町・豊根村) 

＊奥三河プロモーションボードの開催 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

 ＊地域資源(12件)を追加 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

・あいちの山里の魅力発信 

＊三河の山里アンテナショップの名

古屋市内での出展 

＊三河山間地域の特産品等を活用した

商品・レシピ開発 

＊奥三河物産展 in 名古屋市博物館の

開催 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

・あいちの山里の魅力発信 

＊あいちの山里で暮らそうチャレン

ジ隊による山里の魅力発信 

  ○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・3コース) 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○森林とのふれあい推進 
・愛知県交流居住センターによる三河
山間地域におけるイベント等の実施 
＊農業体験などの交流イベント(三河
山間6集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー
(新城・小原・足助)  

・森林公園、県民の森の利用促進 

○森林とのふれあい推進 
・愛知県交流居住センターによる三河
山間地域におけるイベント等の実施 
＊農業体験などの交流イベント(三河
山間5集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー
(足助・東栄)  

・森林公園、県民の森の利用促進 

○森林とのふれあい推進 
・愛知県交流居住センターによる三河
山間地域におけるイベント等の実施 
＊農業体験などの交流イベント(三河
山間4集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー
(東栄) 

・森林公園、県民の森の利用促進 

○森林とのふれあい推進 
・愛知県交流居住センターによる三河
山間地域におけるイベント等の実施 

・森林公園、県民の森の利用促進 
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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 

農林水産部 

  
○水産資源の育成環境の確保 
・干潟・浅場の造成及び覆砂 
＊西尾地区(3.13ha) 

・8魚種の種苗生産及び放流指導 
・資源管理計画策定及び取組指導 
＊策定計画数(21計画) 

○水産資源の育成環境の確保 
・干潟・浅場の造成及び覆砂 
＊西尾地区(1.5ha) 

・8魚種の種苗生産及び放流指導 
・資源管理計画策定及び取組指導 
＊策定計画数(24計画) 

・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 
 ＊しらすうなぎの採捕休止日巡回 
 ＊優良放流うなぎ養成試験 

○水産資源の育成環境の確保 
・干潟・浅場の造成及び覆砂 
＊西尾及び田原地区(3.9ha) 

・8魚種の種苗生産及び放流指導 
・資源管理計画策定及び取組指導 
＊策定計画数(25計画) 

・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 
 ＊しらすうなぎの採捕休止日巡回 
 ＊優良放流うなぎ養成試験 

○水産資源の育成環境の確保 
・干潟・浅場の造成及び覆砂 
・8魚種の種苗生産及び放流指導 
・資源管理計画の取組指導 
・総合的なうなぎ資源保護の取組実施 
 

○県水産物の普及・啓発 
・水産物ブランド化の検討・普及促進 
・｢あいち四季の魚｣の選定 
春：アサリ、コウナゴ 
夏：ウナギ、シラス 
秋：ガザミ、スズキ 
冬：トラフグ、ノリ 

○県水産物の普及・啓発 
・水産物ブランド化の検討・普及促進 
・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 
・水産物と水産業に関する出前授業 
 ＊魚の観察及び体験授業 

(16小学校・1幼稚園) 
 

○県水産物の普及・啓発 
・水産物ブランド化の検討・普及促進 
・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 
・水産物と水産業に関する出前授業 
 ＊魚の観察及び体験授業 

(15小学校・1子ども園) 
・webによる水産物レシピの提案 

○県水産物の普及・啓発 
・水産物ブランド化の検討・普及促進 
・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 
・水産物と水産業に関する出前授業 
・webによる水産物レシピの提案 
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四季と海の幸を楽しむ

ベイツーリズムの開発

を推進 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
＊地域資源(9 件)・モデルルート(1
件)を追加 

・公募 PR スタッフの離島での生活体験
をインターネットツールで紹介する
あいちの離島の魅力発信 
＊あいちの離島 80 日間チャレンジ
(佐久島・日間賀島・篠島) 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
＊地域資源(11件)を追加 

・あいちの離島の魅力発信 
 ＊PR キャラクターの作成、イベント

等への参加 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
＊地域資源（12件）を追加 

・あいちの離島の魅力発信 
＊PR キャラクターを活用したイベン
ト等への参加 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
・あいちの離島の魅力発信 

  ○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(2事業・3コース) 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(1事業・1コース) 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(3事業・6コース) 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
 ＊あいち観光まちづくりゼミ 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

   ○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の選定 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 

・水産物と水産業に関する出前授業 

＊魚の観察及び体験授業 

(16小学校・1幼稚園) 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 

・水産物と水産業に関する出前授業 

 ＊魚の観察及び体験授業 

(15小学校・1子ども園) 

・webによる水産物レシピの提案 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 

・水産物と水産業に関する出前授業 

・webによる水産物レシピの提案 

 

 

 

 (８)観光あいちの創造 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 
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県と名古屋市共同で観

光政策司令塔をつく

り、内外プロモーショ

ンを強化 

産業労働部 

  
○名古屋市と共同のプロジェクトチーム

の設置 

・県・名古屋市共同による観光プロモ

ーションプロジェクトチームの設

置・検討 

○観光プロモーションプロジェクトチー

ムによる取組の推進 

・名古屋市との連携による首都圏・関

西圏における｢愛知・名古屋観光プロ

モーションイベント｣等の開催 

○観光プロモーションプロジェクトチー

ムによる取組の推進 

・名古屋市との連携による首都圏・関

西圏における｢愛知・名古屋観光プロ

モーションイベント｣等の開催 

○観光プロモーションプロジェクトチー

ムによる取組の推進 

・名古屋市との連携による首都圏にお

ける｢愛知・名古屋観光プロモーショ

ンイベント｣等の開催 

○イベント・コンベンション等(MICE)の

誘致推進 

・国連 ESD の 10 年最終年会合等の国際

会議の誘致 

・MICE実態調査の実施 

＊アンケート・ヒアリング調査(537者) 

○イベント・コンベンション等(MICE)の

誘致推進 

・｢愛知・名古屋 MICE アクションプラ

ン(仮称)｣の検討 

・国際航空宇宙展(JA2012)等、イベン

ト・コンベンション等の開催支援 

○イベント・コンベンション等(MICE)の

誘致推進 

・名古屋市等と連携の下、MICE 誘致に

向け、国のマーケティング戦略高度

化事業へ参加 

・MICE関係者を集めたセミナーの開催 

○イベント・コンベンション等(MICE)の

誘致推進 

・名古屋市等と連携の下、MICE 誘致に

向け、国のマーケティング戦略高度

化事業へ参加 

・MICE関係者を集めたセミナーの開催 

   ○ミラノ国際博覧会への出展参加 

・平成 27 年度開催のミラノ国際博覧会

に名古屋市と共同で、当地域の食文

化と観光地としての魅力を発信する

ための計画を策定 

   ○なごやめしブランドの推進 

・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 

＊「なごやめしＰＲ懇談会」の開催 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(26) 

空港や港、鉄道、道路

網を活かし、県のリー

ドで中部の広域観光戦

略を推進 

地域振興部 

産業労働部 
○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した､海外エアライ

ンに対するエアポートセールス 

＊中国国際航空 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

＊旅行商品造成を目的とした海外から

のメディア・旅行社招聘(中国、韓

国、台湾、香港等) 

＊新規就航支援金 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した､海外エアライ

ンに対するエアポートセールス 

 ＊エアアジアＸ､ベトナム航空､ジェ

ットスター航空､カンタス航空 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

＊旅行商品造成を目的とした海外から

のメディア・旅行社招聘(中国、韓

国、台湾、香港等) 

＊新規就航支援金 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した、海外エアラ

イン等に対するエアポートセールス 

＊エアアジアＸ、ベトナム航空、大

韓航空、エアプサン 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

＊旅行商品造成を目的とした海外か

らのメディア・旅行社招聘(マレー

シア、韓国、台湾、ベトナム等) 

＊新規就航支援金 

○中部国際空港の利用促進 

・空港会社等と連携した、海外エアラ

イン等に対するエアポートセールス 

＊ガルーダ・インドネシア航空、吉

祥航空 

・中部国際空港利用促進協議会を中心

としたインバウンド旅客拡大のため

の事業を実施 

 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

＊就航先との連携キャンペーン(青

森、岩手) 

＊利用促進イベント 

＊旅行代理店に対する旅行商品企画

の働きかけ 

＊ビジネス機利用促進DMの発送 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

＊就航先との連携キャンペーン(青

森、岩手) 

＊利用促進イベント 

＊旅行代理店に対する旅行商品企画

の働きかけ 

＊ビジネス機利用促進DMの発送 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

＊就航先との連携キャンペーン(青

森、岩手、高知) 

＊利用促進イベント 

＊旅行代理店に対する旅行商品企画

の働きかけ 

＊ビジネス機利用促進DMの発送 

○県営名古屋空港の利用促進 

・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 

 ○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会を通じた

広域観光の推進 

＊台湾ツアー(徳川家康出世街道)造

成支援など(東海地区協議会) 

＊JATA 旅博出展、中国・韓国へのプ

ロモーションなど(中部広域協議

会) 

○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会及び昇龍

道プロジェクト推進協議会を通じた広

域観光の推進 

＊タイへのプロモーションなど(東海

地区協議会) 

＊中国へのハイレベルミッション派

遣など（中部広域協議会） 

＊中国へのプロモーションなど(プロ

ジェクト推進協議会) 

○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会及び昇龍

道プロジェクト推進協議会を通じた広

域観光の推進 

＊タイへのプロモーションなど(東海

地区協議会) 

＊中国へのハイレベルミッション派遣

など（中部広域協議会） 

 ＊台湾へのミッション団の派遣など

(プロジェクト推進協議会） 

○広域観光戦略の取組推進 

・東海地区外国人観光客誘致促進協議

会、中部広域観光推進協議会及び昇龍

道プロジェクト推進協議会を通じた広

域観光の推進 

＊マレーシアのメディア招致など(東

海地区協議会) 

＊マレーシアへのハイレベルミッショ

ン派遣など（中部広域協議会、プロ

ジェクト推進協議会） 

54 

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 

産業労働部 ○海外誘客の取組、体制の強化 

・海外産業情報センターでの情報提供 

＊海外産業情報センター(パリ、サン

フランシスコ、上海)を誘客センタ

ーとして観光情報を提供 

○海外誘客の取組、体制の強化 

・海外産業情報センターでの情報提供 

  ＊海外産業情報センター(パリ、サン

フランシスコ、上海)を誘客センタ

ーとして観光情報を提供 

○海外誘客の取組、体制の強化 

・海外産業情報センターでの情報提供 

 ＊海外産業情報センター(パリ、サン

フランシスコ、上海)を誘客センター

として観光情報を提供 

・バンコクセンターの開設に向けた準備 

○海外誘客の取組、体制の強化 

・海外産業情報センター(パリ、上海、

バンコク)での情報提供 

・バンコクセンターの開設(4月) 
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55 

海外観光客誘致とおも

てなしのための着地型

観光受入サービス事業

を育成 

産業労働部 ○受入地域発の旅行企画(着地型観光)造

成のための人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(4事業) 

○受入地域発の旅行企画(着地型観光)造

成のための人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(4事業) 

○受入地域発の旅行企画(着地型観光)造

成のための人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(3事業) 

○受入地域発の旅行企画(着地型観光)造

成のための人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

56 

セントレア、名古屋空

港、名古屋港、新幹線

駅等と連係し、国内外

の来訪客が県内を移動

しやすいインフォメー

ション～トランジット

サービスを充実 

地域振興部 

産業労働部 
○アクセス情報の提供や乗り換え利便性
の向上 
・鉄道会社、空港会社等に対するイン
フォメーション充実の働きかけ 
＊鉄道事業者(JR 東海､名鉄)への要望
(誘導案内表示の充実・案内表示、
車内放送等の多言語化など) 

＊ホームページ等での多言語による
アクセス情報や宿泊情報の提供 

・航空旅客の利便性の向上に向けた鉄
道・バスのダイヤ設定の働きかけ 
＊バス運行会社に対する定期便ダイ
ヤに合わせたダイヤ設定の要望 

○アクセス情報の提供や乗り換え利便性
の向上 
・鉄道会社、空港会社等に対するイン
フォメーション充実の働きかけ 
＊鉄道事業者(JR 東海､名鉄)への要望
(誘導案内表示の充実・案内表示、
車内放送等の多言語化など) 

＊ホームページ等での多言語による
アクセス情報や宿泊情報の提供 

・航空旅客の利便性の向上に向けた鉄
道・バスのダイヤ設定の働きかけ 
＊バス運行会社に対する定期便ダイ
ヤに合わせたダイヤ設定の要望 

○アクセス情報の提供や乗り換え利便性
の向上 
・鉄道会社、空港会社等に対するイン
フォメーション充実の働きかけ 
＊鉄道事業者(JR 東海、名鉄)への要
望(誘導案内表示の充実・案内表
示、車内放送等の多言語化など) 

＊ホームページ等での多言語による
アクセス情報や宿泊情報の提供 

・航空旅客の利便性の向上に向けた鉄
道・バスのダイヤ設定の働きかけ 
＊バス運行会社に対する定期便ダイ
ヤに合わせたダイヤ設定の要望 

○アクセス情報の提供や乗り換え利便性
の向上 
・鉄道会社、空港会社等に対するイン
フォメーション充実の働きかけ 
＊ホームページ等での多言語による
アクセス情報や宿泊情報の提供 

・航空旅客の利便性の向上に向けた鉄
道・バスのダイヤ設定の働きかけ 

  ○交通結節点における観光情報の発信・充実 

・交通結節点等における案内表示の多

言語状況調査 

＊日本観光振興協会との共同による

多言語状況調査の実施 

・セントレアにおける観光情報の充

実・多言語化 

＊愛知･岐阜･三重･静岡･福井各県と

名古屋市による協議会アクセスプ

ラザにおける多言語対応観光案内 

  対応件数43,449件 

○交通結節点における観光情報の発信・充実 

・セントレアにおける観光情報の充

実・多言語化 

＊愛知･岐阜･三重･静岡･福井各県と

名古屋市による協議会アクセスプ

ラザにおける多言語対応観光案内 

  対応件数41,528件 

○交通結節点における観光情報の発信・充実 

・セントレアにおける観光情報の充

実・多言語化 

 ＊愛知･岐阜･三重･静岡･福井各県と

名古屋市による協議会アクセスプ

ラザにおける多言語対応観光案内 

   対応件数42,280件 

○交通結節点における観光情報の発信・充実 

・セントレアにおける観光情報の充

実・多言語化 

 ＊愛知･岐阜･三重･静岡･福井各県と

名古屋市による協議会アクセスプ

ラザにおける多言語対応観光案内 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

57 

環伊勢湾・三河湾ベイ

ツーリズム開発を支援

し、三重県とも連携 

 

 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
＊地域資源(9 件)・モデルルート(1
件)を追加 

・公募 PR スタッフの離島での生活体験
をインターネットツールで紹介する
あいちの離島の魅力発信 
＊あいちの離島 80 日間チャレンジ
(佐久島・日間賀島・篠島) 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
＊地域資源(11件)を追加 

・あいちの離島の魅力発信 
 ＊PR キャラクターの作成、イベント

への参加 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
＊地域資源(12件)を追加 

・あいちの離島の魅力発信 
＊PR キャラクターを活用したイベン
ト等への参加 

○ベイツーリズムの普及・情報発信 
・地域資源・モデルルートの紹介 
・あいちの離島の魅力発信 

 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(2事業・3コース) 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(1事業・1コース) 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(3事業・6コース) 

○ベイツーリズムに関連する観光人材の
育成、地域資源の発掘・観光コースの
開発の支援 
・観光に関わる人材の育成 
 ＊あいち観光まちづくりゼミ 
・地域の観光団体等が提案するツアー
造成、イベント開催等に対する支援 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の選定 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 

・水産物と水産業に関する出前授業 

＊魚の観察及び体験授業 

(16小学校・1幼稚園) 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 

・水産物と水産業に関する出前授業 

 ＊魚の観察及び体験授業 

(15小学校・1子ども園) 

 ・webによる水産物レシピの提案 

○県水産物の普及・啓発 

・水産物ブランド化の検討・普及促進 

・｢あいち四季の魚｣の広報、啓発 

・水産物と水産業に関する出前授業 

・webによる水産物レシピの提案 

○三重県との連携推進 

・鳥羽伊良湖航路を活用した旅行商品

の企画造成､航路情報の発信､航路へ

の誘導強化や航路の魅力向上の取組 

＊鳥羽伊良湖航路活性化協議会によ

る、鳥羽伊良湖航路活性化総合連

携計画に基づく利用促進事業 (国

内旅行商品企画の造成、写真コン

テスト、道路上の誘導看板設置な

ど) 

○三重県との連携推進 

・鳥羽伊良湖航路を活用した旅行商品

の企画造成､航路情報の発信､航路へ

の誘導強化や航路の魅力向上の取組 

＊鳥羽伊良湖航路活性化協議会によ

る、鳥羽伊良湖航路活性化総合連携

計画に基づく利用促進事業 (国内旅

行商品企画の造成、絵日記コンクー

ル、船弁の開発など) 

○三重県との連携推進 

・鳥羽伊良湖航路を活用した旅行商品

の企画造成､航路情報の発信､航路へ

の誘導強化や航路の魅力向上の取組

(23～25年度) 

＊鳥羽伊良湖航路活性化協議会によ

る、鳥羽伊良湖航路活性化総合連携

計画に基づく利用促進事業 (国内旅

行商品企画の造成、絵日記コンクー

ル、写真コンテスト、道路上の誘導

看板設置など) 
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58 

赤羽根のサーフィンや

ウミガメはじめ、渥

美・知多の半島地域の

資源を活かした観光開

発を推進 

地域振興部 

環 境 部 

産業労働部 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光圏整備法に基づき国の認定を受

けた｢知多半島観光圏協議会｣の取組

の支援 

・観光に関わる人材の養成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(2事業・3コース) 

・キャラクターを活用した情報発信 

＊｢知多娘。｣を活用した動画｢デート 

de 知多あるき｣の配信 

・こだわり特産品をテーマにした動画

の作成 

＊渥美・知多のこだわり特産品 CM・

お笑い動画 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光圏整備法に基づき国の認定を受

けた｢知多半島観光圏協議会｣の取組

の支援 

・観光に関わる人材の養成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

・キャラクターを活用した情報発信 

＊｢知多娘。｣を活用した動画｢デート 

de 知多あるき｣の配信 

・こだわり特産品をテーマにした動画

の配信 

＊渥美・知多のこだわり特産 CM・お

笑い動画 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光圏整備法に基づき国の認定を受

けた｢知多半島観光圏協議会｣の取組

の支援 

・観光に関わる人材の養成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

・キャラクターを活用した情報発信 

 ＊｢知多娘。｣を活用した動画｢デート 

de 知多あるき｣の配信 

・こだわり特産品をテーマにした動画

の配信 

 ＊渥美・知多のこだわり特産 CM・お

笑い動画 

・伊良湖休暇村公園「花咲く砂丘の園

（デューンガーデン）」（仮称）の整

備 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光圏整備法に基づき国の認定を受

けた｢知多半島観光圏協議会｣の取組

の支援 

・観光に関わる人材の養成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

・キャラクターを活用した情報発信 

 ＊｢知多娘。｣を活用した動画｢デート 

de 知多あるき｣の配信 

・こだわり特産品をテーマにした動画

の配信 

 ＊渥美・知多のこだわり特産 CM・お

笑い動画 

・伊良湖休暇村公園「花咲く砂丘の園

（デューンガーデン）」（仮称）の整

備、観光エリアの一部供用開始 

59 

奥三河森林観光・グリ

ーンツーリズム開発を

支援、三遠南信地域と

連携 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

＊地域資源(9 件)・モデルルート(1

件)を追加 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

＊地域資源(11件)を追加 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

・あいちの山里の魅力発信 

＊あいちの山里で暮らそう 80 日間チ

ャレンジ(豊田市・新城市・設楽

町・東栄町・豊根村) 

＊奥三河プロモーションボードの開催 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

＊地域資源(12件)を追加 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

・あいちの山里の魅力発信 

＊三河の山里アンテナショップの名

古屋市内での出展 

＊三河山間地域の特産品等を活用し

た商品・レシピ開発 

＊奥三河物産展in名古屋市博物館の開催 

○グリーンツーリズムの普及・情報発信 

・地域資源・モデルルートの紹介 

・愛知県交流居住センターによる三河山

間地域におけるイベント等の情報発信 

・あいちの山里の魅力発信 

＊あいちの山里で暮らそうチャレン

ジ隊による山里の魅力発信 

 

 

 

 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・3コース) 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

○グリーンツーリズムに関連する観光人

材の育成、地域資源の発掘・観光コー

スの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○森林とのふれあい推進 

・愛知県交流居住センターによる三河

山間地域におけるイベント等の実施 

＊農業体験などの交流イベント(三河

山間6集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー

(新城・小原・足助)  

・県民の森の利用促進 

○森林とのふれあい推進 

・愛知県交流居住センターによる三河

山間地域におけるイベント等の実施 

＊農業体験などの交流イベント(三河

山間5集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー

(足助・東栄)  

・県民の森の利用促進 

○森林とのふれあい推進 

・愛知県交流居住センターによる三河

山間地域におけるイベント等の実施 

＊農業体験などの交流イベント(三河

山間4集落) 

＊空き地・空き家の現地見学ツアー

(東栄) 

・県民の森の利用促進 

○森林とのふれあい推進 

・愛知県交流居住センターによる三河

山間地域におけるイベント等の実施 

・県民の森の利用促進 

 ○三遠南信地域における連携推進 ○三遠南信地域における連携推進 ○三遠南信地域における連携推進 ○三遠南信地域における連携推進 

60 

世界的な産業施設や産

業遺産を活かしたあい

ちの産業文化観光を推

進 

県民生活部 

産業労働部 
○産業観光の取組推進 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(2事業・4コース) 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ
ラリー｣の実施(208施設) 

・陶磁資料館における産業観光と連携
したPR、イベント等の実施 
＊陶磁資料館紹介DVD作成・配布 
＊旅行代理店へのツアーの提案 
＊旅行会社と連携したクーポン券発行 
＊トヨタ博物館との相互展示 

○産業観光の取組推進 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(3事業・6コース) 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ
ラリー｣の実施(194施設) 

・陶磁資料館における産業観光と連携
したPR、イベント等の実施 
＊楽市楽座｢あいち陶磁の丘の作家
市｣の開催 

＊県内のやきもの祭りやクラフト市
へのブース出展 

＊旅行会社と連携したクーポン券発行 
 ＊トヨタ博物館との相互展示 

○産業観光の取組推進 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援
(3事業・7コース) 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ
ラリー｣の実施(205施設) 

・陶磁美術館における産業観光と連携
したPR、イベント等の実施 
＊楽市楽座｢あいち陶磁の丘の作家
市｣の開催 

＊県内のやきもの祭りやクラフト市
へのブース出展 

＊旅行会社と連携したクーポン券発行 
 ＊トヨタ博物館の協力による展示 

○産業観光の取組推進 
・地域の観光団体等が実施するツアー
造成、イベント開催等に対する支援 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ
ラリー｣の実施 

・陶磁美術館における産業観光と連携
したPR、イベント等の実施 
＊旅行会社と連携したクーポン券発行 

 

61 

名古屋城始め戦国～徳

川の武将の故郷あいち

をたどる武将観光を推

進 

産業労働部 ○武将観光の取組推進 

・武将観光推進会議、愛知ゆかりの武

将に関するセミナーの開催 

・複数の市町村が連携して行う武将観

光イベントの開催 

・あいち戦国姫隊の結成・活動 

・武将観光スタンプラリーの実施(60施設) 

・名古屋城本丸御殿整備への支援 

○武将観光の取組推進 

・武将観光推進会議、愛知ゆかりの武

将に関するセミナーの開催 

・複数の市町村が連携して行う武将観

光イベントの開催 

・あいち戦国姫隊の活動を通じたＰＲ 

・武将観光スタンプラリーの実施(50施設) 

・名古屋城本丸御殿整備への支援 

○武将観光の取組推進 

・武将観光推進会議の開催 

・あいち戦国姫隊の活動を通じたＰＲ 

・武将観光スタンプラリーの実施(70 施

設) 

・シネアドを通じたPR 

・名古屋城本丸御殿整備への支援 

○武将観光の取組推進 

・武将観光推進会議の開催 

・「あいち合戦ワールド」の開催 

・あいち戦国姫隊の活動を通じたＰＲ 

・名古屋城本丸御殿整備への支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

62 

陶磁器、七宝、染織、

木工など愛知の匠の美

を楽しむクラフト観光

を推進 

県民生活部 

産業労働部 
○クラフト観光の取組推進 

・陶磁資料館における産業観光と連携

したPR、イベント等の実施 

＊陶磁資料館紹介DVD作成・配布 

＊旅行代理店へのツアーの提案 

＊旅行会社と連携したクーポン券発行 

＊トヨタ博物館との相互展示 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ

ラリー｣の実施(208施設) 

○クラフト観光の取組推進 

・陶磁資料館における産業観光と連携

したPR、イベント等の実施 

＊楽市楽座｢あいち陶磁の丘の作家

市｣の開催 

＊県内のやきもの祭りやクラフト市

へのブース出展 

 ＊旅行会社と連携したクーポン券発行 

＊トヨタ博物館との相互展示 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・2コース) 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ

ラリー｣の実施(194施設) 

○クラフト観光の取組推進 

・陶磁美術館における産業観光と連携

したPR、イベント等の実施 

＊楽市楽座｢あいち陶磁の丘の作家

市｣の開催 

＊県内のやきもの祭りやクラフト市

へのブース出展 

＊旅行会社と連携したクーポン券発行 

 ＊トヨタ博物館の協力による展示 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ

ラリー｣の実施(205施設) 

○クラフト観光の取組推進 

・陶磁美術館における産業観光と連携

したPR、イベント等の実施 

＊旅行会社と連携したクーポン券発行 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

・｢愛知・岐阜・三重産業観光スタンプ

ラリー｣の実施 

  

63 

からくり山車祭などの

愛知の伝統的祭・芸能

や多彩な芸術活動を活

かした文化・芸術観光

を推進 

県民生活部 

産業労働部 

教育委員会 

○文化･芸術観光の取組推進 

・伝統芸能の紹介 

＊ふるさと芸能祭 

・あいち地域文化創造戦略の策定(3月) 

○あいち地域文化創造戦略の推進 

・民俗芸能などの伝統文化の紹介 

 ＊あいちの伝統文化まつり 

・あいちの文化の発掘・再発見 

 ＊あいちの文化探し隊キャンペーン 

○あいち地域文化創造戦略の推進 

・民俗芸能などの伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

・あいちの文化の育成・魅力向上 

 ＊あいちの文化育て隊キャンペーン 

○あいち地域文化創造戦略の推進 

 ・民俗芸能などの伝統文化の紹介 

 ・あいちの文化の魅力発信  

＊あいちの文化見に行き隊キャンペーン 

・県内山車まつりのネットワークづく

りの取組 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(24市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

＊あいち観光まちづくりゼミ(23市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(1事業・1コース) 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ(25市町村) 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援

(3事業・3コース) 

○地域の観光人材の育成、地域資源の発

掘・観光コースの開発の支援 

・観光に関わる人材の育成 

 ＊あいち観光まちづくりゼミ 

・地域の観光団体等が実施するツアー

造成、イベント開催等に対する支援 

 

 

 


