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Ⅳ 教育・文化 
(１)教育立県あいち、人材創造あいち 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

138 

地域に根ざした地域固

有の特色ある教育環境

を充実するため、県教

育委員会から市町村教

育委員会へ大胆に権限

を移譲する。さらに、

市町村教委から各学校

の校長に大幅に権限を

移譲し、教育現場を活

性化する。こうした権

限移譲の具体策を詰め

るためＰＴを設置し、

早急に結論を得て順次

実施する 

教育委員会 ○権限移譲に向けた検討 

・市町村教育委員会等関係機関との意

見交換 

＊市町村へのアンケート調査の実施 

・権限移譲プロジェクトチームにおけ

る検討  

○権限移譲に向けた検討 

・権限移譲プロジェクトチームにおけ

る検討 

○権限移譲の順次実施 

・総合教育センターで開催している研

修の一部を東三河地域で開催 

＊10 年経験者研修、特別支援学級担

当教員初心者研修 

・小中学校学級編制の弾力化 

・教職員定数配置における市町村裁量

の拡大 

＊基礎定数部分について市町村が学

校ごとの配置数を決定 

＊｢児童生徒支援加配｣及び｢通級指導

教室担当教員加配｣について、市町

村が配置校を決定 

○権限移譲に向けた検討 

・権限移譲プロジェクトチームにおけ

る検討 

○権限移譲の順次実施 

・総合教育センターで開催している研

修の一部を東三河地域で開催 

 ＊初任者研修、新任校長研修、新任

教頭研修、新任教務主任研修、特

別支援学級担当教員初心者研修 

・小中学校学級編制の弾力化 

・市町村の裁量による教職員定数の配置 

 

○権限移譲に向けた検討 

・権限移譲プロジェクトチームにおけ

る検討 

○権限移譲の順次実施 

・総合教育センターで開催している研

修の一部を東三河地域で開催 

・小中学校学級編制の弾力化 

・市町村の裁量による教職員定数の配置 

 

139 

社会人や企業ＯＢが教

壇に立ち、豊かな人生

経験を生かした授業を

行う制度を創設 

教育委員会 ○地域の外部人材を活用した教育の推進 

・地域の専門家・社会人等を講師とし

て活用(高校791人、小中学校293人) 

・あいち｢授業づくり｣人材バンクの登

録(登録数：119人、14社) 

・｢あいち夢はぐくみサポーター｣(就業

体験の受入れや社会人講師の派遣等

に協力可能な事業所等)の募集・活用 

＊全ての県立全日制高等学校を対象

に社会人講師の活用(1,492時間) 

＊サポーター登録件数：23件 

○地域の外部人材を活用した教育の推進 

・地域の専門家・社会人等を講師として

活用(高校200人、小中学校309人) 

・あいち｢授業づくり｣人材バンク登録数

の拡大(登録数：120人、18社) 

・｢あいち夢はぐくみサポーター｣登録

数の拡大及び活用 

＊登録件数：349件 

○地域の外部人材を活用した教育の推進 

・地域の専門家・社会人等を講師として

活用(高校233人、小中学校299人) 

・あいち｢授業づくり｣人材バンクの充実

(登録数：102人、14社、4法人) 

・｢あいち夢はぐくみサポーター｣登録

数の拡大及び活用 

＊登録件数：897件 

○地域の外部人材を活用した教育の推進 

・幅広い知識・経験を持つ地域の専門

家・社会人等を講師として活用 

・あいち｢授業づくり｣人材バンクの充実 

・｢あいち夢はぐくみサポーター｣登録

数の拡大及び活用 

 

140 
教育の多様化と活性化
を図るため、教員の民
間人登用や中途採用を
推進 

教育委員会 ○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における｢社会人特

別選考｣の実施(24 年度教員採用選考

試験：合格者数11人) 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における｢社会人特

別選考｣の実施(25 年度教員採用選考

試験：合格者数8人) 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における｢社会人特

別選考｣の実施（26 年度教員採用選考

試験：合格者9人） 

○教員の民間人登用の推進 

・教員採用選考試験における｢社会人特

別選考｣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 

141 

小・中学校の学力アッ

プのため、少人数学級

を推進。特に、小学校

低学年や国語、英語、

理数科目などに少人数

学級や複数教員を導入 

教育委員会 ○小中学校における少人数学級及び複数

教員導入等の推進に向けた国への働き

かけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

○小中学校における少人数学級及び複数

教員導入等の推進に向けた国への働き

かけ 

・中学校学習支援対応教員の配置(40人) 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

○小中学校における少人数学級及び複数

教員導入等の推進に向けた国への働き

かけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

○小中学校における少人数学級及び複数

教員導入等の推進に向けた国への働き

かけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

142 

理数教育を強化するた

め、『スーパーサイエ

ンスハイスクール』を

県独自でも指定し推進 

教育委員会 ○魅力ある理数教育の推進 

・大学や研究機関と連携した魅力ある

理数教育プログラムの充実(春日井高

校) 

・あいち科学技術教育推進協議会の参

加校を中心とした理数教育の推進 

＊発表会｢科学三昧inあいち2011｣ 

・大学と連携した｢知の探究講座｣の開催 

・あいち科学の甲子園の開催 

○魅力ある理数教育の推進 

・大学や研究機関と連携した魅力ある

理数教育プログラムの充実(春日井高

校) 

・あいち科学技術教育推進協議会の参

加校を中心とした理数教育の推進 

＊発表会｢科学三昧inあいち2012｣ 

・大学と連携した｢知の探究講座｣の開催 

・あいち科学の甲子園の開催 

○魅力ある理数教育の推進 

・大学や研究機関と連携した魅力ある

理数教育プログラムの充実(春日井高

校 25年度まで) 

・あいち科学技術教育推進協議会の参

加校を中心とした理数教育の推進 

＊発表会「科学三昧inあいち2013｣ 

・大学と連携した｢知の探究講座｣の開催 

・あいち科学の甲子園の開催 

○魅力ある理数教育の推進 

・あいち科学の甲子園の開催 

・大学と連携した｢知の探究講座｣の開催 

 

 

143 

社会体験や地域の人々

とのふれあいの場を設

けるため、中学・高校

でボランティア・イン

ターンシップの機会を

増やすとともに、農山

漁村における収穫体験

や地域企業の職場体験

など、体験教育を通し

てキャリア教育を推進 

産業労働部 

農林水産部 

教育委員会 

○職場体験活動・インターンシップ等の

推進 

・モノづくりの体験学習の実施 

  ＊各市町村の小学校1校(53校) 

・職場体験活動､インターンシップ等の実施 

＊中学校における 5 日間程度の職場

体験活動の実施(304校) 

＊小学校における熟練技能士等を招

いた体験活動の実施(53校) 

＊キャリア教育ノートの活用 

＊インターンシップ等の取組(全日制

県立高校：146校) 

＊地域ものづくりスキルアップ講座

(全日制工業高校等：17校) 

○職場体験活動・インターンシップ等の

推進 

・モノづくりの体験学習の実施 

 ＊各市町村の小学校1校(53校) 

・職場体験活動､インターンシップ等の実施 

  ＊中学校における 5 日間程度の職場

体験活動の実施(304校) 

＊小学校における熟練技能士等を招

いた体験活動の実施(53校) 

＊キャリア教育ノートの活用 

＊インターンシップ等の取組(全日制

県立高校：146校) 

＊地域ものづくりスキルアップ講座

(全日制工業高校等：17校)  

○職場体験活動・インターンシップ等の

推進 

・モノづくりの体験学習の実施 

 ＊各市町村の小学校1校(53校) 

・職場体験活動､インターンシップ等の実施 

＊中学校における 5 日間程度の職場

体験活動の実施(307校) 

＊小学校における熟練技能士等を招

いた体験活動の実施(53校) 

＊キャリア教育ノートの活用 

＊インターンシップ等の取組（全日

制県立高校：146校） 

＊地域ものづくりスキルアップ講座 

  （全日制工業高校等：17校） 

○職場体験活動・インターンシップ等の

推進 

・地域に学び、校内外に発信する活動

の実施 

・職場体験活動､インターンシップ等の実施 

 

  ○農林漁業体験の推進 

・農業団体等が行う農業体験活動への

支援(2団体) 

○農林漁業体験の推進 

・農業団体等が行う農業体験活動への

支援(3団体) 

・小学校における農林漁業体験の推進 

 ＊体験学習実践マニュアル、地域協

力者名簿の作成 

○農林漁業体験の推進 

・農業団体等が行う農業体験活動への

支援(3団体) 

・小学校における農林漁業体験の推進 

 

○農林漁業体験の推進 

・農業団体等が行う農業体験活動への

支援 

・小学校における農林漁業体験の推進 

 

 

 ○モノづくり人材の育成 

・企業の熟練技能者から高校生に対し

て技能実習を実施(4校・33人) 

○モノづくり人材の育成 

・企業の熟練技能者から高校生に対して

技能実習を実施(6校・27人) 

○モノづくり人材の育成 

・企業の熟練技能者から高校生に対して

技能実習を実施(4校・14人) 

○モノづくり人材の育成 

・企業の熟練技能者から高校生に対し

て技能実習を実施 



- 66 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○技能五輪全国大会等でのボランティア

等の体験教育を通じたキャリア教育の

推進 

・大会基本計画の策定(24年3月) 

○技能五輪全国大会等でのボランティア

等の体験教育を通じたキャリア教育の

推進 

・競技解説ボランティアガイドの養成

の準備・調整 

○技能五輪全国大会等でのボランティア

等の体験教育を通じたキャリア教育の

推進 

 ・大会実施計画の策定(3月) 

・小中学生等に対する競技解説ボラン

ティアガイドの養成の準備・調整 

○技能五輪全国大会等でのボランティア

等の体験教育を通じたキャリア教育の

推進 

・大会において、小中学生等に対し、

ボランティアガイドによる競技解説

の実施 

144 

公教育に私学が果たし

てきた重要性を踏ま

え、私学の建学の精神

を尊重しつつ、公私間

格差の是正を目指し、

私学助成を充実 

県民生活部 ○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

・保護者に対する授業料軽減補助 

・高校経常費補助金の新方式検討 

＊私学団体との意見交換の実施 

○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

・保護者に対する授業料軽減補助 

・高校経常費補助金の新方式検討 

＊私学団体との意見交換の実施 

○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

・保護者に対する授業料軽減補助 

・高校経常費補助金の新方式検討 

＊私学団体との意見交換の実施 

○私学助成の着実な推進 

・私立学校設置者に対する経常費補助 

・保護者に対する授業料軽減補助 

・高校経常費補助金の新方式検討 

＊私学団体との意見交換の実施 

145 

幼児期からの教育の重

要性に鑑み、幼児教育

を充実・強化 

県民生活部 

教育委員会 
○幼稚園・保育所等と小学校との連携強化 

・教員研修の実施 

○幼稚園・保育所等と小学校との連携強化 

・教員研修の実施 

○幼児教育と小学校教育の円滑な接続の推進 

・教員研修の実施 

・接続期における教育課程・保育課程

編成のための手引き作成 

○幼児教育と小学校教育の円滑な接続の推進 

・教員研修の実施 

・接続期における教育課程・保育課程

編成のための手引き啓発 

○幼稚園・保育所等による子育て支援の充実 

・幼稚園の保護者の保育参加の促進 

＊｢命をはぐくむ｣家庭教育研修会 

○幼稚園・保育所等による子育て支援の充実 

・幼稚園・保育所等の保護者の保育参

加の促進 

 ＊家庭教育研修会 

○幼稚園・保育所等による子育て支援の充実 

・幼稚園・保育所等の保護者の保育参

加の促進 

・子育てネットワーカー(家庭教育支援

ボランティア)による地域における家

庭教育研修会の実施 

○幼稚園・保育所等による子育て支援の充実 

・幼稚園・保育所等の保護者の保育参

加の促進 

・子育てネットワーカー(家庭教育支援

ボランティア)による地域における家

庭教育研修会の実施 

○幼児期の教育のありかたの検討・策定 

＊愛知県幼児教育研究協議会 

＊幼保連絡調整会議 

○幼児期の教育のありかたの検討・策定 

＊｢愛知の幼児教育の指針｣策定(1月) 

  

○幼稚園に対する助成の着実な推進 

・幼稚園設置者に対する経常費補助 

○幼稚園に対する助成の着実な推進 

・幼稚園設置者に対する経常費補助 

○幼稚園に対する助成の着実な推進 

・幼稚園設置者に対する経常費補助 

○幼稚園に対する助成の着実な推進 

・幼稚園設置者に対する経常費補助 

146 

義務教育における給食

費の費用負担軽減と就

学援助の充実を検討 

教育委員会 ○給食費の費用負担軽減に向けた取組の

推進 

・学校給食施設整備充実及び地産地消

推進に要する経費の負担を国へ要請 

○給食費の費用負担軽減に向けた取組の

推進 

・学校給食施設整備充実及び地産地消

推進に要する経費の負担を国へ要請 

○給食費の費用負担軽減に向けた取組の

推進 

・学校給食施設整備充実及び地産地消

推進に要する経費の負担を国へ要請 

○給食費の費用負担軽減に向けた取組の

推進 

・学校給食施設整備充実及び地産地消

推進に要する経費の負担を国へ要請 

○就学援助の充実に向けた取組の推進 

・実施主体である市町村の要望等を集

約し財源措置の確保を国へ要請 

○就学援助の充実に向けた取組の推進 

・実施主体である市町村の要望等を集

約し財源措置の確保を国へ要請 

○就学援助の充実に向けた取組の推進 

・実施主体である市町村の要望等を集

約し財源措置の確保を国へ要請 

○就学援助の充実に向けた取組の推進 

・実施主体である市町村の要望等を集

約し財源措置の確保を国へ要請 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

147 

いじめ問題の根絶を図

るため、学校現場と教

育委員会の体制を強化 

教育委員会 ○相談体制の充実と地域ネットワークの構築 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：161人(17人増) 

＊中学校：304人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(7人増) 

 ・24時間いじめ電話相談 

＊｢いじめ ほっとライン 24｣による相

談 

・サポートコーディネーターの派遣な

ど、いじめの早期発見・早期対応に

向けた関係機関とのネットワーク構

築(日進市・蒲郡市) 

○相談体制の充実と地域ネットワークの構築 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：173人(12人増) 

＊中学校：304人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(配置継続) 

・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年度新規) 

  ＊小中学校：2人 

 ＊高等学校：1人 

・いじめ相談窓口の一層の周知 

・24 時間いじめ電話相談(｢いじめ ほっ

とライン 24｣)の質の向上に向けた研

修の充実 

・サポートコーディネーターの派遣な

ど、いじめの早期発見・早期対応に

向けた関係機関とのネットワーク構

築(日進市・蒲郡市) 

○相談体制の充実と地域ネットワークの構築 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：181人(8人増) 

＊中学校：307人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(配置継続) 

・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

ザーの増員 

  ＊小中学校：3人 

 ＊高等学校：2人 

・いじめ相談窓口の一層の周知 

・24 時間いじめ電話相談(｢いじめ ほっ

とライン24｣)の質の向上 

・サポートコーディネーターの派遣な

ど、いじめの早期発見・早期対応に

向けた関係機関とのネットワーク構

築(半田市・西尾市) 

・弁護士等専門家からなるいじめ対応

支援チームを設置し、市町村教育委

員会を支援 

○相談体制の充実と地域ネットワークの構築 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：189人(8人増) 

＊中学校：307人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(配置継続) 

・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

ザーの配置継続 

  ＊小中学校：3人 

 ＊高等学校：2人 

・いじめ相談窓口の一層の周知 

・24 時間いじめ電話相談(｢いじめ ほっ

とライン24｣)の質の向上 

・いじめの早期発見・早期対応に向け

た関係機関とのネットワーク構築 

 ・弁護士等専門家からなるいじめ対応

支援チームによる県立学校及び市町

村教育委員会の支援 

 ・いじめ問題対策連絡協議会を設置

し、いじめ防止等に関する機関及び

団体の連携を強化 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

148 

子ども一人ひとりを大

切にする特別支援教育

の充実 

～養護教諭の増員、連

絡調整・相談窓口役の

コーディネーターの学

校への配置、障害を持

つ児童の実態調査、進

路指導等の充実、産業

界との連携を推進～ 

 

県民生活部 

教育委員会 
○特別支援教育の充実 

・県大生涯発達研究所における各種機

関と連携した発達障害支援等 

＊発達障害フォーラム 

＊｢愛知県内の発達障がい支援学生スク

ールボランティアに関する共同研究｣

(22～24年度) 

・尾張地区の新たな知的障害養護学校

の整備 

○特別支援教育の充実 

・県大生涯発達研究所における各種機

関と連携した発達障害支援等 

＊発達障害フォーラム 

＊｢愛知県内の発達障がい支援学生スク

ールボランティアに関する共同研究｣

(22～24年度) 

・いなざわ特別支援学校の整備 

・人的配置並びに施設設備の整備及び教員

の養成、現場教員の研修、教育的支援方

法の研究などの充実を国へ要請 

・特別支援教育推進計画の策定に向け

た検討 

○特別支援教育の充実 

・県大生涯発達研究所における各種機

関と連携した発達障害支援等 

＊発達障害フォーラム 

＊｢発達障がい児支援スクールボランテ

ィア研修に関する研究｣(25～27年度) 

＊｢特別支援教育リーダー養成プログ

ラム開発共同研究｣(25～27年度) 

・いなざわ特別支援学校の整備 

・瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎

の設置に対する支援（26 年 4 月開

校） 

・人的配置並びに施設設備の整備及び教員

の養成、現場教員の研修、教育的支援方

法の研究などの充実を国へ要請 

・特別支援教育推進計画の策定(3月) 

○特別支援教育の充実 

・県大生涯発達研究所における各種機

関と連携した発達障害支援等 

＊｢発達障がい児支援スクールボランテ

ィア研修に関する研究｣(25～27年度) 

＊｢特別支援教育リーダー養成プログ

ラム開発共同研究｣(25～27年度) 

・いなざわ特別支援学校の開校 

・田口高等学校内に豊橋特別支援学校

の分教室(山嶺教室)を開設 

・人的配置並びに施設設備の整備及び教員

の養成、現場教員の研修、教育的支援方

法の研究などの充実を国へ要請 

・知多地区の新たな知的障害特別支援

学校の整備(30年4月開校予定) 

・豊橋市立くすのき特別支援学校の設置に

対する支援（27年4月開校予定） 

・名古屋市立南養護学校分校の設置に

対する支援（27年4月開校予定） 

・肢体不自由特別支援学校全校に常勤

看護師を配置 

・スクールバスの増車 

＊肢体不自由特別支援学校3台 

知的障害特別支援学校4台 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

 

 ○地域での自立に向けた支援 

・地域の清掃活動等社会参加活動、校

外学習の実施 

＊チャレンジ体験推進事業(中学部) 

実施校：21校 実施人数347名 

・就労準備体験、事業所での長期間現

場実習の実施(高等部) 

＊実施校：24校 実施人数：200人 

・県立高等学校との連携協力による就

業体験の実施(高等部) 

＊実施校：19 校(知的障害、肢体不自

由養護学校) 実施人数：246人 

・学生ボランティア等による、職場実

習などの活動への支援 

○地域での自立に向けた支援 

・地域の清掃活動等社会参加活動、校

外学習の実施 

＊ふれあい発見推進事業(小学部) 

実施校：22校 実施人数252名 

＊チャレンジ体験推進事業(中学部) 

実施校：22校 実施人数242名 

・就労準備体験、事業所での長期間現

場実習の実施(高等部) 

＊実施校：23校 実施人数：277人 

・県立高等学校との連携協力による就

業体験の実施(高等部) 

＊実施校：18 校(知的障害、肢体不自

由養護学校)  実施人数：240人 

・学生ボランティア等による、職場実

習などの活動への支援 

・肢体不自由児を対象としたモデル事

業の実施 

 ＊特別支援学校：2校 小学校：3校 

○地域での自立に向けた支援 

・地域の清掃活動等社会参加活動、校

外学習の実施 

＊ふれあい発見推進事業(小学部) 

  実施校：22校 実施人数241名 

 ＊チャレンジ体験推進事業(中学部) 

  実施校：22校 実施人数255名 

・就労準備体験、事業所での長期間現

場実習の実施(高等部) 

 ＊実施校：22校 実施人数243名 

・県立高等学校との連携協力による就

業体験の実施(高等部) 

＊実施校：18 校(知的障害、肢体不自

由養護学校) 実施人数：217名 

・学生ボランティア等による、職場実

習などの活動への支援 

・肢体不自由児を対象としたモデル事

業の実施 

 ＊特別支援学校：3校 小学校：4校 

○地域での自立に向けた支援 

・地域の清掃活動等社会参加活動、校

外学習の実施 

・県立高等学校との連携協力による就

業体験の実施 

・学生ボランティア等による、職場実

習などの活動への支援 

・肢体不自由児を対象としたモデル事

業(居住地の小学校で交流及び共同学

習する機会の設定)を実施 

  

    ○養護教諭の増員・コーディネーターの

配置に向けた国への働きかけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

 

○養護教諭の増員・コーディネーターの

配置に向けた国への働きかけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

・定数改善等による配置 

＊養護教諭の複数配置基準の緩和(5人) 

＊特別支援教育コーディネーターの

増員(2人) 

○養護教諭の増員・コーディネーターの

配置に向けた国への働きかけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

・定数改善等による配置 

 ＊養護教諭の複数配置基準の緩和(17人) 

 

 

○養護教諭及びコーディネーターの増員

に向けた国への働きかけ 

・新たな教職員定数改善計画の早期策

定、実現について国へ要請 

＊特別支援教育コーディネーターの

増員(2人) 

149 

子どもの安全を地域と

の共同で守る学校ちい

き安全ボランティアの

推進 

教育委員会 

警察本部 
○スクールガード(学校安全ボランティ

ア)の活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定(各

小学校区1名以上) 

＊尾張地区：393名(小学校数361校) 

＊三河地区：426名(小学校数356校) 

・スクールガード活動推進員と市町村

教育委員会、警察等関係機関との情

報共有 

＊研修会、情報交換会等(全市町村) 

○スクールガード(学校安全ボランティ

ア)の活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定(各

小学校区1名以上) 

＊尾張地区：414名(小学校数362校) 

＊三河地区：417名(小学校数355校) 

・スクールガード活動推進員と市町村

教育委員会、警察等関係機関との情

報共有 

＊研修会、情報交換会等(全市町村) 

○スクールガード(学校安全ボランティ

ア)の活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定(各

小学校区1名以上) 

＊尾張地区：411名(小学校数363校) 

＊三河地区：389名(小学校数351校) 

・スクールガード活動推進員と市町村

教育委員会、警察等関係機関との情

報共有 

＊研修会、情報交換会等(全市町村) 

○スクールガード(学校安全ボランティ

ア)の活動の充実 

・スクールガード活動推進員の指定(各

小学校区1名以上) 

・スクールガード活動推進員と市町村

教育委員会、警察等関係機関との情

報共有 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○児童生徒見守りネットワークの充実 

・事業者の協力を得た不審者情報の共

有化及び監視力強化 

・緊急時対応用のマニュアルの作成・

配付 

○児童生徒見守りネットワークの充実 

・事業者の協力を得た不審者情報の共

有化及び監視力強化 

 

○児童生徒見守りネットワークの充実 

・事業者の協力を得た不審者情報の共

有化及び監視力強化 

 

○児童生徒見守りネットワークの充実 

・事業者の協力を得た不審者情報の共

有化及び監視力強化 

 

  ○不審者情報の提供と共有化 

・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

＊メールマガジン｢パトネットあい

ち｣による不審者情報等の配信 

○不審者情報の提供と共有化 

・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

＊メールマガジン｢パトネットあい

ち｣による不審者情報等の配信 

○不審者情報の提供と共有化 

・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

＊メールマガジン｢パトネットあい

ち｣による不審者情報等の配信 

○不審者情報の提供と共有化 

・各種ネットワークを活用した不審者

情報等の提供と共有化 

  ＊メールマガジン｢パトネットあい

ち｣による不審者情報等の配信 

○学校の安全対策 

・学校等と連携した不審者侵入防止訓

練、児童等を対象とした防犯教室、

防犯訓練等の実施 

＊学校警察間の連絡会議等の開催 

＊防犯活動専門チーム｢のぞみ｣によ

る啓発活動 

○学校の安全対策 

・学校等と連携した不審者侵入防止訓

練、児童等を対象とした防犯教室、

防犯訓練等の実施 

＊学校警察間の連絡会議等の開催 

＊防犯活動専門チーム｢のぞみ｣によ

る啓発活動 

○学校の安全対策 

・学校等と連携した不審者侵入防止訓

練、児童等を対象とした防犯教室、

防犯訓練等の実施 

＊学校警察間の連絡会議等の開催 

＊防犯活動専門チーム｢のぞみ｣によ

る啓発活動 

○学校の安全対策 

・学校等と連携した不審者侵入防止訓

練、児童等を対象とした防犯教室、

防犯訓練等の実施  

  ○スクールサポーター制度の運用等 

・少年の非行及び被害を防止するため

の連絡協議会を効果的に運用した学

校等の関係機関との連携強化 

・スクールサポーターによる学校と警

察との連携強化及び制度の拡充 

＊スクールサポーターの配置(22人) 

＊スクールサポーターによる学校訪

問(1,031校) 

○スクールサポーター制度の運用等 

・少年の非行及び被害を防止するため

の連絡協議会を効果的に運用した学

校等の関係機関との連携強化 

・スクールサポーターによる学校と警

察との連携強化及び制度の拡充 

＊スクールサポーターの配置(22人) 

＊スクールサポーターによる学校訪

問(1,104校) 

○スクールサポーター制度の運用等 

・少年の非行及び被害を防止するため

の連絡協議会を効果的に運用した学

校等の関係機関との連携強化 

 ＊県及び名古屋市との「学校警察連

携制度に関する協定」の締結 

・スクールサポーターによる学校と警

察との連携強化及び制度の拡充 

＊スクールサポーターの配置(29人) 

＊スクールサポーターによる学校訪

問(1,308校) 

○スクールサポーター制度の運用等 

・少年の非行及び被害を防止するため

の連絡協議会を効果的に運用した学

校等の関係機関との連携強化 

・スクールサポーターによる学校と警

察との連携強化及びスクールサポー

ター制度の拡充 

  

150 

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 

教育委員会 ○スクールカウンセラーの配置拡充に向

けた検討 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：161人(17人増) 

＊中学校：304人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(7人増) 

 

 

 

 

 

○スクールカウンセラーの配置拡充に向

けた検討 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：173人(12人増) 

＊中学校：304人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(配置継続) 

 ・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 

＊小中学校：2人 

＊高等学校：1人 

○スクールカウンセラーの配置拡充に向

けた検討 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：181人(8人増) 

＊中学校：307人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(配置継続) 

 ・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

ザーの増員 

＊小中学校：3人 

＊高等学校：2人 

○スクールカウンセラーの配置拡充に向

けた検討 

・スクールカウンセラーの配置 

＊小学校：189人(8人増) 

＊中学校：307人(全校配置継続) 

＊県立高校：30人(配置継続) 

 ・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 

＊小中学校：3人(配置継続) 

＊高等学校：2人(配置継続) 



 

- 71 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

151 

地域に開かれた生涯教

育の充実 

教育委員会 ○生涯にわたり学ぶ機会の充実 
・｢学びネットあいち｣学習コンテンツ
の収録(425件) 

・ネットワーク機関登録数の充実 
＊登録機関数：1,410件 

○生涯にわたり学ぶ機会の充実 
・｢学びネットあいち｣学習コンテンツ
の収録(518件) 

・ネットワーク機関登録数の充実 
＊登録機関数：1,516件 

○生涯にわたり学ぶ機会の充実 
・｢学びネットあいち｣学習コンテンツ
の収録(523件) 

・ネットワーク機関登録数の充実 
＊登録機関数：1,668件 

・｢学びネットあいち｣の更なる充実に
向けた検討 

○生涯にわたり学ぶ機会の充実 
・｢学びネットあいち｣学習コンテンツ
の収録 

・ネットワーク機関登録数の充実 
・｢学びネットあいち｣を改修し、全文
検索機能による情報提供を行い、学
習者の利便性向上を図る。 

  ○学んだ成果を生かす機会の充実 

・社会教育指導者・生涯学習ボランテ

ィアの育成と活用の仕組みづくり 

○学んだ成果を生かす機会の充実 

・社会教育指導者・生涯学習ボランテ

ィアの育成と活用の仕組みづくり 

○学んだ成果を生かす機会の充実 

・子育てネットワーカー(家庭教育支援

ボランティア)による地域における家

庭教育研修会の実施 

○学んだ成果を生かす機会の充実 

・子育てネットワーカー(家庭教育支援

ボランティア)による地域における家

庭教育研修会の実施 

○時代のニーズに対応した学習機会の充実 

・持続発展教育(ESD)の推進拠点である

ユネスコスクールへの加盟校増加に

向けた取組 

＊加盟校：3校 

○時代のニーズに対応した学習機会の充実 

・ユネスコスクールの加盟及び活動の

促進 

 ＊加盟校：27校 

 ＊加盟申請校：26校 

○時代のニーズに対応した学習機会の充実 

・ユネスコスクールの加盟及び活動の

促進 

 ＊加盟校：57校 

 ＊加盟申請校：63校 

○時代のニーズに対応した学習機会の充実 

・ユネスコスクールの加盟及び活動の

促進 
 

 

 ○新たな生涯学習推進計画の策定(3月)   

152 

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 

地域振興部 

教育委員会 
○外国語教育・国際理解教育の充実 
・(公財)愛知県国際交流協会による国
際理解教育講座の開催 
＊ワークショップ(国際理解講座) 
＊｢国際理解教育セミナーin なごや
2012｣ 

・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) 

・英語科教員地区別研修の実施 
・外国人語学講師(ALT等)の派遣(55人) 
・海外からの教育旅行等の受入、海外
派遣事業の活用 
＊海外からの受入(90人) 
＊生徒の海外派遣(56人) 

○外国語教育・国際理解教育の充実 
・(公財)愛知県国際交流協会による国
際理解教育講座の開催 
＊ワークショップ(国際理解講座) 
＊｢国際理解教育セミナーin なごや
2013｣ 

・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) 

・英語科教員地区別研修の実施 
・英語教育のあり方に関する研究の実施 
・外国人語学講師(ALT等)の派遣(55人) 
・海外からの教育旅行等の受入、文海
外派遣事業の活用 
＊海外からの受入(121人) 
＊生徒の海外派遣(7人)  

・英語指導助手研修 

○外国語教育・国際理解教育の充実 
・(公財)愛知県国際交流協会による国
際理解教育講座の開催 
＊国際理解教育教材活用講座 
＊｢国際理解教育セミナーin なごや
2014｣ 

・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) 

・英語教育のあり方に関する研究の実施 
・外国人語学講師(ALT等)の派遣(52人) 
・海外からの教育旅行等の受入、海外
派遣事業の活用 
＊海外からの受入(107人) 
＊生徒の海外派遣(30人) 

・あいちスーパーイングリッシュハブ
スクールの指定(12校) 

・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(117人) 

・高校生の留学費用の助成(37人) 
・留学フェアの開催(80人) 
・グローバル語り部の派遣(20人) 

○外国語教育・国際理解教育の充実 
・(公財)愛知県国際交流協会による国
際理解教育講座の開催 

・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 

・外国人語学講師(ALT等)の派遣(51人) 
・海外からの教育旅行等の受入、海外
派遣事業の活用 

・あいちスーパーイングリッシュハブ
スクール事業の実施(12校) 

・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 

・高校生の留学費用の助成 
 ・留学フェアの開催 
 ・グローバル語り部の派遣 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(11) 
帰国子女や多国籍企業
従業者の教育環境を拡
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 

 

 

 

 

 (２)地域の文化を活かし、あいちの個性を発信 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

153 

地域独特の個性的文化

を発掘し､育てる『あい

ち地域文化創造戦略』

を市町村と県が協働し

て展開し､観光振興と連

係して世界に発信 

県民生活部 

関係部局 
○あいち地域文化創造戦略の策定 

・あいち地域文化創造戦略プロジェク

トチームの設置(8月) 

・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に基づく取組

推進 

・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 

・あいちの民俗芸能など伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○あいち地域文化創造戦略に基づく取組

推進 

・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 

・あいちの民俗芸能など伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○あいち地域文化創造戦略に基づく取組

推進 

 ・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 

・あいちの民俗芸能など伝統文化の紹介 

 

  

154 

環境と文化を重視した

まちづくりの一環とし

て、歴史的建造物や町

並みの保存・再生・活

用に取り組む 

産業労働部 

建 設 部 

教育委員会 

○歴史的建造物や街並みを活用した観光
の推進 
・東海道の旧宿場町でスタンプラリー
を実施 

 

○歴史的建造物や街並みを活用した観光
の推進 
・東海道の旧宿場町でスタンプラリー
を実施 

・歴史的な街並みを紹介するガイドブ
ックの作成やモニターツアーの実施 

○歴史的建造物や街並みを活用した観光
の推進 
・東海道の旧宿場町でスタンプラリー
を実施 

○歴史的建造物や街並みを活用した観光
の推進 
・東海道の旧宿場町でスタンプラリー
を実施 

○取組内容の検討 
・歴史的建造物等保存･再生･活用推進
プロジェクトチームの設置 

○取組内容の検討、取組方針の策定 
 ・地域の歴史的資産の保存・再生・活

用の取組方針(1次版)の策定 

○取組方針(1 次版)に沿った啓発活動等の
実施 

 ・講演会の開催、インターネット等を
活用した情報発信 

○取組方針(1 次版)に沿った啓発活動等の
実施 

 

○歴史的建造物や町並みの保存に向けた
取組 
・伝統的建造物群保存など市町村への
助言･指導(名古屋市･豊田市･犬山市) 

・文化財建造物、町並保存対策の調査 
 

○歴史的建造物や町並みの保存に向けた
取組 
・伝統的建造物群保存など市町村への
助言･指導(名古屋市･豊田市･犬山市) 

・文化財建造物、町並保存対策の調査 
・あいちヘリテージマネージャーの養
成と活用(30人) 

 

○歴史的建造物や町並みの保存に向けた
取組 
・伝統的建造物群保存など市町村への
助言･指導(名古屋市･豊田市･犬山市) 

・文化財建造物、町並保存対策の調査
＊建造物：160か所、町並み：3か所 

・あいちヘリテージマネージャーの養
成と活用（30 人養成、県内歴史的建
造物の調査） 

○歴史的建造物や町並みの保存に向けた
取組 
・伝統的建造物群保存など市町村への
助言･指導 

・文化財建造物、町並保存対策の調査 
・あいちヘリテージマネージャーの養
成と活用（30 人養成、県内歴史的建
造物の調査） 

 ○県・市町村・関係団体の連携の推進 ○県・市町村・関係団体の連携の推進 ○県・市町村・関係団体の連携の推進 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

155 

都市計画、建築、土

木、文化財担当が一緒

になって、『歴史まち

づくり推進室(仮称)』

をつくる 

建 設 部 

教育委員会 
○歴史まちづくり推進に向けた部局間連

携を図った体制づくり 

・歴史的建造物等保存・再生・活用推

進プロジェクトチーム(庁内 PT)の設

置 

○歴史まちづくり推進に向けた部局間連

携を図った体制づくり 

・庁内PTで推進体制を検討 

○部局連携による歴史まちづくりの推進 

・庁内PTによる啓発活動等の実施 

 ＊インターネットによる情報発信 

○部局連携による歴史まちづくりの推進 

・庁内PTによる啓発活動等の実施 

 

  

156 

県所有の歴史的建造物

の維持・保存(大津橋

分室、農業大学校講

堂、旧制愛知二中講

堂、安城農林記念館、

西尾高校武道場など) 

総 務 部 

県民生活部 

農林水産部 

教育委員会 

各施設を管

理する部局 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・歴史的建造物の情報収集 

・建造物の適切な維持・保存等(大津橋

分室、農業大学校講堂、旧制愛知二

中講堂、安城農林記念館、西尾高校

武道場) 

・市町村への支援検討(旧制愛知二中講

堂) 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・歴史的建造物の情報収集 

・建造物の適切な維持・保存等(大津橋

分室、農業大学校講堂、旧制愛知二

中講堂、安城農林記念館、西尾高校

武道場) 

・市町村への支援検討(旧制愛知二中講

堂) 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・歴史的建造物の情報収集 

・建造物の適切な維持・保存等(大津橋

分室、農業大学校講堂、旧制愛知二

中講堂、安城農林記念館、西尾高校

武道場、瑞陵高校感喜堂等) 

・市町村への支援検討(旧制愛知二中講

堂等) 

○県所有の歴史的建造物の維持・保存に

向けた調査・検討 

・歴史的建造物の情報収集 

・建造物の適切な維持・保存等(大津橋

分室、農業大学校講堂、旧制愛知二

中講堂、安城農林記念館、西尾高校

武道場、瑞陵高校感喜堂等) 

・市町村への支援検討(旧制愛知二中講

堂等) 

157 

旧東海道(二川、御

油、赤坂、藤川、岡

崎、知立、鳴海、熱

田)や旧美濃街道(清

洲、起など)の旧宿場

の保存、整備 

建 設 部 

教育委員会 
○取組内容の検討 

・歴史的建造物等保存･再生･活用推進

プロジェクトチームの設置 

○取組内容の検討、取組方針の策定 

 ・地域の歴史的資産の保存・再生・活

用の取組方針(1次版)の策定 

○取組方針(1 次版)に沿った啓発活動等の

実施 

 ・講演会の開催、インターネット等を

活用した情報発信 

○取組方針(1 次版)に沿った啓発活動等の

実施 

 ○県・市町村・関係団体の連携の推進 ○県・市町村・関係団体の連携の推進 ○県・市町村・関係団体の連携の推進 

○旧街道・旧宿場の保存及び活用状況の

調査 

○旧街道・旧宿場の保存及び活用状況の

調査 

○旧街道・旧宿場の保存及び活用状況の

調査 

  

○旧街道・旧宿場の保存及び活用を進め

る市町村への助言・指導 

○旧街道・旧宿場の保存及び活用を進め

る市町村への助言・指導 

○旧街道・旧宿場の保存及び活用を進め

る市町村への助言・指導 

○旧街道・旧宿場の保存及び活用を進め

る市町村への助言・指導 

158 

愛知県庁と名古屋市役

所の建物を同時に国の

重要文化財に指定申請

するとともに、シティ

ホールとして市民に開

放する(コンサートや

ギャラリーなどの活用

を検討) 

総 務 部 

教育委員会 
○重要文化財指定に向けた取組の推進 

・庁舎重要文化財・開放プロジェクト

チームの設置 

・現況調査、学術調査 

・文化庁との調整、技術的支援 

・愛知県庁本庁舎文化財調査に関する

検討会の設置 

○重要文化財指定に向けた取組の推進 

・庁舎重要文化財・開放プロジェクト

チームの開催 

・現況調査、学術調査 

・保存活用に関する調査 

・文化庁との調整、技術的支援 

・愛知県庁本庁舎文化財調査に関する

検討会の開催 

○重要文化財指定に向けた取組の推進 

・庁舎重要文化財・開放プロジェクト

チームの開催 

・保存活用に関する調査 

・保存活用計画の策定 

・文化庁との調整、技術的支援 

・愛知県庁本庁舎文化財調査に関する

検討会の開催 

○重要文化財指定に向けた取組の推進 

・保存活用計画に基づく適正な庁舎管

理の実施 

・文化庁への働きかけ 

・庁舎保存活用のための県・市連絡会

の開催 

○庁舎開放の推進 

・庁舎重要文化財・開放プロジェクト

チームの設置 

・本庁舎の一般公開、イベント等を実施 

＊本庁舎公開イベント  

○庁舎開放の推進 

・庁舎重要文化財・開放プロジェクト

チームの開催 

・本庁舎の一般公開、イベント等を実施 

＊本庁舎公開イベント  

○庁舎開放の推進 

・庁舎重要文化財・開放プロジェクト

チームの開催 

・本庁舎の一般公開、イベント等を実施 

＊本庁舎公開イベント 

○庁舎開放の推進 

・庁舎保存活用のための県・市連絡会

の開催 

・本庁舎の一般公開、イベント等を実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

159 

地域に伝わる祭や伝統

芸能の維持・保存と再

生を推進 

県民生活部 

教育委員会 
○伝統芸能の維持･保存･再生の取組推進 

・後継者育成のための研修･講習事業へ

の支援 

＊文化活動事業費補助金(後継者育成

事業)の交付(6団体) 

・ふるさと芸能祭での伝統芸能の紹介 

＊ふるさと芸能祭 

○伝統芸能の維持･保存･再生の取組推進 

・後継者育成のための研修･講習事業へ

の支援 

＊文化活動事業費補助金(後継者育成

事業)の交付(6団体) 

・祭りや伝統芸能の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○伝統芸能の維持･保存･再生の取組推進 

・後継者育成のための研修･講習事業へ

の支援 

＊文化活動事業費補助金(後継者育成

事業)の交付(6団体) 

・祭りや伝統芸能の紹介 

＊愛知県名古屋市連携事業名古屋市

博物館特別展「奥三河のくらしと

花祭・田楽」 

 ＊あいちの伝統文化まつり 

○伝統芸能の維持･保存･再生の取組推進 

 ・後継者育成のための研修･講習事業へ

の支援 

 ・祭りや伝統芸能の紹介 

  ○民俗文化財の保存・継承 

・伝統文化出張講座の開講 

・県民俗芸能大会の開催 

○民俗文化財の保存・継承 

・伝統文化出張講座の開講 

・近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能

大会の開催 

・民俗芸能に関する調査 

○民俗文化財の保存・継承 

・伝統文化出張講座の開講 

・県民俗芸能大会の開催 

・民俗芸能に関する調査 

○民俗文化財の保存・継承 

・伝統文化出張講座の開講 

・県民俗芸能大会の開催 

・県内山車まつりのネットワークづく

りの取組 

160 

あいちの祭・伝統芸能

を一同に会した県民祭

典を地域持ち回りで開

催 

県民生活部 

教育委員会 
○伝統芸能の紹介 

・ふるさと芸能祭の開催 

○伝統芸能の紹介 

・伝統芸能などの伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○伝統芸能の紹介 

・伝統芸能などの伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○伝統芸能の紹介 

 ・伝統芸能などの伝統文化の紹介 

○民俗芸能大会の開催 

・県民俗芸能大会の開催 

○民俗芸能大会の開催 

・近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能

大会の開催 

○民俗芸能大会の開催 

・県民俗芸能大会の開催 

 

○民俗芸能大会の開催 

・県民俗芸能大会の開催 

161 

地域の言葉や伝説、季

節の催事を大切にし、

未来に継承 

県民生活部 ○地域文化の保存･伝承 

・文化芸術創造あいちづくり推進方針

の改訂版作成に係る事前準備 

○地域文化の保存・伝承 

・伝統芸能などの伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○地域文化の保存・伝承 

・伝統芸能などの伝統文化の紹介 

＊あいちの伝統文化まつり 

○地域文化の保存・伝承 

・伝統芸能などの伝統文化の紹介 

162 

地域独自の小中学校用

教材をつくり、地域の

歴史と文化を伝承 

教育委員会 ○地域の歴史・文化の伝承のための教材

づくり 

・社会科副読本等の作成に関する市町

村教育委員会へ指導・啓発 

○地域の歴史・文化の伝承のための教材

づくり 

・社会科副読本等の作成に関する市町

村教育委員会へ指導・啓発 

 ＊3・4年生向け社会科副読本 

 ＊総合教育センターでの副読本収集 

○地域の歴史・文化の伝承のための教材

づくり 

・社会科副読本等の作成に関する市町

村教育委員会へ指導・啓発 

＊3・4年生向け社会科副読本 

＊総合教育センターでの副読本収集 

○地域の歴史・文化の伝承のための教材

づくり 

・社会科副読本等の作成に関する市町

村教育委員会へ指導・啓発 
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 (３)世界に発信するあいちの芸術を育てる 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

163 

国際的な工芸王国であ

る愛知は、国内初の公

立総合芸術大学である

県立芸術大学はじめ、

４つの芸術大学があ

り、多くの芸術家が育

つ芸術都市でもある。

美術と音楽、舞台芸術

の一体的な愛知芸術文

化センターや各地に優

れた美術館、ホールが

ある豊かな芸術環境を

活かし、愛知の産業技

術に匹敵する『愛知の

芸術を世界に発信する

国際的な芸術立県』を

めざす 

県民生活部 ○芸術立県に向けた取組推進 

・文化芸術創造あいちづくり推進方針

の改訂版作成に係る事前準備 

○芸術立県に向けた取組推進 

・文化芸術創造あいちづくり推進方針

の改訂版策定(3月)  

○芸術立県に向けた取組推進 

・改訂した推進方針に基づく取組推進 

 

○芸術立県に向けた取組推進 

・改訂した推進方針に基づく取組推進 

○愛知芸術文化センターの充実･強化 

・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

＊企画展  入場者計122,850人 

＊芸術劇場 入場者計585,920人 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

○愛知芸術文化センターの充実･強化 

・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

＊企画展  入場者計170,219人 

＊芸術劇場 入場者計604,810人 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

○ 愛知芸術文化センターの充実･強化 

・運営手法の見直し 

・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

＊企画展  入場者計216,180人 

＊芸術劇場 入場者計577,272人 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

○愛知芸術文化センターの充実･強化 

・指定管理者制度の導入(美術館を除

く) 

・質の高い舞台芸術や美術展の開催 

・先駆的･実験的な芸術活動の展開 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2013の開催準備 

＊芸術監督の選任：五十嵐太郎 

＊テーマ・コンセプトの決定 

｢揺れる大地－われわれはどこに立

っているのか：場所、記憶、そし

て復活｣ 

＊会期、主要会場、企画推進体制、

展開概要、主要出品作家などを内

容とする企画概要を取りまとめ決

定・公表 

＊広報PR活動の実施 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2013の開催準備 

＊全体プログラムの策定(3月) 

 ＊営業(企業協賛、広告、グッズ、販

促等)活動の実施 

 ＊広報ＰＲ活動の実施 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2013開催 

＊会期：8/10～10/27［79日間］ 

＊テーマ：揺れる大地 －われわれは

どこに立っているのか：場所、記

憶、そして復活 

＊会場：愛知芸術文化センター、名

古屋市美術館、長者町会場、納屋

橋会場、岡崎地区等 

＊参加アーティスト数：34 の国と地

域から122組 

＊来場者数：626,842人 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2016の開催準備 

 

 ○芸術系県内4大学における取組促進 

〔愛知県立芸術大学〕 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

・アーティスト・イン・レジデンスに

よる展覧会・演奏会の開催 

○芸術系県内4大学における取組促進 

〔愛知県立芸術大学〕 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

・アーティスト・イン・レジデンスに

よる展覧会・演奏会の開催 

○芸術系県内4大学における取組促進 

〔愛知県立芸術大学〕 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

・アーティスト・イン・レジデンスに

よる展覧会・演奏会の開催 

○芸術系県内4大学における取組促進 

〔愛知県立芸術大学〕 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

・アーティスト・イン・レジデンスに

よる展覧会・演奏会の開催 

164 

陶磁器、七宝、染織、

木工、和紙など、愛知

伝統の匠の技と美を世

界に発信 

県民生活部 

産業労働部 
○伝統工芸品や地場産業振興の取組推進 
〔陶磁資料館〕 
・展示による優れた陶磁資料の紹介 
＊特別企画展、企画展、常設展(入場
者計64,859人) 

○伝統工芸品や地場産業振興の取組推進 
〔陶磁資料館〕 
・展示による優れた陶磁資料の紹介 
＊特別企画展、企画展、常設展(入場
者計60,394人) 

○伝統工芸品や地場産業振興の取組推進 
〔陶磁美術館〕 
・開館 35 周年「愛知県陶磁美術館」新
名称記念式典及び特別企画展の実施 
＊6月1日 来場者4,676人 

・展示による優れた陶磁資料の紹介 
＊特別企画展、企画展、常設展(入場
者計67,114人) 

・愛称・マスコットキャラクターを活
用した広報の実施 

  ＊小学生向け啓発資料（マンガ）
及び薪窯焼成記録ＤＶＤの作成 

○伝統工芸品や地場産業振興の取組推進 
〔陶磁美術館〕 
 ・常設展示室のリニューアルを実施 
・展示による優れた陶磁資料の紹介 
＊特別企画展、企画展、常設展 

・愛称・マスコットキャラクターを活
用した広報の実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○地場産品や伝統工芸品の販路拡大に向
けた取組推進 
・県内の地場産品事業者を対象とした海
外販路開拓に関するセミナーの開催 

○地場産品や伝統工芸品の販路拡大に向
けた取組推進 
・地場産品部会の開催 
・海外物産展への出展支援 

○地場産品や伝統工芸品の販路拡大に向
けた取組推進 
・地場産品部会の開催 
・海外物産展、展示販売会への出展支援 

○地場産品や伝統工芸品の販路拡大に向
けた取組推進 

 ･展示商談会への出展支援 

165 

愛知県立芸術大学など

４つの芸術系大学をは

じめ、デザイン教育機

関を核に、世界に羽ば

たく芸術家、デザイナ

ーの育成を支援する 

県民生活部 ○芸術家、デザイナーの育成支援 
・あいちトリエンナーレ地域展開事業
(若手芸術家育成事業)の実施 
＊全国規模による若手芸術家からの
作品募集及び活動発表の場の提供 
企画募集：10作家 
展示：3か所 各1作家 

○芸術家、デザイナーの育成支援 
・あいちトリエンナーレ地域展開事業
(若手芸術家育成事業)の実施 
＊全国規模による若手芸術家からの
作品募集及び活動発表の場の提供 
企画募集：10作家 
展示：3か所 各1作家 

○芸術家、デザイナーの育成支援 
・あいちトリエンナーレ 2013 におい
て、芸術大学連携事業として「アート
ラボあいち」での展覧会を実施 

○芸術家、デザイナーの育成支援 
 ・あいちトリエンナーレ地域展開事業 
  （若手芸術家育成事業）の実施 
 

○芸大における取組促進 
・デザイン系企業との共同研究等 
(受託研究4件) 

○芸大における取組促進 
・デザイン系企業との共同研究等 

  (受託研究2件) 

○芸大における取組促進 
・デザイン系企業との共同研究等 

  (受託研究2件) 

○芸大における取組促進 
・デザイン系企業との共同研究等 

 

166 

県内芸術文化施設や教

育機関と連係。地域の

アートマネージメント

力を強化  

県民生活部 ○関係機関による連携体制の構築 
・市町村文化行政ネットワーク会議の開催 
・芸大と各種文化施設やNPOとの連携事
業の推進 
＊ボストン美術館との共催による講演会 
＊各種コンサートへの協力 
＊藤沢アートハウスの設立 

○関係機関による連携体制の構築 
・市町村文化行政ネットワーク会議の開催 

 ・芸大と各種文化施設や NPO との連携
事業の推進 
＊ボストン美術館等との共催による
企画展 

＊各種コンサートへの協力 

○関係機関による連携体制の構築 
・市町村文化行政ネットワーク会議の開催 

 ・芸大と各種文化施設や NPO との連携
事業の推進 
＊豊田市美術館との共催による展覧
会・ワークショップ 

  ＊各種コンサートへの協力 

○関係機関による連携体制の構築 
・市町村文化行政ネットワーク会議の開催 
・芸大と各種文化施設や NPO との連携
事業の推進 

  ○アートマネージャーの育成 
・愛知芸術文化センターにおけるアー
トマネジメント講座の開催 

・芸大におけるアートマネジメント教
育の充実 
＊音楽学部及び大学院音楽研究科に
おける｢アートマネジメント｣の講義
開講 

○アートマネージャーの育成 
・愛知芸術文化センターにおけるアー
トマネジメント講座の開催 

・芸大におけるアートマネジメント教
育の充実 
＊音楽学部及び大学院音楽研究科に
おける｢アートマネジメント｣の講義
開講 

○アートマネージャーの育成 
・愛知芸術文化センターにおけるアー
トマネジメント講座の開催 

・芸大におけるアートマネジメント教
育の充実 
＊音楽学部及び大学院音楽研究科に
おける｢アートマネジメント｣の講義
開講 

○アートマネージャーの育成 
・愛知芸術文化センターにおけるアー
トマネジメント講座の開催 

・芸大におけるアートマネジメント教
育の充実 
＊音楽学部及び大学院音楽研究科に
おける｢アートマネジメント｣の講義
開講 

167 

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 

県民生活部 ○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2013の開催準備 

＊芸術監督の選任：五十嵐太郎 

＊テーマ・コンセプトの決定 

｢揺れる大地－われわれはどこに立

っているのか：場所、記憶、そし

て復活｣ 

＊会期、主要会場、企画推進体制、

展開概要、主要出品作家などを内

容とする企画概要を取りまとめ決

定・公表 

＊広報PR活動の実施 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2013の開催準備 

 ＊全体プログラムの策定(3月) 

 ＊営業(企業協賛、広告、グッズ、販

促等)活動の実施 

 ＊広報ＰＲ活動の実施 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2013開催 

＊会期：8/10～10/27［79日間］ 

＊テーマ：揺れる大地 －われわれは

どこに立っているのか：場所、記

憶、そして復活 

＊会場：愛知芸術文化センター、名

古屋市美術館、長者町会場、納屋

橋会場、岡崎地区等 

＊参加アーティスト数：34 の国と地

域から122組 

＊来場者数：626,842人 

○あいちトリエンナーレの開催 

・トリエンナーレ2016の開催準備 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

 

 ○あいちトリエンナーレ 2010 の成果の普

及･継承 

・あいちトリエンナーレ地域展開事業

の実施(県内各地における現代美術作

品の制作･展示、子ども向け教育・普

及事業、若手芸術家育成事業など) 

＊現代美術展 

豊橋市、出展作家10組11人 

＊普及・教育事業(ワークショップ) 

名古屋ボストン美術館始め10か所 

＊若手芸術家育成事業 

全国規模による若手芸術家からの

作品募集及び活動発表の場の提供 

企画募集：10作家 等 

○あいちトリエンナーレ 2010 の成果の普

及･継承 

・あいちトリエンナーレ地域展開事業

の実施(県内各地における現代美術作

品の制作･展示、子ども向け教育・普

及事業、若手芸術家育成事業など) 

＊現代美術展 

岡崎市、出展作家13組14人 

＊普及・教育事業(ワークショップ) 

瀬戸市文化センター始め８か所 

＊若手芸術家育成事業 

全国規模による若手芸術家からの 

作品募集及び活動発表の場の提供 

企画募集：10作家 等 

○あいちトリエンナーレ 2013 の成果の普

及・継承 

・あいちトリエンナーレ地域展開事業  

  の実施準備 

○あいちトリエンナーレ 2013 の成果の普

及・継承 

・あいちトリエンナーレ地域展開事業  

の実施（県内各地における現代美術

作品の制作・展示、子ども向けワー

クショップ、若手芸術家育成事業な

ど） 

 

168 

県内芸術文化施設、教

育機関の活動やプログ

ラムを内外に発信 

県民生活部 ○情報発信の取組推進 

・愛知芸術文化センターによる芸術文

化の情報収集･発信 

＊アートプラザでの情報発信(年間来場

者数：275,682名) 

＊ホームページでの催事情報の提供 

・芸大における教育･研究活動等に関す

る広報の積極的展開 

○情報発信の取組推進 

・愛知芸術文化センターによる芸術文

化の情報収集･発信 

＊アートプラザでの情報発信(年間来場

者数：317,497名) 

＊ホームページでの催事情報の提供 

・芸大における教育･研究活動等に関す

る広報の積極的展開 

○情報発信の取組推進 

・愛知芸術文化センターによる芸術文

化の情報収集･発信 

＊アートプラザでの情報発信(年間来場

者数：304,317名) 

＊ホームページでの催事情報の提供 

・芸大における教育･研究活動等に関す

る広報の積極的展開 

○情報発信の取組推進 

・愛知芸術文化センターによる芸術文

化の情報収集･発信 

＊アートプラザでの情報発信 

＊ホームページでの催事情報の提供 

・芸大における教育･研究活動等に関す

る広報の積極的展開 

169 

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 

県民生活部 ○音楽学部新校舎等の整備 ○音楽学部新校舎等の整備 ○音楽学部新校舎等の整備 

・音楽学部新校舎の供用開始 

○新デザイン棟整備基本調査 

 ○国際交流の推進 

・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 

・海外芸術系大学との交流 

＊アーティスト・イン・レジデンス 

＊ソウル大学及びホンイク大学との

共同による展覧会やシンポジウム 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

○国際交流の推進 

・海外大学との国際交流協定締結の推進 

 ＊チェンマイ大学(美術学部)と交流

協定締結 

・海外芸術系大学との交流 

＊アーティスト・イン・レジデンス 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

○国際交流の推進 

・海外大学との国際交流協定締結の推進 

＊台南芸術大学と交流協定締結 

・海外芸術系大学との交流 

＊アーティスト・イン・レジデンス 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 

○国際交流の推進 

・海外大学との国際交流協定締結の推進 

・海外芸術系大学との交流(アーティス

ト・イン・レジデンスの推進等) 

・管弦楽団演奏会やオペラ公演の開催 
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(４)スポーツ立県あいちの伝統を活かし、世界とのスポーツ交流を促進 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

170 

競技団体と地域の連係

で、学校体育と部活を

支援し、子供の体力づ

くりと基礎競技力を高

める  

教育委員会 

 
○学校体育の充実 
・競技団体の協力による保健体育科教
員の資質・技能の向上 
＊各種実技講習会等の開催 

・体力向上運動プログラム(22 年度作
成)の県内全域への普及 
＊子どもの体力向上支援委員会 
＊小学校教員を対象とした講習会 
＊協力校による実践効果の検証(4校) 

・中学校武道必修化の円滑な実施のた
めの保健体育科教員の指導力の向上 
＊必修化に向けた地域連携指導の実践 

○学校体育の充実 
・競技団体の協力による保健体育科教
員の資質・技能の向上 
＊各種実技講習会等の開催 

・体力向上運動プログラム(22 年度作
成)の県内全域への普及 
＊子どもの体力向上支援委員会 
＊小学校教員を対象とした講習会 
＊協力校による実践効果の検証(4校) 

・中学校武道必修化の円滑な実施のた
めの保健体育科教員の指導力の向上 

 ＊武道等指導推進委員会、教員講習会  

○学校体育の充実 
・競技団体の協力による保健体育科教
員の資質・技能の向上 
＊各種実技講習会等の開催 

・体力向上運動プログラム(25 年度作
成)の県内全域への普及 
＊子どもの体力向上支援委員会 
＊小学校教員を対象とした講習会 
＊協力校による実践効果の検証(4校) 

・中学校武道等（柔道・剣道・相撲・
ダンス）の指導の充実 
＊武道等指導推進委員会、教員講習会 

○学校体育の充実 
・競技団体の協力による保健体育科教
員の資質・技能の向上 

・体力向上運動プログラムの小学校高
学年における活用法の研究と県内全
域への普及 

・中学校武道等（柔道・剣道・相撲・
ダンス）の指導の充実 

 

  ○競技団体と地域の連携による部活動へ

の支援 

・中・高等学校運動部活動への地域ス

ポーツ指導者の派遣 

 (中学校：50人 延べ1,136回) 

 (高等学校：25人 延べ537回) 

・県立高等学校部活動専門指導員の配置 

＊96校123部へ1,665時間 

○競技団体と地域の連携による部活動へ

の支援 

・中・高等学校運動部活動への地域ス

ポーツ指導者の派遣 

 (中学校：50人 延べ1,177回) 

 (高等学校：25人 延べ586回) 

・県立高等学校部活動専門指導員の配置 

 ＊105校139部へ1,657時間 

○競技団体と地域の連携による部活動へ

の支援 

・中・高等学校運動部活動への地域ス

ポーツ指導者の派遣 

(中学校：66人 延べ1,891回) 

 (高等学校：33人 延べ842回) 

・県立高等学校部活動専門指導員の配置 

 ＊103校141部へ1,616時間 

○競技団体と地域の連携による部活動へ

の支援 

・中・高等学校運動部活動への地域ス

ポーツ指導者の派遣 

・県立高等学校部活動専門指導員の配置 

 

171 

県民の健康と体力づく

りのため、県民一人一

スポーツ参加運動を推

進する 

健康福祉部 

教育委員会 

 

○健康日本 21 あいち計画に基づく取組の

推進 

・歩行を中心とした身体活動量の増加

促進、運動習慣の定着に向けた取組 

＊健康長寿あいちウォークの開催 

(津島市、大府市) 

○健康日本 21 あいち計画に基づく取組の

推進 

・歩行を中心とした身体活動量の増加

促進、運動習慣の定着に向けた取組 

＊健康長寿あいちウォークの開催 

(蒲郡市、豊田市) 

○健康日本 21 あいち新計画に基づく健康

づくりの取組の推進 

 ・健康づくりに関する県民の行動変容

を促す事業の実施 

・歩行を中心とした身体活動量の増加

促進、運動習慣の定着に向けた取組 

  ＊健康長寿あいちウォークの開催 

(刈谷市、瀬戸市) 

○健康日本 21 あいち新計画に基づく健康

づくりの取組の推進 

 ・健康づくりに関する県民の行動変容

を促す事業の実施 

＊健康増進活動支援事業(あいち健康

マイレージ事業)の実施 

 

 

 ○健康日本21あいち新計画の策定   

○愛知県スポーツ振興計画に基づく県民
のスポーツ参加の推進 
・総合型地域スポーツクラブの育成(46
市町村で育成) 

・愛知スポーツ・レクリエーションフ
ェスティバルの開催 

 

○愛知県スポーツ振興計画に基づく県民
のスポーツ参加の推進 
・総合型地域スポーツクラブの育成(50
市町村で育成) 

・愛知スポーツ・レクリエーションフ
ェスティバルの開催 

 

○愛知県スポーツ推進計画に基づく県民
のスポーツ参加の推進 
・総合型地域スポーツクラブの育成（52 
市町村で育成） 

・愛知スポーツ・レクリエーションフ
ェスティバルの開催 

・大学・企業と連携したスポーツ推進
事業の実施 

○愛知県スポーツ推進計画に基づく県民
のスポーツ参加の推進 
・総合型地域スポーツクラブの育成 
・愛知スポーツ・レクリエーションフ
ェスティバルの開催 

・大学・企業と連携したスポーツ推進
事業の実施 

 
  ○新たな愛知県スポーツ推進計画の策定   
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

172 

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 

地域振興部 

教育委員会 
○国内･国際スポーツ競技大会の誘致に向
けた取組の推進 
・マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知の開催 

・日･韓･中ジュニア交流競技会の開催 
・国民体育大会冬季大会の開催 

○国内･国際スポーツ競技大会の誘致に向
けた取組の推進 
・マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知の開催 

・開催可能なスポーツ大会の検討 

○スポーツ大会を活かした地域振興 
・地域振興部地域政策課にスポーツ事
業振興Gを設置 

・あいちスポーツ事業振興研究会の設
置、検討 
＊育成・招致するスポーツ大会の検討 
＊スポーツ大会を活かした地域活性
化策の検討 

＊スポーツ大会の招致活動や育成活動を
ワンストップで行うスポーツコミッ
ションの創設について検討 

・全国・世界に打ち出せるスポーツ大
会の育成・招致、地域活性化と連携
させた魅力向上 
＊マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知の開催及び支援(新たに女子車
いすマラソンを実施等) 

＊新城ラリーの開催支援(新たに県営
新城総合公園を活用、プレイベン
トの実施等) 

 ・スポーツ大会等の情報発信 
＊WebサイトやSNS、ムック本を活用 

○スポーツ大会を活かした地域振興 
 ・スポーツコミッションの設立に向け

た検討 
＊あいちスポーツコミッション検討
会の開催 

・全国・世界に打ち出せるスポーツ大会の
育成・招致、地域活性化と連携させた魅
力向上(マラソンフェスティバル ナゴ
ヤ・愛知、新城ラリーなど) 

 ＊アイアンマン 70.3 セントレア知
多・常滑ジャパンの開催支援（チ
ラシの作成、ブースでのPR等） 

・FIFA フットサルワールドカップ 2020
の招致に向けた取組を実施 

 ＊日本サッカー協会に招致の意向表 
明  

 ＊FIFA フットサルワールドカップ
2020に関する研究会の開催 

・ラグビーワールドカップ 2019 の豊田
市への招致支援 

・スポーツ大会等の情報発信 
 ＊WebサイトやSNSの活用等 

 ○スポーツ大会を活かした地域振興 
・体制づくり 

  

173 

国際的水準にある愛知

のスポーツについて、

施設環境、競技人口、

指導者の充実を支援す

る 

教育委員会 ○スポーツの振興を支える環境づくりに
向けた取組の推進 
・社会体育施設及び学校体育施設の有効利用 
＊体育・野外活動施設の利用状況 

1,430,332人 
＊学校体育施設の開放状況 
県立学校    利用者数70,260人 

開放校率46.6％ 
市町村立学校  利用者数10,620,834人 

開放校率99.5％ 

○スポーツの振興を支える環境づくりに
向けた取組の推進 
・社会体育施設及び学校体育施設の有効利用 
＊体育・野外活動施設の利用状況 

1,553,554人 
＊学校体育施設の開放状況 
県立学校    利用者数55,826人 

開放校率43.8％ 
市町村立学校  利用者数10,119,574人 

開放校率99.5％ 

○スポーツの振興を支える環境づくりに
向けた取組の推進 
・社会体育施設及び学校体育施設の有効利用 
＊体育・野外活動施設の利用状況 

1,590,997人 
＊学校体育施設の開放状況 
県立学校       利用者数56,421人 

開放校率47.7％ 
市町村立学校   利用者数10,434,661人 

開放校率86.6％ 

○スポーツの振興を支える環境づくりに
向けた取組の推進 
・社会体育施設及び学校体育施設の有
効利用 

 

 

 ○競技人口の拡充・スポーツ指導者の充
実に向けた取組の推進 
・愛知県スポーツ顕彰の実施(7人) 
・競技団体が実施する競技力向上等の
取組への支援(愛知県体育協会(54 競
技団体へ助成)) 

○競技人口の拡充・スポーツ指導者の充
実に向けた取組の推進 
・愛知県スポーツ顕彰の実施(延32人) 
・海外での競技大会出場への支援(2人) 
・競技団体が実施する競技力向上等の
取組への支援(愛知県体育協会(54 競
技団体へ助成)) 

○競技人口の拡充・スポーツ指導者の充
実に向けた取組の推進 
・愛知県スポーツ顕彰の実施(6人) 
・競技団体が実施する競技力向上等の
取組への支援(愛知県体育協会(55 競
技団体へ助成)) 

○競技人口の拡充・スポーツ指導者の充
実に向けた取組の推進 
・愛知県スポーツ顕彰の実施 
・海外での競技大会出場への支援 
・競技団体が実施する競技力向上等の
取組への支援 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

174 

競技団体、地域、企業

の連係でスポーツのプ

ロ化、起業化を支援す

る 

地域振興部 

産業労働部 

教育委員会 

○県内競技団体等の動向の把握、相談へ
の対応・起業支援 

○県内競技団体等の動向の把握、相談へ
の対応・起業支援 

○県内競技団体等の動向の把握、相談へ
の対応・起業支援 

○県内競技団体等の動向の把握、相談へ
の対応・起業支援  

 ○スポーツ大会を活かした地域振興 
・体制づくり 
 

○スポーツ大会を活かした地域振興 
・地域振興部地域政策課にスポーツ事
業振興Gを設置 

・あいちスポーツ事業振興研究会の設
置、検討 
＊育成・招致するスポーツ大会の検
討 

＊スポーツ大会を活かした地域活性
化策の検討 

＊スポーツ大会の招致活動や育成活動を
ワンストップで行うスポーツコミッ
ションの創設について検討 

・全国・世界に打ち出せるスポーツ大
会の育成・招致、地域活性化と連携
させた魅力向上 
＊マラソンフェスティバル ナゴヤ・
愛知の開催及び支援(新たに女子車
いすマラソンを実施等) 

＊新城ラリーの開催支援(新たに県営
新城総合公園を活用、プレイベン
トの実施等) 

 ・スポーツ大会等の情報発信 
＊WebサイトやSNS、ムック本を活用 

○スポーツ大会を活かした地域振興 
 ・スポーツコミッションの設立に向け

た検討 
＊あいちスポーツコミッション検討
会の開催 

・全国・世界に打ち出せるスポーツ大会の
育成・招致、地域活性化と連携させた魅
力向上(マラソンフェスティバル ナゴ
ヤ・愛知、新城ラリーなど) 

 ＊アイアンマン 70.3 セントレア知
多・常滑ジャパンの開催支援（チ
ラシの作成、ブースでのPR等） 

・FIFA フットサルワールドカップ 2020
の招致に向けた取組を実施 

 ＊日本サッカー協会に招致の意向表 
明  

 ＊FIFA フットサルワールドカップ
2020に関する研究会の開催 

・ラグビーワールドカップ 2019 の豊田
市への招致支援 

・スポーツ大会等の情報発信 
 ＊WebサイトやSNSの活用等 

 

 

 

(５)リニモに乗ってモリコロパーク(愛・地球博記念公園)にみんな集まれ！ 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

175 

環境に配慮した野外音

楽施設を整備し、森と

芝生、緑の中でコンサ

ート、フェスティバル

を楽しもう！ 

建 設 部 ○野外音楽施設の整備の検討 

・イベントの企画、運営、ニーズ、課

題等の調査・整理 

○野外音楽施設の整備の検討 

・方針策定 

○野外音楽施設の整備 

 ・設計 

 ・工事着手 

○野外音楽施設の整備 

・整備工事 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

176 

環境に配慮したランニ

ングコースや自転車コ

ースを整備し、市民が

ランニングやスポーツ

を楽しめるメッカに！

シーズンが良く晴れた

日は野外ライブも楽し

もう！ 

建 設 部 ○ランニングコースの整備 

・利用状況実態調査 

・コース検討 

○ランニングコースの整備 

・サイン設置 

○ランニングコースの供用 ○ランニングコースの供用 

○自転車コースの整備 ○自転車コースの供用 ○自転車コースの供用 ○自転車コースの供用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


