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Ⅴ 中京都の創設 
(１)世界と闘える愛知・名古屋とするため『強い大都市』をつくる 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

177 

愛知県・名古屋市を合

体して『中京都』を創

設。都市のエリアを愛

知県全体に広げ、人口

740 万人、域内総生産

(ＧＤＰ)40 兆円の固ま

りとし、日本の顔とし

て世界と闘える基盤を

築く 

知事政策局 

関係部局 
○世界と闘える愛知・名古屋の実現に向

けた施策の検討 

・中京独立戦略本部の設置・開催 

・プロジェクトチーム設置・開催(6PT) 

・本部やプロジェクトチーム等の検討

に必要な調査の実施 

＊中京都構想具体化検討基礎調査 

・制度見直し等に係る国への要請・働

きかけの実施 

＊『大都市の自立と自治』愛知宣言

について総務大臣へ要請 

○世界と闘える愛知・名古屋の実現に向

けた検討・取組の実施 

・中京独立戦略本部の開催 

・制度見直し等に係る国への要請・働

きかけの実施 

・県と市が連携した取組の実施 

○世界と闘える愛知・名古屋の実現に向

けた検討・取組の実施 

・中京独立戦略本部･分科会の開催 

・制度見直し等に係る国への要請・働

きかけの実施 

・県と市が連携した取組の実施 

○世界と闘える愛知・名古屋の実現に向

けた検討・取組の実施 

・中京独立戦略本部でのとりまとめを

踏まえた県と市の協議・調整 

・制度見直し等に係る国への要請・働

きかけの実施 

・県と市が連携した取組の実施 

178 

道州制を見据え、県・

市の政策・企画立案部

門を合体・一本化し

て、強力な司令塔をつ

くる 

知事政策局 ○中京独立戦略本部の設置・運営 

・中京独立戦略本部の開催 

○中京独立戦略本部の運営 

・中京独立戦略本部の開催 

○中京独立戦略本部の運営 

・中京独立戦略本部･分科会の開催 

○中京都構想の検討推進 

・中京独立戦略本部でのとりまとめを

踏まえた県と市の協議・調整 

179 

産業活性化、観光促

進、交通・インフラ体

系整備、環境・リサイ

クル政策など、広域課

題の解決においてリー

ダーシップを発揮 

知事政策局 

関係部局 
○各分野における広域連携の取組の推進 

・ドクターヘリの運用における近隣県

(岐阜・三重・静岡・長野)との連

携・協力に関する協議 

・大規模災害発生時の帰宅困難者対策に

係る三県一市が連携した取組の検討 

・中部 9 県 1 市連携によるジビエの消

費拡大イベントの実施 

○各分野における広域連携の取組の推進 

・東海・長野地域ドクターヘリ連絡調

整会議の設置・開催 

・新たな高速鉄道を活かした中部圏の

活性化に係る協議 

○各分野における広域連携の取組の推進 

・中部圏のブランド食材（農林水産

物）の販売促進に向けたワーキング･

グループの設置･開催 

・東海三県一市･木曽三川下流域におけ

る防災対策連絡会議の設置･開催 

○各分野における広域連携の取組の推進 

・大学との連携による地域課題の解決

に係る協議 

180 

三遠南信地域、木曽三

川流域地域など、行政

の枠を超えた連携を支

援し、縦割り行政の解

消のみならず、地域行

政のイノベーションを

起こす 

知事政策局 

地域振興部 
○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組推進 

＊三遠南信地域連携ビジョン推進会議 

＊三遠南信地域整備連絡会議 

＊三遠南信サミット 2011in 遠州(主

催：三遠南信地域連携ビジョン推

進会議) 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組推進 

＊三遠南信地域連携ビジョン推進会議 

＊三遠南信地域整備連絡会議 

＊三遠南信サミット 2012in 東三河

(主催：三遠南信地域連携ビジョン

推進会議) 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組推進 

＊三遠南信地域連携ビジョン推進会議 

＊三遠南信地域整備連絡会議 

＊三遠南信サミット 2013in 南信州 

(主催：三遠南信地域連携ビジョン

推進会議) 

○三遠南信地域の連携の取組推進 

・三遠南信地域連携ビジョン推進会議

等への参画を通じた取組推進 

 

  ○伊勢湾地域における広域連携の推進 

・伊勢湾再生推進会議による取組の推進 

○伊勢湾地域における広域連携の推進 

・伊勢湾再生推進会議による取組の推進 

○伊勢湾地域における広域連携の推進 

・伊勢湾再生推進会議による取組の推進 

○伊勢湾地域における広域連携の推進 

・伊勢湾再生推進会議による取組の推進 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○伊勢湾総合対策協議会による取組の推進 

・三重県から提案のあった｢海岸漂着物

対策｣について、伊勢湾総合対策協議

会内に検討会を設置(3 県 1 市知事市

長会議において三重県が提案) 

○伊勢湾総合対策協議会による取組の推進 

・｢海岸漂着物対策検討会｣開催等 

○伊勢湾総合対策協議会による取組の推進 

・｢海岸漂着物対策検討会｣開催等 

○伊勢湾総合対策協議会による取組の推進 

・｢海岸漂着物対策検討会｣開催等 

181 

県内の主要都市に加

え、ものづくりが集積

する近隣市町村に呼び

かけて、企業誘致・産

業支援などにおける地

域一体的な広域振興行

政を推進 

産業労働部 ○企業誘致、産業支援の広域行政による

推進 

・立地企業プロジェクトチームの設

置・検討 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る｢産業立地推進協議会｣による産業立

地セミナー等の開催(大阪・東京) 

 

○企業誘致、産業支援の広域行政による

推進 

・名古屋市との連携した取組の実施 

 ＊共同プロモーション 

 ＊副知事をトップとする｢愛知県産業

立地推進会議｣への名古屋市のオブ

ザーバー参加 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る｢産業立地推進協議会｣による産業立

地セミナー等の開催(大阪・東京) 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た新あいち創造産業立地補助金(A タ

イプ)による市町村と連携した企業の

県内再投資の支援 

○企業誘致、産業支援の広域行政による

推進 

・｢愛知・名古屋産業立地推進プラン｣

の策定、総合的な取組の推進 

・｢愛知県産業立地推進会議｣を知事が

本部長となる｢あいち産業立地推進本

部｣に発展改組 

・名古屋市との共同プロモーションの

実施 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織す

る｢産業立地推進協議会｣による産業立

地セミナー等の開催(大阪・東京) 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た新あいち創造産業立地補助金(A タ

イプ)による市町村と連携した企業の

県内再投資の支援 

○企業誘致、産業支援の広域行政による

推進 

・知事を本部長とした「あいち産業立

地推進本部」による｢愛知・名古屋産

業立地推進プラン｣の総合的な取組の

推進 

・名古屋市との共同プロモーションの

実施 

・市町村、名古屋商工会議所等と組織

する｢産業立地推進協議会｣による産

業立地セミナー等の開催 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た新あいち創造産業立地補助金(A タ

イプ)による市町村と連携した企業の

県内再投資の支援 

182 

中京都内の工学系の大

学連携を推進し、規制

緩和(特区)によって大

学の技術の実用化を強

力に支援 

産業労働部 ○産学行政が連携する共同研究開発を通

じた研究シーズの事業化 

・｢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の推進 

＊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

(平成22～27年度) 

・共同研究開発に参加する企業におけ

る事業化の支援、あいち産業科学技

術総合センターによる中小企業への

技術移転の支援など 

○産学行政が連携する共同研究開発を通

じた研究シーズの事業化 

・｢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の推進 

＊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

(平成22～27年度) 

・共同研究開発に参加する企業におけ

る事業化の支援、あいち産業科学技

術総合センターによる中小企業への

技術移転の支援など 

○産学行政が連携する共同研究開発を通

じた研究シーズの事業化 

・｢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の推進 

 ＊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

(平成22～27年度) 

・共同研究開発に参加する企業におけ

る事業化の支援、あいち産業科学技

術総合センターによる中小企業への

技術移転の支援など 

○産学行政が連携する共同研究開発を通

じた研究シーズの事業化 

・｢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の推進 

＊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

(平成22～27年度) 

・共同研究開発に参加する企業におけ

る事業化の支援、あいち産業科学技

術総合センターによる中小企業への

技術移転の支援など 

183 

県立大学、市立大学を

統合し、相乗効果でス

ーパー大学へ飛躍 

県民生活部 ○大学間の連携の推進 
・情報交換会の実施 
・合同職員研修の開催 
・地域課題解決のための合同研究会の開
催検討 

○大学間の連携の推進 
・情報交換会の実施 
・合同職員研修の開催 
・地域課題解決のための合同研究会の開
催検討 

・県大サテライトキャンパスにおける
連携公開講座等の開催検討 

○大学間の連携の推進 
・情報交換会の実施 
・合同職員研修の開催 

 ・具体的な連携事業の検討・実施 
    ＊公開講座「『文字のチカラ』展を楽

しむために」の開催 
  ＊特別展「文字のチカラ」の開催 

○大学間の連携の推進 
 ・情報交換会の実施 
 ・合同職員研修の開催 
 ・連携事業の実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

184 

中京都内で水道事業を

統合。合理化・効率化

によって水道料金の値

下げを実施 

健康福祉部 

企 業 庁 
○水道の広域化に向けた水道事業者等と

の取組の推進 

・現状把握と課題等の洗い出し 

・新たな広域化及び統合についての研

究、検討 

＊広域水道事業連絡会議 

○水道の広域化に向けた水道事業者等と

の取組の推進 

・現状把握と課題等の洗い出し 

・新たな広域化及び統合についての研

究、検討 

＊広域水道事業連絡会議 

○水道の広域化に向けた水道事業者等と

の取組の推進 

・現状把握と課題等の洗い出し 

・新たな広域化及び統合についての研

究、検討 

  ＊水道広域化研究会議 

○水道の広域化に向けた水道事業者等と

の取組の推進 

・現状把握と課題等の整理 

・新たな広域化及び統合についての研

究、検討 

○三河山間地域における簡易水道事業の

統合の促進 

・市町村が事業統合のために実施する施

設整備に対する助成(5市町村7事業) 

○三河山間地域における簡易水道事業の

統合の促進 

・市町村が事業統合のために実施する施

設整備に対する助成(5市町村10事業) 

○三河山間地域における簡易水道事業の

統合の促進 

・市町村が事業統合のために実施する施

設整備に対する助成(5市町村10事業) 

○三河山間地域における簡易水道事業の

統合の促進 

・市町村が事業統合のために実施する

施設整備に対する助成 

185 

次世代自動車(PHV、

EV、燃料電池車)を支

援、加速 

環 境 部 

産業労働部 

関係部局 

○あいち自動車産業イノベーションプラ

ンの策定 

＊あいち自動車産業イノベーション

プランの策定(3月) 

○あいち自動車産業イノベーションプラ

ンの推進 

 ・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナーの開催 

 ・自動車部品関連の中堅・中小企業の

ネットワーク化支援 

 ・次世代自動車技術に関わる人材育成

研修の開催 

 ・クルマ未来博2012の開催 

○あいち自動車産業イノベーションプラ

ンの推進 

 ・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナーの開催 

 ・自動車部品関連の中堅・中小企業の

ネットワーク化支援 

 ・次世代自動車技術に関わる人材育成

研修の開催 

 ・クルマ未来博2013の開催 

 ・展示会出展によるＢtoＢ支援 

○あいち自動車産業イノベーションプラ

ンの推進 

 ・新事業展開や企業間連携に関するセ

ミナーの開催 

 ・自動車部品関連の中堅・中小企業の

ネットワーク化支援 

 ・次世代自動車技術に関わる人材育成

研修の開催 

  ○次世代自動車の導入支援 

・中小企業者や運送事業者に対する補助 

  ＊EV104台 

○次世代自動車の導入支援 

 ・中小企業者や運送事業者に対する補助 

  ＊EV49台、PHV10台 

○次世代自動車の導入支援 

 ・あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会の設置 

・中小企業者や運送事業者に対する補助 

  ＊EV31台、PHV38台 

○次世代自動車の導入支援 

・あいち次世代自動車インフラ整備推

進協議会を通じたフォーラム、巡回

展示等による普及啓発 

・中小企業者や運送事業者に対する補助 

  ○EV・PHVタウンモデル事業の推進 

・EV・PHV の初期需要の創出、普及啓

発、充電インフラの整備など 

＊EV915台、PHV145台、充電設備 233

基 

○EV・PHVタウンモデル事業の推進 

・EV・PHV の初期需要の創出、普及啓

発、充電インフラの整備など 

＊EV2,367 台、PHV1,585 台、充電設

備563基 

○EV・PHVタウンモデル事業の推進 

・EV・PHV の初期需要の創出、普及啓

発、充電インフラの整備など 

＊EV3,479 台、PHV2,910 台、充電設

備727基(25年末) 

 ・モデル事業の成果の検証 

  ＊EV・PHV 台数及び充電インフラ整備

基数ともに当初目標を達成 

○EV・PHVタウン事業の推進 

 ・EV・PHV の需要の創出、普及啓発、充

電インフラの整備など 

 

    ○愛知県次世代自動車充電インフラ整

備・配置計画の策定(7月) 

 

○愛知県次世代自動車充電インフラ整

備・配置計画に基づく整備促進 

 ・県庁本庁舎駐車場に EV・PHV 用充電

インフラを整備 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○EV・PHV に対する本県独自の自動車税の

課税免除制度の導入 

・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 

  ○FCVの普及に向けた取組の推進 

・｢中部 FCV 水素供給インフラ整備推進

会議｣への参画 

・｢あいち FCV 普及促進協議会｣を通じ

た試乗会、水素ステーション見学

会、技術セミナー等の開催 

 

○FCVの普及に向けた取組の推進 

・｢中部 FCV 水素供給インフラ整備推進

会議｣への参画 

・｢あいち FCV 普及促進協議会｣を通じ

た試乗会、技術セミナー等の開催 

○FCVの普及に向けた取組の推進 

・｢中部 FCV 水素供給インフラ整備推進

会議｣への参画 

・｢あいち FCV 普及促進協議会｣を通じ

た試乗会、技術セミナー等の開催 

・｢あいち FCV 普及促進協議会｣に水素

ステーション整備ＷＧを設置 

○FCVの普及に向けた取組の推進 

・｢中部 FCV 水素供給インフラ整備推進

会議｣への参画 

・「あいち FCV 普及促進協議会」を通じ

た試乗会等の開催 

 

    ○愛知県水素ステーション整備・配置計

画の策定(2月) 

○愛知県水素ステーション整備・配置計

画の推進 

 ・水素ステーション用地の情報提供 

 ・モデル水素ステーションによる実践

的な啓発活動 

・市町村職員向け実務セミナーの開催 

・県庁西庁舎駐車場に FCV 普及、水素

ステーション設置促進に向けた普及

啓発の場を整備 

186 

『日本ものづくりファ

ンド』を創設、民間の

プロフェッショナル人

材(ファンドマネージ

ャー)を登用。愛知を

はじめ、日本のものづ

くり中小企業の飛躍な

成長を達成し、海外と

のダイレクトな取引を

可能にする仕組みを創

出する 

産業労働部 ○ファンドによるものづくりの支援 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣に特

別枠として創設した｢モノづくり応援

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

｢モノづくり応援ファンド｣を創設

(10月) 

・助成対象の選定における民間のファ

ンド関係者の知見の活用 

＊審査委員に金融機関の人材登用 

○ファンドによるものづくりの支援 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣によ

る助成の実施 

 ＊募集回数を年2回に増加 

＊｢モノづくり応援ファンド｣採択

数：7件 

・助成対象の選定における民間のファ

ンド関係者の知見の活用 

＊審査委員に金融機関の人材登用 

○ファンドによるものづくりの支援 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣によ

る助成の実施 

＊｢モノづくり応援ファンド｣採択

数：7件 

・助成対象の選定における民間のファ

ンド関係者の知見の活用 

＊審査委員に金融機関の人材登用 

 

○ファンドによるものづくりの支援 

・｢あいち中小企業応援ファンド｣によ

る助成の実施 

・助成対象の選定における民間のファ

ンド関係者の知見の活用 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○中小企業の海外取引の支援 

・(公財)あいち産業振興機構における

海外との事業活動に関する相談への

対応など 

・貿易相談員の配置(ｼﾞｪﾄﾛ名古屋3人) 

・専任マネージャーの配置(県海外情報

センター１人) 

・インターネットの海外取引サイトを

活用した県内中小企業の直接取引の

支援 

＊中国インターネット取引サイト愛

知県コーナーの設置(参加企業 16

社) 

＊中国ビジネスマッチングセミナー

(参加企業121社) 

○中小企業の海外取引の支援 

・(公財)あいち産業振興機構における

海外との事業活動に関する相談への

対応など 

・貿易相談員の配置(ｼﾞｪﾄﾛ名古屋4人) 

・インターネットの海外取引サイトを

活用した県内中小企業の直接取引の

支援 

 ＊中国インターネット取引サイト愛

知県コーナーの運営(参加企業 23

社) 

・中国のビジネス事情に精通するマネ

ージャーを通じ、同国での販路開拓

の取組を支援 

 

○中小企業の海外取引の支援 

 ・あいち国際ビジネス支援センターの

開設 

・(公財)あいち産業振興機構における

海外との事業活動に関する相談への

対応など 

・貿易相談員の配置(ｼﾞｪﾄﾛ名古屋4人) 

・インターネットの海外取引サイトを

活用した県内中小企業の直接取引の

支援 

＊中国インターネット取引サイト愛

知県コーナーの運営(参加企業 12

社) 

・中国のビジネス事情に精通するマネ

ージャーを通じ、同国での販路開拓

の取組を支援 

○中小企業の海外取引の支援 

・あいち国際ビジネス支援センターの

運営 

・(公財)あいち産業振興機構における

海外との事業活動に関する相談への

対応など 

・貿易相談員の配置(ｼﾞｪﾄﾛ名古屋4人) 

187 

重複行政を徹底的に排

除し、合理化による経

費節減を減税財源等に

充てる。 

～中小企業支援、中小

企業融資、消費者保

護、男女共同参画、ス

ポーツ施設、国際交

流、ボランティア、観

光、生涯学習など～ 

知事政策局 

施策･施設

関係部局 

○中京独立戦略本部における検討 

・中京独立戦略本部及びプロジェクト

チームにおける検討 

○県・市において検討・推進 

・効果的・効率的な行政サービスのあ

り方について検討 

・県市の共同実施や連携によりさらな

る相乗効果や行政サービスの向上が

期待できる取組の検討・実施 

○県・市において検討・推進 

・効果的・効率的な行政サービスのあ

り方について検討 

・県市の共同実施や連携によりさらな

る相乗効果や行政サービスの向上が

期待できる取組の検討・実施 

○県・市において検討・推進 

・効果的・効率的な行政サービスのあ

り方について検討 

・県市の共同実施や連携によりさらな

る相乗効果や行政サービスの向上が

期待できる取組の検討・実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


