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Ⅷ 東三河マニフェスト 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

209 

副知事級を配置し、市

町村と一体となって東

三河振興を推進します 

総 務 部 

地域振興部 

関係部局 

○東三河担当副知事の設置(23年4月) 

○｢東三河県庁｣の設置検討 

・東三河県庁(仮称)設置プロジェクト

チームの開催 

・東三河担当副知事を本部長、東三河

の地方機関の長を本部員とするネッ

トワーク型推進組織として、｢東三河

県庁｣を位置付けるとともに、東三河

の振興施策推進の司令塔として企画

調整部門の新設を検討 

・知事を本部長とする全庁的な推進組

織として、本庁に東三河総合戦略本

部の設置を検討 

・地元関係者からの意見聴取 

 

○｢東三河県庁｣の設置 

・推進組織として東三河県庁に｢東三河

県庁本部員会議｣を、本庁に｢東三河

総合戦略本部｣を設置 

・核となる｢東三河総局｣に、分野横断

的な政策立案機能と総合調整機能を

備えた企画調整部門を新設 

・港湾振興、山村振興、市町村行財政

支援機能など本庁機能の一部を移管 

・許認可等の権限移譲 

 ＊20項目108事務 

・出張窓口の開設 

 ＊15項目38事務 

・東三河県庁のポータルサイト｢穂っと

ネット東三河｣の開設 

・市町村、民間組織等との協議の場と

して｢東三河ビジョン協議会｣を設置 

 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・東三河県庁本部員会議及び東三河総

合戦略本部による推進 

・東三河県庁のポータルサイト｢穂っと

ネット東三河｣の運営 

・フォトコンテストの開催 

 ・東三河県庁PRブースの出展 

  ＊B‐1グランプリin豊川始め5回 

 ・東三河ビジョン協議会による｢東三河

振興ビジョン｣に基づく取組の推進 

＊広域観光の推進：B‐1 グランプリ

in豊川、新城ラリーの開催支援等 

 ・東三河ビジョン協議会による｢主要プ

ロジェクト推進プラン｣の策定 

＊テーマ：地域産業の革新展開、再

生可能エネルギーの導入推進  

・東三河地域産業連携推進会議による

産業振興の推進 

 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・東三河県庁本部員会議及び東三河総

合戦略本部による推進 

・東三河県庁のポータルサイト｢穂っと

ネット東三河｣の運営 

・フォトコンテストの開催 

・東三河県庁PRブースの出展 

・東三河ビジョン協議会による｢東三河

振興ビジョン｣に基づく取組の推進 

＊地域産業の革新展開：「東三河地

域産業人材育成事業」による地域

資源を活用した起業支援講座及び

長期的インターンシップの実施、

農商工連携サポートデスクの設置 

＊再生可能エネルギーの導入推進：

相談窓口の開設、普及啓発セミナ

ーの開催 

・東三河ビジョン協議会による｢主要プ

ロジェクト推進プラン｣の策定 

・東三河地域産業連携推進会議による

産業振興の推進 

 ○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・東三河ビジョン協議会による｢東三河

振興ビジョン｣の策定 

・東三河ビジョン協議会による｢主要プ

ロジェクト推進プラン｣の策定 

 ＊テーマ：広域観光の推進 

・庁舎の共同利用(ワンフロア化)の実施 

 ＊新城森林総合センター(愛称：新城

フォレストベース) 

 ＊豊川保健所田原保健分室 

 ＊田原農業支援センター(愛称：田原

アグリベース) 

 ・東三河地域産業連携推進会議の設置 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

210 

東三河県庁へ森林や港

湾、水産に関する機能

を配置します 

総 務 部 

農林水産部 

建 設 部 

○｢東三河県庁｣の設置検討 

・東三河県庁(仮称)設置プロジェクト

チームの開催 

・地元関係者からの意見聴取 

・本庁機能の一部移管(東三河地域の森

林計画の策定・変更、三河港のポー

トセールスの推進など)について検討 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・東三河地域の森林計画の策定・変

更、三河港の利用促進のためのポー

トセールスの推進など、本庁機能の

一部移管を実施 

・｢新城森林総合センター｣(愛称：新城

フォレストベース)の開設、運営 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・｢新城森林総合センター｣(愛称：新城

フォレストベース)の運営 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・｢新城森林総合センター｣(愛称：新城

フォレストベース)の運営 

211 

東三河を核に、三遠南

信地域連携ビジョンを

推進します 

地域振興部 

産業労働部 

農林水産部 

○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) 

 ・県境を越えた野生鳥獣被害対策会議

の設置・運営 

○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) 

 ・県境を越えた野生鳥獣被害対策会議

の運営 

 ・森林・林業技術センターと静岡県農

林技術研究所森林・林業研究センタ

ーとの試験研究に関する連携協定の

締結 

 ・三遠地域新産業創出事業の実施 

   ＊医工連携セミナーの開催 

○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) 

・県境を越えた野生鳥獣被害対策会議

の運営 

・森林・林業技術センターと静岡県農

林技術研究所森林・林業研究センタ

ーとの連携 

＊研究者の交流・人材育成、研究機

器・設備の相互利用 

 

○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 

・県境を越えた野生鳥獣被害対策会議

の運営 

・森林・林業技術センターと静岡県農

林技術研究所森林・林業研究センタ

ーとの連携 

＊ニホンジカ被害対策の共同研究の

実施 

 

(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 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

212 

豊橋技術科学大学、豊

橋サイエンスコアなど

の大学人材や地域企業

の開発力など、東三河

の地域力を結集し、植

物工場の研究開発拠点

を整備します 

農林水産部 

建 設 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 

 ・豊橋技術科学大学が提唱する「豊川

バイオマスパーク」構想に対する豊

川浄化センターでの協力 

○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 

・豊橋技術科学大学が提唱する「豊川

バイオマスパーク」構想に対する豊

川浄化センターでの協力 

○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 

・豊橋技術科学大学が提唱する「豊川

バイオマスパーク」構想に対する豊

川浄化センターでの協力 

(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 

213 

東三河に林業に関係す

る部署を重点的に配置

します 

総 務 部 

農林水産部 
○｢東三河県庁｣の設置検討 

・東三河県庁(仮称)設置プロジェクト

チームの開催 

・地元関係者からの意見聴取 

・本庁機能の一部移管(東三河地域の森

林計画の策定･変更など)について検

討 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・｢新城森林総合センター｣(愛称：新城

フォレストベース)の開設、運営 

＊愛知県で初となる「国有林と県有

林の森林整備推進協定」の締結 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・｢新城森林総合センター｣(愛称：新城

フォレストベース)の運営 

・森林・林業技術センターと名古屋大

学大学院生命農学研究科との森林林

業に関する研究の連携協定の締結 

○東三河県庁による東三河地域振興の推進 

・｢新城森林総合センター｣(愛称：新城

フォレストベース)の運営 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(48) 

産地～加工～供給の一

貫した木材流通システ

ムを東三河で構築しま

す 

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 

   ○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 
 

(49) 

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

ます 

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 



- 96 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(50) 

森林観光・グリーンツ

ーリズムの開発を支援

します 

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提案するツアー

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 

・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 

  ○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 

214 

地域の産学官が連係

し、三河湾水産資源の

保護・育成を進めます 

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確保の取組実施 

 ＊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確保の取組実施 

 ＊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・浅場の造成および覆砂 

・8魚種の種苗生産および放流指導 

・資源管理計画の取組指導 

・総合的なうなぎ資源確保の取組実施 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

(52) 

三河湾の四季と海の幸

を楽しむベイツーリズ

ムの開発を進めます 

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 

○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 

○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 

○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 

 

○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・4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 

・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による水産物のレシピの提案 

○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による水産物のレシピの提案 

215 

県、市、民間の合同体

制で、世界に通じる港

湾経営を目指します

(ポート・オーソリテ

ィの設置) 

建 設 部 

 
○三河港の港湾経営のあり方の検討 

・指定管理者など関係者とともに検討 

・新規コンテナ定期航路誘致策(入港料

及び岸壁使用料の免除)の実施(23 年

11月1日～26年3月31日) 

○三河港の港湾経営のあり方の検討 

・指定管理者など関係者とともに検討 

・25 年度以降のコンテナターミナルの

指定管理期間の更新手続(～29年度) 

・新規コンテナ定期航路誘致策(入港料

及び岸壁使用料の免除)の実施(23 年

11月1日～26年3月31日) 

 ＊ロシア航路の新規開設 

○三河港の港湾経営のあり方の検討 

 ・指定管理者など関係者とともに検討 

 ・新規コンテナ定期航路誘致策(入港料

及び岸壁使用料の免除)の実施(23 年

11月1日～26年3月31日) 

○三河港の港湾経営のあり方の検討 

・指定管理者など関係者とともに検討 

 ・新規コンテナ定期航路誘致策(入港料

及び岸壁使用料の免除)の実施(26 年

4月1日～29年3月31日) 

216 

国際的な自動車関連産

業の誘致と自動車物流

を支える物流基盤を整

備します 

産業労働部 

建 設 部 

企 業 庁 

 

○自動車関連産業の誘致の取組推進 

・補助金等インセンティブの拡充の検

討 

＊産業空洞化対策減税基金を原資と

した企業支援の創設(3月) 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

＊産業立地セミナー等誘致イベント

や企業訪問 

＊企業誘致戦略会議サマーセミナー 

＊東三河 5 市企業誘致推進連絡会議

と連携した展示会への出展(大阪) 

○自動車関連産業の誘致の取組推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た企業立地の支援 

・｢愛知県産業立地推進協議会｣による産

業立地セミナーの開催(大阪・東京) 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

 ＊東三河 5 市企業誘致推進連絡会議

と連携した展示会への出展(大阪) 

○自動車関連産業の誘致の取組推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た企業立地の支援 

・｢愛知県産業立地推進協議会｣による産

業立地セミナーの開催(大阪・東京) 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

＊市町村が行う企業誘致活動への協力 

・企業立地促進法に基づく｢東三河地域

基本計画｣の改訂 

 ＊物流関連産業や新エネルギー関連

産業を指定集積業種に追加 

○自動車関連産業の誘致の取組推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た企業立地の支援 

・｢愛知県産業立地推進協議会｣による

産業立地セミナーの開催 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

 ＊市町村が行う企業誘致活動への協力 

・企業立地促進法に基づく各種立地優

遇制度による支援 



- 98 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三遠南信自動車道の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○三河港の機能強化 

・港湾計画の改訂 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区他) 

○三河港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区他) 

○三河港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区他) 

 ・港湾BCPの策定(～26年度) 

○三河港の機能強化 

・港湾施設の整備 

(蒲郡、御津、神野ふ頭地区) 

  ＊蒲郡地区岸壁(-11m)の一部供用開始 

・港湾BCPの策定(～26年度) 

217 

三河港に新エネルギー

など新産業企業の誘致

を促進します 

産業労働部 

企 業 庁 

 

○新産業関連企業の誘致の取組推進 

・補助金等インセンティブの拡充の検討 

＊産業空洞化対策減税基金を原資と

した補助制度の創設(3月) 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

＊産業立地セミナー等誘致イベント

や企業訪問 

＊企業誘致戦略会議サマーセミナー 

＊東三河 5 市企業誘致推進連絡会議

と連携した展示会への出展(大阪) 

・田原 1 区におけるメガソーラー事業

の誘致 

＊たはらソーラー・ウインド共同事業 

○新産業関連企業の誘致の取組推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た補助制度の実施 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

＊東三河 5 市企業誘致推進連絡会議

と連携した展示会への出展(大阪) 

・田原１区における｢たはらソーラー・

ウインド共同事業｣に対する支援 

・田原１区・4 区におけるメガソーラー

施設の誘致 

 

○新産業関連企業の誘致の取組推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た補助制度の実施 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

 ＊市町村が行う企業誘致活動への協力 

・企業立地促進法に基づく｢東三河地域

基本計画｣の改訂 

 ＊物流関連産業や新エネルギー関連

産業を指定集積業種に追加 

・田原１区における｢たはらソーラー・

ウインド共同事業｣に対する支援 

・田原１区・4 区におけるメガソーラー

施設の立地 

○新産業関連企業の誘致の取組推進 

・産業空洞化対策減税基金を原資とし

た補助制度の実施 

・市町村と連携した誘致活動の強化 

 ＊市町村が行う企業誘致活動への協力 

・企業立地促進法に基づく各種立地優

遇制度による支援 

 ・田原１区・4 区におけるメガソーラー

施設の立地 

218 

地域住民に親しまれ

る、水辺の環境を活か

した港づくりを進めま

す 

建 設 部 

 
○港湾環境に配慮した港づくり 

・港湾緑地の整備(御津地区) 

・海域環境の修復(御津地区他) 

○港湾環境に配慮した港づくり 

・海域環境の修復(御津地区他) 

○港湾環境に配慮した港づくり 

・港湾緑地の整備(御津地区) 

・海域環境の修復(御津地区他) 

○港湾環境に配慮した港づくり 

・港湾緑地の整備(御津地区) 

・海域環境の修復(御津地区他)  

219 

新東名高速道路建設と

新城インターチェンジ

周辺整備を推進します 

建 設 部 

産業労働部 
○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 

○新東名高速道路の整備促進 

・早期整備に向けた国及び関係機関へ

の要望 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

  ○新城インターチェンジ周辺整備促進 

・一般国道 151 号新城バイパス：新東

名新城 IC(仮称)アクセス道路及び一

般国道151号接続部の4車線化工事 

・新城市が進める新城インター周辺企

業用地への誘致支援 

＊産業立地セミナー等誘致イベン

ト・企業訪問 

＊東三河 5 市企業誘致推進連絡会議

と連携した展示会への出展(大阪) 

○新城インターチェンジ周辺整備促進 

・一般国道 151 号新城バイパス：新東

名新城 IC(仮称)アクセス道路及び一

般国道151号接続部の4車線化工事 

・新城市が進める新城インター周辺企

業用地への誘致支援 

＊市町村との共同企業訪問 

＊東三河５市企業誘致推進連絡会議

と連携した展示会への出展(大阪) 

○新城インターチェンジ周辺整備促進 

・一般国道 151 号新城バイパス：新東

名新城 IC(仮称)アクセス道路及び一

般国道151号接続部の4車線化工事 

・新城市が進める新城インター周辺企

業用地への誘致支援 

 ＊市町村との共同企業訪問 

 ＊市町村が行う企業誘致活動への協力 

○新城インターチェンジ周辺整備促進 

・一般国道 151 号新城バイパス：新東

名新城 IC(仮称)アクセス道路及び一

般国道151号接続部の4車線化工事 

・新城市が進める新城インター周辺企

業用地への誘致支援 

 ＊市町村との共同企業訪問 

  ＊市町村が行う企業誘致活動への協力 

220 

西三河・遠州と東三河

をつなぐ 23 号バイパ

スの早期整備を推進し

ます 

建 設 部 

 
○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

○名豊道路の整備促進 

・早期整備に向けた国への要望 

221 

渥美・伊勢観光ネット

ワークと伊勢湾フェリ

ーの支援を強化します 

地域振興部 

環 境 部 
○鳥羽伊良湖航路活性化総合連携計画に

基づく取組促進 

・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

る航路の利用促進事業 (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) 

○鳥羽伊良湖航路活性化総合連携計画に

基づく取組促進 

・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

る航路の利用促進事業 (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) 

○鳥羽伊良湖航路活性化総合連携計画に

基づく取組促進 

・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、航路の利用促進事業 (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) 

○広報の協力 

・鳥羽伊良湖航路活性化協議会、伊勢

湾フェリー㈱が行う各種イベント等

に対し広報による協力を行う。 

  ○観光拠点の整備 

 ・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 

○観光拠点の整備 

 ・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 

222 

総合周産期母子医療セ

ンター、バースセンタ

ーの整備を確実に推進

します 

健康福祉部 

 
○東三河における総合周産期母子医療セ

ンター、バースセンターの整備に向け

た関係機関との調整 

・総合周産期母子医療センター、バー

スセンターの整備について豊橋市民

病院と調整 

○東三河における総合周産期母子医療セ

ンター、バースセンターの整備に向け

た関係機関との調整 

・総合周産期母子医療センター、バー

スセンターの整備について豊橋市民

病院と調整 

○東三河における総合周産期母子医療セ

ンター、バースセンターの施設整備に

対する助成 

・MFICU(母体・胎児集中治療管理室)、

バースセンターの整備に対する助成 

  

○東三河における総合周産期母子医療セ

ンター、バースセンターの運用開始 

・豊橋市民病院を総合周産期母子医療

センターに指定 
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

223 

県内の医大と連携し、

東三河への医師派遣の

拡充を推進します 

健康福祉部 

教育委員会 
○へき地に勤務する医師の確保対策の実施 

・自治医科大学卒業医師の定着策の検討 

○へき地に勤務する医師の確保対策の実施 

・自治医科大学卒業医師の定着策の検討 

 ＊義務年限終了後もへき地に留まる

よう、県の身分を最大5年間延長 

○へき地に勤務する医師の確保対策の実施 

・自治医科大学卒業医師の定着策の検討 

 ＊義務年限終了後の県の身分延長の実施 

 ＊義務年限終了後の県の身分延長中

における専門医資格の取得に必要

な研究のため、研究休職制度を構

築 

○へき地に勤務する医師の確保対策の実施 

・自治医科大学卒業医師の定着策の検討 

 ＊義務年限終了後の県の身分延長の実施 

 ＊県の身分延長中における研究休職

制度の周知 

・へき地医療に従事する医師のキャリ

アパスの検討 

  ○看護師の確保対策の実施 

 ・宝陵高校の平成 25 年度福祉科入学生

より、2 年次からの医療看護進学コー

スを設置 

○看護師の確保対策の実施 

・宝陵高校の平成 25 年度福祉科入学生

の医療看護進学コース選択者に対す

る医療看護系大学進学のための教育

課程を開始 

224 

中山間地の緊急医療を

支えるヘリポートとア

クセス道路を整備しま

す 

防 災 局 

建 設 部 
○ヘリポートの整備促進 

・豊根村への整備に対する補助 

○ヘリポートの整備促進 

・豊根村への整備に対する補助 

  

○緊急輸送道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等幹線道路の整備推進 

・山間地域の暮らしを支える生活道路

の整備推進 

○緊急輸送道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等幹線道路の整備推進 

・山間地域の暮らしを支える生活道路

の整備推進 

○緊急輸送道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等幹線道路の整備推進 

・山間地域の暮らしを支える生活道路

の整備推進 

○緊急輸送道路の整備推進 

・一般国道 151 号、257 号、420 号、

473号等幹線道路の整備推進 

・山間地域の暮らしを支える生活道路 

の整備推進 

○市町村道整備の支援 ○市町村道整備の支援 ○市町村道整備の支援 ○市町村道整備の支援  

225 

地域教育を促進するた

め、東三河地域へ人事

権の委譲を検討します 

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の意向

調査 

・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 

 



 

- 101 - 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

226 

地域に根ざす大学と連

係し、就学・就職支

援、生涯教育を進めま

す 

産業労働部 

教育委員会 

 

○大学との連携による就職支援 

・東三河地域の大学等のニーズ把握及

び就職支援策の検討 

＊東三河地域の大学及び商工会議所

へのニーズ調査 

○大学との連携による就職支援 

・東三河県庁を軸とした地元大学、経済

界との連携の強化 

・大学生を対象とした合同企業説明会の

開催 

○大学との連携による就職支援 

・大学生を対象とした合同企業説明会

の開催 

 

○大学との連携による就職支援 

・大学生を対象とした合同企業説明会

の開催 

  ○大学との連携の強化 

・大学と県教育委員会との連携の強化 

・｢あいちの学校連携ネット｣の立ち上

げ(3月) 

・豊橋技術科学大学における知の探究

講座の開催 

＊開講講座｢次世代ロボット創出プロ

ジェクト｣ 

 

○大学との連携の強化 

・大学と県教育委員会との連携の強化 

・｢あいちの学校連携ネット｣の運営 

・高校生のためのあいちの大学｢学び｣

フォーラムの開催 

・豊橋技術科学大学における知の探究

講座の開催 

＊開講講座｢次世代ロボット創出プロ

ジェクト｣ 

○大学との連携の強化 

・大学と県教育委員会との連携の強化 

・｢あいちの学校連携ネット｣の運営 

・高校生のためのあいちの大学｢学び｣

フォーラムの開催 

・豊橋技術科学大学における知の探究

講座の開催 

＊開講講座｢次世代ロボット創出プロ

ジェクト｣ 

○大学との連携の強化 

・大学と県教育委員会との連携の強化 

・｢あいちの学校連携ネット｣の運営 

・高校生のためのあいちの大学｢学び｣

フォーラムの開催 

・豊橋技術科学大学における知の探究

講座の開催 

 

○不登校児童生徒への支援 

・大学生によるホームフレンド活動 

○不登校児童生徒への支援 

・大学生によるホームフレンド活動 

○不登校児童生徒への支援 

・大学生によるホームフレンド活動 

○不登校児童生徒への支援 

・大学生によるホームフレンド活動 

○生涯学習の推進 

・リカレント教育(主に社会人を対象と

した大学等の教育機関を利用した教

育)の推進 

・大学等高等教育機関、生涯学習関係

団体等を対象とした意見交換(リカレ

ント教育推進会議) 

○生涯学習の推進 

・リカレント教育(主に社会人を対象と

した大学等の教育機関を利用した教

育)の推進 

・大学等高等教育機関、生涯学習関係

団体等を対象とした意見交換(リカレ

ント教育推進会議) 

○生涯学習の推進 

・リカレント教育(主に社会人を対象と

した大学等の教育機関を利用した教

育)の推進 

・大学等高等教育機関、生涯学習関係

団体等を対象とした意見交換(リカレ

ント教育推進会議) 

○生涯学習の推進 

・リカレント教育(主に社会人を対象と

した大学等の教育機関を利用した教

育)の推進 

・大学等高等教育機関、生涯学習関係

団体等を対象とした意見交換(リカレ

ント教育推進会議) 

(11) 

東三河の帰国子女や多

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

の設立を検討します 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


