
基本目標 具体的な事業 H30当初予算額（千円） 部局

次世代自動車産業振興事業費 6,429 産業労働部

次世代自動車インフラ整備推進事業費 5,829 産業労働部

あいち自動車環境戦略費 228,990 環境部

水素ステーション整備促進事業費 607,933 産業労働部

自動車安全技術推進事業費 4,707 産業労働部

自動運転実証推進事業費 19,418 産業労働部

航空宇宙産業振興事業費 3,195 産業労働部

航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費 4,676 産業労働部

航空宇宙産業販路開拓支援事業費 25,678 産業労働部

あいち航空ミュージアムの運営 ─ 振興部

ロボット産業クラスター推進事業費 17,787 産業労働部

ワールドロボットサミット開催準備費 23,031 産業労働部

リハビリ遠隔医療・ロボット実証推進事業費 10,000 産業労働部

④健康長寿産業の育成 健康長寿産業振興事業費 6,137 産業労働部

⑤環境・新エネルギー産業の育成 新エネルギー実証研究エリア管理運営事業費 5,616 産業労働部

ＩｏＴ活用促進事業費 4,510 産業労働部

知の拠点あいち推進費 1,472,324 産業労働部

産業空洞化対策減税基金事業費 9,836,074 産業労働部

科学技術人材育成推進費 5,175 産業労働部

中小企業総合支援事業費補助金 442,519 産業労働部

中小企業金融対策貸付金 179,400,000 産業労働部

窯業繊維産業振興事業費 6,822 産業労働部

伝統工芸産業振興事業費 3,856 産業労働部

あいちの酒需要拡大促進事業費 5,726 産業労働部

地場産業販路開拓支援事業費 12,420 産業労働部

東三河地域農商工連携活性化事業費 4,230 産業労働部

地域中小企業応援ファンド貸付金 4,300,000 産業労働部

海外産業情報センター運営費 90,111 産業労働部

アジア経済連携推進事業費 29,623 産業労働部

中小企業総合支援事業費補助金【再掲】 442,519 産業労働部

創業・ベンチャー企業支援事業費 17,468 産業労働部

（５）サービス産業
の支援施策の充実

―
サービス産業振興事業費 3,708 産業労働部

アジア経済連携推進事業費【再掲】 29,623 産業労働部

基本協定等提携交流事業費 35,343 政策企画局

あいちの担い手育成確保推進費 22,634 産業労働部

技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大会開催準備
費

35,249 産業労働部

技能五輪国際大会招致推進費 51,375 産業労働部

科学技術人材育成推進費【再掲】 5,175 産業労働部

愛知県産業人材育成支援センター事業費 15,421 産業労働部

公設民営学校管理事業費 332,771 教育委員会

あいちＳＴＥＭ教育推進事業費 16,178 教育委員会

あいちグローバル人材育成事業費 76,974 教育委員会

高等学校海外連携推進事業費 6,557 教育委員会

外国人語学講師配置事業費 147,271 教育委員会

いいともあいちブランド力強化事業費 23,348 農林水産部

６次産業化支援事業費 96,515 農林水産部

あいちの農林水産物輸出拡大戦略事業費 9,009 農林水産部

産地直売所交流機能強化推進費 7,218 農林水産部

花の王国あいち需要拡大推進事業費負担金 6,025 農林水産部

あいちの花き輸出拡大推進事業費負担金 1,760 農林水産部

木材生産流通強化推進費 99,019 農林水産部

あいち木づかい活力創造事業費 15,560 農林水産部

あいち型植物工場推進事業費 116,290 農林水産部

産学官連携試験研究費 112,152 農林水産部

野菜集団産地整備事業費補助金 531,000 農林水産部

農地中間管理事業等推進基金利子有益積立金 219 農林水産部

農地中間管理事業推進費 392,064 農林水産部

農地集積推進事業費 22,859 農林水産部

農業生産力パワーアッププロジェクト推進事業費 11,966 農林水産部

木材生産流通強化推進費【再掲】 99,019 農林水産部

全国植樹祭開催準備費 184,424 農林水産部

次世代技術活用水田農業強化事業費 10,156 農林水産部

あいち型植物工場高度化推進事業費 9,720 農林水産部

あいちのスマート林業推進事業費 11,168 農林水産部

（８）農林水産業の
振興

（７）産業人材の育
成

②グローバル人材の育成

―

②生産性の高い農林水産業の展開

①モノづくりなど産業を支える人材
の育成

①農林水産業の市場拡大

※塗りつぶしは追加した事業

基本目標を実現していくための具体的な施策・事業（「愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略」 付属資料）

具体的な施策

（６）海外とのパート
ナーシップの構築

―

（１）次世代産業の
振興

①次世代自動車の普及促進

②航空宇宙産業の育成

③ロボット産業の育成

（２）研究開発機能
の強化

―

（３）中小・小規模企
業の振興

③海外展開の支援

１　しごとづくり

①新規事業展開、販路開拓への支
援

（４）創業支援
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基本目標 具体的な事業 H30当初予算額（千円） 部局具体的な施策

農業後継者育成指導費 334 農林水産部

農業人材力強化総合支援事業費 475,678 農林水産部

林業担い手育成強化推進費 250 農林水産部

水産業技術改良普及費 1,991 農林水産部

農業農村多面的機能支払事業費 1,574,420 農林水産部

農業担い手確保育成推進費 1,636 農林水産部

農業支援外国人受入事業費 3,080 農林水産部

全国林業後継者大会開催準備費 1,707 農林水産部

農作物鳥獣被害防止対策費 339,257 農林水産部

愛知産ジビエ消費拡大事業費 1,500 農林水産部

移入種対策費 3,116 環境部

２．魅力づくり ジブリパーク（仮称）構想推進費 30,000 建設部

あいち観光戦略推進費 12,775 振興部

産業観光等推進事業費 488 振興部

武将観光情報発信事業費 87,510 振興部

なごやめし普及促進協議会負担金 6,861 振興部

あいち山車まつり活性化事業費 6,003 教育委員会

フィルムコミッション活動支援事業費 7,407 振興部

地域伝統芸能全国大会開催費 33,692 振興部

ハート・オブ・ジャパン誘客促進事業費 56,099 振興部

愛知県大型観光キャンペーン事業費負担金 82,302 振興部

首都圏・関西圏プロモーション推進事業費 62,076 振興部

観光まちづくり戦略形成促進事業費 13,000 振興部

リニモ沿線地域活力創出事業費 8,000 振興部

県民協働公園まちづくり推進事業費 13,950 建設部

県営都市公園民間活力導入推進費 15,314 建設部

国際観光推進事業費 6,773 振興部

アジア観光客誘致促進事業費 20,582 振興部

医療ツーリズム推進事業費 9,932 健康福祉部

国際会議等誘致推進事業費 14,421 振興部

国際会議開催支援事業費 8,000 振興部

愛知県国際展示場整備事業費 4,975,162 振興部

あいちスポーツコミッション事業費 81,058 振興部

ＦＩＦＡフットサルワールドカップ2020招致推進費 8,000 振興部

ラグビーワールドカップ2019開催準備費 296,656 振興部

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知開催費負担金 55,000 振興部

第20回アジア競技大会推進事業費 173,697 振興部

2018ISAワールドサーフィンゲームス開催費負担金 5,000 振興部

あいちトリエンナーレ事業費 126,756 県民生活部

障害者芸術文化活動推進事業費 12,130 健康福祉部

文化芸術連携推進事業費 4,309 県民生活部

陶磁美術館連携情報発信事業費 5,164 県民生活部

外国人旅行者受入環境整備促進事業費 1,452 振興部

国際観光都市機能整備調査費 19,934 振興部

クルーズ船係留施設検討調査費 18,000 建設部

ユニバーサルツーリズム推進事業費 3,172 振興部

県域DMO推進事業費 3,228 振興部

産業空洞化対策減税基金事業費【再掲】 9,836,074 産業労働部

戦略的産業立地推進事業費 5,568 産業労働部

企業誘致推進事業費 1,573 産業労働部

②外資系企業の誘致 外国企業誘致促進事業費 3,593 産業労働部

産学行政連携科学技術推進費 11,335 産業労働部

あいちトリエンナーレ地元芸術大学連携プロジェクト 7,445 県民生活部

②大学等と連携した県内企業への
就職支援

あいちの担い手育成確保推進費【再掲】 22,634 産業労働部

愛知の住みやすさ発信事業費 9,308 政策企画局

ＵＩＪターン推進事業費 41,575 産業労働部

三河山間交流居住推進費 2,800 振興部

やま・ひと・しごと広域連携推進事業費 77,104 振興部

プロフェッショナル人材戦略拠点運営委託事業費 57,233 産業労働部

あいちの担い手育成確保推進費【再掲】 22,634 産業労働部

東三河若者人材確保支援事業費 16,066 産業労働部

愛知のものづくりを支える留学生受入事業費補助金 55,375 政策企画局

留学生就職・地域定着促進事業費 19,340 政策企画局

リニアインパクト関連事業推進費 6,386 振興部

名古屋駅スーパーターミナル化推進費補助金 25,907 振興部

④鳥獣被害対策等の推進

③農林水産業の担い手の確保・育
成

（１）地域ブランドの
構築と効果的な情
報発信

―

（４）海外からの人
材獲得

―

（５）人の流れを支
える社会基盤の整
備・機能強化

（３）ＭＩＣＥの誘致

（２）広域観光の推
進

―

―

１　しごとづくり
（続き）

（４）スポーツ大会を
活用した地域振興

―

（５）文化芸術の創
造・発信

―

（６）受入態勢及び
観光交流拠点機能
の強化、観光人材
の育成

―

３　人の流れ
づくり

（１）企業誘致 ①産業立地の支援

（２）大学等の活性
化

①大学等の資源を生かした地域連
携の促進

②ＵＩＪターン希望者と県内企業の
マッチング支援

①地方移住希望者への支援体制（３）移住・定住の促
進

―

（８）農林水産業の
振興（続き）
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基本目標 具体的な事業 H30当初予算額（千円） 部局具体的な施策

キャリア教育推進事業費 36,482 教育委員会

東三河小中高特連携教育推進事業費 1,430 教育委員会

若年者雇用促進対策費 22,412 産業労働部

正規雇用拡大支援事業費 14,910 産業労働部

①結婚サポートの実施 結婚支援推進事業費 1,748 健康福祉部

母子健康福祉事業費 3,179 健康福祉部

不妊専門相談事業費 4,691 健康福祉部

不妊治療費助成事業費 1,030,260 健康福祉部

周産期医療対策費 11,978 健康福祉部

総合周産期母子医療センター運営費補助金 128,033 健康福祉部

地域周産期母子医療センター運営費補助金 226,992 健康福祉部

周産期母子医療センター整備費補助金 25,425 健康福祉部

分娩取扱施設整備補助金 77,745 健康福祉部

産科医等支援事業費補助金 172,204 健康福祉部

少子化対策推進事業費（はぐみんデー普及啓発事業） 866 健康福祉部

地域子ども・子育て支援事業費補助金(放課後児童ｸﾗﾌﾞ除) 2,120,186 健康福祉部

子どもの学習支援事業費 53,086 健康福祉部

子ども食堂支援事業費 6,197 健康福祉部

施設型教育・保育給付費 13,194,711 健康福祉部

地域型保育給付費負担金 2,081,441 健康福祉部

地域子ども・子育て支援事業費補助金(放課後児童ｸﾗﾌﾞ除)【再掲】 2,120,186 健康福祉部

病児・病後児保育普及促進事業費 1,794 健康福祉部

病児保育施設整備費補助金 20,945 健康福祉部

保育体制強化事業費補助金 51,907 健康福祉部

保育補助者雇上強化事業費補助金 168,745 健康福祉部

地域子ども・子育て支援事業費補助金(放課後児童ｸﾗﾌﾞ) 2,993,556 健康福祉部

放課後児童クラブ整備費補助金 75,820 健康福祉部

放課後子ども教室推進事業費 314,158 教育委員会

第三子保育料無料化等事業費補助金 173,825 健康福祉部

私立幼稚園授業料等軽減補助金 9,029 県民生活部

女性の活躍促進事業費 8,982 県民生活部

女性の活躍中小企業支援事業費 1,503 県民生活部

女性の活躍金融機関連携事業費 5,668 県民生活部

女性の活躍キャリア形成推進事業費 5,548 県民生活部

女性の活躍理系女子応援事業費 3,903 県民生活部

女性の活躍企業応援事業費 3,639 県民生活部

女性農業者活躍支援事業費 3,414 農林水産部

あいち・ウーマノミクス推進事業費 8,092 産業労働部

子育て女性再就職支援事業費 18,657 産業労働部

女性の活躍プロモーション事業費 4,616 県民生活部

女性の活躍企業魅力発信事業費 9,826 県民生活部

仕事と生活の調和推進事業費 17,351 産業労働部

働き方改革推進事業費 32,950 産業労働部

健康長寿あいち推進費 27,802 健康福祉部

健康経営推進企業支援事業費 8,723 健康福祉部

在宅医療連携体制支援事業費 14,719 健康福祉部

医師確保対策費 67,711 健康福祉部

保健医療福祉推進費 19,515 健康福祉部

介護分野外国人就職支援費 30,615 健康福祉部

地域包括ケア推進費 24,632 健康福祉部

あいちオレンジタウン構想推進費 84,742 健康福祉部

高齢者地域福祉推進事業費補助金 108,469 健康福祉部

高齢者雇用安定対策費 9,014 産業労働部

地域労働力確保支援事業費 5,000 産業労働部

就労支援推進事業費 5,470 教育委員会

障害者雇用促進費 940 産業労働部

障害者職業訓練費 339,582 産業労働部

精神・発達障害者雇用促進事業費 6,000 産業労働部

中小企業応援障害者雇用奨励金 28,500 産業労働部

外国人児童生徒教育推進事業費 35,861 教育委員会

外国人生徒等支援員設置事業費 39,090 教育委員会

外国人児童生徒日本語教育推進事業費 14,114 県民生活部

多文化共生社会づくり推進費 12,540 県民生活部

防災協働社会連携推進事業費 5,097 防災局

防災ボランティア活動支援事業費 1,173 防災局

県民総ぐるみ防災訓練推進事業費 3,613 防災局

消防団加入促進事業費 13,916 防災局

（５）行政とＮＰＯ等
との連携、協働

―
県民・ＮＰＯ協働推進費 740 県民生活部

（２）結婚・出産・子
育ての支援

（１）若者の経済的
安定

①キャリア教育の推進

②若者の就労支援

④地域における子ども・子育て支援

⑤保育サービスの充実

②妊娠・出産支援

４　結婚・出
産・子育て環
境づくり

（３）女性の活躍促
進

―

②障害者の就労促進

⑦子育て世帯の経済的負担の軽減

（４）ワーク・ライフ・
バランスの推進

―

⑥放課後児童対策の充実

③周産期医療体制の充実

（３）多文化共生の
推進

―

（４）地域防災の担
い手確保

―

５　暮らしの安
心を支える環
境づくり

（２）全員活躍社会
づくり

①高齢者の就労・社会参加の促進

（１）健康長寿の推
進、医療・介護・福
祉の充実

③地域包括ケアシステムの構築

②地域医療の確保

①健康づくりの支援
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基本目標 具体的な事業 H30当初予算額（千円） 部局具体的な施策

へき地医療対策費補助金 46,802 健康福祉部

過疎バス路線維持費補助金 38,527 振興部

過疎特定バス路線維持費補助金 9,692 振興部

へき地教育振興費補助金 874 教育委員会

新城有教館高等学校整備費 87,050 教育委員会

三河山間交流居住推進費【再掲】 2,800 振興部

やま・ひと・しごと広域連携推進事業費【再掲】 77,104 振興部

山里の魅力創造発信事業費 34,352 振興部

あいちの離島及び周辺地域情報発信事業費 20,000 振興部

東三河「新しい人の流れ」創出事業費 26,856 東三河総局

いいともあいちブランド力強化事業【再掲】 23,348 農林水産部

木材生産流通強化推進費【再掲】 99,019 農林水産部

農作物鳥獣被害防止対策費【再掲】 339,257 農林水産部

東三河地域産業連携推進事業費 4,675 産業労働部

東三河若者人材確保支援事業費【再掲】 16,066 産業労働部

東三河小中高特連携教育推進事業費【再掲】 1,430 教育委員会

都市計画区域マスタープラン策定費 12,474 建設部

空家等対策推進事業費 12,813 建設部

商店街振興費 131,521 産業労働部

商業振興事業費補助金 137,143 産業労働部

あいち公共交通ビジョン推進費 8,300 振興部

リニアインパクト関連事業推進費【再掲】 6,386 振興部

名古屋駅スーパーターミナル化推進費補助金【再掲】 25,907 振興部

南海トラフ地震等対策事業費補助金 200,000 防災局

県立学校情報化推進事業費 753,346 教育委員会

あいち地球温暖化防止戦略費 167,644 環境部

低炭素水素サプライチェーン事業化推進費 4,500 環境部

循環型社会形成推進費 335,384 環境部

あいちエコアクション推進事業費 10,555 環境部

環境学習等行動計画推進費 26,157 環境部

循環型社会形成推進費【再掲】 335,384 環境部

持続可能な未来のあいちの担い手育成事業費 10,478 環境部

インタープリター自然体感推進事業費 8,437 環境部

高校生環境学習推進事業費 6,877 環境部

地産地消推進費 1,209 農林水産部

あいち木づかい活力創造事業費【再掲】 15,560 農林水産部

６次産業化支援事業費【再掲】 96,515 農林水産部

東三河地域連携教育推進事業費 1,644 教育委員会

県有施設長寿命化推進事業費 331,278 総務部

有料道路コンセッションの推進 ― 建設部

①地方分権改革の推進 地方分権・道州制推進費 3,685 政策企画局

③国家戦略特区の指定を踏まえた
展開 国家戦略特区等推進事業費 8,680 政策企画局

（５）地域の自主性・
独自性の発揮

②商店街の活性化

（２）東三河地域に
おける産業人材の
確保

―

（３）持続可能で活
力あるまちづくり

①集約型まちづくりの推進

③公共交通ネットワークの維持・
充実

⑤持続可能なエネルギー社会の
構築

⑥「環境首都あいち」を支える担い
手の育成

⑦地産地消の推進や都市と農山漁
村との交流等を通じた活力ある地
域づくり

⑧公共施設等の適切な維持・管理

④ＩＣＴの利活用による地域活性化

６　活力ある地
域づくり

（１）三河山間地
域、三河湾の島々
及び周辺地域の振
興

③交流居住の促進

④多彩な地域資源を生かした観光
による地域の活性化

⑤地域の特性を生かした農林水産
業の振興

①暮らしの安心を支える環境の
整備
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