
2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

(1)
技能五輪全国大会・全国アビリンピックの
開催準備

【技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大
会開催費（一部）】
・2019年度技能五輪全国大会・全国アビリン
ピックの開催
　開催時期　11月15日～18日
　開催場所　愛知県国際展示場始め4市9会場
・2020年度大会実施計画の策定
・推進協議会による選手育成・強化、大会啓発
事業の実施

・4/9記者発表(推進協議会第
3回総会)
・4/19記者発表(助成金)
・7/11記者発表(ボランティア
募集)
［7/12東愛知、7/31毎日掲
載］
・7/26記者発表(100日前イベ
ント)
［8/8中経、8/10毎日掲載］
・9/6記者発表(合同練習会)
・9/18記者発表(お客様役募
集)
・9/19記者発表(結団式)
・11/1記者発表(開幕)
［11/2中日、11/13毎日、
11/16中日・読売・朝日・日
経、11/18日刊工掲載］
・11/13記者発表(知事視察)
［11/14中経・日刊工、11/15
読売・中日・日刊工掲載］
11/18記者発表(成績)
［11/19中日・読売・中経・日
刊工、12/6日経掲載］
・12/10記者発表(結果報告)
［12/18中日掲載、12/18ス
ターキャット放映］

【技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大
会開催費（一部）】
・2020年度技能五輪全国大会・全国アビリン
ピックの開催
　開催時期　11月13日～16日
　開催場所　愛知県国際展示場他
・推進協議会による選手育成・強化支援
・大会啓発事業の実施

790,977 852,425
労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(2)
技能五輪国際大会の招致
国際水準の青年技能者の育成方針を検
討

【技能五輪国際大会招致推進費】
2023年技能五輪国際大会の運営組織である
WSI総会等における招致活動及び招致機運醸
成事業の実施
・技能五輪国際大会招致活動
　WSI総会におけるプレゼンテーション等
・技能五輪国際大会招致機運醸成事業
　シンポジウムの開催等、啓発イベント、展示
会出展等

・5/27記者発表(第4回招致委
員会)
［6/2東愛知、6/3日刊工業、
6/4中日掲載］
・5/29記者発表(シンポジウム
等)
［6/19中日、7/22東愛知、
7/28中日、8/16中日掲載］
・8/22記者発表(開催地決定)
［8/22中日・読売・日経、
8/23中日・毎日・日刊工・東
愛知・岐阜、8/27朝日掲載］
・8/28記者発表(成績)
［8/29中日・朝日・中経・日刊
工、8/31日経、9/3東愛知掲
載］
・9/17記者発表(知事表彰)
［9/18東愛知、9/20中日掲
載］
・10/7記者発表(第5回招致委
員会)

【技能五輪国際大会招致推進費】
2025年技能五輪国際大会の運営組織である
WSI総会等における招致活動及び招致機運
醸成事業の実施
・技能五輪国際大会招致活動
　国際的な技能競技大会やWSI総会等におけ
る招致活動、検証訪問への対応等
・技能五輪国際大会招致機運醸成事業
　国際フォーラムの開催等

42,424 49,769
労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(3)
技能五輪メダリスト等による小中学校等へ
の出前講座

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
 県内小・中学校への出前講座　47校を予定

・19/4/26記者発表(実施校募
集)
・19/7/8記者発表(実施)

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
県内小・中学校への出前講座　45校

3,884 3,884
労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(4) 少年少女技能大会開催費

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
小中学生を対象とした技能大会（アイチータ
杯）の実施
2競技（ロボット製作と制御、木製折り畳み小椅
子の製作）

・19/5/24記者発表(中学生参
加募集)
・19/10/16記者発表(小学生
参加募集)

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
小中学生を対象とした技能大会（アイチータ
杯）の実施
2競技程度

3,899 3,509
労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(5) 愛知県障害者技能競技大会の開催
【技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大
会開催費（一部）】
開催場所　ポリテクセンター中部始め4会場

・19/6/5記者発表(開催)
［19/6/6東愛知掲載］
・19/6/29記者発表(結果)

【技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大
会開催費（一部）】
開催場所　ポリテクセンター中部始め4会場

479 502
労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

モノづくり基盤を支え
る技術者・技能者が
不足

技能五輪あいち大会の成果を生かした技能尊重
の風土づくり

地域をあげて、モノづく
り分野の人材育成をサ
ポートする仕組みづくり
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

(6) 愛知県産業人材育成連携会議の開催 2017年度から休止 - 2017年度から休止 - -
労働局
（産業人材育成
課）

(7) 産業人材育成課の設置 継続 - 継続 - -
労働局
（産業人材育成
課）

(8) 産業人材育成支援センターの設置

【愛知県産業人材育成支援センター事業費】
・産業人材育成連携コーディネーターの派遣
　コーディネート実施件数：231件（12月末）
・あいち経営者人材育成塾の開講
　4回　延べ80人
・地域中小企業人材育成支援事業　5回
・産業人材育成ポータルサイト（ひと育ナビ・あ
いち）の運営
　トップページビュー　10,856件

【あいち経営者人材育成塾】
・19/8/27記者発表
［19/10/31東海日日掲載］

【愛知県産業人材育成支援センター事業費】
・産業人材育成連携コーディネーターの派遣
　コーディネート実施件数　40中小企業等/年
度
・あいち経営者人材育成塾の開講
　4回　20人程度/回
・地域中小企業人材育成支援事業　5回
・産業人材育成ポータルサイト（ひと育ナビ・あ
いち）の運営

9,662 9,845

労働局
（産業人材育成
課）
教育委員会
（高等学校教育
課）
（義務教育課）

(9) 高等技術専門校の再編・整備

【高等技術専門校整備費、施設設備整備費
（一部）】
第6次行革大綱等に基づく高等技術専門校の
再編及び施設整備

名古屋高等技術専門校
・空調設備整備
・機器整備等

-

【高等技術専門校整備費、施設設備整備費
（一部）】
第6次行革大綱等に基づく高等技術専門校の
再編及び施設整備

名古屋高等技術専門校
東三河高等技術専門校
・機器整備等

416,120 1,473,535
労働局
（産業人材育成
課）

岡崎高等技術専門校
・施設整備実施設計
・機器整備等

☆
岡崎高等技術専門校
・施設整備(建替え)開始
　建設期間　2020～2024年度
・機器整備等

・東三河高等技術専門校機器整備等 廃止施設取壊工事等

(10) ノーベル賞受賞者顕彰施設の整備
【ノーベル賞受賞者顕彰施設整備事業費】
2020年度内のオープンに向けて、名古屋市と
共同で施設改修・展示製作を行う。

-

【ノーベル賞受賞者顕彰施設事業費】
名古屋市との共同事業として、ノーベル賞受
賞者顕彰施設を名古屋市科学館地下2階に
整備した上で、開設後の施設運営を行う。

20,591 467,172
経済産業局
（産業科学技術
課）

(11) 科学技術の人材育成
【科学技術人材育成推進費】
・若手研究者奨励事業　1回　2部門
・科学技術普及啓発イベント　1回

【第14回わかしゃち奨励賞】
・19/7/9記者発表
・19/12/9記者発表
【科学大好き！こどもサイエン
スラボ2020】
・20/1/23記者発表

【科学技術人材育成推進費】
・若手研究者奨励事業　1回　2部門
・科学技術普及啓発イベント　1回

3,033 2,983
経済産業局
（産業科学技術
課）

(12)
次世代型のモノづくりに対応した高度な計
測・加工技術の研修をあいち産業科学技
術総合センターで実施

【次世代計測加工技術者養成事業費】
・あいち産業科学技術総合センターにおける
中小企業の技術者等を対象とした技術研修

【金属加工CAE入門/体験講
座】
・19/11/1記者発表
【IoT講習会、IoT実装技術研
修】
・20/1/9記者発表

【次世代計測加工技術者養成事業費】
・あいち産業科学技術総合センターにおける
中小企業の技術者等を対象とした技術研修

4,183 3,615
経済産業局
（産業科学技術
課）

(13) 次世代自動車高度モノづくり人材の育成
【次世代自動車産業振興事業費(一部）】
・次世代自動車先端技術研修　1回

-
【次世代自動車産業振興事業費(一部）】
・次世代自動車先端技術研修　1回

156 172
経済産業局
（産業振興課）
自動車Ｇ

職業訓練・研修の充実

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

地域をあげて、モノづく
り分野の人材育成をサ
ポートする仕組みづくり

モノづくり基盤を支え
る技術者・技能者が
不足

人材育成支援体制の構築
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

(14)
企業ＯＢ人材を始めとした熟練技能者を中
小企業へ派遣

◇

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
・熟練技能者を「あいち技能伝承バンク」に登
録し、「あいち技の伝承士」として中小企業や
工業高校等に講師として派遣
　　実施規模　32団体、172人日（1月末）
・技能実習生の技能検定合格を支援するため
講師を派遣
　　実施規模　5団体、20人日（1月末）

・19/3/25記者発表（派遣先
の募集）
・19/5/23記者発表（派遣先
の決定）
・19/8/7記者発表（派遣先の
追加）

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
・熟練技能者を「あいち技能伝承バンク」に登
録し、「あいち技の伝承士」として中小企業や
工業高校等に講師として派遣
　　実施規模　25団体、175人日
・技能実習生の技能検定合格を支援するため
講師を派遣
　　実施規模　10団体、50人日

5,857 5,384
労働局
（産業人材育成
課）

(15) 高等技術専門校における在職者訓練

【在職者訓練費】
・現在職業に就いている方を対象とした在職者
訓練の拡充(IoT関連訓練の追加、規模の拡
大)
　75科、800人

-

【在職者訓練費】
・現在職業に就いている方を対象とした在職
者訓練の規模・コースをさらに拡充
　115科、1,200人

8,789 12,734
労働局
（産業人材育成
課）

(16)
技能五輪メダリスト等による小中学校等へ
の出前講座

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
 県内小・中学校への出前講座　47校を予定

・19/4/26記者発表(実施校募
集)
・19/7/8記者発表(実施)

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
県内小・中学校への出前講座　45校

3,884
（(3)の再掲）

3,884
（(3)の再掲）

労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(17) 少年少女技能大会開催費

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
小中学生を対象とした技能大会（アイチータ
杯）の実施
2競技（ロボット製作と制御、木製折り畳み小椅
子の製作）

・19/5/24記者発表(中学生参
加募集)
・19/10/16記者発表(小学生
参加募集)

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
小中学生を対象とした技能大会（アイチータ
杯）の実施
2競技程度

3,899
（(4)の再掲）

3,509
（(4)の再掲）

労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(18)
小中学校教員向けモノづくり中小企業見
学ツアーの実施

・愛知県雇用対策協定（2016.8締結）に基づ
き、愛知労働局、教育委員会と連携し、小中学
校の教員向けにモノづくり中小企業見学ツ
アーを実施
　2回　35人（一宮市20人、安城市15人）

・19/8/13記者発表
［19/8/20一宮市ケーブル
TV、19/8/23キャッチネット
ワークTV放映］

・愛知県雇用対策協定（2016.8締結）に基づ
き、愛知労働局、教育委員会と連携し、小中
学校の教員向けにモノづくり中小企業見学ツ
アーを実施
　2回　40人

- -
労働局
（産業人材育成
課）

(19) 航空機産業人材育成研修の実施 - -

☆ 【航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費
(一部）】
国際ビジネスや研究開発等において活躍で
きる高度人材を育成するため、地域の課題や
ニーズを反映した講座を開発・実施

- 5,319
経済産業局
（次世代産業室）
第一Ｇ

【航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費
(一部）】
・航空機産業生産技術・品質保証に係る人材
育成研修　3回　78人

【航空機産業生産技術・品質
保証に係る人材育成研修】
第1回19/10/7、第2回
19/11/18、第3回19/12/9記
者発表

【航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費
(一部）】
社会人・大学生対象の生産技術や品質保証
に関する技術者養成講座の実施
・リカレント講座
・学生対象講座

2,019 1,600
経済産業局
（次世代産業室）
第一Ｇ

【航空宇宙産業販路開拓支援事業費(一部)】
・航空機製造技能者育成講座の活用による人
材育成支援
　受講者 24人〔20日／回〕

-

【航空宇宙産業販路開拓支援事業費負担金
(一部)】
「航空機製造技能者育成講座（構造組立初
級）」を活用した人材育成　18人

6,112 2,882
経済産業局
（次世代産業室）
第一Ｇ

(20)
工業高校生等向けインターンシップの実
施

【航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費
(一部）】
・工業高校生等向けインターンシップ
　1回　20人（3月末実施予定）

-

【航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費
(一部）】
・工業高校生等向けインターンシップ
　1回　40人

165 741
経済産業局
（次世代産業室）
第一Ｇ

特にＩＴ人材の育
成が急務

ＩＴ人材育成体制
の整備

産業ニーズに合ったＩＴ人材の育成、リカレント教育

(21) 高等技術専門校における職業訓練

◇ 【普通課程訓練費】
・IoT人材を育成する「組込みシステム科」を新
設
訓練期間　2年間　定員40人

・18/8/6記者発表 継続
85,065
の一部

86,310
の一部

労働局
（産業人材育成
課）

進路決定前に業界の魅力を発信

航空機産業に係る研修の実施

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

モノづくり基盤を支え
る技術者・技能者が

地域をあげて、モノづく
り分野の人材育成をサ
ポートする仕組みづくり

技能継承の支援

3



2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

特にＩＴ人材の育
成が急務

ＩＴ人材育成体制
の整備

AI・IoT人材育成支援体制の構築

(22) 大学対抗ハッカソンの開催

◇ 【県内大学魅力向上支援事業費（一部）】
本県のIoT人材の質的な底上げを図るととも
に、IoT人材の育成に取り組む本県及び県内
大学の姿勢を全国にアピールすることで、IoT
人材の流出防止や全国からの流入を促すた
め、「モノづくり×AI・IoT」をテーマとした“大学
対抗”のハッカソンを開催

・19/7/1記者発表
［19/7/3東愛知、19/7/28朝
日掲載］
・19/9/2記者発表
［19/9/5東海日日掲載］
・19/9/15イベント終了
［19/9/17中経掲載］

【県内大学魅力向上支援事業費】
本県のIoT人材の質的な底上げを図るととも
に、IoT人材の育成に取り組む本県及び県内
大学の姿勢を全国にアピールすることで、IoT
人材の流出防止や全国からの流入を促すた
め、「モノづくり×AI・IoT」をテーマとした“大学
対抗”のハッカソンを開催

2,816 2,926
政策企画局
（企画課）

企業内IoT人材の育成支援

(23)
IoT導入を検討している県内中小製造業
等の若手・中堅技術者を対象とした講座の
開催

◇ 【IoT活用促進事業費(一部)】
・IoT導入・人材育成支援講座
　15人　1回（7日間）
【ロボット産業クラスター推進事業費（一部）】
・産業用ロボット導入支援講座
　20人　１回（９～12日間）

【IoT導入・人材育成支援講
座】
・19/8/2記者発表
［19/9/5日刊工掲載］
【中小企業向け産業用ロボッ
ト導入支援講座】
・19/7/2記者発表
［19/7/12日刊工掲載］

【IoT・産業用ロボット活用促進事業費】
・IoT・産業用ロボット導入支援講座
　30人　1回（10日間）

8,080 6,535
経済産業局
（次世代産業室）
第二Ｇ

(24) 高等技術専門校における在職者訓練

【在職者訓練費】
・現在職業に就いている方を対象とした在職者
訓練の拡充(IoT関連訓練の追加、規模の拡
大)
　75科、800人

-

【在職者訓練費】
・現在職業に就いている方を対象とした在職
者訓練の規模・コースをさらに拡充
　115科、1,200人

8,789
（(15)の再

掲）

12,734
（(15)の再

掲）

労働局
（産業人材育成
課）

IT体験、教育等の機会の提供

(25) 少年少女技能大会開催費

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
小中学生を対象とした技能大会（アイチータ
杯）の実施
2競技（ロボット製作と制御、木製折り畳み小椅
子の製作）

・19/5/24記者発表(中学生参
加募集)
・19/10/16記者発表(小学生
参加募集)

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
小中学生を対象とした技能大会（アイチータ
杯）の実施
2競技程度

3,899
（(4)の再掲）

3,509
（(4)の再掲）

労働局
（技能五輪・ｱﾋﾞﾘ
ﾝﾋﾟｯｸ推進室）

(26)
小・中・高の発達段階に応じたキャリア教
育

【あいちSTEM教育推進事業費】
・あいちSTEM教育

【あいちSTEM教育推進事業費】
・あいちSTEM教育

 (1)あいちSTEMハイスクールの指定
　　県立高等学校　5校

-
 (1)あいちSTEMハイスクールの指定
　　県立高等学校　5校

 (2)技術、技能の習得を目的とした企業実習
　　工業高校生　40人×10～14日

 (2)技術、技能の習得を目的とした企業実習
　　工業高校生　40人×10～14日

 (3)職業学科にSTEM教材開発支援員を配置
　　農業、工業、商業、家庭の各学科×1人

 (3)職業学科にSTEM教材開発支援員を配置
　　農業、工業、商業、家庭の各学科×1人

 (4)STEM教育の魅力発信  (4)STEM教育の魅力発信

・STEM教育出前講座　小中学生等480人
・航空宇宙STEM教育講座　小中学生等40人
・先端技術STEM教育講座　工業高校生40人
×5日

・STEM教育出前講座　小中学生等480人程
度
・航空宇宙STEM教育講座　小中学生等40人
程度
・先端技術STEM教育講座　工業高校生40人
×5日程度

☆ 【県立工業高校の校名変更と学科再編】
2021年4月から「工業高等学校」等14校を「工
科高等学校」に改称
・理工科、IT工学科など新たな学科等を創設

教育委員会
（高等学校教育
課）

13,035 12,785

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

4



2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

特にＩＴ人材の育
成が急務

ＩＴ人材育成体制
の整備

(27)
「小学校段階におけるプログラミング教育
の在り方」の検討

本県の義務教育振興についての基本的な問
題及び当面する諸問題に関して、研究協議を
行う愛知県義務教育問題研究協議会におい
て、「小学校段階におけるプログラミング教育
の在り方」というテーマで協議を実施
・事例集とサポートブックの作成
・研究実践校による、リーフレットと事例集を参
考にした実践の推進
・県主催の会議やホームページ等による、県内
への実践紹介
・総合教育センターにおける教員向け研修の
実施

［19/6/24教育新聞 愛知県
版掲載】

・愛知県義務教育問題研究協議会における協
議は2019年度で終了したが、作成したリーフ
レット及び事例集については、ホームページ
への掲載を継続
・県内小学校教員に対して、プログラミング教
育の基本的な知識や具体的な授業の進め方
などの習得を図る研修会の実施

229
（義務協）

120
（研究委嘱）

4,570
教育委員会
（義務教育課）

(28) 県内研修機関の研修情報一元化

【愛知県産業人材育成支援センター事業費】
・産業人材育成連携コーディネーターの派遣
　コーディネート実施件数：231件（12月末）
・あいち経営者人材育成塾の開講
　4回　延べ80人
・地域中小企業人材育成支援事業　5回
・産業人材育成ポータルサイト（ひと育ナビ・あ
いち）の運営
　トップページビュー　10,856件

【あいち経営者人材育成塾】
・19/8/27記者発表
［19/10/31東海日日掲載］

【愛知県産業人材育成支援センター事業費】
・産業人材育成連携コーディネーターの派遣
　コーディネート実施件数　40中小企業等/年
度
・あいち経営者人材育成塾の開講
　4回　20人程度/回
・地域中小企業人材育成支援事業　5回
・産業人材育成ポータルサイト（ひと育ナビ・あ
いち）の運営

9,662
（(8)の再掲）

9,845
（(8)の再掲）

労働局
（産業人材育成
課）
教育委員会
（高等学校教育
課）
（義務教育課）

(29)
企業ＯＢ人材を始めとした熟練技能者を中
小企業へ派遣

◇

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
・熟練技能者を「あいち技能伝承バンク」に登
録し、「あいち技の伝承士」として中小企業や
工業高校等に講師として派遣
　　実施規模　32団体、172人日（1月末）
・技能実習生の技能検定合格を支援するため
講師を派遣
　　実施規模　5団体、20人日（1月末）

・19/3/25記者発表（派遣先
の募集）
・19/5/23記者発表（派遣先
の決定）
・19/8/7記者発表（派遣先の
追加）

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
・熟練技能者を「あいち技能伝承バンク」に登
録し、「あいち技の伝承士」として中小企業や
工業高校等に講師として派遣
　　実施規模　25団体、175人日
・技能実習生の技能検定合格を支援するため
講師を派遣
　　実施規模　10団体、50人日

5,857
（(14)の再

掲）

5,384
（(14)の再

掲）

労働局
（産業人材育成
課）

一人あたり生産性の向上

(30) 高等技術専門校における在職者訓練

【在職者訓練費】
・現在職業に就いている方を対象とした在職者
訓練の拡充(IoT関連訓練の追加、規模の拡
大)
　75科、定員800人

-

【在職者訓練費】
・現在職業に就いている方を対象とした在職
者訓練の規模・コースをさらに拡充
　115科、定員1,200人

8,789
（(15)の再

掲）

12,734
（(15)の再

掲）

労働局
（産業人材育成
課）

(31) 日本一の総合工科高校の実現
【公設民営学校管理運営費】
・平成29年4月から愛知県立愛知総合工科高
等学校の専攻科を学校法人名城大学が管理

- 継続 338,934 338,934
教育委員会
（高等学校教育
課）

中小企業は、社内で
の人材育成が困難

中小企業の人材育成を
支援

外部研修の効果的活用

指導者の派遣

早期離職や不安定
雇用の増加、理系人
材の不足

キャリア教育を充実
モノづくり体験の場を拡
大

愛知総合工科高等学校におけるモノづくり人材
の育成
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

36,331 44,313
【キャリア教育推進事業費】
・キャリア教育会議の開催（1回）

【キャリア教育推進事業費】
・キャリア教育会議の開催（1回）

・小・中学校段階
魅力あるあいちキャリアプロジェクト「つなぐ」推
進事業
　（1）キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」（小
学校）
　　　キャリア教育の視点を取入れた体験学習
と振り返り活動を行い、中学校でのキャリア形
成につなげる事業を実施
　　　17市町村

-

・小・中学校段階
魅力あるあいちキャリアプロジェクト「つなぐ」推
進事業
　（1）キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」（小
学校）
　　　キャリア教育の視点を取入れた体験学習
等に取り組むとともに、基礎的・汎用的能力を
育成する事業を実施
　　　37市町村

　（2）キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」（中
学校）
　　　小学校で培ったキャリア形成と職場体験
を核とした3年間のキャリア教育をつなぎ、自己
のキャリア形成を図る事業を実施
　　　県内全公立中学校

　（2）キャリアスクールプロジェクト「つなぐ」（中
学校）
　　　小学校で培ったキャリア形成と職場体験
を核とした3年間のキャリア教育をつなぎ、自己
のキャリア形成を図る事業を実施
　　　県内全公立中学校

　(3)キャリアコミュニティプロジェクト「未来」
　　未来の特色あるあいちの人材育成を図る
キャリア教育のモデル事業を実施
　　　6市町村

　(3)キャリアコミュニティプロジェクト「未来」
　　未来の特色あるあいちの人材育成を図る
キャリア教育のモデル事業を実施
　　　4市町村

・高等学校段階
　（1）インターンシップの実施
　　　　全県立高等学校×5日程度

-

・高等学校段階
　（1）インターンシップの実施
　　　　全県立高等学校×5日程度

　（2）技術、技能の習得を目的とした企業実習
　　　　工業高校(17校)2年生 297人×5日程度

　（2）技術、技能の習得を目的とした企業実習
　　　　工業高校(17校)2年生 297人×5日程度

　（3）産業界で活躍する技術者等が知識、技
能について指導　　　専門高校等　50校

　（3）産業界で活躍する技術者等が知識、技
能について指導　　　専門高校等　49校

　(4)キャリア教育コーディネーターの活用
　　キャリア教育に関する専門的な知識、技術
をもつコーディネーターが、モデル校(16校)で
インターンシップ等の新規受入企業開拓等を
支援

　(4)キャリア教育コーディネーターの活用
　　キャリア教育に関する専門的な知識、技術
をもつコーディネーターが、モデル校(16校)で
インターンシップ等の新規受入企業開拓等を
支援

　(5)GAP教育の専門講座及び指導者養成研
修
 　　農業科・農業系列校　10校

　(5)GAP教育の専門講座及び指導者養成研
修
　　　農業科・農業系列校　11校

☆ 　(6)愛知の産業担い手育成事業の実施
　　ア　農林水産担い手育成講座事業
　　（ア）先端農業技術者育成講座
　　　　安城農林高校(本県最大規模の農業
高校)に最先端の技術設備を導入し、地域、
関係機関と連携した次世代農業にチャレンジ
する人材を育成。
　　（イ）ＧＡＰ認証事業
　　　　GAP認証を取得するプロジェクトを安
城農林高校で実践。
　　（ウ）スマート林業担い手育成事業
　　　　田口高校にスマート林業に関する教育
を取り入れる。
　　（エ）水産業6次産業化担い手育成事業
　　　　商品開発等を通した地元関連機関と
の協働による研究活動を三谷水産高校で推
進。

早期離職や不安定
雇用の増加、理系人
材の不足

キャリア教育を充実
モノづくり体験の場を拡
大

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

教育委員会
（義務教育課）
（高等学校教育
課）
（特別支援教育
課）

キャリア教育の充実

(32)
小・中・高の発達段階に応じたキャリア教
育
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

　イ　地域連携起業家教育事業
　　商業高校8校で商品開発や販売活動を通
した実務的・体験的な学習活動を推進する。

　ウ　グローバル産業人材育成事業
　（ア）グローバルファッション講座事業
　　　家庭科4校において、グローバルに展開
している生活関連企業の担当者等から直接指
導を受ける機会を設定する。
　（イ）グローバル介護人材育成事業
　　　福祉科4校において、福祉系の大学や専
門学校に生徒が出向き、介護現場で導入が
進む介護ロボット等の仕組みや操作方法を学
ぶ。

　エ　ものづくり文化継承講座事業
　　家庭科3校において、繊維産業の見学や
現場実習等を行い、繊維産業を支える人材を
育成する。

・特別支援学校
　(1)職場見学の実施
　　 県立特別支援学校25校（小学部6年）

-

・特別支援学校
　(1)職場見学の実施
　　 県立特別支援学校25校（小学部6年）

  (2)就労準備体験の実施
　　県立特別支援学校25校（中学部3年）

  (2)就労準備体験の実施
　　県立特別支援学校25校（中学部3年）

　(3)地域就労支援ネットワーク事業
　　地域における就労支援体制の強化
 　　 県立特別支援学校（30校）

　(3)地域就労支援ネットワーク事業
　　地域における就労支援体制の強化
 　　 県立特別支援学校（30校）

　(4)新規就労先開拓推進事業
     県立特別支援学校15校

　(4)新規就労先開拓推進事業
     県立特別支援学校15校

【高等学校海外連携推進事業費(一部）】
・専門高校生海外インターンシッププロジェクト
　　　専門高校生8人×8泊10日

-
【高等学校海外連携推進事業費】
・専門高校生海外インターンシッププロジェクト
　　　専門高校生8人×8泊10日

5,009 4,977
教育委員会
（高等学校教育
課）

【あいちSTEM教育推進事業費】
・あいちSTEM教育

【あいちSTEM教育推進事業費】
・あいちSTEM教育

 (1)あいちSTEMハイスクールの指定
　　県立高等学校　5校

 (1)あいちSTEMハイスクールの指定
　　県立高等学校　5校

 (2)技術、技能の習得を目的とした企業実習
　　工業高校生　40人×10～14日

 (2)技術、技能の習得を目的とした企業実習
　　工業高校生　40人×10～14日

 (3)職業学科にSTEM教材開発支援員を配置
　　農業、工業、商業、家庭の各学科×1人

-
 (3)職業学科にSTEM教材開発支援員を配置
　　農業、工業、商業、家庭の各学科×1人

 (4)【地方創生人材育成事業（STEM教育の魅
力発信）】

 (4)STEM教育の魅力発信

・STEM教育出前講座　小中学生等480人
・航空宇宙STEM教育講座　小中学生等40人
・先端技術STEM教育講座　工業高校生40人
×5日

・STEM教育出前講座　小中学生等480人
・航空宇宙STEM教育講座　小中学生等40人
・先端技術STEM教育講座　工業高校生40人
×5日

(33) 工業高校の魅力向上 - -

☆ 【県立工業高校の校名変更と学科再編】
2021年4月から「工業高等学校」等14校を「工
科高等学校」に改称
・理工科、IT工学科、環境科学科など新たな
学科等を創設

- 132,653
教育委員会
（高等学校教育
課）

(34) 産業界のキャリア教育参画の仕組みづくり

・キャリア教育参画のための手引書「中小企業
における人材育成の手引き」を産業人材育成
ポータルサイト（ひと育ナビ・あいち）で情報発
信

-

・キャリア教育参画のための手引書「中小企業
における人材育成の手引き」を産業人材育成
ポータルサイト（ひと育ナビ・あいち）で情報発
信

- -
労働局
（産業人材育成
課）

教育委員会
（高等学校教育
課）

13,035
（(25)の再

掲）

12,785
（(25)の再

掲）

早期離職や不安定
雇用の増加、理系人
材の不足

キャリア教育を充実
モノづくり体験の場を拡
大
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

(35)
小・中学生を対象とした出張発明クラブの
開催

【科学技術人材育成推進費】
・出張発明クラブの開催　5回

・トヨタ産業技術記館開催
19/10/8記者発表
・瀬戸市開催
［19/12/25中経掲載］

【科学技術人材育成推進費】
・出張発明クラブの開催　5回

792 713
経済産業局
（産業科学技術
課）

(36) 県内発明クラブの認知度向上
【愛知の発明の日普及啓発事業費（一部）】
・発明クラブ紹介展の開催　1回

・19/6/24記者発表
［19/7/28毎日、19/8/2中経
掲載］

【愛知の発明の日普及啓発事業費（一部）】
・発明クラブ紹介展の開催　1回

3,638 3,632
経済産業局
（産業科学技術
課）

(37)
中高校生を対象とした科学技術講演会、
実践塾の開催

【科学技術人材育成推進費】
・中高生向けサイエンス実践塾　7回

【サイエンス実践塾出前授業】
・19/6/28記者発表（開催校
の募集）
・19/9/3記者発表（開催校の
決定）

【科学技術人材育成推進費】
・中高生向けサイエンス実践塾　4回

945 727
経済産業局
（産業科学技術
課）

(38)
工業高校自動車科の生徒を対象とした
FCV出前事業の実施

【次世代自動車インフラ整備推進事業費（一
部）】
・FCV専門講座の実施　1回

・19/10/9　記者発表
【次世代自動車インフラ整備推進事業費（一
部）】
・FCV専門講座の実施　4校分

630 249
経済産業局
（産業科学技術
課）

「育成」

（教育・訓練に
より能力を高
める）

モノづくり体験機会の拡充早期離職や不安定
雇用の増加、理系人
材の不足

キャリア教育を充実
モノづくり体験の場を拡
大

8



2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応）

(39)
地域医療介護総合確保基金事業等の福
祉介護人材確保対策の実施

【社会福祉関係職員研修費、福祉人材セン
ター費、福祉・介護人材確保対策費、介護福
祉士等修学資金貸付事業費】
・社会福祉関係職員研修　4,500人
・無料職業紹介所等の運営
・福祉・介護人材の確保対策
・介護福祉士等修学資金等貸付事業

【福祉・介護の就職総合フェ
ア】
・19/5/16記者発表
［19/6/19・21東愛知掲載］
【外国人介護留学生奨学金
等支給支援事業及び外国人
介護留学生学習支援事業】
・19/5/24記者発表
［19/７/3日経掲載］
【あいち介護サポーターバン
ク運営】
・19/6/10記者発表
［19/6/12東海日日、
19/6/16東愛知掲載］
【介護従事者のメンタルヘル
ス研修】
・19/9/2記者発表
【介護の日普及啓発】
・19/10/9記者発表
【福祉・介護の就職総合フェ
ア】
・19/11/25記者発表
［20/1/9中日掲載］
【「介護職」魅力発信DVD・小
冊子作成】
・19/12/23記者発表
［19/12/25中日掲載］

☆

【社会福祉関係職員研修費、福祉人材セン
ター費、福祉・介護人材確保対策費】
・社会福祉関係職員研修　2,500人
・無料職業紹介所等の運営
・福祉・介護人材の確保対策
介護職員相談窓口設置事業
　外国人介護人材受入セミナー開催
　介護人材確保対策連携支援事業費補助金
　外国人介護人材受入施設等環境整備支援
事業費補助金

497,409 479,051
福祉局
（地域福祉課）

(40) 保育人材の確保対策の実施

【保育士・保育所支援センター費、子育て支援
関係職員研修費、保育士修学資金貸付事業
費、保育補助者雇上強化事業費補助金、保育
体制強化事業費補助金、保育士就職促進支
援事業費補助金】
・保育士・保育所支援センターの運営
　マッチング件数：51件
・子育て支援関係職員研修等
・保育士修学資金貸付事業
　貸付人数：65人
・保育補助者雇上強化事業費補助金
・保育体制強化事業費補助金
・保育士就職促進支援事業費補助金

【保育所就職支援フェア(刈
谷)】
・19/12/17記者発表
［20/1/21中日掲載］

【保育士・保育所支援センター費、子育て支援
関係職員研修費、保育士修学資金貸付事業
費、保育補助者雇上強化事業費補助金、保
育体制強化事業費補助金、保育士就職促進
支援事業費補助金】
・保育士・保育所支援センターの運営
・子育て支援関係職員研修費（一部新規）
・保育士修学資金貸付事業（一部新規）
・保育補助者雇上強化事業費補助金
・保育体制強化事業費補助金（一部新規）
・保育士就職促進支援事業費補助金（一部
新規）

422,522 773,572
福祉局
（子育て支援課）

(41)
業界団体、学校、行政の連携による技術
者と学生の交流促進

・イブニングサロンの開催
　建設分野の技術者と学生との交流会
　年4回　参加者114人

【あいち人財力強化プロジェ
クト（インフラクリエイターのた
めのイブニングサロン開催）】
・19/7/17記者発表
［19/7/29日刊建設工業掲
載］
・19/10/2記者発表
［19/11/14日刊建設工業掲
載］

・イブニングサロンの開催
　建設分野の技術者と学生との交流会
　年4回　参加者100人

- -
建設局
（建設企画課）

(42) 高等技術専門校の職業訓練充実
【普通課程訓練費】
・主に学卒者を対象とした訓練　5科190人

-
【普通課程訓練費】
・主に学卒者を対象とした訓練　5科190人

85,065 86,310
労働局
（産業人材育成
課）

人材不足分野の職業訓練を強化

建設、福祉・介護、ＩＴ
等の産業分野では現
場人材の不足が顕
著

人材不足が顕著な産業
分野のマッチングの強
化と魅力発信

介護・保育分野の人材確保

建設分野の魅力発信
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応） (42) 高等技術専門校の職業訓練充実

【離転職者訓練費、雇用セーフティネット対策
訓練費】
・離転職者対象訓練
　  施設内　 10科  　480人
　　委託　　　260科　4,621人

-

【離転職者訓練費、雇用セーフティネット対策
訓練費】
・離転職者対象訓練
　  施設内　 10科  　480人
　　委託　　　262科　4,669人
うち就職氷河期対策として企業実習

　　付きの訓練を拡充
　　　　17科255人→23科345人

1,409,830 1,505,317
労働局
（産業人材育成
課）

(43) 介護分野に対する人材育成の実施
【介護分野外国人就職支援費】
・定住外国人を対象とした雇用型訓練
　15人×6か月

・19/5/20記者発表
【介護分野外国人就職支援費】
・定住外国人を対象とした雇用型訓練
　15人×6月(予定)

31,451 32,191
労働局
（就業促進課）

(44)
国、業界団体と連携した保育分野におけ
る人材確保

・愛知労働局と連携した、福祉人材確保に向
けた取組促進

-
・愛知労働局と連携した、福祉人材確保に向
けた取組促進

- -
福祉局
(子育て支援課）

休日の確保・現場環境の整備

(45)
建設現場における週休2日の確保と現場
環境の整備

【10月末時点】
・完全週休2日制工事の実施　50件
　　発注者指定型　12件、受注者希望型　38件
・誰もが働きやすい現場環境整備工事の実施
　　設計金額が150,000 千円以上の工事　14
件
・快適トイレ設置工事の実施
　　受注者からの協議により設置　12件

-

・完全週休2日制工事の実施
　　発注者指定型、受注者希望型
・誰もが働きやすい現場環境整備工事の実施
　　設計金額が150,000 千円以上の工事
・快適トイレ設置工事の実施
　　受注者からの協議により設置

- -
建設局
（建設企画課）

(46)
中小企業経営者等によるセミナー等を実
施

◇ 【担い手育成確保推進事業費】
・愛知ブランド企業出前講座　9回
・親子就活・中小企業インターンシップ支援の
内容を盛り込んだ「就職に向けたガイドパンフ
レット」の作成

-

【担い手育成確保推進事業費】
・大学職員向け企業見学ツアーの開催
・愛知ブランド企業出前講座　11回
・就職に向けたガイドブックの更新

2,022 2,109

経済産業局
（産業振興課）
労働局
（就業促進課）

(47)
地場産業の企業に対する若者人材の確保
等のための専門家派遣等を実施

【地場産業若者人材確保支援事業費】
・地場産業企業への専門家派遣　5社×4回
・専門家派遣先企業の魅力発信ツールの作成

【専門家派遣先企業の募集】
・19/6/26記者発表

【地場産業若者人材確保支援事業費】
・地場産業企業への専門家派遣　5社×4回
・専門家派遣先企業の魅力発信ツールの作
成

2,037 2,037
経済産業局
（産業振興課）

(48)
小中学校教員向けモノづくり中小企業見
学ツアーの実施

・愛知県雇用対策協定（2016.8締結）に基づ
き、愛知労働局、教育委員会と連携し、小中学
校の教員向けにモノづくり中小企業見学ツ
アーを実施
　2回　35人（一宮市20人、安城市15人）

・19/8/13記者発表
［19/8/20一宮市ケーブル
TV、19/8/23キャッチネット
ワークTV放映］

・愛知県雇用対策協定（2016.8締結）に基づ
き、愛知労働局、教育委員会と連携し、小中
学校の教員向けにモノづくり中小企業見学ツ
アーを実施
　2回　40人

（(18)の再
掲）

（(18)の再
掲）

労働局
（産業人材育成
課）

(49)
新卒者ミニ説明会、愛知ブランド企業説明
会などきめ細かなマッチングを実施

事業休止 - 廃止 327 0
労働局
（就業促進課）

(50)
プロフェッショナル人材マネージャーによる
人材ニーズのマッチング

【プロフェッショナル人材戦略拠点運営委託事
業費】
・プロフェッショナル人材戦略拠点の運営

・19/6/20記者発表
【プロフェッショナル人材戦略拠点運営委託事
業費】
・プロフェッショナル人材戦略拠点の運営

58,256 68,338
労働局
（就業促進課）

(51)
首都圏を始めとした県外人材の地域への
還流促進

【UIJターン促進事業費】
・首都圏及び関西圏等県外からのＵＩＪターンを
一層促進するため、東京と名古屋であいちＵＩＪ
ターン支援センターを運営

・19/8/6記者発表（人材活用
支援セミナー参加者募集）
・19/9/26記者発表（就活
フォーラム参加者募集）
［19/8/20中経掲載］

【UIJターン促進事業費】
・首都圏及び関西圏等県外からのＵＩＪターン
を一層促進するため、東京と名古屋であいち
ＵＩＪターン支援センターを運営

42,342 41,642
労働局
（就業促進課）

建設、福祉・介護、ＩＴ
等の産業分野では現
場人材の不足が顕
著

人材不足が顕著な産業
分野のマッチングの強
化と魅力発信

人材不足分野の業界団体による処遇改善の取
組促進

中小企業では必要な
人材が確保できない

中小企業の若年者確
保を支援

中小企業の魅力発信

中小企業マッチング強化

地域の魅力発信とＵＩＪターン人材への就労支援

10



2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応）

(51)
首都圏を始めとした県外人材の地域への
還流促進

◇
【首都圏人材確保支援事業費】
・中小企業の求人情報を掲載するサイトの運
営
・サイト掲載の対象求人に就業した東京圏か
らの移住者への支援金支給

・19/5/31記者発表（マッチン
グサイト掲載法人募集）
・19/8/26記者発表（移住支
援事業に美浜町参加）

［19/6/1東日、東愛知
19/6/21日経
19/7/11日経
19/8/27東愛知
19/10/5日経掲載］

【首都圏人材確保支援事業費】
・中小企業の求人情報を掲載するサイトの運
営
・サイト掲載の対象求人に就業した東京圏から
の移住者への支援金支給

44,594 37,845
労働局
（就業促進課）

(52) 東三河地域の人材確保

【若年者雇用促進対策費（東三河若者人材確
保支援事業費）】
企業研究活動支援事業
　・東三河の魅力企業スタディープログラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12回　864人
　・親子で考える就活事情ワークショップ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3回　57人
新卒・転職者ＵＩＪターン支援事業
　・東三河のステキ企業発見フェア　0回
　・人材確保・定着支援セミナー　　 2回　34人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1月末）

・19/ 9/10記者発表
・19/ 9/25記者発表
・19/10/30記者発表
・19/11/6記者発表
・19/11/7記者発表
・19/12/6記者発表
・19/12/11記者発表

［19/ 7 /3中日
19/10/24中日
19/11/19東日、東愛知
19/11/26東愛知
19/11/27中日
19/12/12中日
19/12/29東愛知
20/ 1/ 7中日掲載］

【若年者雇用促進対策費（東三河若者人材確
保支援事業費）】
企業研究活動支援事業
　・東三河の魅力企業スタディープログラム
15回
　・親子で考える就活事情ワークショップ　1回
新卒・転職者ＵＩＪターン支援事業
　・東三河のステキ企業発見フェア　1回
　・人材確保・定着支援セミナー　2回

14,446 14,300
労働局
（就業促進課）

(53) 愛知の住みやすさの発信

【愛知の住みやすさ発信事業費】
・学生向け民間情報サイトへの広告記事掲載
（1サイトへ掲載）
・若年女性・ファミリー向け民間情報サイトへの
広告記事掲載（各１サイトへ掲載）
・東京圏在住の若年女性・ファミリー層向けPR
イベント（若年女性向け：8月・40人参加、ファミ
リー層向け：10月・大人56人、子ども20人参加）
・SNSを活用した情報の発信・拡散
・パンフレットの改訂

【ＰＲイベント】
・19/6/28記者発表
［19/7/18東愛知掲載］
・19/9/20記者発表
【ＳＮＳ】
・19/7/3記者発表
［19/7/11東愛知掲載］
・20/1/16記者発表
［20/1/23中日掲載］
【広告記事掲載】
・19/8/7記者発表
［19/8/8東愛知掲載］
・19/11/5記者発表
・19/11/22記者発表

【愛知の住みやすさ発信事業費】
・学生向け民間情報サイトへの広告記事掲載
・若年女性・ファミリー向け民間情報サイトへの
広告記事掲載
・東京圏在住の若年女性向けPRイベント
・SNSを活用した情報の発信・拡散
・パンフレットの改訂

9,142 8,604
政策企画局
（企画課）

(54)
国、経済団体、大学等と連携した職場体
験・インターンシップの促進

【愛知県産業人材育成支援センター事業費】
・産業人材育成連携コーディネーターの派遣
　コーディネート実施件数：231件（12月末）
・あいち経営者人材育成塾の開講
　4回　延べ80人
・地域中小企業人材育成支援事業　5回
・産業人材育成ポータルサイト（ひと育ナビ・あ
いち）の運営
　トップページビュー　10,856件

【あいち経営者人材育成塾】
・19/8/27記者発表
［19/10/31東海日日掲載］

【愛知県産業人材育成支援センター事業費】
・産業人材育成連携コーディネーターの派遣
　コーディネート実施件数　40中小企業等/年
度
・あいち経営者人材育成塾の開講
　4回　20人程度/回
・地域中小企業人材育成支援事業　5回
・産業人材育成ポータルサイト（ひと育ナビ・あ
いち）の運営

9,662
（(8)の再掲）

9,845
（(8)の再掲）

労働局
（産業人材育成
課）
教育委員会
（高等学校教育
課）
（義務教育課）

就職氷河期世代
への支援

(55) 就職氷河期世代の就職支援 - -

☆ 【就職氷河期世代就職支援事業費】
　・就職支援講座の開催
　・県内企業での職場実習の実施
　・企業向けセミナーの開催
　・限定面接会の開催

- 28,944
労働局
（就業促進課）

中小企業では必要な
人材が確保できない

中小企業の若年者確
保を支援

就職氷河期世代
の安定的な雇用
の確保が必要

就職支援、職業訓練の実施、職場定着支援

職場体験・インターンシップの促進
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応）

就職氷河期世代
の安定的な雇用
の確保が必要

就職氷河期世代
への支援

(56) 高等技術専門校の職業訓練充実

【離転職者訓練費、雇用セーフティネット対策
訓練費】
・離転職者対象訓練
　  施設内　 10科  　480人
　　委託　　　260科　4,621人

-

【離転職者訓練費、雇用セーフティネット対策
訓練費】
・離転職者対象訓練
　  施設内　 10科  　480人
　　委託　　　262科　4,669人
うち就職氷河期対策として企業実習

　　付きの訓練を拡充
　　　　17科255人→23科345人

1,409,830
（(42)の再掲

1,505,317
（(42)の再

掲）

労働局
（産業人材育成
課）

(57)
国、就労支援機関等と連携した支援体制
の整備

【若年者雇用促進対策費】
・ヤング・ジョブ・あいちの運営
・若年者の就業支援

-
【若年者雇用促進対策費】
・ヤング・ジョブ・あいちの運営
・若年者の就業支援

18,833 19,486
労働局
（就業促進課）

(58) 企業における職場定着の取組の支援

【若者職場定着支援事業費】
・若者職場定着サポーター養成支援講座の開
催
　2回　180人
・若手社員・中途採用者向けオリエンテーリン
グセミナーの開催
　1回　50人
・定着取組モデルの創出・シンポジウムの開催
　　アドバイザー派遣　13回
　　シンポジウム　1回　100人予定

-

【若者職場定着支援事業費】
・若者職場定着サポーター養成支援講座の開
催
　2回　　70人／回
・若手社員向けセミナーの開催
　2回（35歳未満・35～45歳未満）　30人／回
・シンポジウムの開催
　1回　100人

5,092 5,000
労働局
（労働福祉課）

(59)
国、就労支援機関等と連携した支援体制
の整備

【労働総合支援事業費】
・「あいち労働総合支援フロア」における各種
相談・支援

-
【労働総合支援事業費】
・「あいち労働総合支援フロア」における各種
相談・支援

188,463 186,805
労働局
（労働福祉課）

【若年者雇用促進対策費】
・ヤング・ジョブ・あいちの運営
・若年者の就業支援

-
【若年者雇用促進対策費】
・ヤング・ジョブ・あいちの運営
・若年者の就業支援

18,833
（(57)の再掲

19,486
（(57)の再

掲）

労働局
（就業促進課）

【働き方改革推進キャラバン推進費】
経済団体、労働団体等と一体となり、働き方改
革の社会的気運の醸成を図るとともに、企業の
取組を支援する。
・キックオフイベント　1回
　街頭啓発活動　3回
・サミットの開催　1回　定員200人（2/18（火））
・サポートセミナーの開催
　　講師派遣型　26回　942人
　　集合型　4回中3回開催　129人（2/14（金））

【キックオフイベント】
・19/6/24記者発表
［19/6/29東愛知、中日掲
載］

【街頭啓発活動】
・19/11/8記者発表
［19/11/18東愛知掲載
19/11/20CBC、キャッチネッ
トワーク放映、
19/11/22愛三時報掲載］

【集合型】
［19/10/24東海日日
19/12/26東愛知掲載］

【働き方改革推進キャラバン推進費】
経済団体、労働団体等と一体となり、働き方改
革の社会的気運の醸成を図るとともに、企業
の取組を支援
・キックオフイベント　1回
　街頭啓発活動　3回
・サミットの開催　1回　230人
・サポートセミナーの開催
　　講師派遣型　30回　600人
　　集合型　3回　120人

14,816 14,870
労働局
（労働福祉課）

女性、高齢者、障害
者、外国人などの活
躍促進が必要

それぞれの特性に応じ
た就労支援を実施

雇用促進・就労支援体制の整備
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

(60)
女性の活躍や雇用拡大を通じた産業の振
興

【あいち・ウーマノミクス推進事業費】
・あいち・ウーマノミクス研究会開催
　女性雇用促進会議1回／年
・業界団体連携女性活躍促進支援事業
・女性起業家育成・促進事業
　女性起業家支援プログラムの実施

【研究会】
・20/2/5　記者発表
【業界団体連携】
・20/1/6、1/31　記者発表
［20/1/22中日、20/1/25中
経掲載］
【女性起業家育成・促進事
業】
あいち女性起業支援セミナー
・19/6/10　記者発表
［19/6/26中経掲載］

支援プログラム
・19/7/8　記者発表
［19/7/9　日経、19/7/10　東
愛知掲載］
・19/10/30　記者発表
［19/11/15　日刊工掲載］
・20/1/17　記者発表

【あいち・ウーマノミクス推進事業費】
・あいち・ウーマノミクス研究会開催
　女性雇用促進会議1回／年
・業界団体連携女性活躍促進支援事業
・女性起業家育成・促進事業
　女性起業家支援プログラムの実施

7,286 7,002
経済産業局
（産業政策課）

(61) 子育て女性等の再就職を支援

【子育て女性再就職支援事業費】
・あいち子育て女性再就職サポートセンター
（ママ・ジョブ・あいち）の運営及びセミナー等
開催
 相談・カウンセリング
 出張相談　県内33回（12月末）
ワークショップ　16回、参加者83人（12月末）
就職説明会　2回（12/13（金）、2/21(金)）
職場実習　5回、参加者53人（12月末）
就職支援セミナー　1回（2/8（土））

【職場実習】
［19/6/9中日掲載］

【ワークショップ】
［19/12/10中日掲載］

【就職説明会】
［19/12/13テレビ愛知放映
19/12/14中日掲載］

【子育て女性再就職支援事業費】
・あいち子育て女性再就職サポートセンター
（ママ・ジョブ・あいち）の運営及びセミナー等
開催
 相談・カウンセリング
 出張相談　県内30回
ワークショップ　16回、定員10人/回
就職説明会　2回
職場復帰・再就職準備セミナー　6回、定員10
人/回
職場実習・見学会　6回、定員5人/回
就職支援セミナー　1回、規模50人/回

24,487 24,440
労働局
（労働福祉課）

◇ 【地域労働力確保支援事業費】
対象を女性に拡大
・女性・高年齢者就職面接会
　3回　31社　89人（12月末）

・19/9/30記者発表
・19/10/31記者発表

【地域労働力確保支援事業費】
・女性・高年齢者就職面接会
　3回　30社　60人

4,002 3,614
労働局
（就業促進課）

(62) 外国人家事支援人材の活用

【地域雇用対策費（一部）】
「家事支援外国人受入事業」の実施
・第三者管理協議会の運営
・特定機関の募集･認定

・19/4/24記者発表

【地域雇用対策費（一部）】
「家事支援外国人受入事業」の実施
・第三者管理協議会の運営
・特定機関の募集･認定

252 396
労働局
（就業促進課）

(63) 中高年齢離職者の再就職支援
【中高年齢者雇用促進対策費（一部）】
・中高年齢離職者再就職支援セミナーの開催
　7回　143人

・19/4/23記者発表
・19/8/23記者発表
［19/8/25東日掲載］

【中高年齢者雇用促進対策費（一部）】
・中高年齢離職者再就職支援セミナーの開催
　7回　165人

389 389
労働局
（就業促進課）

(64)
【中高年齢者雇用促進対策費（一部）】
・高年齢者雇用推進セミナーの開催　410人

・19/8/26記者発表
［19/9/5中経
19/10/11中日掲載］

【中高年齢者雇用促進対策費（一部）】
・高年齢者雇用推進セミナーの開催　700人

143 143
労働局
（就業促進課）

(65)

◇ 【地域労働力確保支援事業費】
対象を女性に拡大
・女性・高年齢者就職面接会
　3回　31社　89人（12月末）

・19/9/30記者発表
・19/10/31記者発表

【地域労働力確保支援事業費】
・女性・高年齢者就職面接会
　3回　30社　60人

4,002 3,614
労働局
（就業促進課）

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応）

高年齢者の雇用促進

高齢者の活躍促進

継続雇用制度の導入の促進

女性の活躍促進それぞれの特性に応じ
た就労支援を実施

女性、高齢者、障害
者、外国人などの活
躍促進が必要
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

(66) 障害者の雇用促進、就労支援
◇ 【障害者就労支援事業費（一部）】
・あいち障害者雇用総合サポートデスクの運
営

【障害者就労支援事業費（一部）】
・あいち障害者雇用総合サポートデスクの運営

26,691 30,030
労働局
（就業促進課）

デスク利用件数　2,114件（12月末）
職場定着指導実施件数　173件（12月末）

(67)
障害者福祉施設職員等を対象とした就労
支援者養成研修

【障害者就労支援事業費（一部）】
・就労支援者養成研修　7日　38人

-
【障害者就労支援事業費（一部）】
・就労支援者養成研修　6日以上　30人以上

733 994
労働局
（就業促進課）

(68) 精神障害者の就労定着支援

◇ 【精神障害者就労定着支援事業費】
・就職面接会　2回　60社　98人
・雇用企業アンケート調査

-

【精神障害者就労定着支援事業費】
・就職面接会　1回　30社　50人
・雇用企業ヒアリング調査

5,499 4,952
労働局
（就業促進課）

(69) 高等技術専門校における職業訓練

【障害者職業訓練費】
・愛知障害者職業能力開発校における職業訓
練
　　5科　125人
・委託訓練　51科　250人
・知的障害者向け職業訓練の実施（名古屋、
岡崎）　　2科　20人

-
☆

【障害者職業訓練費】
・愛知障害者職業能力開発校における職業訓
練
精神・発達障害者向けの専科（ワークサ

　　ポート科・就業支援科）を新設
　　6科　125人
・委託訓練　51科　250人
・知的障害者向け職業訓練の実施（名古屋、
岡崎）　　2科　20人

332,238 350,010
労働局
（産業人材育成
課）

(70)
特別支援学校高等部卒業生の就労支援
推進

【就労支援推進事業費】
・就労アドバイザーの配置
  就労先の開拓を担当するアドバイザーを拠
点校3校に各1人配置

-

【就労支援推進事業費】
・就労アドバイザーの配置
  就労先の開拓を担当するアドバイザーを拠
点校3校に各1人配置

8,228 9,406
教育委員会
（特別支援教育
課）

(71)
在留資格を持つ外国人労働者の雇用促
進

◇ 【外国人雇用促進事業費】
定住外国人の雇用促進
　・雇用マニュアルの作成
　・セミナーの開催　4回　156人
　・就職面接会の開催　4回　70社　258人
　・コンサルタントの派遣　22件
　　　（12月末）

・19/6/28記者発表
・19/9/12記者発表
［19/7/1時事通信
19/7/6中経
19/7/10日刊工
19/10/31中経
19/11/19中経
19/11/26中経掲載］

【外国人雇用促進事業費】
定住外国人の雇用促進
　・外国人雇用に関する相談窓口の開設
　・コンサルタントの派遣　20件
　・セミナーの開催　3回　200人
　・就職面接会の開催　3回　80社　160人

13,638 13,436
労働局
（就業促進課）

【介護分野外国人就職支援費】
・定住外国人を対象とした雇用型訓練
　15人×6月

・19/5/20記者発表
【介護分野外国人就職支援費】
・定住外国人を対象とした雇用型訓練
　15人×6月(予定)

31,451
（(43)の再

掲）

32,191
（(43)の再

掲）

労働局
（就業促進課）

(72) 留学生の定着・活躍促進

【留学生地域定着・活躍促進事業費】
・企業向けセミナー（6回）
・企業向け留学生雇用啓発パンフレット修正
・留学生インターンシップ（参加：留学生189
人・企業88社）
・企業見学ツアー（3回）
・企業と留学生の交流会（3回）
・帰国留学生の活用調査　の実施

【企業と留学生の交流会】
・19/10/2記者発表
［19/10/11中経、19/10/13
中日、20/01/30中日（東三
河）掲載］

【留学生地域定着・活躍促進事業費】
・企業向けセミナー
・企業向け留学生雇用啓発パンフレット作成
・留学生インターンシップ（国内・海外）
・企業見学ツアー
・企業と留学生の交流会
・就活フォローアップ講座　の実施

37,434 39,992
政策企画局
（国際課）

(73)
愛知のものづくりを支える留学生の受入れ
支援

【愛知のものづくりを支える留学生受入事業費
補助金】
・本県企業が多数進出するアジア地域から技
術系を中心とした留学生の受入れ支援（生活
費、授業料等）　5人

-

【愛知のものづくりを支える留学生受入事業費
補助金】
・本県企業が多数進出するアジア地域から技
術系を中心とした留学生の受入れ支援（生活
費、授業料等）　5人

43,695 31,605
政策企画局
（国際課）

障害者の活躍促進

外国人材の受け
入れ拡大

定住外国人の雇用促進

女性、高齢者、障害
者、外国人などの活
躍促進が必要

・19/5/17記者発表
［19/5/20東愛知
19/5/27読売
19/5/28中日
19/6/6日刊工掲載］

留学生の定着・活躍促進

それぞれの特性に応じ
た就労支援を実施

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応）
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2019年度取組状況・実績（1月末）
←個別事業の記者発表及び
新聞等掲載状況

2020年度取組内容

産業人材育成・確保促進プロジェクトチーム年度別・取組課題別関連施策（人財力強化プロジェクト施策）

「育成」・「確
保」の別

課題 取組の方向性 検討事項等

【事業名・具体的な取組内容】 事業費（千円）

担当局（課室）（◇：2019年度新規、☆：2020年度新規）
2019年度
当初

2020年度
当初

(74)
創業人材等の多様な外国人の受入れ促
進
（外国人創業活動促進事業等）

【創業・ベンチャー企業支援事業費（一部）】
国家戦略特区の規制改革メニューの１つであ
る「外国人創業活動促進事業等」を実施し、県
内での外国人の創業を促進
・外国人からの創業活動計画の確認申請受付
・創業活動計画の進捗状況確認

-

【スタートアップ企業創出・育成事業費（一
部）】
国家戦略特区の規制改革メニューの１つであ
る「外国人創業活動促進事業等」を実施し、県
内での外国人の創業を促進
・外国人からの創業活動計画の確認申請受付
・創業活動計画の進捗状況確認

1,825 1,554
経済産業局
（中小企業金融
課）

(75)
受入環境整備支援に係る補助事業の実
施

【福祉・介護人材確保対策費】
・外国人介護福祉士候補者受入施設学習支
援事業

【外国人介護留学生奨学金
等支給支援事業及び外国人
介護留学生学習支援事業】
・19/5/24記者発表
［19/7/3日経掲載］

【福祉・介護人材確保対策費】
・外国人介護留学生学習支援事業
・外国人介護留学生奨学金等支給支援事業
・外国人介護人材技能向上研修事業
・外国人介護 福祉士候補者受入施設学習支
援事業

136,623
（(39)の再

掲）

145,077
（(39)の再

掲）

福祉局
（地域福祉課）

◇ ・外国人介護留学生学習支援事業
・外国人介護留学生奨学金等支給支援事業
・外国人介護人材技能向上研修事業

☆ ・外国人介護人材受入セミナー開催
・外国人介護人材受入施設等環境整備支援
事業費補助金

(76) 外国人家事支援人材の活用

【地域雇用対策費（一部）】
「家事支援外国人受入事業」の実施
・第三者管理協議会の運営
・特定機関の募集･認定

・19/4/24記者発表

【地域雇用対策費（一部）】
「家事支援外国人受入事業」の実施
・第三者管理協議会の運営
・特定機関の募集･認定

252
((62)の再掲)

396
((62)の再掲)

労働局
（就業促進課）

(77)
企業ＯＢ人材を始めとした熟練技能者を中
小企業へ派遣

◇

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
・熟練技能者を「あいち技能伝承バンク」に登
録し、「あいち技の伝承士」として中小企業や
工業高校等に講師として派遣
　　実施規模　32団体、172人日（1月末）
・技能実習生の技能検定合格を支援するため
講師を派遣
　　実施規模　5団体、20人日（1月末）

・19/3/25記者発表（派遣先
の募集）
・19/5/23記者発表（派遣先
の決定）
・19/8/7記者発表（派遣先の
追加）

【愛知の担い手育成確保推進費（一部）】
・熟練技能者を「あいち技能伝承バンク」に登
録し、「あいち技の伝承士」として中小企業や
工業高校等に講師として派遣
　　実施規模　25団体、175人日
・技能実習生の技能検定合格を支援するため
講師を派遣
　　実施規模　10団体、50人日

5,857
（(14)の再

掲）

5,384
（(14)の再

掲）

労働局
（産業人材育成
課）

「確保」

（雇用を増や
し、人材不足
に対応）

女性、高齢者、障害
者、外国人などの活
躍促進が必要

外国人材の受け
入れ拡大

専門・技能人材等の受入れ
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