資 料 ２

「あいち産業労働ビジョン 2011-2015」の主な取組（例）
【施策の柱１：中小企業力の強化】

【施策の柱２：次世代成長産業の育成・振興】

プロジェクト１ 中小企業底力強化プロジェクト

施策の柱２を横断する取組
○「産業空洞化対策減税基金」に基づく研究開発・立地補助制度の創設（2012 年度）

○「愛知県中小企業振興基本条例」の公布・施行（2012 年 10 月）

・研究開発・実証実験 59 件、7.6 億円［採択実績：次世代自動車 10 件、航空宇宙産業６件、環境・
新エネルギー分野 14 件、情報通信・ロボット分野６件、健康長寿分野５件、特定基盤技術 18 件］
・企業立地 42 件、55.7 億円［採択実績：次世代自動車４件、航空宇宙産業４件など］、合計で、
投資規模 1,144 億円、1 万 1 千人余の雇用維持・拡大の効果を見込む

○融資制度の見直し・充実
・国や自治体からの補助金獲得企業向けのつなぎ融資制度の新設（2012 年４月）
・金融機関等のサポートを受け、経営改善に取り組む中小企業の資金繰りを支援する「経営力強
化資金」の新設（2013 年 1 月）
・「中小企業金融円滑化法」の終了を控え、県内３カ所に金融相談窓口を新設（2013 年３月）、借
換え時の利便性向上に資する融資メニューの拡充（2013 年４月）
・海外展開によって、県内での事業規模や雇用の維持・拡大を目指す中小企業者に向けた「海外
展開支援資金」の創設（2013 年度）
・ユーザーにとってわかりやすい融資メニューへの再編［実績：４資金 18 分類(2010 年度)→４資
金８分類（2013 年度）］（2011、2012 年度）

プロジェクト３ 次世代自動車産業振興プロジェクト
○「あいち自動車産業イノベーションプラン」の策定（2012 年３月）
○「知の拠点重点研究プロジェクト」による次世代自動車コア技術開発の支援
［実績：金型・工具の摩耗低減技術及び CFRP からの炭素繊維回収技術を確立］

○次世代自動車産業分野の人材育成

○「あいち中小企業応援ファンド」に「特別枠」として「モノづくり応援ファンド」を
設置し、地場産業を重点支援（2012 年度）［採択実績：11 件］

実務者向けに「次世代自動車先端技術研修」を開催［実績：2012 年度 ２回開催、受講 38 人］

○「クルマ未来博」の開催（2011 年 11 月、2012 年 11 月）
○「新あいち商店街プラン」の策定（2011 年５月）及び商店街マネージャーの配置

［実績：2011 年度 出展者 123 社・団体 入場者 2.2 万人、2012 年度 出展者 72 社・団体 入場者 1.2 万人］

［実績：2012 年度 豊橋市、一宮市、春日井市、豊川市、刈谷市、豊田市に配置］

○EV・PHV に対する本県独自の自動車税課税免除制度の導入（2012 年度）
○旅客・貨物運送事業者、中小企業等の事業者、自動車リース事業者に対し、低公害車
導入促進補助金を交付［実績：2011 年度 104 件］

プロジェクト２ 中小企業ジャンプアッププロジェクト
○「あいち産業科学技術総合センター」における技術支援

プロジェクト４ 航空宇宙産業振興プロジェクト

従来の産業技術研究所６拠点から、7 拠点体制に再編（2011 年度）

○国の国際総合戦略特区として、
「アジア No.1 航空宇宙産業クラスター形成特区」が指
定を受ける（2011 年 12 月）

［2012 年４～12 月の実績：相談・指導 28,041 件（対前年同期比＋14.3％）、依頼試験 97,687 件（対前年同期比＋32.4％）］

○「あいちシンクロトロン光センター」のオープン（2013 年３月（予定））

○独立行政法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）との航空分野に係る連携協力協定の締結
（2012 年２月）

○新事業展開・販路拡大の支援

○愛知県飛行研究センターの供用開始（2012 年３月）

・専門家派遣による新規・独創的なビジネスプランの事業化支援
［実績：2011 年度 ８社、32 回派遣］
・Amazon、楽天等と連携した販路拡大セミナーの開催
［実績：2012 年度 開催３回、計 412 人参加］

○県営名古屋空港隣接地における民間航空機の生産・整備拠点用地の整備・提供（2013
年度着手予定）
○航空宇宙技術者育成研修の実施（2012 年度）
［実績：初級研修受講者 30 人、５軸加工研修受講者 10 人］

○「あいち中小企業応援ファンド」を活用した支援
・商品開発・販路開拓への支援［実績：2012 年度採択 64 件］
・ファンドの「特別枠」として、
「ものづくりファンド」
［実績：2012 年度採択 11 件］及び「農商
工連携ファンド」［実績：2012 年度採択２件］を設置

○裾野拡大のための航空機部品の認証取得の支援
［実績：2011 年度

JISQ9100 取得３社、Nadcap 取得１社、2012 年度

JISQ9100 取得４社］

○航空宇宙産業関連及び新規参入を目指す中堅・中小企業の販路開拓支援
［実績：2012 年度 セミナー全 6 回、119 企業・173 人参加］

○（公財）あいち産業振興機構に設置した「知財総合支援窓口」における窓口相談・専
門家派遣の実施

○2012 年国際航空宇宙展（JA2012）の開催支援（2012 年 10 月）
［実績：地域の 40 企業 5 団体が 2000 件以上の企業間交流・商談を実施］

［実績：2011 年度 窓口相談 2,511 件、専門家派遣 87 件］
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○国際会議「宇宙技術及び科学のシンポジウム（ISTS）」の開催を支援（2013 年度）

【施策の柱３：グローバル展開への対応・内外交流の拡大】

プロジェクト５ 内需型新産業育成プロジェクト
○環境・新エネルギー産業の育成・振興

プロジェクト７ アジア展開支援プロジェクト

・産学行政で構成する「愛知県新エネルギー産業協議会」において、課題別研究会活動を開催
［実績：2012 年度 太陽光発電利活用研究会(３回)、燃料電池に関する技術研究会(３回)、二次
電池研究会(２回)、熱エネルギー研究会(１回予定)］
・あいち産業科学技術総合センター産業技術センターに設置した「燃料電池トライアルコア」に
おいて、中小企業を技術面から支援
・2015 年度以降における「あいち臨空新エネルギー実証研究エリア」のあり方に関する検討委員
会の開催（2012 年度）
・国の地域活性化総合特区に指定された、豊田市における「次世代エネルギー・モビリティ創造
特区」計画への参画・支援（計画期間：2015 年度まで）
・国のメタンハイドレート海洋産出試験への側面支援（2012 年度）

○アジアとの経済連携及び進出企業の支援
・ベトナムハノイ及び中国江蘇省における県内企業支援の拠点となるサポートデスクの運営（開
設：中国江蘇省 2008 年 12 月、ベトナム 2009 年３月）
・知事が経済界とベトナムを訪問し、経済交流セミナーを開催（2012 年４月）
・タイバンコク都との相互協力に関する覚書の締結（2012 年７月）
・タイバンコクにおける海外情報センターの開設（2014 年度を目標）
・既存の海外情報センター（サンフランシスコ及びパリ）の見直しと（独法）日本貿易振興機構
（JETRO）との連携強化

○県内農産品等のアジア展開支援
・県内農産品及び地場産品のアジアへの販路開拓を目的として、商談会・販売促進会を開催
［実績：2011 年度 香港、2012 年度 上海］
・中国上海における小売店、飲食店等を対象としたマーケティング調査の実施（2011 年度）
・「農林水産業国際競争力強化センター」の設置（2012 年度 東大手庁舎内）

○地域の大学・企業・研究機関のロボット等を対象とした実証実験、実演展示等の支援
［実績：2012 年度 延べ５機関の実証実験を支援、実演展示を４回開催］

○医療・福祉機器分野新規参入の支援
・医療福祉ロボットの展示会の開催 ［実績：2012 年度 890 人参加］
・医療・福祉機器分野への新規参入セミナーの開催［実績：2012 年度 ２回開催

○中国上海市で開催される中国国際工業博覧会への県内企業の出展支援

190 人参加）］

［実績：2011 年度 出展企業 16 社、2012 年度 出展企業 13 社］

プロジェクト６ 企業立地強化プロジェクト

プロジェクト８ 観光客誘致強化プロジェクト

○中京独立戦略本部企業立地 PT の開催（2011 年度）［実績：６回開催］

○中京独立戦略本部観光プロモーション PT の開催（2011 年度）［実績：６回開催］

○「産業立地の基本方針」の改訂（2013 年度を予定）

○名古屋市と連携した「愛知・名古屋観光プロモーション」の実施
［実績：2012 年度 東京 5 月、大阪 2 月、韓国（知事渡航）11 月、台湾２月］

○東京・大阪での企業誘致セミナーの開催

○東アジア４か国・地域を対象とした観光プロモーションの実施

［実績：2011 年度 東京 参加 159 社・団体、大阪 参加 84 社・団体 2012 年度 東京 参加
160 社・団体、大阪 参加 98 社・団体］

・実績：2012 年 11 月～12 月、韓国・ソウルでの観光物産展「あいち観光と食の博覧会」を開催
・韓国第２の都市である釜山市及び中国広東省において、現地旅行会社を対象とした説明会、商
談会を開催（2013 年度）

○企業訪問の実施（2011、2012 年度）
［実績：2011 年度

1,700 社

2012 年度 1,375 社］

○「B-1 グランプリ in 豊川」の開催支援（2012、2013 年度）

○外資系企業 3,200 社に対する意向調査等を通じた本県進出の可能性のある企業の掘り
起こし（2012 年度）

○特産品の創出支援
・ご当地グルメ提供店舗を巡るグルメラリーの実施、ご当地グルメ PR イベントの開催（2012 年度）
・農商工連携ビジネスフェアの開催（2012 年度）
［実績：参加者：729 人 出展者：80 企業・団体］
・マリン・エコラベルの認証取得支援（2012 年度「イカナゴ漁業」）、地域団体商標の登録支援（2012
年度「豊橋うなぎ」）

［実績：県内視察のアレンジ 10 社］

○基盤整備の促進
・豊田・岡崎地区において、研究開発施設用地の造成工事に着手（2012 年度）
・広域幹線道路の開通
新東名高速道路、名古屋第二環状自動車道等の広域幹線道路の整備促進及びこれらと一体と
なった地域の幹線道路ネットワークの強化
［2011 年度実績：名古屋高速道路東海線（木場出入口～東海 JCT）、三遠南信自動車道（鳳来峡
IC～静岡県境）、名豊道路（七根 IC～細谷 IC）、2012 年度：名豊道路（豊川為当 IC～前芝 IC）］
・名古屋港鍋田ふ頭コンテナターミナル第３バース供用開始（2012 年度）
・三河港神野地区多目的国際ターミナルの整備促進（2012 年度）
・衣浦港武豊北ふ頭１号岸壁の耐震化の促進等（2012 年度）

○「おもてなし愛知県民会議」の開催
・県内の観光事業者、観光関係団体、地域住民、自治体の参画するおもてなし県民会議において、
バリアフリーや多言語案内表示の充実など、当地に来訪する旅行客の利便性の向上に向けた情
報交換等を実施
［実績：2012 年度 79 団体 103 名参加］

○イベント・コンベンション等（MICE）の戦略的な誘致

○被災企業に対する支援
・立地サポートデスクにおける相談［実績：2011、2012 年度累計 737 件］
・高度先端産業立地促進補助金（うち、被災企業分）［実績：2012 年度４件］
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・「愛知・名古屋 MICE アクションプラン(仮称)」検討会の開催（2012 年度実績：４回）
・国内唯一の MICE 国際見本市「IME2012」におけるＰＲの実施（2012 年度）
・「持続発展教育（ESD）に関するユネスコ世界会議」(2014 年開催予定)の誘致（2011 年度）
・国際会議「宇宙技術及び科学のシンポジウム（ISTS）」
（2013 年度）の開催支援

【施策の柱４：就労促進に向けた人材対策】

【施策の柱５：生き生きと働ける環境づくり】

プロジェクト９ 就労支援・スキルアッププロジェクト

プロジェクト 11 仕事と生活の調和促進プロジェクト

○産業界、労働界、学校関係者、行政機関が連携した「愛知県新卒者就職支援協議会」
における若年者の就労支援の実施

○労働団体、経済団体、行政等による「あいち仕事と生活の調和行動計画」の協働策定
（2012 年１月）

・求人開拓の実施 ［実績：2012 年度 求人意向のある 41 社のデータをハローワークに提供］
・県内各地での合同企業説明会等の実施 ［実績：2012 年度 大学生向け 31 回、高校生向け９回］

・各主体が、それぞれの立場から、男性の育児休業取得促進、介護休業の取得促進、メンタルヘ
ルス対策の普及、県民の意識改革などに取り組む行動計画を策定

○未就職卒業者を対象として、給料を受けながら研修や職場体験が受けられる「地域人
材育成事業」の実施
［実績：2012 年度 約 500 人］

○｢県内一斉ノー残業デー運動｣を実施（2012 年 11 月）
［実績：1,489 企業・団体の 5,695 事業所、229,074 人が参加登録］

○「ヤング・ジョブ・あいち」における若者就労支援の充実

○愛知県ファミリー・フレンドリー企業制度の普及、優秀企業の表彰

・「愛知わかものハローワーク」の併設（2012 年 10 月）
・キャリアカウンセリングの拡充（2012 年度）

・ファミリー・フレンドリー企業登録の促進［実績：2012 年度 ファミリー・フレンドリー企業登録
数 1,001 社（２月末現在）
］
・ファミリー・フレンドリー企業のうち、優れた取組を実施している企業を、知事が表彰［実績：2012
年度 表彰企業５社］
・愛知県ファミリー・フレンドリー企業専用のホームページをリニューアルし、登録企業の取組を詳
しく紹介（2012 年度）

○工業教育の中核となる総合技術高等学校（仮称）の設置（2015 年開校予定）
○高等技術専門校普通過程職業訓練の充実
・東三河高等技術専門校（2011 年度）及び名古屋高等技術専門校（2012 年度）における「モノづ
くり総合科」の設置
・名古屋高等技術専門校における「建築総合科」の設置（2013 年度）

○ワーク・ライフ・バランス「取組好事例集」の作成・公表（2012 年２月）

○障害者就業・生活支援センターの指定
・県内 12 の障害保健福祉圏域のうち、未指定であった東三河北部圏域（新城市、設楽町、東栄町、
豊根村 2012 年３月）及び尾張中部圏域（北名古屋市、清須市、豊山町 2013 年３月）におい
て、新たに社会福祉法人を障害者就業・生活支援センターとして指定

プロジェクト 1２ 子育てしやすい環境づくりプロジェクト

○離転職者向けの職業訓練の実施

○市町村の保育士配置の支援等による保育サービスの拡充

・高等技術専門校における職業訓練［実績：2012 年度 建築系、造園系、陶磁器等、14 科 650 人］
・専修学校等における職業訓練（委託訓練）
［実績：2012 年度 介護系、事務系、CAD 等、300 科 5,800 人］

［実績：（2012 年４月 1 日での前年比）保育所＋19 施設、定員＋1,953 人、低年齢児保育の定員＋1,919 人］

○放課後子ども教室の拡充［2012 年度実績：32 市町村 248 教室、2013 予定：33 市町村 258 教室］
○「事業所内保育施設先進事例集」の作成・公表（2011 年度）

プロジェクト 10 次世代人材育成プロジェクト

○県民や事業者と一体となった少子化対策の推進

○学校段階ごとのキャリア教育の推進

・子育て家庭、職場、地域全体で子育てを支える県民運動「子育て応援の日（はぐみんデー：毎

・小学校における「夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業」の実施
［実績：2012 年度 名古屋市以外の全市町村各 1 校］
・中学校における職場体験「あいち・出会いと体験の道場」の実施
［実績：2012 年度 名古屋市以外の全公立中学校の生徒約５万人］
・高等学校への社会人講師の派遣
［実績：2011 年度 83 校に 791 人、延べ 1，492 時間派遣］
・県立大学におけるキャリア教育科目及び特別連続講義の開講

月 19 日）」の実施
・子育て家庭優待事業の実施市町村の拡大

○家庭的保育者（保育ママ）を活用した事業所内新保育モデルの調査（2012 年度）
［実績：高浜市及び長久手市で、事業所の意識調査を実施］

・「大学生１日職場体験支援モデル事業」の実施（2012 年度）
［実績：大学生 60 人が県内中小企業 12 社での体験に参加］

○技能五輪全国大会・全国障害者技能競技大会の開催準備
・基本計画の策定（2011 年度）、推進協議会の設立（2012 年度）
、選手の強化・育成、関連イベント
の検討（2013 年度）
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