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「あいち産業労働ビジョン 2011－2015」の政策目標に関する取組の進捗状況 
 
 

 目標値（原則として、2015 年度の達成目標） 計画策定時の状況 進捗状況（2012 年度） 進捗状況（2013 年度） 目標の再設定の考え方 

施策の 

柱１ 

中小企業の製造品出荷額等の全国シェア    10.0％ 8.6%（2009 年） 8.65%（2010 年） 8.34%（2011 年）  

中小企業の経営革新計画の承認数       累計 1,500 件 262 件（2010 年度） 累計 300 件（2012 年度）
148 件（2014 年 2 月末） 

累計 448 件 
 

中小企業等からの知的財産に関する相談件数  2,000 件／年度 1,600 件（2006－10 年度平均）
2,511 件（2011 年度）

4,372 件（2012 年度）
3,364 件（2014 年 2 月末）  

中小企業のワンストップ支援窓口の利用件数  5,000 件／年度 4,000 件（2010 年度） 3,464 件（2011 年度）,4,154 件（2012 年度） 4,069 件（2014 年 2 月末）  

商店街の活性化成功事例           累計 25 件 － 

活性化モデル商店街の指定

4市 6プラン 15 商店街(2012 年度)

同左 

4 市 4プラン 15 商店街(2013 年度) 

累計 8市 10 プラン 30 商店街 

 

施策の 

柱２ 

次世代自動車（HV、PHV、EV、FCV、ｸﾘｰﾝﾃﾞｨｰｾﾞﾙ自動車）の県内新車登録販売の

割合     （今後 10 年以内【2020 年度まで】のできるだけ早期に）50％ 
13％（2009 年度） 20.5％（2011 年度）

28％（2012 年度） 

※HV 以外の環境性能に特に優

れた従来車の数を含む（免税

100％≒HV と仮定し集計） 

 

航空宇宙産業における品質認証取得件数    200 件（再設定済） 49 件（2009 年度まで） 155 件（2012 年度） 142 件（2013 年度）  

新エネルギー実証研究における事業化件数   累計 15 件 3 件（2010 年度まで） 累計 5 件（2012 年度） 累計 5件（2014 年 2 月末）  

ロボット製造業の製造品出荷額等       2,300 億円程度 556 億円（2009 年） 1,034 億円（2010 年） 1,068 億円（2011 年）  

健康長寿産業の製造品出荷額等        １兆円程度 7,500 億円（2009 年） 7,700 億円（2010 年） 7,800 億円（2011 年）  

「知の拠点あいち」重点研究プロジェクトで開発する試作品数又は製品数 

１テーマ当たり 10 件 合計 30 件 
－  4 件（2012 年度） 累計 8件（2013 年度）  

次世代産業における企業立地件数       累計 20 件 12 件（2006－10 年度） 累計 11 件（2012 年度） 累計 23 件（2013 年度） 

近年の立地件数の伸びを加味

した上方修正を行う。 

【新目標：38 件】 

施策の 

柱３ 

新たな国・地域との連携（現行は２か所） 中国江蘇省、ベトナム 
タイバンコク都と相互協力に関す

る覚書締結（2012 年度）

中国広東省と友好交流及び協力

関係を発展させることを合意

（2013 年度） 

 

海外サポートデスクにおける相談件数     100 件／年度 54 件（2010 年度） 46件（2011 年度）,67 件（2012 年度） 31 件（2014 年 2 月末）  

宿泊者数                  延べ 1,500 万人 

［うち東アジア４か国・地域からの宿泊者数 延べ 150 万人］ 
延べ 940 万人（2009 年）

［延べ 38 万人（2009 年）］

延べ 1,087 万人（2011 年）

［延べ 35 万人（2011 年）］

延べ 1,153 万人（2012 年） 

［延べ 45 万人（2012 年）］ 
 

外国版ＨＰのアクセス件数          480 万件 119 万件（2010 年） 85 万件（2011 年）,75 万件（2012 年） 100 万件（2013 年）  

参加者総数 300 人（うち外国人参加者 50 人）以上の国際会議の年間開催件数  

20 件／年 
17 件（2005－09 年平均） 16 件（2011 年） 20 件（2012 年）  

資料３ 
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 目標値（原則として、2015 年度の達成目標） 計画策定時の状況 進捗状況（2012 年度） 進捗状況（2013 年度） 目標の再設定の考え方 

施策の 

柱４ 

若年者（15～34 歳）の失業率     2 ポイント以上の改善 5.9％（2010 年平均） 5.1％（2012 年平均） 4.3％（2013 年平均）  

女性（25～44 歳）の労働力率     3 ポイント以上の上昇 68.4％（2010 年平均） 68.1％（2012 年平均） 69.3％（2013 年平均）  

高齢者（65 歳以上）の労働力率    1 ポイント以上の上昇 23.8％（2010 年平均） 21.6％（2012 年平均） 23.4％（2013 年平均）  

民間企業における障害者の法定雇用率達成  （2020 年）1.8％ 1.63％（2010 年） 1.59％（2011 年）,1.61％（2012 年） 1.68％（2013 年） 

2013 年 4 月から「障害者の雇

用の促進等に関する法律」に基

づき法定雇用率が変更された

ため、目標の再設定を行った。

【新目標：2.0%】 

技能検定合格者数  8,500 人／年度 7,800 人（2005－09 年度平均） 9,282 人（2011 年度）,9,168 人（2012 年度） 9,121 人（2013 年度）  

施策の 

柱５ 

ファミリー・フレンドリー企業の登録数  累計 1,721 社（再設定済） 721 社（2010 年度）
累計 912 社(2011 年度) 

累計 1,007 社(2012 年度) 
累計 1,058 社(2014 年 1 月末) 

年次有給休暇の取得率           （2020 年）80％  47.1％（2010 年推計値） 46.3％（2011 年） 47.4％（2012 年） 

男性の育児休業取得率           （2020 年）13％ 1.2％（2008 年） 1.5％（2011 年） 1.5％（2012 年） 

低年齢児保育の受入児童数 （2014 年度）37,688 人※名古屋市・中核市を含む 32,075 人（2009 年度） 37,261 人（2012 年 4 月 1日現在） 39,325人（2013年4月1日現在） 

現目標は平成 26 年度までの

「あいちはぐみんプラン（平成

21 年度策定）」に基づくもので

あり、来年度の次期計画の策定

時に検討する。 

 


