
基本目標 具体的な事業 2020当初予算額（千円） 担当

次世代自動車産業振興事業費 3,473 経済産業局

次世代自動車インフラ整備推進事業費 4,845 経済産業局

あいち自動車環境戦略費 336,249 環境局

水素ステーション整備促進事業費 1,180,095 経済産業局

自動車安全技術推進事業費 2,447 経済産業局

自動運転社会実装推進事業費 48,988 経済産業局

高度道路交通システム推進費 2,053 都市整備局

②航空宇宙産業の育成・振興 航空宇宙産業振興事業費 3,251 経済産業局

航空宇宙産業国際競争力強化促進事業費 11,981 経済産業局

航空宇宙産業販路開拓支援事業費負担金 26,495 経済産業局

あいち航空ミュージアム展示物設置費 17,180 建設局

あいち航空ミュージアム管理運営委託費 61,465 建設局

③ロボット産業の育成・振興 ロボット産業クラスター推進事業費 10,487 経済産業局

介護・リハビリ支援ロボット社会実装推進事業費 12,222 経済産業局

無人飛行ロボット社会実装推進事業費 10,100 経済産業局

サービスロボット社会実装推進事業費 34,006 経済産業局

ワールドロボットサミット・ロボカップアジアパシフィック大会開催
費

370,000 経済産業局

④健康長寿産業の育成 健康長寿産業振興事業費 4,820 経済産業局

新エネルギー実証研究エリア管理運営事業費 6,027 経済産業局

水素エネルギー産業社会形成パイロット事業費 16,159 経済産業局

スタートアップ支援拠点整備事業費 181,807 経済産業局

あいちスタートアップ推進事業費 524,581 経済産業局

②ＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータの活用促
進

ＩｏＴ・産業用ロボット活用促進事業費 15,318 経済産業局

知の拠点あいち推進費 1,533,065 経済産業局

産業空洞化対策減税基金事業費 8,953,840 経済産業局

科学技術人材育成推進費 4,423 経済産業局

中小企業総合支援事業費補助金 447,855 経済産業局

中小企業金融対策貸付金 179,400,000 経済産業局

あいちモノづくりネットワーク構築支援事業費 4,854 経済産業局

自動車部品メーカー新分野進出支援事業費 4,000 経済産業局

知的財産戦略活用促進事業費 5,798 経済産業局

窯業繊維産業振興事業費 7,504 経済産業局

伝統工芸産業振興事業費 3,771 経済産業局

あいちの酒需要拡大促進事業費 4,458 経済産業局

②事業承継の支援 中小企業総合支援事業費補助金【再掲】 447,855 経済産業局

海外産業情報センター運営費 87,167 経済産業局

アジア経済連携推進事業費 28,793 経済産業局

（４）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 3,666 経済産業局

アジア経済連携推進事業費【再掲】 28,793 経済産業局

基本協定等提携交流事業費 54,710 政策企画局

友好提携40周年記念事業費 39,625 政策企画局

愛知県産業人材育成支援センター事業費 9,845 労働局

あいちの担い手育成確保推進費 14,886 労働局

科学技術人材育成推進費【再掲】 4,423 経済産業局

地場産業若者人材確保支援事業費 2,037 経済産業局

技能競技大会費 902,696 労働局

あいちＳＴＥＭ教育推進事業費 12,785 教育委員会

公設民営学校管理事業費 338,934 教育委員会

科学技術人材育成推進費【再掲】 4,423 経済産業局

愛知の発明の日普及啓発事業費 5,029 経済産業局

ノーベル賞受賞者顕彰施設事業費 467,172 経済産業局

あいちグローバル人材育成事業費 71,407 教育委員会

高等学校海外連携推進事業費 4,977 教育委員会

友好提携交流事業費 12,219 政策企画局

６次産業化支援事業費 421,414 農業水産局

あいちの農林水産物輸出拡大戦略事業費 8,251 農業水産局

いいともあいちブランド力強化事業費 16,248 農業水産局

あいちの農林水産物魅力発信事業費 6,290 農業水産局

産地直売所交流機能高度化推進費 5,244 農業水産局

花の王国あいち需要拡大推進事業費負担金 5,150 農業水産局

あいち花マルシェ開催費負担金 7,500 農業水産局

あいち型植物工場高度化推進事業費 9,000 農業水産局

スマート農業実証推進事業費 8,387 農業水産局

次世代技術活用水田農業強化事業費 8,974 農業水産局

あいちのスマート林業推進事業費 25,930 農林基盤局

（２）イノベーション
の促進

②科学技術系人材の育成

①モノづくりなど産業を支える人材
の育成

②グローバル人材の育成

①農林水産業の市場拡大（８）農林水産業の
振興

②農林水産業におけるＡＩ・ＩｏＴ等
の次世代技術の導入

基本目標を実現していくための具体的な施策・事業（第２期「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

（５）海外とのパート
ナーシップの構築

―

③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販路開拓など新事業展開等へ
の支援

①次世代自動車の普及促進（１）次世代産業の
振興

①スタートアップ・エコシステムの
形成

⑤環境・新エネルギー産業の育成

（６）産業人材の育
成
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基本目標 具体的な事業 2020当初予算額（千円） 担当具体的な施策

産学官連携試験研究費 156,250 農業水産局

産地パワーアップ事業費 1,108,108 農業水産局

野菜集団産地整備事業費補助金 541,629 農業水産局

農地中間管理事業等推進基金利子収益積立金 191 農業水産局

農地中間管理事業推進費 207,296 農業水産局

農地集積推進事業費 108,290 農業水産局

あいち型産地パワーアップ事業費補助金 100,000 農業水産局

農業生産力強化支援事業 10,456 農業水産局

種鶏場整備費 558,851 農業水産局

豚舎整備費 236,808 農業水産局

木材生産流通強化推進費 31,648 農林基盤局

あさりとさかな漁場総合整備事業費 170,000 農業水産局

貝類漁業生産緊急対策事業費 32,105 農業水産局

あいちの海の恵み普及啓発事業費 1,334 農業水産局

農業後継者育成指導費 1,218 農業水産局

農業人材力強化総合支援事業費 462,520 農業水産局

女性農業者活躍支援事業費 2,190 農業水産局

農業支援外国人受入事業費 1,483 農業水産局

農福連携推進事業費 16,617 農業水産局

林業担い手育成強化推進費 189 農林基盤局

水産業技術改良普及費 4,310 農業水産局

農業農村多面的機能支払事業費 1,574,180 農業水産局

農作物鳥獣被害防止対策費 農業水産局

野生イノシシ対策費 143,926 農業水産局

鳥獣被害防止総合対策事業費補助金 342,829 農業水産局

山村地域鳥獣被害防止対策事業費補助金 14,030 農業水産局

愛知産ジビエ販路拡大事業費 14,878 農業水産局

移入種対策費 2,506 環境局

豚熱対策費 222,469 農業水産局

― ジブリパーク整備費 2,750,502 政策企画局

あいち観光戦略推進費 16,597 観光コンベンション局

観光デジタルマーケティング推進事業費 32,802 観光コンベンション局

産業観光等推進事業費 490 観光コンベンション局

武将観光情報発信事業費 86,270 観光コンベンション局

愛知のお城観光推進事業費 15,302 観光コンベンション局

街道観光推進事業費 18,870 観光コンベンション局

なごやめし普及促進協議会負担金 5,558 観光コンベンション局

観光地域活性化支援事業費 85,876 観光コンベンション局

あいち山車まつり活性化事業費 5,358 教育委員会

愛知観光プラットフォーム推進事業費負担金 49,400 観光コンベンション局

フィルムコミッション活動支援事業費 5,588 観光コンベンション局

首都圏・関西圏プロモーション推進事業費 34,591 観光コンベンション局

国内外向け情報発信強化事業費 17,196 政策企画局

医療ツーリズム推進事業費 8,500 保健医療局

観光・産業・物産フェア開催費負担金 27,000 観光コンベンション局

県営都市公園民間活力導入推進費 9,310 都市整備局

県営都市公園生物多様性保全再生計画策定費 11,998 都市整備局

リニモ沿線地域活力創出事業費 6,776 都市整備局

（２）旅行者の多様
なニーズへの対応

―
観光地域活性化支援事業費【再掲】 85,876 観光コンベンション局

― ハート・オブ・ジャパン誘客促進事業費 41,085 観光コンベンション局

外国人旅行者受入環境整備促進事業費 11,104 観光コンベンション局

外国人旅行者情報発信強化事業費 22,994 観光コンベンション局

外国人旅行者誘致強化事業費 32,260 観光コンベンション局

観光キャンペーン推進事業費負担金 8,574 観光コンベンション局

（４）ＭＩＣＥの誘致 ― ＭＩＣＥ誘致推進事業費 22,824 観光コンベンション局

愛知県国際展示場管理運営事業費 77,628 観光コンベンション局

展示会産業振興基金事業費 347,833 観光コンベンション局

国際観光都市機能整備調査費 95,384 政策企画局

高級ホテル立地促進事業費 1,440 政策企画局

― 国際観光推進事業費 6,482 観光コンベンション局

アジア観光客誘致促進事業費 19,100 観光コンベンション局

観光地域活性化支援事業費【再掲】 85,876 観光コンベンション局

― あいちスポーツコミッション事業費 104,385 スポーツ局

第20回アジア競技大会推進事業費 206,052 スポーツ局

第５回アジアパラ競技大会開催可能性検討調査費 36,791 スポーツ局

あいちトップアスリート発掘・育成・強化事業費 101,238 スポーツ局

競技力向上対策事業費補助金 32,797 スポーツ局

マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知開催費負担金 55,000 スポーツ局

東三河スポーツツーリズム推進事業費 21,244 総務局

東京2020オリンピック聖火リレー愛知県実行委員会負担金 172,310 スポーツ局

東京2020パラリンピック聖火フェスティバル開催費 10,724 スポーツ局

第76回国民体育大会冬季大会開催費 159,783 スポーツ局

新体育館整備推進費 130,651 建築局・スポーツ局

④鳥獣被害対策等の推進

④農林水産業の担い手の確保・育
成

③生産性の高い農林水産業の展
開

（８）農林水産業の
振興（続き）

（１）地域ブランドの
構築と効果的な情
報発信

（３）インバウンドの
拡大に向けた効果
的な情報発信と環
境整備

（４）スポーツ大会
を活用した地域振
興

（５）広域観光の推
進

２．魅力づくり

１　しごとづくり
（続き）
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基本目標 具体的な事業 2020当初予算額（千円） 担当具体的な施策

― あいちトリエンナーレ事業費 12,337 県民文化局

文化芸術連携推進事業費 4,000 県民文化局

障害者芸術文化活動推進事業費 13,003 福祉局

あいち山車まつり活性化事業費 5,358 教育委員会

あいち朝日遺跡ミュージアム管理運営事業費 495,439 教育委員会

陶磁文化連携情報発信事業費 4,700 県民文化局

― 外国人旅行者受入環境整備促進事業費【再掲】 11,104 観光コンベンション局

外国人旅行者情報発信強化事業費【再掲】 22,994 観光コンベンション局

中部国際空港機能拡充推進事業費 16,000 政策企画局

港湾調査費 8,247 建設局

産業空洞化対策減税基金事業費【再掲】 8,953,840 経済産業局

戦略的産業立地推進事業費 5,431 経済産業局

企業誘致推進事業費 1,483 経済産業局

②外資系企業の誘致 外国企業誘致促進事業費 5,037 経済産業局

①県内大学の魅力づくり 県内大学魅力向上支援事業費 2,926 政策企画局

大学・企業連携促進事業費 9,718 県民文化局

芸術大学美術学部メディア映像専攻校舎整備費 47,605 県民文化局

芸術大学美術学部校舎基本整備費 68,536 県民文化局

大学連携推進費 3,375 政策企画局

産学行政連携科学技術推進費 6,752 経済産業局

産学官連携地域強靱化推進事業費 10,857 防災安全局

③大学等と連携した県内企業への
就職支援 大学連携推進費【再掲】 3,375 政策企画局

愛知の住みやすさ発信事業費 8,604 政策企画局

東三河「新しい人の流れ」創出事業費 25,326 総務局

東三河関係人口創出・拡大事業費 7,590 総務局

山村・離島等活性化事業費 133,000 総務局

ＵＩＪターン促進事業費 41,642 労働局

首都圏人材確保支援事業費 37,845 労働局

プロフェッショナル人材戦略拠点運営委託事業費 68,338 労働局

東三河若者人材確保支援事業費 14,300 労働局

愛知のものづくりを支える留学生受入事業費補助金 31,605 政策企画局

留学生地域定着・活躍促進事業費 39,992 政策企画局

リニアインパクト関連事業推進費 1,097 都市整備局

名古屋駅スーパーターミナル化推進費補助金 26,666 都市整備局

中部国際空港機能拡充推進事業費【再掲】 16,000 建設局

キャリア教育推進事業費 44,313 教育委員会

子ども・若者育成支援ネットワーク形成促進事業費 2,172 県民文化局

東三河教育プロジェクト推進費 91,037 教育委員会

東三河小中高特連携教育推進事業費 1,390 教育委員会

若年者雇用促進対策費 19,486 労働局

若者職場定着支援事業費 5,000 労働局

就職氷河期世代就職支援事業費 28,944 労働局

若者職場定着支援事業費【再掲】 5,000 労働局

自殺・ひきこもり対策事業費 4,858 保健医療局

生活困窮者自立支援事業費 85,324 福祉局

リカレントフォーラム開催費 709 教育委員会

①結婚サポートの実施 結婚支援推進事業費 1,143 福祉局

母子保健推進費 3,451 保健医療局

不妊専門相談事業費 4,687 保健医療局

不妊治療費助成事業費 987,389 保健医療局

周産期医療対策費 9,774 保健医療局

総合周産期母子医療センター運営費補助金 171,233 保健医療局

地域周産期母子医療センター運営費補助金 272,006 保健医療局

周産期母子医療センター整備費補助金 101,533 保健医療局

分娩取扱施設整備補助金 74,698 保健医療局

産科医等支援事業費補助金 156,357 保健医療局

少子化対策推進事業費（はぐみんデー普及啓発事業） 883 福祉局

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) 2,461,855 福祉局

家庭訪問型子育て家庭寄り添い支援モデル事業費 4,545 福祉局

子育て世代包括支援センター設置推進費 991 保健医療局

⑤子どもの貧困対策 子ども学習・生活支援事業費 70,980 福祉局

子ども食堂支援事業費 10,014 福祉局

母子家庭等自立支援対策費 121,966 福祉局

ひとり親家庭生活支援事業費 2,745 福祉局

子どもが輝く未来基金事業費 15,000 福祉局

スクールソーシャルワーカー設置事業費 30,710 教育委員会

スクールソーシャルワーカー設置事業費補助金 21,203 教育委員会

―

②大学等の資源を生かした地域連
携の促進

（２）大学等の活性
化

（５）人の流れを支
える社会基盤の整
備・機能強化

①産業立地の支援

②若者の就労支援

②妊娠・出産支援

①交流人口や関係人口の拡大に
よる移住促進

②ＵＩＪターン希望者と県内企業の
マッチング支援

①キャリア教育の推進（１）若者の経済的
安定

（４）留学生の受入
れ拡大

（２）結婚・出産・子
育ての支援

４　結婚・出
産・子育て環
境づくり

（３）移住・定住の
促進

３　人の流れ
づくり

（１）企業誘致

（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

２．魅力づくり
（続き）

④地域における子ども・子育て支
援

③周産期医療体制の充実

―

③就職氷河期の活躍支援

（５）文化芸術の創
造・発信
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基本目標 具体的な事業 2020当初予算額（千円） 担当具体的な施策

施設型教育・保育給付費 20,128,428 福祉局

地域型保育給付費負担金 2,375,657 福祉局

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】

2,461,855 福祉局

認可外保育施設事故防止取組強化事業費 8,168 福祉局

認可外保育施設事故防止推進事業費補助金 5,250 福祉局

病児保育施設整備費補助金 11,746 福祉局

保育体制強化事業費補助金 319,175 福祉局

保育補助者雇上強化事業費補助金 269,214 福祉局

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) 3,340,818 福祉局

放課後児童クラブ整備費補助金 63,830 福祉局

放課後子ども教室推進事業費 362,866 教育委員会

第三子保育料無料化等事業費補助金 180,868 福祉局

私立幼稚園授業料等軽減補助金 5,067,650 県民文化局

子育て支援施設等利用給付費負担金 1,157,292 福祉局

（３）女性の活躍促
進

女性の活躍促進事業費 5,319 県民文化局

女性の活躍プロモーション事業費 5,103 県民文化局

女性の活躍中小企業行動計画策定支援事業費 5,920 県民文化局

女性の活躍女性管理職比率向上推進事業費 8,256 県民文化局

女性の活躍キャリア形成推進事業 4,511 県民文化局

女性の活躍理系女子応援事業費 2,906 県民文化局

女性の活躍企業応援事業費 1,041 県民文化局

女性の活躍企業魅力発信事業費 2,114 県民文化局

あいち・ウーマノミクス推進事業費 7,002 経済産業局

子育て女性再就職支援事業費 24,440 労働局

仕事と生活の調和推進事業費 21,998 労働局

働き方改革推進事業費【若者職場定着支援事業は再掲】 19,870 労働局

健康長寿あいち推進費 43,917 保健医療局

がん対策事業費 19,682 保健医療局

歯科口腔保健推進費 10,924 保健医療局

②地域医療の確保 医師確保対策費 1,024,979 保健医療局

看護研修センター費 35,273 保健医療局

ナースセンター事業費 110,867 保健医療局

在宅医療連携体制支援事業費 15,363 保健医療局

保健医療福祉推進費 33,779 保健医療局

介護分野外国人就職支援費 32,191 労働局

③地域包括ケアシステムの構築 地域包括ケア推進費 32,534 保健医療局

あいちオレンジタウン構想推進費 411,885 保健医療局

①高齢者の就労・社会参加の促進 高齢者地域福祉推進事業費補助金 106,549 福祉局

高齢者能力活用推進事業費補助金 9,037 労働局

高齢者社会参加推進事業費 53,578 福祉局

地域労働力確保支援事業費 3,614 労働局

中高年齢者雇用促進対策費 532 労働局

②社会人の学び直しの環境づくり 生涯学習推進事業費 7,118 教育委員会

リカレントフォーラム開催費【再掲】 709 教育委員会

③障害者の就労促進 障害者就業・生活支援センター事業費 56,544 労働局

障害者雇用促進費 1,034 労働局

障害者就労支援事業費 31,024 労働局

精神障害者就労定着支援事業費 4,952 労働局

中小企業応援障害者雇用奨励金 13,200 労働局

障害者職業訓練費 278,033 労働局

就労支援推進事業費 9,406 教育委員会

農福連携推進事業費【再掲】 16,617 農業水産局

障害者芸術文化活動推進事業費 13,003 福祉局

障害者スポーツ参加促進事業費 8,648 スポーツ局

障害者スポーツ推進事業費 1,506 スポーツ局

技能競技大会費【再掲】 902,696 労働局

外国人雇用促進事業費 13,436 労働局

農業支援外国人受入事業費 1,483 農業水産局

愛知県国際交流協会運営費補助金 162,133 県民文化局

外国人県民早期適応推進事業費 3,756 県民文化局

多文化共生社会づくり推進費 9,225 県民文化局

外国人生徒等支援員設置事業費 44,504 教育委員会

若者・外国人未来応援事業費 12,592 教育委員会

外国人県民日本語教育推進事業費 35,773 県民文化局

（２）結婚・出産・子
育ての支援（続き）

―

⑥保育サービスの充実

（２）全員活躍社会
づくり

①健康づくりの支援５　暮らしの安
心を支える環
境づくり

（１）健康長寿の推
進、医療・介護・福
祉の充実

（４）ワーク・ライフ・
バランスの推進

４　結婚・出
産・子育て環
境づくり（続き）

（３）多文化共生の
推進

―

⑦放課後児童対策の充実

―

⑧子育て世帯の経済的負担の軽
減
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基本目標 具体的な事業 2020当初予算額（千円） 担当具体的な施策

防災計画推進事業費 5,988 防災安全局

民間住宅・建築物地震対策推進事業費 11,415 建築局

民間住宅・建築物耐震診断費補助金 141,944 建築局

民間住宅耐震改修費補助金 280,690 建築局

民間建築物耐震改修費補助金 113,726 建築局

民間ブロック塀等除去費補助金 32,000 建築局

緊急津波対策防災訓練推進事業費 3,319 防災安全局

広域防災後方支援拠点機能検討調査費 5,584 防災安全局

南海トラフ地震等対策事業費補助金 200,000 防災安全局

ゼロメートル地帯広域防災拠点整備費 32,537 防災安全局

産学官連携地域強靱化推進事業費【再掲】 10,857 防災安全局

防災ボランティア活動支援事業費 1,048 防災安全局

県民総ぐるみ防災訓練推進事業費 3,709 防災安全局

防災協働社会連携推進事業費 8,070 防災安全局

地震防災普及啓発事業費 23,494 防災安全局

消防団加入促進事業費 13,483 防災安全局

（５）安心して暮らせ
る地域社会の実現 安全なまちづくり推進事業費 86,079 防災安全局

― 県民・ＮＰＯ協働推進費 628 県民文化局

協働連携促進事業費 7,934 県民文化局

東三河振興ビジョン推進費 6,984 総務局

東三河「新しい人の流れ」創出事業費【再掲】 25,326 総務局

東三河関係人口創出・拡大事業費【再掲】 7,590 総務局

東三河スポーツツーリズム推進事業費 21,244 総務局

東三河地域産業連携推進事業費 5,804 経済産業局

東三河地域農商工連携商品開発支援事業費 3,586 経済産業局

東三河若者人材確保支援事業費【再掲】 14,300 労働局

東三河教育プロジェクト推進費 91,037 教育委員会

東三河小中高特連携教育推進事業費 3,916 教育委員会

へき地医療対策費補助金 63,256 保健医療局

過疎バス路線維持費補助金 37,666 総務局

過疎特定バス路線維持費補助金 10,159 総務局

三河山間地域情報格差対策費補助金 11,000 総務局

へき地教育振興費補助金 787 教育委員会

②小規模高齢化集落の維持・活性
化

山村・離島等活性化事業費【再掲】 133,000 総務局

山村過疎対策費 4,100 総務局

三河山間地域活力創出事業費 7,404 総務局

三河山間交流居住推進費 2,800 総務局

山村・離島等活性化事業費【再掲】 133,000 総務局

三河山間地域活力創出事業費【再掲】 7,404 総務局

山村・離島等活性化事業費【再掲】 133,000 総務局

いいともあいちブランド力強化事業費【再掲】 16,248 農業水産局

あいち型植物工場高度化推進事業費 9,000 農業水産局

スマート農業実証推進事業費 8,387 農業水産局

あいちのスマート林業推進事業費【再掲】 25,930 農林基盤局

産地パワーアップ事業費【再掲】 1,108,108 農業水産局

農地集積推進事業費 108,290 農業水産局

木材生産流通強化推進費【再掲】 31,648 農林基盤局

農業農村多面的機能支払事業費【再掲】 1,574,180 農業水産局

被害防止対策推進費【再掲】 8,604 農業水産局

野生イノシシ対策費【再掲】 143,926 農業水産局

鳥獣被害防止総合対策事業費補助金【再掲】 342,829 農業水産局

山村地域鳥獣被害防止対策事業費補助金【再掲】 14,030 農業水産局

愛知産ジビエ販路拡大事業費【再掲】 14,878 農業水産局

①集約型まちづくりの推進 空家等対策推進事業費 29,628 建築局

商店街振興費 151,088 経済産業局

商業振興事業費補助金 137,638 経済産業局

あいち公共交通ビジョン推進費 7,722 都市整備局

リニアインパクト関連事業推進費【再掲】 1,097 都市整備局

名古屋駅スーパーターミナル化推進費補助金【再掲】 26,666 都市整備局

④ＩＣＴの利活用による地域活性化 県立学校情報化推進事業費 1,445,142 教育委員会

南海トラフ地震等対策事業費補助金【再掲】 200,000 防災安全局

あいち地球温暖化防止戦略費 186,083 環境局

あいち自動車環境戦略費【再掲】 336,249 環境局

低炭素水素サプライチェーン事業化推進費 6,109 環境局

あいち生物多様性戦略費 19,322 環境局

生物多様性ＳＤＧｓ推進費 16,866 環境局

生物多様性条約締約国会議理念継承地域づくり事業費 7,085 環境局

愛知目標達成に向けた国際先進広域自治体連合協働事業費 39,099 環境局

循環型社会形成推進費 377,859 環境局

海岸漂着物等地域対策推進事業費 103,391 環境局

廃棄物処理計画推進費 40,414 環境局

浄化槽設置費補助金 102,434 環境局

５　暮らしの安
心を支える環
境づくり（続き）

（３）持続可能で活
力あるまちづくり

③交流居住の促進

（１）東三河地域に
おける観光・産業
振興や就業促進

―

（６）行政とＮＰＯ等
との連携、協働

（４）総合的な防災・
減災対策の推進

―

（２）三河山間地
域、三河湾の島々
の振興

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

④多彩な地域資源を生かした観光
による地域活性化

②商店街の活性化

③公共交通ネットワークの維持・
充実

⑦循環型社会の形成に向けた取
組の推進

６　活力ある地
域づくり

⑥生物多様性保全に向けた取組
の推進

⑤持続可能なエネルギー社会の
構築・地球温暖化対策の推進
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基本目標 具体的な事業 2020当初予算額（千円） 担当具体的な施策

環境学習等行動計画推進費 33,153 環境局

あいちエコアクション推進事業費 12,513 環境局

インタープリター自然体感推進事業費 12,935 環境局

持続可能な未来のあいちの担い手育成事業費 10,757 環境局

高校生環境学習推進事業費 6,554 環境局

ＳＤＧｓ推進フェア開催事業費 23,314 環境局

ユネスコスクール活性化事業費 3,240 教育委員会

地産地消推進費 1,036 農業水産局

６次産業化支援事業費【再掲】 421,414 農業水産局

杉原千畝顕彰事業費 300 教育委員会

⑧公共施設等の適切な維持・管理
等

県有施設長寿命化推進事業費 395,751 総務局

（４）地域間連携・
広域連携の促進

―
東三河振興ビジョン推進費【再掲】 6,984 総務局

①地方分権改革の推進 地方分権・道州制推進費 3,755 政策企画局

③国家戦略特区の指定を踏まえた
展開 国家戦略特区近未来技術社会実装等推進事業費 2,900 政策企画局

６　活力ある地
域づくり（続き）

（３）持続可能で活
力あるまちづくり
（続き）

（５）地域の自主
性・主体性の発揮

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「環境首都あいち」を支える担い
手の育成
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