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愛知県の中小企業支援施策について

2021年12月17日

知多地域産業労働会議



○ 計画の位置付け

・「愛知県中小企業振興基本条例」にもとづき、中小・小規模企業の振興に関する総合的な施策を示す

・ あいちビジョン2030に基づく個別計画として策定

・ 産業労働分野の上位計画として県政各分野の計画と連携

愛知県中小企業
振興基本条例

あいち経済労働ビジョン
2021－2025

あいちビジョン２０３０

県政各分野に
おける計画

産業労働分野の個別計画
あいち科学技術・知的財産アクションプラン2025

愛知・名古屋産業立地推進プラン
あいち商店街活性化プラン2021

Aichi-Startup戦略＜地域総合計画＞
愛知県職業能力開発計画
あいち観光戦略2021-2023 など

愛知県SDGs未来都市計画
愛知県まち・ひと・しごと創世総合戦略
あいち国際戦略プラン2022

あいちＤＸ推進プラン2025

第5次愛知県環境基本計画
食と緑の基本計画2025 など

あいち経済労働ビジョン2021－2025の概要

2021年度から2025年度までの5年間計画
期間
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あいち経済労働ビジョン2021－2025のめざすべき姿

危機を乗り越え、世界に輝く国際イノベーション都市へ

圧倒的な産業集積
中小・小規模企業

次世代産業・地域産業

安心して生きがいや
働きがいを持って
活躍できる環境

高度な人財力

＜魅力と刺激のあるまちづくり＞
・革新的技術の社会実装 ・スマートシティ化の展開

・観光都市としての地域ブランド力の形成、発信●
・リニア、ジブリパークなどの大型プロジェクト●

＜グローバル化への対応＞
・グローバル市場への挑戦

・海外の大学、研究機関等との連携
・新たなパートナーシップの構築

愛知型
成長モデル

モノづくり産業の集積拡充
集積が集積を呼ぶロックイン効果

デジタル化への対応
スタートアップと連携したイノベーションの創出等



施策の体系と具体的な施策

緊急対策：新型コロナウイルス感染症への対応

基
盤
施
策
：
中
小･

小
規
模
企
業
の
持
続
的
発
展

柱１次世代産業の振興・イノベーションの創出

柱２ 地域産業の活性化

柱３ 観光・交流を通じた地域の魅力・ブランド力の向上

柱４ グローバルな産業拠点機能の向上

柱５誰もが安心して生き生きと活躍できる環境づくり

柱６ 愛知の産業を担う人財力の強化

イノベーションが次々と

生み出されるとともに、

持続可能な社会を支える

産業が展開する地域

人や企業を呼び込み、世

界的な交流・連携の拠点

となる存在感のある地域

誰もが自らの能力を高め

・発揮し、安心して生き

がいや働きがいをもって

活躍できる地域

目指すべき姿 目指すべき姿に向けた施策展開

現下の危機への対応
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緊急対策 新型コロナウイルス感染症への対応

●現下の危機に対応し、事業の継続や就労･雇用維持を支える
・県の融資制度の拡充等による資金繰りの支援
・Web版合同企業説明会・地域別の就職面接会の開催
・雇用調整助成金など国の支援制度の利用促進

●収束後を見据え、経済活動を安定的な成長軌道に戻す
・市町村が実施するプレミアム商品券発行事業の支援
・旅行商品購入者への助成など県内旅行需要の拡大

●将来の感染症リスクにも対応できる強靱な経済構造を構築する
・感染症対策に資する新サービス・新製品の開発・販路拡大支援
・専門家派遣等によるテレワークの導入支援
・新型コロナに対応したBCPモデルの策定・普及促進

○ 緊急対策・経済対策の実施

緊急支援

強靱な
経済構造
の構築

反転攻勢
に向けた
需要喚起
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緊急対策 新型コロナウイルス感染症への対応

現下の危機に対応し、事業の継続や就労･雇用
維持を支える

緊急支援
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〈１〉愛知県制度融資
○2021年度の主な改正内容

・中小・小規模事業者等の経営改善等を支援するために「経営改善等支援資金の創設」

融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が
15％以上減少した中小企業者

資金使途・融資限度額 設備・運転／4,000万円

融資期間・利率 3年 年1.1％以内～10年 年1.4％以内／年0.2％

担保 原則不要

〈２〉相談・支援体制の充実

○専門家派遣の事業者負担免除
・あいち産業振興機構が実施する経営技術専門家派遣事業において、事業者
の自己負担分を免除（最大10回）

○依頼試験手数料の減免
・あいち産業科学技術総合センターにおける依頼試験手数料及び機器貸付料
を減免（減免率50％）

＜問い合わせ先＞中小企業金融課 融資G ☎ 052-954-6333

＜問い合わせ先（総合案内）＞
（公財）あいち産業振興機構 ☎ 052-715-3063

＜問い合わせ先＞
産業科学技術課 管理・調整G ☎ 052-954-6347



①
②

休業・時短要請・カラオケ自粛に

応じた飲食店等・カラオケ店

③

休業・時短要請に応じた
1,000㎡超の大規模施設

又は
その大規模施設内に出店している

テナント・出店者

④
⑤

まん延防止等重点措置・

緊急事態措置に伴う

飲食店の休業・時短営業又は

外出自粛等の影響を受けた

協力金対象外の中小法人・個人事業主

※ 感染防止対策協力金（①～③）の対象事業者は、中小企業者等応援金（④）や国の月次支援金（⑤）との併給不可

また、中小企業者等応援金（④）の「一般枠」と月次支援金（⑤）は、併給不可

ただし、【カラオケ設備利用自粛要請枠】のうち、１万円/日の制度は、中小企業者等応援金又は月次支援金との併給が可能

愛知県感染防止対策協力金【営業時間短縮要請枠】

愛知県感染防止対策協力金
【大規模施設等営業時間短縮要請枠】

愛知県中小企業者等応援金
【一般枠】【酒類販売業者枠】

月次支援金（国）

①

②

③

④

愛知県感染防止対策協力金【カラオケ設備利用自粛要請枠】

8/27～9/30実施分 → 申請受付中（12月24日まで）
10/1～10/17実施分 → 申請受付中（12月24日まで）

特例受付（6/1～6/20 6/21～7/11 7/12～8/7 8/8～8/26実施分）
→ 申請受付中（12月24日まで）

特例受付（6/1～6/20実施分）→ 申請受付中（12月24日まで）

8/27～9/30実施分 → 受付終了（12月10日まで）

特例受付（5/12～6/20 6/21～7/11 8/8～8/26実施分）

→ 受付終了（12月10日まで）

⑤

一般枠（7・8・9月分） → 申請受付中（12月10日まで）
一般枠（10月分） → 申請受付中（2022年1月14日まで）

酒類販売事業者枠（10月分） → 申請受付中（2022年1月14日まで）
特例受付（一般枠4～6月分 7・8・9月分 酒類販売事業者枠5・6・8・9月分）

→ 申請受付開始時期検討中

10月分 → 申請受付中（2022年1月7日まで）
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〈３〉「愛知県感染防止対策協力金」･「愛知県中小企業者等応援金」

緊急対策 新型コロナウイルス感染症への対応



緊急対策 新型コロナウイルス感染症への対応

将来の感染症リスクにも対応できる強靱な
経済構造を構築する

強靱な経済
構造の構築
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〈１〉コロナ禍における新サービス・新製品開発支援

・中小企業等が取り組む新型コロナウイルス感染症に打ち克つための
新サービス・新製品の開発及び販路拡大を支援

補助対象者 中小企業者等

補助率・補助上限額 補助率4分の3以内・上限5,000千円

公募期間 5月20日から6月30日

採択実績 65件：約３億円

補助対象事業の期間 採択決定後～2022年2月10日まで

〈２〉中小企業のテレワーク導入支援
○テレワークサポートセンターの設置・運営

・テレワーク導入に関する相談、機器操作体験、中小企業の導入事例紹介等の
情報提供や、個別企業に対するアドバイザー派遣等をワンストップで実施
所在地：ツドイコ名駅東カンファレンスセンター内（名古屋市中村区名駅3丁目21−7

名古屋三交ビル2階）
専用WEB：https://www.aichi-telework.pref.aichi.jp/

＜問い合わせ先＞
中小企業金融課
経営支援・調整G
☎ 052-954-6332

＜問い合わせ先＞労働福祉課
仕事と生活の調和推進G ☎ 052-954-6360



緊急対策 新型コロナウイルス感染症への対応

収束後を見据え、経済活動を安定的な
成長軌道に戻す

反転攻勢に
向けた需要喚起
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補助金 げんき商店街推進事業費補助金 商業振興事業費補助金

対象事業 市町村が計画的に行う商店街活性化事業 商店街等の団体が実施する商業活性化事業

補助率等 補助率：50％以内
限度額：上）700万円/事業

下） 50万円/事業(一部30万円/事業)

※地域消費拡大事業の上限額
政令指定都市 8,000万円/事業
中核市 2,800万円/事業
その他の市町村 1,400万円/事業

令和３年度
拡充内容

・補助要件を拡充し実施した「地域消費拡
大事業（プレミアム商品券発行事業）」
を継続実施

・従来の「通常分」に加え、新型コロナウイルス
感染症対策事業「コロナ分」を追加

・感染症対策を講じて行うイベントやオンライン
化の推進などの取組を支援

会員数
補助率 補助金交付限度額

通常分 コロナ分 ※ 通常分 コロナ分 ※

1～30者 40％以内 80％以内

90万円

単組：90万円
再起支援枠：

120万円
複数団体：180万円

31～50者 30％以内 60％以内

51者～ 20％以内 40％以内

※コロナ分は、一定の要件を満たせば再起支援枠で支援
会員又は会費のいずれかが15％以上減少した団体は、補助率一律80％以内、
補助金交付限度額120万円

〈１〉商店街等に対する支援 ＜問い合わせ先＞ 商業流通課 ☎ 052-954-6336～6338

〈２〉観光関連事業者に対する支援
○「あいち旅ｅマネーキャンペーン」、「ＬＯＶＥあいちキャンペーン」の実施
・キャンペーンを通じて旅行代金等の割引分の電子マネー

等での還元、旅行業者の造成する旅行商品を割引販売
・県民を対象にとして、県内旅行に限定して実施

＜問い合わせ先＞ 観光振興課 観光産業G ☎ 052-954-6854



柱１ 次世代産業の振興・イノベーションの創出

【次世代自動車産業の振興、新たなモビリティサービスの普及促進】
・自動運転の活用や「MaaS」など、新たなモビリティ
サービスの実現に向けた取組の加速

【航空宇宙産業の振興】
・「あいち・なごやエアロスペースコンソーシアム」に
おける航空宇宙産業の持続的な発展の推進

【ロボット産業の振興】
・「あいちロボット産業クラスター推進協議会」を核とした
次世代産業の大きな柱としての取組の推進

【革新的技術の社会実装の推進に向けた環境整備】
・「自動運転」、「ロボット」の社会実装に向けた取組を中部国際空港島を中心
とする地域におけるスーパーシティ化に向けた取組に活用

【スタートアップ・エコシステムの形成促進】

・「Aichi-Startup戦略」に基づいたスタートアップの創出・育成・誘致
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○強みであるモノづくりとデジタル技術を組み合わせた革新的技術の社会実装

の推進

○オープンイノベーションを基本コンセプトとした愛知県独自のスタートアップ・

エコシステムの形成・充実

自動運転実証実験（中部国際空港島）



【商業、サービス産業、地場産業の振興】
・「あいち商店街活性化プラン（再起支援計画）2021」に基づく商店街の活性化
・サービス産業の生産性向上の促進
・地場産業の新商品開発・販路拡大等の支援

【課題解決型産業の育成】
・「愛知県新エネルギー産業協議会」における研究開発・事業化の促進
・「あいち健康長寿産業クラスター推進協議会」における産学・医工連携に
よる新事業の創出の促進

【農林水産業の振興】
・６次産業化と農商工連携の促進
・ICTを活用した「スマート林業」や「スマート
水産業」の推進

柱２ 地域産業の活性化
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○感染症や災害リスクを踏まえ、「地消地産」の視点が重要となる中、デジタ

ル化や感染症の影響など、多様化する市場ニーズに適応した地域産業の

活性化

ドローンでの観測による小麦の生育調査



【愛知県ならではの魅力向上と効果的なＰＲ・プロモーション】
・地域に根差した資源の魅力を磨き上げ、市町村や県の境界を越えて結び
付けるなど、付加価値の高い観光コンテンツの充実

【ジブリパークやMICE、スポーツ大会を通じた誘客】
・「ジブリパーク」や「アジア競技大会」、 「リニア中央新幹線」
など、大型事業・プロジェクトを契機とした誘客の推進

【受入体制の整備・充実と観光交流拠点としての機能強化】
・宿泊施設等の観光関係施設や観光案内板等の多言語化､
無料公衆無線LANやキャッシュレス決済等の整備促進
・自然災害や感染症等から、旅行者の安全・安心を守る施策の実施

柱３ 観光・交流を通じた地域の魅力・ブランド力の向上
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○県内や近隣県、国内観光を中心とした需要喚起及び感染症と共存する持

続可能な観光の推進

○「ジブリパーク」を始めとする大型事業・プロジェクトを活かし、「あいち観光

戦略2021-2023」に基づいた観光関連産業の活性化

愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）



柱４ グローバルな産業拠点機能の向上

【国際ビジネスの拡大支援】
・海外の国・地域とのパートナーシップの構築、海外大学との連携・協力
関係の構築

【立地環境の整備・企業誘致の推進】
・「産業空洞化対策減税基金」を活用した立地補助金や産業立地促進
税制の運用など、立地優遇策を活用した企業立地の支援
・東京一極集中の是正やサプライチェーンの再構築の動きを踏まえた
企業誘致活動の推進

【研究開発機能の強化】
・「あいち科学技術・知的財産アクションプラン2025」
に基づく科学技術分野と知的財産分野に関する
施策の一体的な推進
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○感染症の影響下にあっても県内企業のグローバル展開を支えるための海外

パートナーシップの強化

○サプライチェーンの見直しや東京一極集中の是正の動きを踏まえた立地環

境の整備・研究開発機能の向上

知の拠点あいち



柱５ 誰もが安心して生き生きと活躍できる環境づくり

【若者の活躍支援】
・「ヤング・ジョブ・あいち」における就業に関するサービスの
ワンストップでの提供

【女性の活躍促進、男女共同参画社会づくり】
･「女性が元気に働き続けられる愛知」を実現することを目的
とした「あいち女性の活躍促進プロジェクト」の推進

【高齢者、障害者の活躍支援】
・キャリアカウンセリングなどによる高齢者の就労支援
・「あいち障害者雇用総合サポートデスク」における企業向け支援

【外国人の活躍支援、多文化共生社会づくり】
・相談窓口の設置や企業に対する専門家派遣など、定住外国人の就労支援

【就職氷河期世代の活躍支援】
・「あいち就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」における取組の推進

【生き生きと働ける職場づくり】
・「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」における仕事と生活の調和の推進
・「あいちテレワーク推進アクションプラン」に基づく、テレワークの普及促進

【感染症の拡大に対応した雇用維持や新規学卒者の就職への支援】
・第二の就職氷河期世代を生じさせないための新規学卒者等の就職支援 14

○誰もが自らの意欲に応じて、その能力を発揮し、生き生きと活躍できる環境づ

くりの推進

○感染症を契機とした働き方改革の更なる推進及び雇用維持に向けた施策の

推進

ヤング・ジョブ・あいち
における相談対応



柱６ 愛知の産業を担う人財力の強化

【イノベーション人材の育成】
・「あいちSTEMハイスクール」の推進など、科学技術人材の育成
・県立高等学校における英語教育・国際理解教育の推進など、グローバル
人材の育成
・「デジタル人材育成ワーキンググループ」によるデジタル人材の育成

【高度なモノづくり人材の育成】
・技能五輪メダリスト等の出前講座や技能五輪国際大会
の招致など、技能の継承や技能尊重の気運の醸成

【国内外からの人材の確保】
・UIJターン希望者に対する県内企業の魅力発信や
個別相談等の就労の支援

【キャリア教育・リカレント教育の推進】
・小中・高等学校、特別支援学校における系統的なキャリア教育の推進
・社会人の学び直しを促進する環境づくり

15

○デジタル人材を始めとしたイノベーションを創出する人材や高度なモノづくり人材

の育成

○感染症の影響により地方への関心が高まる中での国内外からの人材確保

○自らの知識や能力を高めることができる環境づくり

あいち人財力強化プロジェクト
イメージキャラクター「アイチータ」



基盤施策 中小・小規模企業の持続的発展

【経営基盤の強化や経営革新、事業承継の支援】
・（公財）あいち産業振興機構における経営、取引先開拓、設備投資、創業、
新事業展開などに関する総合的な支援

【デジタル技術の導入の支援】
・「あいちDX推進プラン2025」に基づく行政手続の
デジタル化、県内産業のICT化支援

【人材の育成・確保の支援】
・「愛知県産業人材育成支援センター」における
相談対応等の実施
・県立高等技術専門校における企業ニーズに対応した人材育成の支援

【感染症や災害リスクに対応する取組の支援】
・業種や企業規模等に応じて作成した「あいちBCPモデル」の普及
・中小企業等に対するテレワークの導入支援

【中小・小規模企業の魅力発信】
・「愛知ブランド企業」、「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」制度等による独自性
や先進性を有する企業の情報発信

16

○本県の産業経済と雇用、地域社会を支える中小・小規模企業については、

感染症により深刻な影響を受けるとともに、デジタル化への対応など様々な

課題を抱えていることから、社会の変化に柔軟に対応した経営革新を支援

製造現場のデジタル化支援
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原油・原材料価格高騰対策の実施①

○昨今の原油・原材料価格の高騰により、厳しい経営状況に直面している県内

中小・小規模企業等向けに県独自の「原油・原材料価格高騰対策」を実施

（１）中小・小規模企業への影響調査
県内2,000社の中小・小規模企業を対象に、四半期ごとに実施している「中小企業
景況調査」において、新たに原材料価格や仕入価格の動向について調査

（２）経営相談等への対応

「中小・小規模企業総合相談窓口」における相談対応・情報提供
県機関、県内商工会議所・商工会等、約100か所に設置する相談窓口で、中小企
業・小規模企業や個人事業主に対して、各種相談対応・情報提供を実施

専門家による経営相談（公益財団法人あいち産業振興機構）
公益財団法人あいち産業振興機構において、事業者に対し、専門家による経営上
の課題に関する相談対応・情報提供を実施

公設試験研究機関における技術相談
あいち産業科学技術総合センター（豊田市）を始め、県内の各技術センターにおいて、
省エネルギー・再生可能エネルギー等に関する技術相談に対応

＜中小・小規模企業向け＞
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原油・原材料価格高騰対策の実施②

融資対象者
最近3か月間の月平均売上高総利益額（粗利益）が前年同期又は2年前同期の

月平均売上高総利益額に比べて3％以上減少している中小企業者

使途・限度額 設備資金、運転資金・１億円

融資期間・利率 ３年以内年1.2％、５年以内年1.3％、７年以内年1.4％、10年以内年1.5％

信用保証料 年0.38％～年1.74％

信用保証料補助
当初契約時の信用保証料の2分の1（条件変更による増額分は事業者負担）

補助対象者は愛知県信用保証協会

取扱期間 2021年12月17日（金）から2022年3月31日（木）まで

（４）「下請取引」の適正化
県内商工会議所・商工会、愛知県中小企業団体中央会など、関係団体に対し、下請取引
の適正化が図られるよう、文書を発出。

＜その他＞
・農業者・漁業者、乗合バス・タクシー事業者等の燃料高騰に対する支援
・畜産農家における家畜配合飼料高騰に対する購入費助成 など

（３）資金繰り支援
県融資制度における「原油・原材料高緊急対応枠」の新設・信用保証料の補助
「サポート資金【経済対策特別】」に、「原油・原材料高緊急対応枠」を新設し、借入れに
かかる信用保証料を補助


