
   

 

 
■６月 17 日県議会開会 

 開会初日には 5 月臨時会に続き愛知県新型コロナウイルス感染

症緊急対策 38 億円(2 月補正からの総額 736 億円)、非公開情報御

掲載の損害賠償金、トリエンナーレ、種子の安定供給、PFI によ

る新体育館整備(債務負担行為 200 億円)を合わせ総額 43 億円の

一般会計補正予算(財源は国庫支出金 15 億円、県債 1 億円、繰越金 26 億

円)、PFI 関係の条例制定、コロナ関係の職員特殊勤務手当の条例

の一部改正等条例関係 6 件、一宮市の中核市指定やジブリパー

クの工事請負契約締結等その他の議案 10 件が上程され 7 月 6

日閉会予定です。以下は概要です。 

１．感染症拡大防止や医療面での対策 

 感染拡大防止に向けた施策や福祉サービス提供体制の確保への取組を実施 

・民間児童福祉施設等職員応援金 1.9 億円 

 宣言中も社会活動維持のため継続した民間保育園等に職員の慰労等へ応援金 10 万円(市町村は任意) を交付 

・テレビ CM 等による熱中症予防に向けた啓発を実施 0.17 億円 

・感染拡大防止スクリーン設置のタクシー事業者へ補助 0.74 億円  
２．県民生活への対策 

 県民生活への影響を最小限に抑える各種対策を実施 

・夏季休業期間等に授業実施のための非常勤講師の配置補助 5.28 億円 

・県立高校・特別支援学校の夏季休業期間中の空調環境整備 5.28 億円 

PTA により設置した空調機を活用しリース料等を負担、未設置校には臨時設置 

・私立高校等オンライン学習支援サービス(上限生徒 1 人 5,610 円/年)3.88 億円 

・居宅などの高齢者の介護予防のために役立つ情報を発信 0.15 億円  
３．経済対策  

経済活動への影響を最小限に抑えると共に経済回復への支援策を展開 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者や商店街へ支援 7.02 億円 

コロナ対策のあいち BCP モデルの策定や新製品の開発及び販路拡大など強靭な経済構造の構築、クラウド

ファンディングの活用やプレミアム商品券によるげんき商店街支援など収束後の反転攻勢に向けた需要喚起 

・県内旅行の需要拡大を図り観光関連産業を支援 4.3 億円 

県内 1 泊以上の個人型旅行商品や県内 2 か所以上を訪問する団体向け日帰りツアー等 1/2 の割引(上限 1 万円)等 

・農林水産物輸出食品製造事業者や外食事業者の設備支援 2.45 億円 ・漁場清掃活動を行う漁業者を支

援(1 漁業者 20 万円) 4.03 億円 ・通販サイトによる観光物産品や農林水産物等の販売促進 1.51 億円 

・学校給食関係事業者を支援(1 事業者 20 万円)1.16 億円 

 

３．基本目標と施策 …基本目標 6、数値目標 19、重要業績評価指標(KPI)193 

 

産業構造が大きな変革期を迎える中で、時代の流れを力に変えモノづくり産業をはじめ農

林水産業を含めたあらゆる産業競争力を高めると共に、イノベーションによる「しごと」創出、

人材育成を推進●数値目標：国内総生産シャア7.6％、製造品出荷額等シェア15％程度、

農林水産産出額3,500億円等6項目 重要業績評価指標(KPI)：70項目 
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5/31 全ての休業協力要請解除 6/1 愛知・岐阜・三重の東海 3 県間
の観光を含めた人の移動を全国に先駆け緩和 6/19 からステージ② 
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帰国者・接触者相談センター  
一宮保健所０５８６－７２－１６９９ 
(一般相談 ０５８６－７２－０３２１) 
 コロナ県民相談総合窓口  

中小企業総合相談窓口  

(平日 AM8:45～PM5:30) 
 中小企業金融・給付金相談窓口  

●経済産業省の持続化給付金(上限法
人 200 万円、個人 100 万円)など 

●新型コロナウイルス日別感染者数 

【6/22 現在】 
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基本目標① しごとづくり 

 第 2 期愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略の続きです。 

 
県市協力金(50 万円)の申

請は 6 月 30 日までです！ 

 

5/14 国の対象地域から愛知等 39 県除外    5/25 宣言全面解除…5/26 県の宣言解除 



(1)次世代産業の振興  自動運転での社会実装など KPI 17 

・次世代自動車の普及や新モビリティへの対応、航

空宇宙産業の育成振興へ海外販路拡大等の支援、 

ロボット産業の育成・振興、近未来技術の社会実装・健康長寿産業の育成、環境・エネルギー産業の育成 

 (2)イノベーションの促進  KPI 10 

・ステーションAiを拠点に国内外の大学・機関等と連携したスタートアップの育成・集積、起業促進を図り

スタートアップ・エコシステムを形成、AI・IoT・ビッグデータの活用促進、研究開発機能の強化 

(3)中小・小規模企業の振興  KPI 8 ・販路拡大等新規事業展開等への支援、事業継承の支援、海外展開の支援  
(4)サービス産業の支援  KPI 2 (5)海外とのパートナーシップの構築  KPI 1  
(6)産業人材の育成  新規高卒者の建設業への就職者数などKPI 9 

・モノづくりなど産業を支える人材の育成、科学技術系人材の育成、グローバル人材の育成・確保 

(7)農林水産業の振興  ICT温室研修参加者などKPI 23 

・6次産業化や県産物の知名度向上・需要拡大、次世代技術の導入、生産性、担い手、鳥獣被害対策等の推進 

 

「ジブリパーク」を始めとした新たな魅力の発信やAichi Sky Expoを核とした国際交流の推進、スポーツや伝統文化

を活かした賑わいづくりなどにより国内外から人を引きつける魅力ある地域をつくる。 

●数値目標：来県者数5千万人、観光消費額1兆円など3項目 重要業績評価指標KPI:24項目(内再掲3) 

(1)地域ブランドの構築と愛知ならではの観光資源の発掘・磨き上げ  観光消費額などKPI 3 

・ジブリパークなどの新たな魅力に加え産業観光、武将観光、お城観光、街道観光などの磨き上げ等 

(2)旅行者の多様なニーズへの対応   滞在日数などKPI 3 ・着地型観光、女子旅、ナイト観光などへの対応  
(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  KPI 2 

・Heart of Japan等の情報発信、受入れ環境や観光拠点の整備 

(4)MICEの誘致  KPI 1 ・展示会産業振興、高級ホテルの立地促進  
(5)広域観光の推進  KPI 3(内再掲1)  
(6)スポーツ大会を活用した地域振興  新体育館のオープン時期などKPI 8 

・第20回アジア競技大会等を契機とした地域活性化、あいちトップアスリートアカデミーによる発掘・育成 

 (7)文化芸術の創造・発信  KPI 2 (8)観光交流拠点機能の強化、観光人材の育成  KPI 2(内再掲2)  

 

企業誘致や大学の魅力づくりなど若者を引き付ける魅力の向上を図るとともにUIJターン希望者等との県

内企業とのマッチングなどにより、地元人材の定着や東京圏等からの人口流入・定着を促す。 

●数値目標：転出入者数5年間で7.5万人の転入超など2項目 重要業績評価指標(KPI)18項目(内再掲1) 

(1)企業誘致  次世代産業の立地件数などKPI 2 

・「産業空洞化対策減税基金」等による産業立地、外資系企業の誘致 

(2)大学等の活性化  県内企業と県内学生のマッチング数などKPI 3 

・県芸大のメディア映像専攻の新設など県内大学の魅力づくり・活性化、

大学等を生かした地域連携、大学等と連携した県内企業への就職支援 

(3)移住・定住の促進  マッチングサイトに新たに掲載された求人数などKPI 10 

・交流・関係人口による移住促進、ＵＩＪターン希望者とのマッチング 

(4)留学生の受け入れ拡大  KPI 1(内再掲1) 

・アジア諸国の技術系等の留学生の受入、企業見学会など就職支援 

(5)人の流れを支える社会基盤の整備・機能強化  KPI 2 

・リニアに向けたスーパーターミナル化、 

中部国際空港２本目滑走路等 

 

 

 

 

 

あっという間に大きくなった愛娘の♥届を                      21 日に市役所に提出、休日で

したが守衛さんに対応頂きいなッピーをお借りして記念写真も。ただしコロナで式・披露宴は 10 月に延期です。STEP21

の 6 月の街宣も延期…こちらはぎっくり腰です。未来へつづくまちづくりへ一生懸命働きます。愛知県議会議員 鈴木じゅん 

7 月 1 日～10 日夏の安全なまちづくり市民運動 

11 日～20 日夏の交通安全市民運動(15 日一斉大監視) 

青少年健全育成市民大会、祖父江虫送りなどまだ中止です。 

基本目標② 魅力づくり 

基本目標③ 人の流れづくり 

●第 20 回アジア競技大会エンブレム制作者宮下浩氏 
スポーツのもつ躍動感を自由な曲線で描いています。さん然と輝く太陽（ＯＣ

Ａシンボル）と、紫・金・緑で作り出される中央の直線は、人々が「ひとつ」に集

い、未来へ向かう様を表しています。愛知・名古屋らしく、愛知県の花「カキツ

バタ」の紫と、「名古屋城」の「しゃちほこ」の金、そして、愛知万博、ＣＯＰ１０、

ＥＳＤユネスコ世界会議を通じて培われた環境への想いを表す緑で彩ってい

ます。また、紫と中央の直線は「アジア（Ａｓｉａ）」と「愛知（Ａｉｃｈｉ）」のＡを、紫と

金は「名古屋（Ｎａｇｏｙａ）」のＮをかたどっています。 

 

●段階的緩和ステージ ②6/19～ ③7/10～ GoTo キャンペーン 7 月下旬～ 移行期間後 8/1 目途 
  県をまたぐ移動 観  光 コンサート プロスポーツ 

移
行
期
間 

6/ 1(月)～ 東京等へは△ 県内で徐々に 50%上限 100 人 ✕ 

6/19(金)～ 

○ 

県をまたぐもの

を含め徐々に 

50%上限 1 千人 無観客 

7/10(金)～ 50%上限 5 千人 50%上限 5 千人 
 8/ 1(土)～ ○ 50% 50% 
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