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次世代成長産業分野の参考にしていただける「セミナー」、「イベント」などの開催案内や、会員募集の案
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◆１ ========================================================================
自動車エコ事業所を募集します

     ========================================================================
>>>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/2019ecojigyousyo.html
○内容：エコカーの導入や公共交通機関の利用促進などの取組を積極的に実践し、「安心・快適な暮らし

を支え、環境と自動車利用が調和した社会」の実現に大きく貢献している事業所を「自動車エコ
事業所」として認定しています。認定事業所には、認定証や表示板を交付するとともに、県のWeb
ページに掲載して広く紹介します。認定を受けると、社会的価値の実現に資する取組を行っている
として、愛知県が行う公契約の一部において加点される場合があります。

○対象：愛知県内の事業所（個人事業者を含む）
○認定方法：応募事業所の取組状況について審査し、認定基準を満たしている場合に認定します。
○応募方法：所定の申請書及び取組内容を証する書類を提出（持参又は郵送）してください。
○募集期間：2019年7月１日（月）から9月30日（月）まで
○詳細ＵＲＬ：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/2019ecojigyousyo.html
○申請受付・問合せ先：

愛知県 環境局 地球温暖化対策課 自動車環境グループ
担当：濱谷
TEL：052-954-6217 FAX：052-955-2029
E-mail：ondanka@pref.aichi.lg.jp

◆２ ========================================================================
社用車を更新するならEV・PHV・FCV等に！県の補助金をご利用いただけます 
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========================================================================
>>>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html
○内容：先進環境対応自動車を新たに購入する中小企業等の事業者に対して、その経費の一部を補助します
＜補助額の例＞

・電気自動車（EV）乗用車  上限40万円
・プラグインハイブリッド自動車（PHV）乗用車 20万円
・燃料電池自動車（FCV）乗用車 60万円 など

○対象：「中小企業信用保険法」に規定する会社若しくは個人事業主
（一部、対象外となる業種もあります）

○申請方法：車両の導入（車両登録、代金支払）前に補助金交付申請をしてください。
○募集期間：2020年3月16日（月）正午（必着）まで

※申請が予算額に達した場合、期限前に受付を終了します。
○詳細ＵＲＬ：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ondanka/0000051821.html
○申請受付・問合せ先：

愛知県 環境局 地球温暖化対策課 自動車環境グループ
担当：濱谷・吉田
TEL：052-954-6217 FAX：052-955-2029
E-mail：ondanka@pref.aichi.lg.jp

○その他：EV・PHV・FCVを新車新規登録すると、一定の間、自動車税（県税）が免除になります
（2021年3月31日登録分まで）。

＜免除期間＞ 新車新規登録を受けた年度の月割分及び翌年度から5年度分
＜詳細ＵＲＬ＞ https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000049103.html

◆３ ========================================================================
「Aichi Startup Camp(あいちスタートアップキャンプ) 2019」
事前説明会の参加者を募集します！

     ========================================================================
>>>https://aichi-startup-camp2019.peatix.com/
○目的：愛知県では、昨年10月、「Aichi-Startup戦略」を策定し、この戦略に沿って、スタートアップ・

エコシステムの形成・充実に努めています。本取組の一環として、革新的なアイデアで起業を目指
す

人材を発掘・養成する「Aichi Startup Camp（あいちスタートアップキャンプ）2019」を今年度実
施

します。この度、事前説明会を、ミッドランドインキュベーターズハウスで７月20日（土）に開催
します。つきましては、参加者を募集しますので、御関心のある方は、是非御参加ください。

○日時：2019年７月20日（土）午後１時から午後５時まで
○場所：ミッドランドインキュベーターズハウス（参加費無料）

（名古屋市中村区井深町１番１号 新名古屋センタービル 本陣街142号室）
○対象：新しい市場を狙ったビジネスアイデア・取り組みたい課題があり、将来、愛知

県内での起業を考えている方
※会場の収容席数の都合上、定員に達し次第、募集を締め切ります。

○内容：キャンプへの応募を検討している方、応募する予定の方に対して、キャンプの内容説明とやり
たいビジネスの方向性を絞り込むワークショップを実施します。参加できない方のために、
説明会の様子をYouTubeにて期間限定配信を予定しています。(説明会へのメールアドレス
エントリーが必要となります。)
・キャンプ内容説明
・愛知県で起業するためのアイデア理論に基づくアイデア発想法ワークショップ「じぶんワーク」

○定員：30組程度（チーム参加は3名まで可）
○申込方法：以下「問合せ先」の申し込み先の入力フォームに必要事項を御入力のうえ

送信してください。
○申込期限：2019年７月18日（木）午後６時
○申込ＵＲＬ：https://aichi-startup-camp2019.peatix.com/
○問合せ先：

株式会社ツクリエ（業務受託事業者）
Webページ：https://aichistartupcamp2019.tsucrea.com/
問合せ先：株式会社ツクリエ（担当：杉野）
TEL：03−4405−1357
E-mail：aichi@tsucrea.com
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◆４ ========================================================================
「A2 (Aichi-Austin) Innovation Kick-start Program」スタートアップ 
ステークホルダー向けワークショップ(8/9)参加者募集
========================================================================

>>>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/utaworkshop4.html
○目的：愛知県は、米国・テキサス大学オースティン校と連携して、スタートアップ・エコシステムの

形成・充実を図る「Ａ2（Aichi-Austin）Innovation Kick-start Program」を実施しています。
このプログラムの一つとして、現在策定しているスタートアップ戦略のロードマップをテーマに、
以下のとおりワークショップを開催します。奮ってご参加ください！！

○日時：2019年8月9日（金）17:30-20:00
○場所：有限責任監査法人トーマツ 名古屋事務所(JPタワー名古屋37F)
○対象：当地域のスタートアップステークホルダー
○内容：ロードマップに関するプレゼンテーション、Q＆A、

ステークホルダー別ワークショップ、交流会
○定員：50名
○申込方法：件名を「ワークショップ参加希望（氏名）」として、メール本文に

①氏名、②所属、③役職、④メール、⑤電話番号を記載の上、以下の
申込先にお送りください。

○申込期限：2019年8月2日（金）18:00
○問合せ・申込先：

デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社（業務受託事業者）
E-mail：a2_startup_program@tohmatsu.co.jp

◆５ ==============================================================================
「ロボット施設見学ツアー」及び「ロボカップ体験イベント」の参加者を募集します 
==============================================================================

>>>https://www.pref.aichi.jp/soshiki/robotconv/arcap-pr-2019summer.html
○目的：あいちロボカップＡＰ2020開催委員会は、2020年10月に愛知県国際展示場において開催される

「あいちロボカップＡＰ(エーピー)2020」及び「ワールドロボットサミット2020」の開催気運を
醸成するため、「ロボット施設見学ツアー」及び「ロボカップ体験イベント」を開催します。

【ロボット施設見学ツアー】
・コース概要

(1)医療・介護ロボット分野
リハビリを支援するさまざまなロボットが活用されているリハビリテーションセンター、及び高齢者
の離床をサポートするロボット等が活用されている高齢者施設の見学
[協力] 藤田医科大学病院、社会福祉法人サン・ビジョン

(2)モノづくりロボット分野
工場で活用されている産業用ロボットの見学等
[協力] 9日：(株)安川電機、(株)ジェイテクト

31日：トライエンジニアリング(株)
(3)ドローン分野

建設現場や野生鳥獣対策に活用されるドローンのデモンストレーションと操縦体験
[協力]20日：三信建材工業(株)、神野インドア、(株)サイエンス・クリエイト

28日：愛知県立大学次世代ロボット研究所、キャリオ技研(株)、
ＪＵＡＶＡＣドローンエキスパートアカデミー名古屋校

(4)サービスロボット分野
 電子機器の工場や中部国際空港で活躍するロボットの見学

[協力] (株) デンソーウェーブ、中部国際空港、
あいちサービスロボットショーケース参加企業 

・開催日：(1)2019年8月10日(土)
(2)2019年8月9日(金)、31日(土)
(3)2019年8月20日(火)、28日(水)
(4)2019年8月27日(火)
※いずれも午前の部、午後の部の2回開催。所要4時間程度。

・参加費：無料
・定 員：各回20名(申込多数の場合は抽選)
・申込締切：2019年7月30日(火) 17:00

【ロボカップ体験イベント】
・開催日：2019年8月25日(日)、26日(月) 10:00～17:00

Page 3 of 5

2019/07/30http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/F3...

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/utaworkshop4.html
mailto:a2_startup_program@tohmatsu.co.jp
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/robotconv/arcap
http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/F3...


・会 場：イオンモール大高 1階ブルーコート
(名古屋市緑区南大高二丁目450番地)

・内 容：競技デモンストレーション、ロボットワークショップ、ロボットステージ
・参加費：無料(ワークショップ教材費代500円～1200円)
・申 込：事前申込不要

○主催・問合せ先：
あいちロボカップＡＰ2020開催委員会事務局 内藤
(愛知県経済産業局産業部産業振興課ロボット国際大会推進室内)
TEL：052-954-6374
E-mail：robotconv@pref.aichi.lg.jp

◇６ ========================================================================
あいち自動運転ワンストップセンターの設置について 

========================================================================
>>>http://autonomous-car.pref.aichi.jp/onestop

県は、民間事業者の公道での自動運転の実証実験を促進するため、「あいち自動運転ワンストップ
センター」を経済産業局産業部産業振興課内に設置しています。
本センターは、平成29年9月5日に開催された国家戦略特別区域諮問会議の審議を経て、同日、
内閣総理大臣の認定を受けた、「愛知県 国家戦略特別区域 区域計画」に基づき設置されておりま

す。
自動運転の実証実験を希望する民間事業者と実証地域となる市町村等とのマッチングを推進し、実証
実験実施の際には、民間事業者等に対し、関係法令上の手続に係る各種相談への対応や情報提供、関

係
機関との調整等を行っています。
調整に当たって、「愛知県自動走行公道実証実験実施要項」を平成28年7月に策定し運用しています
ので企業や大学等の皆様におかれましては、事前に、愛知県産業振興課自動車産業グループに対し

て、
「自動走行公道実証実験実施届出書」を提出いただき、当制度をご活用ください。

◇７ ========================================================================
あいち自動運転推進コンソーシアムの設置について

～参画を希望する企業、大学、市町村等を募集しています～ 
========================================================================

>>>http://autonomous-car.pref.aichi.jp/consortium
○内容：自動運転分野については、国内外の自動車メーカーの他、電機メーカーやIT分野の新興企業等も

技術開発に参入するなど、世界規模で開発競争が加速しています。政府においても、東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年までに、無人自動運転移動サービスの実現
を目指し、制度・インフラ面の環境整備や研究開発等が総合的・計画的に進められているところで

す。
こうしたことから、県は、自動運転システムに関係する企業・大学等や自動運転システムの導入を
目指す県内の市町村等が連携した、「あいち自動運転推進コンソーシアム」を設置しました。
本コンソーシアムは、県内各所における自動運転の実証実験を推進し、将来的には、自動運転に係

る
イノベーションの誘発により、新たな事業を創出し、オールあいちによる自動運転の社会実装を
目指すことを目的に活動していきます。
また、コンソーシアムの下に、ワーキンググループ「自動運転及び電動化部材システムＷＧ」、

「自動
運転インフラ・データＷＧ」、「自動運転モビリティサービスＷＧ」を設置し、世界の市場や技術

動向
などの情報等を把握しつつ、自動運転に係る新事業や新ビジネスの創出を目指す企業を支援してい

き
ます。

○ あいち自動運転推進コンソーシアムの主な事業内容
（1）最先端の技術を活用した自動運転の実証実験
（2）自動運転の実証実験を希望する企業・大学等と市町村とのマッチング
（3）自動運転の実証実験に係る手続きのワンストップサービス
（4）自動運転システムを活用した地域の先進事例の情報共有
（5）自動運転に係る新事業、新ビジネスモデル創出に向けた調査、研究等

Page 4 of 5

2019/07/30http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/F3...

mailto:robotconv@pref.aichi.lg.jp
http://autonomous
http://autonomous
http://oamail01.intra.aichi/mail/sF1100.nsf/fba26c3107b17fa64925827800408481/F3...


【ワーキンググループ】
①自動運転及び電動化部材・システムＷＧ
②自動運転インフラ・データＷＧ
③自動運転モビリティサービスＷＧ

○申込：随時入会を募集していますので、上記のホームページをご覧いただき、お申し込みください。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□
★メールアドレスの変更・メール配信停止については、

sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp
上記の電子メールアドレスに御連絡ください。（件名例：【配信停止】あいち自動車産業イノベーション

ニュース）

★新たに、あいち自動車産業イノベーションニュース（メルマガ）を配信希望される方は、産業振興課
のEメール（sangyoshinko@pref.aichi.lg.jp）宛に、タイトルに「あいち自動車産業イノベーションニュー
ス配信希望」
と明記のうえ、メールをお送りください（本文が空でもかまいません）。

※ メール配信停止のご連絡をいただいた場合、その都度、配信リストからの削除を行っています。
万が一、今回メールが届いてしまった場合は、御迷惑をおかけして申しわけありませんが、その旨をご連絡
ください
ますようお願い致します。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□
(愛知県ではメールアドレスの漏えい防止のため、すべての宛先に対して
「bcc」を使用して送信しております。ご理解とご協力をお願いいたします。)
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
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