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用語の定義について
本ビジョンで使用する用語については、特別に記
除き、下記のように定義します。

平成 28 年 3 月発行

があるものを

名古屋圏：愛知県、岐阜県、三重県の区域
東 京 圏：東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の区域
関 西 圏：大阪府、京都府、兵庫県、
県の区域
また、単に、「名古屋」や「地域」と表記する場 合は、本市のみな
らず、本市を含めた周辺地域を指すことがあります。
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この「名古屋市産業振興ビジョン 2020」は、平成 28 年度（2016 年度）から
平成 32 年度（2020 年度）までの５年間を計画期間とし、名古屋市が目指す産業
振興施策と就労支援施策の基本方針と施策の方向性を示すものとして策定いたしま
した。
名古屋圏の産業は、高度な技術・技能をもった人材やこれまでイノベーションを
繰り返して成長してきた企業群をはじめ、多彩で魅力的な産業資源をもとに、世界
有数のものづくりの中枢圏域として堅実な成長を続けてきました。
今後、リニア中央新幹線の開業に伴う名古屋駅周辺の開発が進む一方、少子・高
齢化に伴う人口構造の急激な変化や経済のグローバル化がもたらす都市間競争の激
化など、名古屋圏を取り巻く環境は大きく変化してまいります。今後も名古屋圏の
産業が持続的に発展していくためには、従来の産業や地域の枠を超えて多種多様な
主体が交流・連携し、それぞれが得意とする技術やノウハウ、資本といった経営資
源を結びつけ新たな価値を創造し続けていく仕組みである「ビジネス・エコシステ
ム」を創出していくことが重要となってきております。
本ビジョンでは、
「ビジネス・エコシステム」の創出を促すために、機会や場を構築・
提供することを本市の役割とし、業種や規模の大小にかかわらず、意欲あるだれも
が様々な場所・場面で主役となって、
「新たな価値を生み出し」、
「ビジネスに挑戦し」、
そして「いきいきと働き輝ける」魅力あるまちにしていこうという方向性を明確に
いたしました。
今後は、本ビジョンの目標である『新たな価値が生まれ続けるまち名古屋』の実
現を目指し、名古屋圏の企業・行政・金融機関・各種支援機関そして市民の皆様が
同じビジョンを共有し、様々なお立場からお力添えをいただきながら、新たな価値
の創造により世界を惹きつける「感動を生み出す名古屋」にしてまいりたいと考え
ております。
本ビジョンの策定にあたり多大なご協力をいただきました名古屋市次期産業振興
計画検討会議委員の皆様をはじめ、貴重なご意見をいただきました皆様に心からお
礼申し上げます。
平成 28 年３月

名古屋市長

河村
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ビジョン策定の概要

１

ビジョン策定の趣旨

世界有数のものづくりの中枢圏域である名古屋圏の中心都市として、地域経済の持続的
発展のため、本市では平成 23 年度から平成 27 年度を計画期間とする「名古屋市産業振
興ビジョン」を策定し、産業振興施策及び就労支援施策を実施してきました。
名古屋圏の経済は、リニア中央新幹線の開業を見据えた名古屋駅前を中心とした大規模
再開発が進むなどの動きもあるなか、設備投資の増加などにより緩やかな回復基調が続い
ています。一方、少子高齢化に伴う人口構造の急激な変化や経済のグローバル化がもたら
す都市間競争の激化など、名古屋圏を取り巻く環境は大きく変化しています。
本市事業所の 98.8％を占める中小企業においては、ものやサービスなどの価値が刻々
と変化していく時代の中で、持ち前のしなやかさと対応力で、多様化する消費や生活スタ
イルへのニーズに応え、新たなビジネスや独創的なアイデアなど新しい価値を創造する動
きがみられます。このような中小企業の多様な挑戦は、新たな人や企業が結びつき、また
新しいビジネス領域への挑戦へとつながり、今日の地域経済の成長・発展の原動力となっ
ています。
今後も、地域経済がこれまでの蓄積を糧に絶え間なく発展し続けていくためには、この
ような中小企業の挑戦を支援していくことが重要となっています。
本ビジョンは、本市が目指すまちの姿を明らかにし、企業・市民・行政・関係機関がそ
の目標を共有し連携することで、当地域の産業の持続的な発展を図っていくために、本市
の産業振興施策及び就労支援施策の基本方針と施策の方向性を示すものです。

２

ビジョンの位置づけ

総合計画の着実な
推進を支える

本ビジョンは、本市のまち
づくりの指針である「名古屋
本ビジョンの位置づけ
市総合計画２０１８」のもと
での産業振興施策と就労支援
名古屋市まち・ひと・
名古屋市総合計画
施策に関する個別計画として
しごと創生総合戦略
2018
位置づけるものです。さらに、
「まち・ひと・しごと創生法」
に基づく「名古屋市まち・ひ 産業振興施策と就労支援施策に
整合性
関する個別計画
と・しごと創生総合戦略」（平
成 27 年度策定）との整合性
名古屋市産業振興ビジョン 2020
を図りつつ策定しました。
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また、名古屋市中小企業振興基本条例（平成 25 年 4 月施行）の基本理念を踏まえ、挑
戦する企業の支援や小規模事業者への配慮など総合的かつ効果的な施策を掲げています 。

名古屋市中小企業振興基本条例の目的と基本理念
（目

市、中小企業者等の役割分担や施策の基本となる事項を条例
で定め、中小企業の振興を総合的に推進します。
（基本理念）
中小企業の振興は、中小企業者が経営基盤の強化等に自主的
に努めるとともに、中小企業者の努力に対して、市、国、県そ
の他関係地方公共団体、中小企業団体、大企業者、金融機関、
大学等の研究機関その他中小企業を支援する機関及び市民が連
携して支援することを基本として推進します。

３

的）

計画期間

本ビジョンは、概ね 10 年先の本市の将来を見据え、平成 28 年度（2016 年度）から
平成 32 年度（2020 年度）までの 5 年間を計画期間とします。

４

名古屋市産業振興ビジョン（平成 23 年 3 月策定）の達成状況

平成 23 年 3 月に策定した産業振興ビジョンで掲げた数値目標に対する平成 26 年度末
における実績は以下の表のとおりです。
立地または創業した事業所数は、企業誘致などによる立地事業所数が、概ね目標値に達
していますが、創業事業所数は目標値に達していません。
新規雇用者数は、平成 23 年度に開設した「なごやジョブサポートセンター」をはじめ
とした本市の就労支援施策の成果もあり、計画期間を残して目標値に達しています。
産業振興ビジョン（平成 23 年 3 月策定）で目指した施策の成果と課題を振り返り、本
ビジョンの策定に反映していきます。
産業振興ビジョン（平成 23 年 3 月策定）の数値目標の達成状況

指

標

目 標 値
（平成 23 ～ 27 年度）

立地または創業した事業所数
新規雇用者数
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実 績
（平成 23 ～ 26 年度）

1,100 件

782 件

40,000 人

49,649 人

序 ビジョン策定の概要
産業振興ビジョン（平成 23 年 3 月策定）の施策ごとの主な成果と課題
と
次世代産業の育成・支援

産業
業
業支援

支援

振興

・

業

・創

業

中小企業の育成・支援

支援
創

支援
支援

就労支援・人材育成

就労支援

産業

●成果

●産業立地促進助成の交付件数は、概ね順調に
推移
●なごやサイエンスパークにおける企業・研究
機関の立地・入居件数は、概ね順調に推移
◆航空宇宙、医療・福祉・健康などの産業は、
今後の成長が期待できる一方、都市間競争は
一層激しくなると予想される

●「名古屋挑戦型企業塾」を実施し、参加企業
によるビジネスマッチングにつながった
●工業研究所における依頼試験・分析件数は増
加傾向
●ユネスコ・デザイン都市なごやを広く情報発信
◆意欲的な中小企業に対し、経営・技術・金融
などのきめ細かな支援の強化が必要
●「なごやジョブサポートセンター」を開設
●国の緊急雇用創出事業を活用した就労支援事
業を展開
●「少年少女発明クラブ」の運営など次世代を
担う産業人材の育成に努めた
◆人材不足が顕在化しており、人材の確保・定
着を図るための効果的な施策の充実が必要

◆課題
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