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名古屋市総合計画 2018 をご紹介します

まちの強みをどう活かす ?
い

1 なごやのまちと
まちづくりの方針

名古屋の強みを活かした、まちづくりの方針を示します。

→ P3〜4

これから特に大事なことは ?

2 重点戦略

これから 15 年先を見据え、名古屋に大きな影響を与える

と考えられる課題に対し、重点的に取り組みます。

→ P5〜10

どんなまちをめざす ?

市役所はどうする ?

大都市の新しい姿は ?

名古屋市総合計画 2018 って、どんな計画？

3 めざす都市像

まちづくりの方針に基づく、めざす 4 つの都市像と、 都市

像を実現するための施策を示します。

→ P11〜26

4 市政運営の取り組み

都市像を実現するための市政の取り組みを示します。

→ P27〜28

5 大都市としての
名古屋の発展に向けて

圏域全体の成長に向けたビジョンと新たな大都市制度の実

現に向けた取り組みを示します。

→ P29

6 名古屋市総合計画
2018 の概要

計画の位置づけや期間などを示します。

→ P30

い
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名古屋の強み

まちづくりの方針

1 なごやのまちとまちづくりの方針

交流ネットワークの中心

名古屋は、日本のほぼ中央に位置し、新幹線をはじ

めとする鉄道網や高速道路、空港や港を擁しており、

広域的な交流ネットワークの中心となっています。

産業集積による強い経済力

自動車のみならず航空機、精密機器、工作機械、

ファインセラミックスなどにおいても、世界レ

ベルの産業技術が集積しており、強い経済力の

もとに安定的な雇用があります。

優れた住環境

広い道路や公園が確保され、ゆとりある居住・生活空間を

備えています。

大都市でありながら通勤時間が比較的短いなど、時間的に

もゆとりのある都市です。

おいしい水や充実した医療サービスなど、生活の便利さ、

快適さの満足度は高く、住みやすいまちとなっています。

市民と行政による対応力

市民との協働によってごみ処理量の減少を達成したよう

に、市民と行政が一丸となって課題に対応していく力が

あります。

これまで培ってきた名古屋の強みを活かし、名古屋

だからこそできる、未来につながる持続可能なまち

づくりをすすめていきます。

平成の名水百選「木曽川源流の里 水木沢」

 ( 長野県木曽郡木祖村 )

名古屋港
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将来を支える世代が

健やかに育まれる

災害に立ち向かえる

力を備えている

さらに発展を

続けていく力がある

歴史に残る街・ナゴヤ

東京

新東名高速道路
リニア中央新幹線

東名高速道路
東海道新幹線

新名神高速道路
リニア中央新幹線

名神高速道路
東海道新幹線

セントレア
名古屋港

大阪

東山公園

名古屋の強みを活かしたまちづくりの方針を示します。
い

中部国際空港（セントレア）

い
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2
若い世代や、子育て世代の住まいの地として、

選ばれるまちづくりを最優先にすすめます。 

また元気な高齢者を増やし、地域における助け合いの

仕組みづくりをすすめることで、地域の活力を高めていきます。

子育て世代に選ばれるまちを
つくるとともに、

地域の活力を高めます

重点戦略 1

◆経済活力の低下とともに、自治体が担う医療・福祉サービスなどの需要

　が増加し、社会の支え手の負担が増えることが懸念されます。

◆ライフスタイルの多様化などを背景に家族構成が変化しており、子育て

　世帯や高齢者などへの支援の必要性が高まることが予想されます。

なごやの課題

増加を続けてきた人口が

減少していきます

高齢者人口が

増えていきます

15歳から 64歳の人口は

減っていきます

1
出産や育児の不安感・負担感を軽減し、
若い世代や子育て世代にとって、住みや
すいまちづくりをすすめます。

教育の質を高め、将来を支える人材を
育てます。

虐待やいじめを防止し、子どもが健やか
に成長できる環境を整えます。

若い世代や女性が活躍できる環境づくり
をすすめます。

地域における助け合いの仕組みづくりを
すすめ、子育て中の親、高齢者や障害者
が孤立しないようにします。

支援を必要とする人へのサービスの新た
な担い手として、地域の多様な主体が活
躍できるよう支援します。

2
健康な高齢者を増やし、健康寿命を延ば
します。

高齢者の活躍の場を創出し、社会の支え
手を増やします。

重点的に取り組みます

3
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なごやの課題

多方面に長期的な

人的・物的・経済的被害

交通インフラが被害を

受けたら日本全域に

大きな影響

南西部のゼロメートル地帯

などは津波や液状化の懸念

市民・企業・行政の総力を結集して、

災害による被害を出さないようにするための防災と、

被害を最小限に抑えるための減災を

すすめることが大切です。

重点的に取り組みます

南海トラフ

巨大地震発生が懸念される

名古屋

2
市民・企業・行政の総力で
大規模災害へ備えます

重点戦略 2

◆今後30年間のマグニチュード８以上の地震の発生確率は70％程度といわ

　れています。

◆防災・減災対策や被災した場合の早期復旧に向けた対策が必要です。

大規模な地震がおこったら…

1
防災教育や意識啓発により防災意識を高
めます。

市民や企業などとともに耐震対策など平
時の取り組みをすすめます。

各種団体等との協力・連携に向けた体制
づくりをすすめます。

被災後の早期復旧をはかるため、市民生
活や経済活動に関わる都市基盤や災害拠
点施設などの耐震対策をすすめます。

2
災害発生時の円滑な避難・救助活動のた
め、避難体制や、防災備蓄体制の整備を
すすめます。

高齢者や障害者などの要援護者対策や帰
宅困難者対策をすすめます。

3
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なごやの課題

大きな新しい交流圏の中で名古屋が発展を続けていくためには、

首都圏のバックアップ機能など新たな役割を担えるような、

大きく強い都市をめざしていく必要があります。

このため多様な主体での連携強化や広域的な取り組みをすすめます。

重点的に取り組みます2
国際的な都市間競争を勝ち抜く、
大きく強い名古屋をつくります

重点戦略 3

1
リニア中央新幹線の開業効果を圏域
で受けられるよう、交通ネットワー
クを強化します。

名古屋駅周辺から栄にかけての都心
部 の 都 市 機 能 を 強 化 す る と と も に、
回遊性を高めます。

国内外からの企業誘致の推進、本社・
本店機能の進出支援、高い能力を有
する産業人材の呼び込みや育成をす
すめます。

圏域の中枢都市として産業交流の促
進をはかり、圏域全体の産業競争力
を高めます。

2
名古屋に行ってみたいと思わせるよ
うな都市の魅力を高め、圏域の活力
向上につなげます。

3

◆平成39 (2027) 年度にリニア中央新幹線（東京ー名古屋間）の開業が予定

　されています。

◆リニア中央新幹線の開業を圏域の成長につなげていくことが必要です。

移動時間の短縮

（東京ー名古屋間が約40分に）

首都圏とのつながり

期待

ストロー現象

経済活動や人口が

吸い取られる

懸念

©Central Japan Railway Company. All rights reserved.
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めざすまちの姿

3 めざす都市像 1

人権が尊重され、誰もがいきいきと
過ごせるまち

人権と絆が

大切にされるまち

きずな
子ども、若者、女性や

高齢者、障害者、外国人など

誰もが不安なく

自立して過ごせるまち

一人ひとりが

いきいきと自分らしく

生活できるまち

医療・介護・

自立支援

子育て支援

生涯学習・

スポーツ振興

都市像の実現に向けて次の施策をすすめます

施策１

生涯にわたる心身両面の健康づくりを

支援します

◆健康づくり・予防医療の推進

◆こころの健康づくりと自殺対策の推進

施策２

適切な医療を受けられる体制を整えます

◆救急医療体制の確保

◆市立病院における医療機能の強化

◆最先端の医療の提供

施策３

安心して介護を受けられるよう支援します

◆介護を必要とする高齢者が住み慣れた地域で生活するための支援

◆在宅での生活が難しい高齢者への支援

◆介護サービスの質の向上および人材の確保

施策５

障害者が自立して安心して暮らせるよう

支援します

◆地域における自立した生活の支援

◆重症心身障害児者への対応

◆障害者の就労の促進

施策４

高齢者が生きがいを持って暮らせるよう

支援します

◆高齢者の社会参加の支援

◆高齢者の活躍の場の提供

高齢者の

活躍

若者の

自立支援
就労支援

人権・

生きがい

子どもの

育ちや学び

名古屋陽子線治療センター
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施策 10

子どもの個性を大切にし、確かな学力と

豊かな心、健やかな体を育みます
◆確かな学力の向上

◆豊かな心と健やかな体の育成

◆学びを支える教育環境の充実

◆魅力ある市立高等学校づくり

施策７

安心して子どもを生み育てられる環境を

つくります

◆安心して子どもを生み親として成長することへの支援

◆子育ての負担感・孤立感の軽減

◆働きながら子育てしやすい環境づくり

施策 13

人権が尊重され差別や偏見がない社会を

つくります

◆人権啓発の推進　　　　　　

◆人権教育の推進

◆平和に関する啓発の推進

施策 14

男女平等参画を総合的にすすめます

◆男女の人権の尊重

◆男女共同参画社会の実現に向けた意識改革

◆あらゆる分野における女性の活躍推進

施策６

地域住民が互いに助けあい、安心して

暮らせる福祉のまちづくりをすすめます

◆地域包括ケアシステムの構築

◆地域福祉の推進

地域での支えあい活動

施策８

子どもの健やかな育ちと若者の自立を支える

環境をつくります

◆子どもが心身ともに健康に育つための支援

◆特に支援を要する子どもへの支援

◆若者の社会的自立への支援

とだがわこどもランド

施策 11

誰もが意欲を持って働けるよう、就労支援を

すすめます
◆就労支援の推進

◆働きやすい環境づくり

◆生活保護受給者や生活困窮者に対する支援

◆ホームレスの自立支援

なごやジョブサポートセンター

なごや人権啓発センター

( ソレイユプラザなごや )

施策 12

生涯にわたる学びやスポーツを通した

生きがいづくりを支援します

◆生涯学習の機会と場づくり

◆学びを社会に生かす人づくりと人の輪づくり

◆スポーツの振興

C マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会

施策９

虐待やいじめ、不登校から

子どもを救います

◆子どもの権利を守るための取り組み

◆子どもを虐待から守るための支援

◆いじめ、不登校対策の充実

スクール

ポリス

スクール

ソーシャル

ワーカースクール

アドバイザー

スクール

カウンセラー


