
付加価値の創造 人財の創造 魅力溢れる圏域の創造

2020

米国 バイデン政権発足

菅政権発足

新型コロナ 国内流行

2021.1 中部圏航空機産業に対す
る支援を要請

2021.3「STARTUP GUIDE 
NAGOYA」発行

提 2021.3「エネルギー基本計画
の見直しに向けた意見」

2020.12 第１回学生と若手社員
のフォーラム開催

2020.12 セミナー 「米中覇権争い、
今後の世界経済と日本経済」開催

2021.3 未来創造イベント「デジ
タルの未来」開催

提 2021.3「今後のエネルギー政
策に関する提言」 　 提 2021.2「東京一極集中の是正に向けた地域の機能強化と魅力向上に

関する提言」
提2021.2「コロナショックからの教訓と経済社会の変革」

2020.11 ピッチ＆フォーラム「モビリティの未来」開催 2021.3「マイクログリッド導入ハ
ンドブック」発刊

報2020.12「人材育成に関する新
時代に相応しい取り組みを目指し
て」中間報告

2021.1 第17回中央日本交流・連
携サミット開催 ※1

提2020.11「国土強靭化税制の整備・創設に向けての提言」
2020.10 ソサエティ育成プログ
ラム「IGES」開始

2020.10名岐道路の早期整備の
要望

提2020.9「2021年度税制改正に対する意見」
2020.8 コロナ禍を機とした経済
対策の要望

2020.8 名古屋国際学園東棟新
校舎落成

2020.8「伝統工芸の振興に向けた
中経連の取り組みについて」発行

2020.10 東海環状自動車道の整
備促進の要望

2020.10 河川・海岸堤防などにお
ける地震・津波対策の整備の要望

2020.7 内閣府のスタートアップ・
エコシステムグローバル拠点都市
に認定

2020.6 キャリア教育共創プログ
ラム実施

2020.7 新型コロナウイルス感染
症に関わる対策要望および協力提
案の要望

2020.8 西知多道路の整備促進
の要望 2020.10 流域治水の推進の要望

2020.6 第49回Next30産学
フォーラム

2019

新型コロナ
WHOパンデミック宣言

消費税10％導入

台風19号
千曲川（長野県）決壊

「令和」に改元

2020.3「ITを使った中小企業の生
産性向上ヒント集」
2020.2 東海地方経済懇談会開催

提2020.2「令和新時代に求められる経済政策」

2020.1 ピッチ＆フォーラム「モビリティの未来」開催 2020.2 第16回中央日本交流・連
携サミット開催 ※2

提2019.11「国土強靭化税制の整備・創設の新段階の提言」
2019.10 会員大学・学校法人との懇談会開催

2019.12 広域連携による観光プロモーション実施  2019.11 中部縦貫自動車道の整
備促進の要望

2019.11 南海トラフ地震等に対
する緊急防災対策の要望

2019.9 産学マッチングプログ
ラム「アカデミックナイト」開始

2019.9 米国インディアナ州知事
と中部経済界との懇談会

2019.10 リニア中央新幹線の整
備促進の要望

提2019.9「2020年度税制改正に対する意見」
提2019.9 「中期的な企業価値向
上に向けたコーポレートガバナン
ス体制の構築に関する意見」

2019.7 ナゴヤ イノベーターズ 
ガレージ開設

報 2019.7「中部圏の伝統工芸の
振興に関する調査・研究」中間報告

2019.8 北欧・オランダ経済視察
団派遣

2019.7 アジアNo.1航空宇宙産
業クラスター形成特区の推進の
要望

2019.5 一般社団法人中部圏イノ
ベーション推進機構設立

意2019.5「パリ協定に基づく成長
戦略としての長期戦略に関する意
見」

2019.4 ベトナム司法大臣との懇
談会開催

2019.5 中部国際空港の二本目
滑走路をはじめとする機能強化の
早期実現の要望

提2019.5「南海トラフ地震等が中
部経済界に与える影響を最小化す
るために」

2018

台風24号

台風21号

西日本豪雨

提2019.3「中部圏の将来ビジョン」

提 2019.2「中小企業の事業存続
性の向上」

報2019.3「中部圏のイノベーショ
ンの活性化に向けて・新イノベー
ション拠点」

2019.2 第15回中部コーディネー
ター研究フォーラム

2019.3 昇龍道第10回昇龍道プ
ロジェクト推進協議会を開催

報 2019.2「海外から見た中部圏
の魅力向上」

2019.2 西知多道路の早期整備
の要望

2019.2 東海地方経済懇談会開催 2019.1 第15回中央日本交流・連
携サミット開催 ※3

2019.2 愛知･名古屋国際ネット
ワークフォーラム開催

2019.1 名豊道路の整備促進の
要望

2018.11 第17回中部産業振興
協議会開催 ※4

意2018.12「長期的な温室効果ガ
スの低排出型の発展のための戦
略の策定に対する意見書」

2018.11 広域連携観光地域づくり実行委員会設立 2018.11 イタリア経済視察団派遣 2018.11 南海トラフ地震等に対
する緊急防災対策促進の要望

2018.10 西日本経済協議会第
60回総会開催

提2018.9「2019年度税制改正に対する意見」
2018.9 北米イノベーション拠点
視察

2018.9 第40回Next30産学
フォーラム

2018.9 第9回中部の未来を考え
る会開催 ※5

提2018.8「国土強靭化税制の整備・創設の提言」
2018.5 中部圏イノベーション促
進プログラム開始

報2018.7「中部圏の交通ネットワー
クのさらなる充実に向けて」

提2018.6「地震災害から生産活動
を守るための方策の提言」

2017 衆院選で自民党大勝

報2018.3「中部圏のイノベーショ
ン活性化に向けて」

提2018.2「中部圏5.0の提唱」
提2017.12「中部圏の未来を支え
る人材の育成」

2018.1 第14回中央日本交流・連
携サミット開催 ※6

2017.12 南アフリカ経済視察団
派遣

2018.1 名古屋環状2号線の早期
全面整備の要望

2017.11 第16回中部産業振興協
議会開催 ※7

意2017.12「エネルギー基本計画
の見直しに対する意見書」

2017.11 駐日英国大使閣下講演
会開催

2017.11 東海北陸自動車道・東海環
状自動車道などの建設促進の要望

報2017.11「ロボット・ICTを活用
した次世代型介護の導入促進の
ために」

2017.11 駐日米国大使とのビジ
ネス懇談会開催

2017.10 南海トラフ沿いの地震
観測・評価に基づく防災対応のあ
り方に関する特別講演会開催

提2017.9「平成30年度税制改正に対する意見」
2017.8 会員大学・学校法人との懇談会開催

2017.7 ツーリズム東美濃協議会
設立

2017.7 国際情勢に関する講演会
開催

2017.7 中部国際空港の二本目
滑走路をはじめとする機能強化の
実現に向けた要望

2017.8 南海トラフ地震等に対す
る緊急防災対策要望活動実施

2017.7 アジアNo.1航空宇宙産業
クラスター形成特区の推進の要望 2017.5 広域連携DMO （一社）中央日本総合観光機構設立 2017.4 ベトナム計画投資省大臣

との懇談会開催
2017.7 熊本地震 感謝の復旧に
関する講演会開催

2016

米国 トランプ政権発足

パリ協定発効

伊勢志摩サミット開催

提 2017.2「中部圏のサービス産
業の稼ぐ力の向上」

2017.2 第8回中部の未来を考え
る会開催 ※8

2017.2 南海トラフ地震の被害想定
と対応に関する企業防災連絡会開催

2017.2 東海地方経済懇談会開催 2016.12 第13回中央日本交流・
連携サミット開催 ※9 2016.11 昇龍道物産観光展開催 2016.11 インド経済視察団派遣 2016.11 東海環状自動車道の早

期整備の要望
2016.10 第15回中部産業振興
協議会開催 ※10

提2016.9「平成29年度税制改正に対する意見」
2016.7 多様な人材の活躍や働き
方改革に関する講演会開催

2016.5 中部国際空港に伊勢志摩
サミットおもてなしブース設置 2016.7 愛知県内の道路および港湾、防災対策の早期整備の要望

2016.4 今後のわが国の地球温
暖化対策に関する講演会開催

2016.5 ベトナム計画投資省外国投
資庁長官他との意見交換会開催

報2016.4「中部圏交通ネットワー
クビジョン」

2016.6 南海トラフ地震等に対す
る緊急防災対策促進に係る要望

中部経済連合会の主な活動 2016年度～2020年度
提 提言書 意意見書報告書・中間報告書報 要望書要公表

実施施策

中期活動指針「ACTION2025」 

年度 内外の主な出来事   分野 経済・産業振興 イノベーション 資源・エネルギー・環境 人材育成 地域連携・魅力向上 観光・文化 国際 インフラ 防災
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