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第１章 重点地域におけるまちづくりの推進               

１．地域まちづくりとは 

「地域がより良くなるために、地域の力（考え）で地域を育てること」 

地域において、地域住民等、その他多様な主体が、より良い環境を築き、地域の価値

を向上させるために行う、地域の資源や特性を活かした自発的･自立的な市街地の形成･

維持･改善および活用に関する取組みを「地域まちづくり」としています。 

 この地域まちづくりを推進するため、「名古屋市地域まちづくり推進要綱」を制定

し、市内各地で地域まちづくりが進められるよう、支援を行っています。

２．重点地域における地域まちづくり 

３．実施地域 

1

2

3

4

名古屋市都市計画マスタープランにおいては、特に地域まちづくりを推進するべ

き「重点地域」として、現在市内２６地域を指定しています。 

この重点地域において、地域のまちづくりの担い手発掘やまちづくりの機運の

醸成など地域まちづくりの活性化を図るために、重点地域まちづくり活動助成を

行うことで、将来のまちづくり協議会設立の動きへとつなげます。 

 この重点地域まちづくり活動助成では、地域のまちづくり活動が活発に行われ

るきっかけとなるように重点地域において活動を行う団体を募集し、また地域住

民等が集まり、地域の将来像などを話しあう場を開催することで地域のまちづく

りの機運醸成を図ります。 

今回は 26 の重点地域のうち、「金山地域」において、重点地域まちづくり活動を実

施します。
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第２章 重点地域まちづくり活動助成の概要                      

１．重点地域まちづくり活動助成の目的 

２．重点地域まちづくり活動助成を受ける方々に期待したいこと 

3．重点地域まちづくり活動助成の対象団体 

以下の条件を満たす団体とします。 

・名古屋市に在住･在勤･在学の方を 5 名以上含むメンバーで構成されていること 

・団体名や代表者が定められていること 

・助成対象となる活動が、法令又は市の条例、構想、計画若しくは施策等（以下「法令等」

という。）に明らかに反するものでないこと。 

金山地域では、平成 29 年 3 月に“金山駅周辺まちづくり構想”が策定され、『交通拠点

から交流拠点へ ～にぎわい・文化・芸術の継承と新たな役割を求めて～』をコンセプ

トに新たなまちづくりが進められています。 

 また、構想の実現に向けた取り組みとして、他地域には無い金山地域の強みを生かし

金山地域のブランド力を更に強化し、持続していくためには地域主体によるまちづくり

が必要であり、その担い手となる、地域の商店街や事業者、住民など多様な主体が一体

となり、連携・協働し、公共空間を活用した取組の実施など高質な管理を行うための、

まちづくり協議会等の設立が求められています。 

 そこで、重点地域まちづくり活動助成では、「公共空間(広場、街路、公開空地など)の

利活用」をテーマとして設定し、これらのテーマに合った活動を実践していただける団

体を募集し、その活動に必要となる費用に対し助成を行うことで、この金山駅周辺まち

づくり構想の実現につなげていくものです。 

金山地域でのまちづくりの機運醸成を図るために、重点地域まちづくり活動助成によ

り、様々な活動の可能性を探るとともに、地域まちづくり懇談会を開催し、地域でまち

づくり活動を行う方々と、地域住民の方々が一緒に金山地域の現状認識や、将来の姿、

望ましい活動などを話し合うことにより、地域のまちづくり協議会設立のきっかけにな

ることを望んでいます。 

 そのため、この活動助成を受ける団体の方々には、募集のテーマに沿った、地域の新

たな魅力を創出するような活動の提案や、年 3 回程度開催する予定の地域まちづくり懇

談会に出席し、活動内容や時期の相談や、金山地域の魅力などの話し合いに積極的に参

加していただくことを期待しています。 
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４．重点地域まちづくり活動助成の額及び趣旨 

地域まちづくりの推進に必要な活動に要する費用の一部を助成します。 

メニュー 助成額上限 概要・趣旨

重点地域まちづくり

活動助成 
10 万円 

「公共空間(広場、街路、公開空地など)の利活用」

をテーマとし、「６.実施するエリア」における公

共空間等を利活用したまちの高質化に資する活

動について助成を行います。 

（例） 

・金山の文化施設を訪れた人がふらりと楽しめ

る企画 

・提案しようとする活動によって地域の新たな

魅力が引き出されるような内容 

・金山に訪れた人が誰でも参加でき、まちの高質

化に繋がるような内容 

・活動を通じて、できるだけ地域内の様々な人と

連携ができるような内容

助成対象活動の例）アウトドアリビング、アートワークショップ、 

ガイドツアー、スタンプラリー など

５．募集件数 

助成メニュー 募集件数
助成回数

上限 
その他の要件 

重点地域 

まちづくり活動助成 
5 件程度 1 回限り

年 3 回程度開催される懇談会への

出席が可能であること 

（各回必ず 1 名以上出席すること）

対象期間 交付決定日から 2019 年 12 月 31 日(火)までの間に実施する活動 

・次に提示するエリアなどの公共空間を利活用した活動 

・予算の範囲内において助成額等を調整する場合があります。 

・助成金の支払は、活動実施後となります。 
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６．実施するエリア 

 以下①②を含む金山駅周辺まちづくり構想の範囲内を実施するエリアとする。 

※これらの公共空間の活用については、使用状況に応じて使用日を調整する可能性がありま

すのであらかじめご了承ください。 

※実施する活動内容によっては、提案いただいた場所以外を調整させていただくことがあり

ます。  

例）アスナル金山 オープンスペース部 

金山駅周辺まちづくり構想範囲

活用が想定される主なエリア

例）金山総合駅連絡通路橋 イベント用スペース 例）金山南ビル 公開空地(インターコモン)

※例示した 3 つの公共空間については、下記の期間は優先的に利用できます。 

金山駅周辺図 

場所 日程 備考 

アスナル金山 オープンスペース部 
11/18(月)～

11/24(日) 

23(土)、24(日)を除く 

金山総合駅連絡通路橋 イベント用スペース 18(月)、23(土)、24(日)を除く

金山南ビル 公開空地  
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７．助成の条件 

・助成対象活動そのものでは収益活動は認められません。ただし、助成対象活動に付随す

る収益活動で助成対象活動の魅力を高めると市が判断した場合は、実施することも可能

です。その場合でも、収益活動に助成金を使用することはできません。 

・対象となる活動･事業について、平成 31（2019）年度中に国､県､市もしくはその外郭団

体から助成を受けている、または受ける予定である団体は助成対象外となります。 

・暴力団員等と関係がある団体は応募できません。 

・その他、募集要項の留意事項の全てを満たしていただくことが必要です。 
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第３章 助成対象経費について                            

１．助成対象経費 

以下の内容を満たす経費を助成対象経費とします。（ただし、助成対象外経費は除く） 

・地域の魅力の向上に資する活動であること。 

・募集のテーマに合致した活動等で、その活動に必要と認められる経費であること。 

２．主な対象経費と対象外経費の例（活動助成）

支出項目 対象となる経費（例） 対象とならない経費（例）

報償費 

謝金 

・講師等への謝礼 

【上限】合計３万円

・助成団体の構成員に対する謝金 

・講師への土産代、花束代など 

消耗品費 

・消耗品類 

（事務用紙､封筒､ボールペン､鉛筆､消しゴム等の

文具類､プリンターインク､消毒剤､塗料など）

・講座、イベントにおける実習等で必要と 

なる材料費等 

【上限】上限５万円

・助成対象事業以外でも恒常的に

使用する備品 

（パソコン、タブレット端末、コピー機、

プリンター､デジカメ､プロジェクター等

の汎用機材） 

印刷製本費

・事業に必要な印刷製本代､コピー代､デザ 

イン料など 

（文書･冊子･パンフレット類･ポスター･チラシ等）

・事業に必要な写真の現像代

※有料で販売等を行うものに係る

費用は対象外 

委託料  
・物品作成や専門的な知識や技術に対し、業

務を外部に委託する費用など

・事業をそのまま外部に委託する

ものは対象外

使用料  

及び賃借料
・会場使用料、機材賃借料など  

通信運搬費
・事業を実施するために必要な通信費など 

（切手代、はがき代、宅配便代など） 

・団体構成員間の通信費 

・電話回線使用料、インターネット

使用料、プロバイダ使用料などの

維持管理にかかる費用

保険料 ・イベント行事保険など  

旅費 

交通費
 すべて対象外 

食糧費  すべて対象外 

上記以外の事業に要する直接経費については、市と協議の上で助成対象経費とするか決定

上記以外に対象とならない経費の例 

○団体構成員個人に支払われる費用 
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… 人件費や謝金（チラシの製作や作詞、作曲、衣装デザインなどの舞台費等、構成員の労務や技術に 

対して支払われるものを含む）、旅費、会議費等すべて 

○収益活動に係る経費のすべて 

○食糧費・飲食費のすべて 

○団体の経常的な運営費･維持管理費（家賃､光熱水費､電話料､ウェブサイト管理費など通常の団体運営経

費） 

○他団体への助成金、補助金、寄付金、義援金 

○その他、事業に必要な経費と認められない経費 

※ これらは助成対象の一例です。詳しくは事前相談時におたずねください。 

３．留意事項

・現状復帰が前提条件となります。恒常的に設置するものは認めません。 

・経常的に実施される催し等については、助成対象外とします。 

・収益活動に要する費用については、助成対象外とします。 

４．支出を裏付ける資料

・助成対象とする支出については、すべて領収書を取得してください。領収書がないもの

については、助成対象外となることがあります。 

・領収書には、宛名･使途･領収日･領収者･領収印などが正確に記載･押印されている必要

がありますので、取得時に確認をしてください。 

・領収書については、整理簿などを作成していただき、助成対象事業ごとに整理してくだ

さい。 

・印刷物や成果物などについて、「この事業は名古屋市重点地域まちづくり活動助成を受

けて実施しています」などの表示をしてください。 
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第４章 申請等の手続きについて           

１．募集スケジュール 

募集のスケジュールは以下の通りです。 

なお、提案書を提出される際は事前に当課あてに電話連絡をお願いします。 

2019 

4/8(月) ↑

① 事前相談 

↓

4/22(月)
↑ 

② 提案書受付 

↓ 

5/7(火)

5/13(月)

5/29(水) 書類選考 

6 月上～中旬 助成対象団体の決定 

２．提案書の提出 

提出期間  2019 年 4 月 22 日(月)～2019 年 5 月 1３日(月) 

・申請の前に必ず事前相談を受けてください。なお、お越しの前には当課あてに電話連絡

（052-972-2938）していただきますようご協力をお願いします。 

・事前相談時には、提案内容が助成の趣旨に合致した内容かどうか 、 について、提案書

類をもとに確認をさせていただきます。 

適当でないと判断した場合は、提案を受け付けることができませんのでご了承ください。 

・提出書類の内容についておたずねしますので、出来る限り提案内容を説明できる方が 

お越しください。 

提出書類（下表の提出書類を受付期間中に提出してください。） 

重点地域まちづくり活動助成

・地域まちづくり活動助成提案書 

・予定する活動の対象区域を表示する図面

・活動計画書

・対象経費に委託費用が含まれる場合は、その内訳がわかるもの

提 出 先  名古屋市 住宅都市局 都市整備部 まちづくり企画課（名古屋市役所西庁 4 階） 

受付時間  平日の午前 9 時から午後 5 時まで（正午から午後 1 時までは除く） 
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・提案書類は返却しませんので、必ず写しを取り保管してください。 

・様式は、名古屋市公式ウェブサイト( http://www.city.nagoya.jp )からダウンロードでき

ます。（名古屋市公式ウェブサイト上で「地域まちづくり」と検索してください）

・提出書類の受付は持参のみとします。 

３．申請に係る留意点

・本募集要項と合わせて「名古屋市重点地域まちづくり推進実施要綱」の内容を確認の上、

申請手続きを行ってください。 

・提出書類の不備等があった場合、別途、修正等をお願いすることがあります。 

・申請に要する費用は、全て申請者の負担になります。 

・受付後の辞退は書面にて提出してください。 
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第５章 選考について               

１．選考方法

提出書類をもとに、地域まちづくり活動助成等評価員会が評価を行い、それを踏まえて

助成対象団体を決定します。 

地域まちづくり活動助成等評価員会 評価員 

古池 嘉和 （名古屋学院大学現代社会学部教授） 

小松 尚  （名古屋大学大学院環境学研究科准教授） 

三島 知斗世（特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ副理事長） 

２．選考会開催日 

開催日時  2019 年５月 29 日(水)  

３．評価の視点

選考にあたっては、助成を受けようとする活動内容を評価します。 

また、選考の結果、評価点が満点の 6 割未満となった場合は助成対象外となります。 

評価視点の内容 
配点 

ウェイト

評
価
視
点

テーマ性

・地域の資源や特性を生かし、地域をより良くすることに 

資する活動であるか 

・募集のテーマに沿った内容になっているか

25％ 

実現性 
・予算やスケジュールなど、活動の実行に必要な内容が 

具体的で実現可能性があるか 
25％ 

発展性 

(継続性)

・一回限りの取組みに収れんするのではなく、今後にもつなが

っていくような内容の活動か 

・活動が地域のまちづくり活動にとってもメリットのあるもの

か

25％ 

新規性 
・これまでの金山地域にない、新たな魅力の創出となるような

活動か 
25％ 

４．助成対象団体の決定 

・選考会開催後、地域まちづくり活動助成等評価員会の評価を踏まえて助成対象団体に 

選定されたかどうかについて、後日通知書を送付いたします。 
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第６章 助成対象団体決定後のスケジュール               

※助成対象団体には、金山の地域住民等との懇談会（年 3 回程度）に必ず出席していただき

ます。また、第 1 回の懇談会において、地域の現状や方向性などを話し合ったうえで、助

成対象となる活動の内容等について決定してください。 

【年間の想定スケジュール】

１．地域まちづくり懇談会 

・地域住民と助成対象団体とが集まり、金山地域の現状や魅力、将来像などについて話し

合う場です。年 3 回（第 1 回は 6 月ごろ）開催する予定です。 

助成対象団体として決定した旨の通知がありましたら、その後に開催される地域住民と

の地域まちづくり懇談会に出席し、どういった活動を計画しているのか発表、意見交換

をしていただきます。 

・意見交換をもとに、必要に応じて活動内容や時期を変更したうえで申請書を提出してく

ださい。 

地域住民等 活動助成団体 名古屋市 

通知 受取 助成対象団体の決定

地域まちづくり懇談会の開催（金山の現況・活動内容について）

活動実施計画書 作成 

活動助成申請書 提出 

活動助成交付決定

活動実施 

提出

通知

地域まちづくり懇談会の開催（活動報告・今後の活動について）

実績報告書 作成
助成金額の確定

交付請求書 作成
助成金の交付

提出

提出

通知

協 力 活動準備 

活動準備 

地域まちづくり懇談会の開催（活動準備・協力体制について）

協 力 
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（参考）第 1 回懇談会・・・金山の現状認識や行おうとする活動計画について 

第 2 回懇談会・・・活動の準備状況や必要な協力体制について 

第 3 回懇談会・・・活動の振り返りや今後の活動の在り方について 

２．活動助成の申請 

・申請書には活動実施計画書を添付してください。 

・活動実施計画書には活動助成の対象となる活動のほか、それに付随する収益活動等につ

いても記載してください。 

３．活動実施・委託契約の締結および事業実施 

・申請書を提出されましたら、市より交付決定通知を送付します。 

・交付決定通知後に行われる活動（活動準備を含む）および委託契約が助成対象となりま

すので、交付決定通知日より前に行われた活動等は助成対象外となります。 

・なるべく地域住民の方々と情報交換をしながら活動を進めてください。

４．実績報告 

・対象となる活動･事業の完了後、提出期限内に実績報告書を提出していただきます。 

提出期限については、交付決定通知書にてお知らせいたします。提出される実績報告書

の内容を審査して、助成金額を確定します。 

・報告書には助成に係る費用の内訳を記載していただきます。また、支出を裏付ける資料

して、領収書の写しを提出していただきます。（6 ページも参照ください。） 

５．交付に係る留意点

・助成金額確定の通知を受け取られた後に、助成金交付請求書を提出していただきます。

その後、助成金を指定口座に入金します。銀行口座をお持ちでない団体は、その旨お知

らせください。 

・次の事項に該当する場合、助成金の交付決定を取り消します。また、助成金交付後に 

判明した場合は助成金を返還していただきます。 

① 提出された申請書等の内容が虚偽であったとき 

② 助成金の交付決定内容や交付条件、その他法令等に違反したとき 

③ 助成の対象となる活動･事業を実施しないとき、または実施する見込みの無いとき 

④ 助成金を交付の目的以外に使用したとき 

⑤ 領収書等の支出に係る証拠書類に不備があったとき 
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【参考】 金山地域の位置づけ

 名古屋市都市計画マスタープラン  

「拠点機能・拠点間連携の強化や緑・水との調和による都市の持続性の向上」 

○広域後背圏を有する既存拠点の再生 
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 金山駅周辺まちづくり構想  

 コンセプト

交通拠点から交流拠点へ

～にぎわい・文化・芸術の継承と新たな役割を求めて～

基本方針 

           （１）にぎわいとうるおいの継承・発展 

           （２）文化芸術や創造拠点等の集客性向上 

（３）地域防災力の強化

           （４）交通結節点の機能強化 

地域主体によるまちづくり 

今後のまちづくりでは、他地域にはない金山地域のブランド力を更に強化し、都市魅力向

上につながる総合的なまちづくりを持続的に行っていくことが重要です。

そのためには、地域の商店街や事業者、住民など多様な主体が一体となり組織を設立し、

様々な活動に取り組んでいくことが求められます。

回遊性の向上 

金山地域には、駅南北にそれぞれに商店街が組織され、手羽先サミットや夏祭りなどのイベ

ントの開催、商店街マップの作成など、地域の活性化に取り組んでいます。 

今後は、金山地域内においては、集客施設などの適切な配置とそれを踏まえた歩行者動線を

考慮するとともに、建物の更新に合わせた壁面後退や公開空地の創出により、回遊性の高い歩

行者ネットワークを確保し、回遊性の向上をはかります。

組織設立 

市有地・民有地

官民連携による開発

魅力ある

施設・空間の整備 

来街者の 
増加等 

都
市
再
生
特
別

措
置
法
等
の
活
用

住民 商店街 事業者

住民 商店街 事業者

金山地域プラットフォーム（仮称） 

金山地域まちづくり協議会（仮称）

等

等

金山駅周辺まちづくり構想の実現

民間による
公共空間の 

高質な管理等

防災訓練等 
多様な 

取り組み 

金山地域のブランド力の強化 

【ソフト】 地域主体 【ハード】 官民連携
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お問い合わせ先 

名古屋市 住宅都市局 都市整備部 まちづくり企画課 

〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

（名古屋市役所 西庁舎 4 階） 

ＴＥＬ ０５２－９７２－２９３８ 

ＦＡＸ ０５２－９７２－４１６２ 

メールアドレス a2938@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp 


