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集客施設の立地

●名古屋市国際展示場
第1展示館移転 2022年10月供用開始

●レゴランド拡張計画2022年以降着手
●リニア・鉄道館、メイカーズ ピアなど

集客施設の立地

金城ふ頭の開発

※将来イメージ

●歴史的な風格漂う四間道周辺の特徴を活かした
ウォーカブルなまちづくりを推進

●「都市景観形成地区」の制度により、新しい
デザインを取り入れながら、歴史的な街並みに
調和するよう景観誘導

四間道・那古野地区のウォーカブルなまちづくりの推進

ネットワーク機能、交流機能の強化

●一日48万人が乗り降りする総合駅
(名古屋駅(約130万人)に次ぐ中部圏第2の乗降数)

●セントレアまで直結24分
●市有地の開発を核とした官民連携による

再開発の推進

金山駅周辺のまちづくり

●リニア開通に向け名古屋駅及び周辺のまちづくりを
推進

●久屋大通の再生（北・テレビ塔エリア
の整備運営、南エリアの再生検討）
錦三丁目25番街区計画

都心部（名古屋駅周辺･栄）のまちづくり

リニア中央新幹線開業を見据えた都心部の将来像を
提示し、官民協働でまちづくりを推進

●「新たな路面公共交通の実現をめざして
～ SRT構想 ～ 」による快適な移動の実現

●ガイドウェイバスへの自動運転技術の導入検討

最先端モビリティを取り入れたまちづくり

●2017年10月にまちびらきしたささしまライブ
24地区に隣接する中川運河 「にぎわいゾーン」
において、民間開発の誘導等を展開

中川運河の再生

●港北エリアまちづくり将来ビジョンの策定・公表 2020年10月
●2026年開催予定のアジア競技大会の選手村整備

を契機に港北エリアまちづくりを推進
●名古屋競馬場跡地（約20ha）におけるアジア競技

大会選手村後利用事業

拠点のまちづくり（港北エリア・アジア大会後利用）

●名古屋市民の誇りである、名古屋城の眺望景観を保全●名古屋市民の誇りである、名古屋城の眺望景観を保全

名古屋城の眺望景観保全

※地図中の番号は、
目次記載の番号と同一です

●中川運河（ささしまライブ～ 金城ふ頭）において
水上交通の取組を推進

水上交通の活性化

リニア新時代の到来
『リニア中央新幹線』が三大都市圏を
1時間で結ぶことにより
世界最大級の広域都市圏が誕生

駅起点の２時間圏域 人口比較（東京－名古屋開業時）

約6,000万人
名古屋駅起点 品川駅起点

約5,200万人
圏域人口の増加

名古屋が最大の交流拠点に! （ 関西・中部・関東 ） （ 中部・関東 ）

日本の真ん中という立地を活かして、日常生活圏から
市内、その周辺、国内外まで、様々な場での体験に手が
届くまち名古屋。

デジタル社会が進展し、リアルな体験の共有が大切に
される中で、リニア開業を契機に、様々な体験の機会が
より多くのひとに開かれ、それがまちの新たな魅力とな
る、ひと中心の「まちを近づけ、ひとを繋げる」まちづ
くりに取り組みます。

それによって、様々なひとが、まちの魅力に出会い、
興味を抱き、自らの人生の舞台として選びたくなるよう
な、「ちょっと」行ってみたくなる、「もっと」関わり
たくなる、「ずっと」居たくなるまち・名古屋を目指し
ます。

目指す名古屋の姿 歴史資源を活用した拠点形成

名古屋駅～臨海部を結ぶエリアで、鉄道網沿線の開
発や水辺軸の活用促進

まちを近づけ、ひとを繋げるまち
～ちょっと名古屋へ、もっと名古屋で、ずっと名古屋に～
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Part.Ⅰ
まちづくりのマスタープラン

すべてのまちづくりの基礎となる、NAGOYAの都市計画についてご紹介します。

１ 名古屋市都市計画マスタープラン２０３０
～新たな時代に対応した都市づくりを進めます!

２ なごや集約連携型まちづくりプラン
～鉄道駅周辺に必要な拠点施設の立地誘導や、

地域の状況に応じた居住の誘導をすすめます!
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策定の
目的

■長期的な視点に立ち、将来の都市像やまちづくりの方向性を示す
■地域住民・企業・行政などの協働によるまちづくりを進めるガイドラ
インとする

■今後の都市計画の決定や見直しにあたっての方針とする

位置づけ
■市町村の都市計画に関する基本的な方針 （都市計画法第18条の2）

■市町村の基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全
の方針に即して定める

目標年次 ■概ね20年の長期的な見通しのもとに、2030年を目標年次とする

１ 名古屋市都市計画マスタープラン2030
Ⅰ まちづくりのマスタープラン

都市づくりの目標 01（暮らす） 都市づくりの目標 02（遊ぶ） 都市づくりの目標 03（創る・働く）
ゆとり便利が織りなす多様で
持続可能な生活空間

歴史と未来の融合で磨く
オンリーワンの体験空間

技術力と経済力で輝く
グローバルな創造空間

■将来都市構造■都市づくりの目標

■施策の展開 ■地域まちづくりの推進

２０３０年に
向けた

都市づくりの
考え方

■ＳＤＧｓの達成
誰一人取り残さない、経済・社会・環境が調和した持続可能
で強靱な都市を構築していく

■スーパー・メガリージョンのセンターとしてのポジション
の確立
リニア中央新幹線開業を活かして、交流人口の拡大を図り、
“にぎわい” と “イノベーション”を生み出す都市づくりを進める

■ライフスタイルの質の向上
ライフスタイル（暮らす、楽しむ、創る・働く）の質を高める都市
づくりを進める

土地利用 （地域特性に応じた土地利用の誘導）

交通 （時代の潮流を見据えた総合交通体系の形成 他）

防災・減災 （水害・津波に強い地域づくり 他）

環境 （緑・水の保全、創出 他）

住宅・住環境 （住宅ストックの質の向上 他）

都市魅力 （内外からの目的地としての魅力向上 他）

産業・イノベーション （イノベーションの創出 他）

地域主体による、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

「地域まちづくり」を推進

■地域別構想

地域ごとのより詳細な

都市計画上の指針を示す

新たな時代に対応した都市づくりを進めます!



2022.10

・文化・スポーツ交流施設
劇場、映画館、観覧場、演芸場、多目的ホール、博物館、美術館、図書館、生涯
学習施設、スポーツ拠点施設

・国際・産業交流施設
大学・短期大学、ＭＩＣＥ施設、バンケットに対応した一定規模のホール等を有
するホテル、イノベーション施設◇、外国語での教育・診療・保育に対応した教
育・医療・保育施設◇、地域魅力発信施設◇、ハイグレードホテル※、高品質オ
フィス※

・拠点的な医療施設（一般病床200床以上の病院）

・まちの魅力や利便性の向上に資する施設◇ 等

２ なごや集約連携型まちづくりプラン
Ⅰ まちづくりのマスタープラン

（アクセスしやすい拠点地域）

（公共交通軸の周辺地域）

拠点市街地拠点市街地

駅そば市街地駅そば市街地

郊外市街地郊外市街地

●まちづくりの方向性

魅力があふれ賑わう交流拠点

快適で利便性の高い居住環境

ゆとりとうるおいがある居住環境

・税制・金融支援
誘導施設等の整備に関する一定の都市開発事業を行う場合に、国土交

通大臣の認定を受け、税制支援や金融支援を受けることができます
＜税制支援＞
① 誘導施設等を整備した事業者が当該誘導施設とともに整備した公共

施設等に係る課税標準の特例
② 都市機能誘導区域の外から区域内への特定の事業用資産の買換え等

の特例
＜金融支援＞
民都機構が出資を行うことにより、事業の立上げ支援を実施

・面的な容積率緩和制度の活用（平成31年4月運用開始）
特定用途誘導地区を活用し、事業者が個別の都市計画手続きを経るこ

となく容積率を緩和します

●誘導施設

集約連携型都市構造の実現を加速化させるため、都市再生特別措置法に基づく
「立地適正化計画制度」を活用し、取り組みをすすめます

各用途に供する床面積の合計が500㎡以上の施設に限ります（市⾧が指定する施設を除く）
◇の施設は、市⾧が指定する施設に限ります
※の施設は、法定の誘導施設でなく、本市が独自に定めるものです

●誘導にあたっての支援措置

※誘導区域（都市機能誘導区域）の詳細は
市のホームページをご確認ください

拠点市街地、駅そば市街地のうち
誘導区域における誘導施設の立地
を支援します

立地適正化計画に基づく
支援措置が活用できます

鉄道駅周辺に必要な拠点施設の立地誘導や、地域の状況に応じた居住の誘導をすすめます!
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Part.Ⅱ
都心のまちづくり

NAGOYAのどまんなか!すなわち日本のどまんなか!
名古屋駅・栄を中心とした、都心部のまちづくりの取組みをご紹介します。

３ 名古屋駅周辺のまちづくり
～「世界に冠たるスーパーターミナル・ナゴヤ」を目指します!

４ 栄周辺のまちづくり
～発信性と日常性を併せ持つ名古屋の新しいシンボルへ!

５ 名古屋高速道路のアクセス性向上
～名古屋駅とのアクセス性向上を図ります!

６ 民間再開発の促進
～新たな開発を誘導し、名古屋市の魅力を創出します!

７ 都心における容積率の緩和
～都市の魅力の向上及び国際競争力の強化を図るため、

より一層の民間投資を促す環境を整備します!
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３ 名古屋駅周辺のまちづくり
Ⅱ 都心のまちづくり

○スーパーターミナル駅にふさわしい高い機能性の発揮
○世界の目的地となる名古屋の新しい顔づくり

名古屋駅駅前広場の再整備プラン【中間とりまとめ】
（平成31年1月）

○国際的・広域的な役割を担う圏域の拠点・顔を目指す
○誰にも使いやすい国際レベルのターミナル駅をつくる
○都心における多彩な魅力をもったまちをつくり、つないでいく

名古屋駅周辺まちづくり構想（平成26年9月）

○駅とのアクセス性の向上
○総合交通結節機能の強化
○ユニバーサルデザイン等に基づく空間形成

名古屋駅周辺交通基盤整備方針（平成30年3月）

名古屋駅周辺は、ＪＲ東海によるリニア中央新幹線開業により誕生する世界最大のスーパー・メガリージョンの交通拠点
として、リニア時代における名古屋の成⾧をけん引していきます!

東京～大阪間でリニアが開業すれば、3大都市圏が約1時間で結
ばれ、巨大な都市圏「スーパー・メガリージョン」が誕生し、
約7,000万人の交流圏が生まれます

リニア開業による7,000万人交流圏の誕生

名古屋駅周辺を中心とした

広域ネットワーク

名古屋駅周辺まちづくり計画の経緯

令和３年度～ 東側駅前広場において本格的に工事着手

「世界に冠たるスーパーターミナル・ナゴヤ」を目指します!
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３ 名古屋駅周辺のまちづくり（駅前広場整備１）
Ⅱ 都心のまちづくり

「世界に冠たるスーパーターミナル・ナゴヤ」を目指します!
名古屋駅駅前広場の再整備プラン【中間とりまとめ】

※駅前広場と建築物との一体的な空間活用を仮定した場合のイメージ
※交通施設等の施設の規模や配置等については、今後引き続き関係者等と協議、調整を進めていく
※駅前広場内に、昇降施設、自転車駐車場等を配置することを検討中

※交通施設、昇降施設、屋根等の施設の規模や配置等については、今後引き続き関係者等と協議、調整を進めていく
※駅前広場内に、交番、案内所、店舗等を配置することを検討中

〈再整備イメージ〉〈検討イメージ〉

■西側エリア／検討の方向性 ■東側エリア／再整備の方向性
【スーパーターミナル駅にふさわしいインフラ施設配置】
ロータリー交差点の改良等を行い、飛翔の位置まで広場を広げ、
まちにつながる歩行者空間、乗換空間等の整備を図る

【スーパーターミナル駅にふさわしい空間活用の検討】
バス乗降場等の交通施設の配置や、新たな都市機能の導入に向け
て、駅前広場の多様な空間活用について検討する

【世界の目的地となる名古屋の顔づくりの検討】
駅とまちとをつなぐ、開放性の高い広場を駅前広場の中央に
配置することを検討する

【世界の目的地となる名古屋の顔づくりの検討】
「This is NAGOYA」を感じる新たな象徴的な空間形成に向け
て、今後、広く意見を伺いながら検討を進める
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３ 名古屋駅周辺のまちづくり（駅前広場整備２）
Ⅱ 都心のまちづくり

TOPICS 駅前広場の再整備に向けた「飛翔」上部の解体工事が完了しました。
＜交差点部の施工手順イメージ＞

（STEP１）
飛翔の解体等
飛翔の解体及び
関連施設の撤去

（STEP３）
道路工事

道路線形の変更

交差点形状の
三差路化
三差路交差点の
供用開始

■ 東側駅前広場の整備内容

（断面の構成イメージ） （断面の構成イメージ）

平 面 断 面

b b'

a a'

B B‘

A A‘

【整備前】 【リニア中央新幹線開業時に目指す姿】

※道路の詳細構造、施設の配置や規模等については、関係者との調整により今後変更することがある。

※「新たな路面公共交通システム(ＳＲＴ)」と整合を図りつつ、乗降・待合空間の配置について検討を行っている。

※ターミナルスクエア３については名鉄名駅再開発計画との整合等が必要。

（STEP２）
地下部の工事
ポンプ所等の設備や
地下広場等の地下施
設の整備

R4.9 「飛翔」上部の撤去完了
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歩行者空間の拡幅

(注) 駅前広場の北側ではリニア中央新幹線名古屋駅新設工事に伴う復旧工事等が見込まれる。

(注) 西側エリアの目指す姿の内容・工程を踏まえ、リニア工事に伴う復旧工事等とも整合を図りつつ、段階的な整備を検討する。

(注) 既存の地下街及び地下駐車場は現状の利用を基本とする｡

(注) ｢新たな路面公共交通システム(SRT)｣と整合を図る。

(注) 駅前広場内に自転車駐車場等を配置することを検討する｡

(注) 隣接エリア･駅前広場でバス乗降場等の交通機能を配置することを検討する。

※1  SRTの乗降･待合空間の検討箇所。(既存の自転車駐車場の台数を確保する必要がある)

※2  広場･駅前広場内にリニア関連施設が配置される予定。

※3  高速バス待合等･交番についてはリニア開業時に移設(予定)し､移設方法等は｢西側エリアの目指す姿｣と整合を図る。

（整備イメージ）

②

①
③

交通施設等の施設の規模や配置等については、今後

引き続き関係者等と協議、調整を進めていく。

３ 名古屋駅周辺のまちづくり（駅前広場整備３）
Ⅱ 都心のまちづくり

【参考】最優秀提案者の提案内容
本提案はプロポーザルの実施にあた

り提出されたものであり、本市の計

画案として決定したものではありま

せん。計画案は関係者との会議等を

ふまえ、決定する予定です。

米澤隆建築設計事務所作成

■ 基本的な考え方
【 リニア中央新幹線開業時の姿 】

リニア中央新幹線開業時を目指して、早期にリニア効果が発現できるように、必要な
交通結節機能の確保と空間形成を行います。そのために、当面、駅前広場は平面レベル
の限られた空間の中で機能確保を行います。

【西側エリアの目指す姿】

リニア中央新幹線開業後のできる限り早期に、スーパー・メガリージョンの
中心にふさわしい重層的な拠点の形成を目指して再整備を行います。そのため
に、関係者との調整を十分に進めるとともに民間事業者との連携を深め、施設
配置や動線等について多様な視点による検討を行います。

西側駅前広場のリニア中央新幹線開業時の姿について、令和３年９月に基本設計を行う設計チームを選定しました。
設計チームの提案を基に、関係者と協議を進めながらデザイン計画（整備イメージ）を作成します。TOPICS

リニア中央新幹線開業を迎えるために必要な交通機能の確保と空間の形成を、駅前広場の南側で図ります。
■ リニア中央新幹線開業時の姿

（注）交通結節機能について、隣接エリアの活用も含めた検討を行う
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３ 名古屋駅周辺のまちづくり（駅上部空間整備）
Ⅱ 都心のまちづくり

■目標とするまちの姿
人々が集い、憩い、交流する広場が中心にあるまち

西地区

東地区

名古屋駅

リニア駅上部空間を、広場利用を主とした公共的空間として活用するとともに、
それらに伴う道路の再配置、また、周辺街区の開発誘導や土地の高度利用促進な
どを図ることにより、まちの顔づくり・拠点づくり、防災性向上を面的に進める

■事業概要

椿
神
明
社

※

※
※

広場のイメージ（笈瀬通以東）

広場のイメージ（笈瀬通以西）

0 50m N
：広場 約7,000㎡

（広場内にリニア関連施設が配置される予定）

：道路（区画街路）

西地区

（注）１ リニア関連施設は、できる限り広場空間と調和するように配置
２ ※印箇所にリニア関連施設が配置される場合は、広場とならない可能性あり
３ 今後の関係者との調整により、広場面積、道路配置・幅員について変更の可能性あり

＜広場計画コンセプト＞
・笈瀬通以東は、イベントなどによりにぎわいのある空間を形成する
・笈瀬通以西は、周辺住宅街や椿神明社と調和した緑あふれる空間を

形成する

＜広場計画コンセプト＞
・広場から周辺のまちへと人が回遊するような、魅力的なプロムナード

空間を形成する

交差箇所を集約

■リニア駅上部空間の計画検討状況図

0 50m N
：広場 約5,000㎡
（広場内にリニア関連施設が配置される予定）

：道路（区画街路） ：廃道

東地区

大名古屋ビルヂング

広場空間確保・大街区化
のため廃道を検討

地下鉄駅との動線・接続空間の形成

リニア事業代替地として売却（西側）
小学校跡地を活用した拠点形成

広場のイメージ（東京ミッドタウン／港区）

新明小学校
跡地

（注）１ リニア関連施設は、できる限り広場空間と調和するように配置
２ 今後の関係者との調整により、広場面積、道路配置・幅員について変更の可能性あり
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３ 名古屋駅周辺のまちづくり（名駅南アクセス）
Ⅱ 都心のまちづくり

N

ささしま地区

名古屋駅
ターミナル地区

笹島
交差点

下広井町
交差点

名古屋四季劇場

名駅南地区

中川運河

グローバル
ゲート

愛知大学

中京テレビ

0
200m

歩行者と自転車の錯綜

幹線道路による分断

(交通アクセス等の課題)

・名駅通西側歩道を、歩行者と自転車が安心して走行できるよう、歩道拡幅整備を実施しました。
・名駅地区から地下レベルでつながる地下公共空間を整備して、名古屋駅との距離感や地域分断等の課題解消に向けて取り組みます。

(取組イメージ)

■取組の概要

名駅通東西方向に出入口を設置し、地域分断を解消

名駅通

名駅通西側歩道拡幅

拡幅区間 笹島交差点～下広井町交差点南側

＜歩道拡幅整備後 断面＞

名古屋駅周辺地下公共空間

＜基本断面イメージ＞

整備区間 笹島交差点付近～
ささしまﾗｲﾌﾞ24地区北東側

整備内容 幅員:約８．５ｍ
高さ:約３．０ｍ

ムービング
ウォーク

交差点のボトルネック
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３ 名古屋駅周辺のまちづくり（ささしまライブ24地区）
Ⅱ 都心のまちづくり

主な民間開発

ｳｨﾝﾀｰｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝささしまｳｪﾙｶﾑﾊﾞｽ社会実験運行公園の整備歩行者デッキの整備

旧国鉄貨物駅跡地を中心に、民間開発と一体となった基盤整備を実施

堀止緑地

あおなみ線

ささしまライブ駅

笹島線(東側区間)

名古屋駅

中京テレビ放送

愛知大学
名古屋キャンパス

＜主な民間開発＞

◆2017.10.7
ささしまライブ

『まちびらき』

◆2018.9.16
『椿町線･笹島線』開通

グローバルゲート

中京テレビ

愛知大学

ロイヤルパークス
ＥＲささしま

グローバルゲート

（アンダーパス）

<ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ活動>

ささしまライブ24
土地区画整理事業

「クルーズ名古屋」
乗船場

国内外から訪れる人々や市民でにぎわう国際歓迎・交流の拠点を目指します!



2022.10

３ 名古屋駅周辺のまちづくり（椿町線・笹島線）
Ⅱ 都心のまちづくり

Ｎ

路線名
3・3・14号
椿町線

3・2・208号 笹島線

西側区間 東側区間

都市計画
決定

平成11年8月13日

延長 約 1,010m 約 400m 約 ２00m

幅員 ：
車線数

30～40m：4車線 30～40m：4車線 30m：4車線

事業手法
土地区画整理

事業
及び 街路事業

土地区画整理
事業

街路事業

整備概要

至 名古屋駅

運河町
交差点

太閤一丁目
交差点

笹島
交差点

六反
交差点

下広井町
交差点

１

2

あおなみ線
ささしまライブ駅

位置図

椿
町
線

１ 2

椿町線・笹島線
2018.9.16
開 通

笹島線（東側区間）
2020.3.17
事業認可

ささしまライブ24
土地区画整理事業区域

名古屋駅周辺地区の道路ネットワークを強化するとともに、
名駅通等に集中する交通の分散を図ります!



2022.10

発信性と日常性を併せ持つ名古屋の新しいシンボルへ!

事業期間
20年間（～令和20年2月末）

事業対象区域
久屋大通公園のうち
外堀通から錦通まで（約5.45ha）

主な事業内容
飲食・物販等の公募対象公園
施設の整備・管理運営
園路・広場等の特定公園施設
の整備・管理運営

整備運営事業者
代表構成団体

三井不動産株式会社
構成団体

大成建設株式会社
株式会社日建設計
岩間造園株式会社

北エリア

【都会の安らぎ空間】

テレビ塔エリア

【観光・交流空間】

「学びの森ゾーン」
・公園内で最も大きい芝生広場
・くつろぎや憩いの空間の中で四季を
満喫できる多彩な空間づくり

「ｱｰﾊﾞﾝﾘｿﾞｰﾄの森ゾーン」

・四季折々のアートやライトアップ演
出により、そぞろ歩きを楽しめる小径
・外の気持ちよさを感じられるテラスの
あるカフェなど個性豊かな飲食店

「コミュニケーションゾーン」
・気軽にアクティビティを楽しんだり、
人と集まったり、くつろいだり、日常
的に利用できる芝生のゾーン

「シンボルゾーン」

・国内外からの来園を促進する発信
性の高いゾーン
・ミスト演出を施した水盤を臨みなが
ら楽しめる飲食店など

民間の経営感覚を活かした、効率的で質の高い公園整備・管理運営を目指し、Park-PFI制度に指定管理者
制度を組み合わせた整備運営事業を実施。
（平成30年2月:整備運営事業者決定、平成31年1月:工事着手、令和2年9月:開業）

４ 栄周辺のまちづくり（久屋大通の再生…北エリア・テレビ塔エリア）
Ⅱ 都心のまちづくり

北
エ
リ
ア
・
テ
レ
ビ
塔
エ
リ
ア オアシス21

中部電力
MIRAI TOWER
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４ 栄周辺のまちづくり（久屋大通の再生…南エリア）
Ⅱ 都心のまちづくり

地元を始めとする関係者との意見交換を進めるとともに、令和2年3月26日に有識者懇談会より提言を受けた「久屋大通
のあり方（南エリア部分）」の内容を踏まえ、「久屋大通（南エリア）再整備プラン」の策定を目指します。

にぎわいの空間を目指します!

空間活用と必要な機能のイメージ
空
間
の
活
用

広域からの来訪者を
惹きつける魅力的な空間

魅力的なイベント
による賑わいの核
となる空間

大規模イベント空間へ
迎え入れる
メインゲート

水と緑のある
シンボリックな空間

栄と大須の間の
人の流れを繋げる空間

Ｎ

必
要
な
機
能

集客

施設

地下から地上へ
人を吸い上げる
昇降機能

地下から
吸い上げた人を
南へ円滑に誘導

イベント
設備強化と
日常利用促進

にぎわいを
繋げる
集客施設

フラリエ・
大須方面との
回遊性強化

広場間
の親和性
強化

時間を消費
したくなる

魅力的な集客施設

堀留水処理
センター

久屋大通
庭園

フラリエ

大須方面

沿道と公園の
連携・周辺への
にぎわいの波及

再生コンセプト

『新たな創造が生まれるウォーカブルタウンのコア』
～多様な人が集まる刺激と居心地～

〇 戦災復興のレガシーとしての空間
〇 都心の憩いとなる空間
〇 毎日にぎわう空間
〇 まちを歩きたくなる空間

名古屋を発信する
シンボル空間
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５ 名古屋高速道路のアクセス性向上
Ⅱ 都心のまちづくり

○整備効果
・都心環状線の渋滞解消
・名古屋駅へのよりスムーズなアクセス性向上
・名古屋駅から中部国際空港を始めとする南方面へのアクセス性向上
・都心部における自動車の集中緩和

アクセス性向上の取組み

➊ (仮称)新黄金出入口の新設
❷ (仮称)新洲崎出入口の新設
❸ (仮称)栄出入口、丸田町JCT西渡り線・南渡り線の新設

❷

➊
❸

○完成供用
・令和９年度（予定）

＜整備効果の例①＞
名古屋駅 ⇒ 南・東方面（中部国際空港等）

＜整備効果の例②＞
北方面（県営名古屋空港等） ⇒ 名古屋駅

名古屋駅とのアクセス性向上を図ります!
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６ 民間再開発の促進
Ⅱ 都心のまちづくり

ラシック

ナディア
パーク

オアシス
21

テレビ塔

久屋大通駅

栄 駅

矢場公園白川公園

伏 見 駅

• マスター テキストの書式設定

• 第 2 レベル

• 第 3 レベル

• 第 4 レベル
地下街接続基準の見直し【Ｈ28.8.1改定】

地下街と建物を接続する際、吹抜けを設け
ない方式を追加

各種既存制度の見直し状況

宿泊施設の整備に着目した容積率緩和
【H29.3.27公表】

一定規模･水準のホテルについて、立地場
所に応じ1.5倍程度まで容積率を緩和
【R2.4制度拡充】

高級ホテル立地促進助成制度（観光文化交流局
所管）創設にあわせ容積率緩和施策を拡充

駐車場附置義務の見直し
【H29.4.1条例改正,H30.1.1規則改正】

原単位の適正化、隔地要件の緩和、提案制
度の導入

環境アセス規模要件の緩和（環境局）
【H29.4.1規則改正】

特定都市再生緊急整備地域内の大規模建築
物の対象規模を、100ｍ以上かつ5万㎡以上
から180ｍかつ15万㎡以上に

民間・公有地再開発事業の動向民間再開発ルールづくり

開発が進めやすい環境を整え、新たな開発
を誘導し、名古屋市の魅力創出に努めます

東桜一丁目1番地区
・都市再生特別地区指定
・令和4年1月竣工

栄四丁目１番地区
（中日ビル建替）

・都市再生特別地区指定
・令和5年夏頃竣工予定

教育館跡地
・令和元年7月教育館移転
・跡地活用を検討中

ﾊﾞｽﾀ跡地
暫定活用

Park-PFI事業（北・ﾃﾚﾋﾞ塔ｴﾘｱ）

新たな開発を誘導し、名古屋市の魅力を創出します!

（仮称）錦三丁目25番街区計画
・㈱パルコと共同開発事業を
行う三菱地所を代表とする
グループに対して市有地を
売却

・令和２年基本協定及び
土地売買契約書締結

・都市再生特別地区指定
・令和８年3月竣工予定

錦二丁目7番地区
・令和4年3月竣工
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７ 都心における容積率の緩和（1/3）
Ⅱ 都心のまちづくり

個別開発に対する支援の充実
■都市再生特別地区等による容積率緩和

に際し評価の対象となる都市機能を明
示した「都心における容積率緩和制度
の運用方針」を策定

■都市計画提案にかかる面積要件を緩和

■高級ホテル立地促進助成制度（観光文
化交流局所管）創設にあわせ容積率緩
和施策を拡充

H30年7月条例制定

H30年6月運用開始

R2年4月拡充

面的な容積率緩和制度の活用
特定用途誘導地区を活用し、あらかじめ
指定する区域・都市機能（ＭＩＣＥ施設、
劇場等）に適合する開発に対して容積率
を緩和 H31年4月運用開始

名古屋駅・伏見・栄地区都市機能誘導制度
■指定容積率変更＋地区計画により、土地の高度利用

＋都市機能の増進を図る

■変更前の指定容積率を超えて建築する場合は、
誘導用途の導入や公共貢献などの認定基準への適合が必要

★ポイント
認定とすることで個別の都市計画や許可よりも簡易かつ迅速
に容積率を緩和

■誘導する都市機能（例）

【誘導用途】
劇場、イノベーション施設、
ハイグレードホテル、
低層階店舗（1階） など

【公共貢献】
緑化率20％以上の確保、
空地整備 など

R2年
10月19日
運用開始

緩和
容積率

▼指定容積率

地区計画基準容積率
▼ (変更前の指定容積率）

誘導用途の
整備等

認定

誘導用途の整備度合い等に
応じて容積率を緩和

誘導用途
の整備等

なし

緩和

都市の魅力の向上及び国際競争力の強化を図るため、より一層の民間投資を促す環境を整備します!
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「名古屋駅・伏見・栄地区都市機能誘導制度」の対象区域 R2年10月19日運用開始

７ 都心における容積率の緩和（2/3）
Ⅱ 都心のまちづくり

名古屋駅・伏見・栄都市機能誘導地区

名古屋駅

伏見駅 栄駅Ａ
Ａ

ＢＣ Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ
Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｄ
Ｄ

Ｄ

Ｆ

500m0 Ｎ

Ｃ

錦二丁目７番地区
(牛島南地区)
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指定容積率

Ｖ２ 公共貢献
によるボーナス

Ｖ５ 都市基盤整備等によるボーナス

Ｖ３ 敷地集約化
によるボーナス

Ｖ４ 空地整備によるボーナス

Ｖ１ 誘導用途整備
によるボーナス

なごや集約連携型まちづくりプランの誘導施設の整備を評価
従前より誘導用途の種類を拡大!（ＭＩＣＥ施設など）

下記Ｖ１～Ｖ５の容積率のボーナスを付与!

（都市計画制度の適用について）
住宅都市局 都市計画課 地域計画係（☎ 052-972-2713）

（総合設計制度の適用について）
住宅都市局 建築指導課 市街地建築係（☎ 052-972-2918）

都心における容積率緩和制度の運用方針 検 索

※制度により一部適用できないものあり

詳細は名古屋市公式ウェブサイトへ

環境・防災・交通・都市魅力・地域分野の公共貢献を幅広く評価
（緑化、一時退避場所、地下街接続、観光支援施設など）

敷地集約化の評価により土地の有効活用・優良な開発を支援!

７ 都心における容積率の緩和（3/3）
Ⅱ 都心のまちづくり

都市計画・総合設計制度の適用により、都心部の優良な開発を促します!
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Part.Ⅲ
拠点のまちづくり

NAGOYAの主要な交通結節点等において、市民生活や都市活動を支える機能を集約する
まちづくりの取組みをご紹介します。

８ 金山駅周辺のまちづくり
～金山駅周辺まちづくり構想に基づく施策を展開します!

９ アジア競技大会選手村後利用事業
～約20haという広大な競馬場跡地において新たな地域の拠点となる

まちづくりを進めます!

10 港北エリアのまちづくり
～憩い・にぎわいと新たな地域ブランドの形成に向けた

まちづくりを推進します!
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８ 金山駅周辺のまちづくり
Ⅲ 拠点のまちづくり

金山駅周辺まちづくり構想（H29.3策定）に基づく施策を展開します!

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～

コンセプト

基本方針
にぎわいとうるおいの継承・発展 文化芸術や創造拠点等の集客性向上

地域防災力の強化 交通結節点の機能強化

まちかどでは様々な文化・芸術活動が
展開されています

オープンカフェなど、家族連れや子ども達
が楽しめる仕掛けの展開が想定されます

①都市機能の集積
②商業機能の再編
③金山地域内外の回遊性の向上

①市民会館の機能更新
②まちかどからの文化・芸術の発信
③金山南ビルの活用

①安全確保施設の充実
②防災意識の向上
③広域避難場所の活用

①乗り継ぎ利便性の確保
②情報発信機能の充実
③来訪者向けサービスの提供

駅北側には緑豊かな広いオープンスペース
が設けられ交流拠点の中心として機能して
います

将来イメージ

● リニア中央新幹線の開業によるスーパーメガリージョンの形成を機に、金山駅の拠点性を高める
● 古沢公園エリア・市民会館エリア・アスナル金山エリアを中心とした「地区整備計画」を検討中
● 都市再生推進法人との連携によりエリアマネジメントを展開

現在の金山駅周辺
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（案）

９ アジア競技大会選手村後利用事業
Ⅲ 拠点のまちづくり

名古屋競馬場
跡地

イメージパースコンセプト

・ 後利用事業基本構想に基づき、大会後のまちづくりに寄与する具体的な後利用事業を
実施する民間事業者として、令和3年6月に中部電力㈱を代表法人とするグループを契約
候補事業者に決定し、令和4年8月に名古屋市、愛知県及び事業者グループの間で基本計画協定を締結しました。
・ 土地区画整理事業により、名古屋市及び愛知県が道路等の都市基盤を整備します。

契約候補事業者の基本計画概要

骨格的な道路の配置とネットワーク整備

憩いの空間や防災機能の導入

雨水貯留施設の設置
計画予定地への民間開発の誘導、及び開発に伴い発生する交通を
処理するために、東海通と環状線に接続する骨格的な道路を配置しま
す。また、計画予定地の東西を結ぶ、緑や歩行空間のネットワークを配
置します。

計画予定地の中心には公園を配置するなど、憩いの空間及び災害時の防災機能を兼ね備えたオープンスペースを効果的に配置します。

豪雨時の周辺の浸水被害状況を踏まえて、地域の状況に応じた雨
水貯留施設を設置します。具体的には、既存公共下水施設の配置や
処理能力を考慮し、計画予定地内に設置する公共空間の下に施設を
配置します。

都市基盤の整備

計画予定地

多様な人々がつながり、共につくる次世代型
のまちづくり“ウェルネス・アソシエーション”

所在地

名古屋市港区泰明町1-1はじめ5筆
（名古屋競馬場跡地）
※競馬場は令和4年4月に弥富市へ移転

港北駅

（詳細はこちら）
https://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-21-0-0-0-0-0-0-0.html

約20haという広大な競馬場跡地において新たな地域の拠点となるまちづくりを進めます!
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10 港北エリアのまちづくり
Ⅲ 拠点のまちづくり

憩い・にぎわいと新たな地域ブランドの形成に向けたまちづくりを推進します!
港北エリアにおいて、あおなみ線や名古屋高速道路により交通利便性が高まり、みなとアクルスで新たな拠点と

しての開発が進む中、アジア競技大会の選手村整備を契機に、運河、公園、交通基盤などの地域資源の有効活用を
図ります。⇒『港北エリアまちづくり将来ビジョン』を策定・公表（2020年10月)

● 施策・事業のイメージ図（検討の方向性）

〔将来ビジョンの基本理念〕『スマートオアシス港北 ～運河と緑が育む“新たなライフスタイル”の創造～』

今後、選手村後利用事業を始めとした周辺の開発動向を見据えながら、
施策・事業の具体化に向けた検討を進めていきます。

【港北エリア】
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Part.Ⅳ
ウォーターフロントのまちづくり

NAGOYAの広大な港・水辺を活かした、にぎわいのある都市空間を目指す
まちづくりの取組みをご紹介します。

11 中川運河の再生
～ささしまライブ24地区の開発と連携し、

運河の魅力と回遊性を高めます!

12 水上交通の活性化と周辺の拠点開発
～歴史資産や拠点をめぐる水上交通の充実やネットワーク化をめざし、

周辺の拠点開発とあわせて港・水辺の魅力向上を図ります!

13 金城ふ頭の開発
～完成自動車取扱拠点と共存できる、アミューズメント機能と

MICE機能が調和した一大交流拠点の形成を目指します!
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至名古屋駅

ささしまライブ24地区

山王駅

ささしまライブ駅

米野駅

広見憩いの杜

運河橋

猿子橋

松重閘門
小栗橋

堀止緑地

堀止市有地

珈琲元年

中川本店

バーミキュラ

ビレッジ

11 中川運河の再生（にぎわいゾーンにおける取組）
Ⅳ ウォーターフロントのまちづくり

中川運河を舞台に様々な人が多彩なアートプログラムを展開。
アートへの助成事業「ARToC10(アートックテン)」を実施し、
地域の人がアートの創作活動に参加するなど、つながりも生ま
れており、継続的な事業展開を促進。

にぎわいゾーン
運河の歴史や文化・芸術を楽しむ市民活動の継続的な実施を通じ、
都心地域に集まる人びとが訪れたくなるような「港と文化を感じる
都心のオアシス」の形成をめざすエリア（中川運河再生計画より）

にぎわい施設の誘導

緑地・プロムナードの整備

バーミキュラ ビレッジ

市民交流・創造活動への支援

松重閘門の保存・活用

中川運河の沿岸用地を活用し、にぎわい施設を誘導。水辺に
レストランや喫茶店などが徐々に立地しており、運河を眺め
ながらゆったりと過ごすことができる。

水辺への緑地の整備や水環境
の改善を実施。親水性や回遊
性を高めるため、にぎわい施
設や緑地をつなぐプロムナー
ド(遊歩道)・アクセス整備に着
手。

かつて堀川との船での行き来に使用されていた
松重閘門。昭和43年に閉鎖されたが、市民の強
い要望を受けて水門塔を保存しており、夜間は
ライトアップを行っている。現在、閘門の利活
用に向け検討を行っている。

堀止地区での拠点づくり

市有地を活用し、水上交通と連携したにぎわい
施設の民間事業者公募を予定。

※イメージ

珈琲元年 中川本店

堀止緑地

中川運河キャナルアート
ⓒJunichi Takahashi

今井智景
「ｼﾈｸﾄﾞｷｽﾞﾑ2～人と神社と運河をつなぐ」

撮影：井上正己

SUPなど水面活用も進行!

プロムナード

計画区間

長良橋

にぎわいゾーンにおける
官民連携まちづくりの将来イメージ

本市と名古屋港管理組合による
沿岸用地の土地利用転換に向け
た枠組みづくりと取組の具体化

倉庫利用から

にぎわい利用への転換

道路 沿岸用地

プロムナード

護岸 中川運河

公
共
施
設
整
備

名古屋港管理組合による
護岸整備とその上部空間
のプロムナード整備

●民間街づくりを支援

するファンドの創設

●中川運河再生プラット

フォームの拡充

民間事業者による事業展開

（想定する事業）

・プロムナードへの接続空間の整備

・倉庫等の既存建築ストックの活用

・アートイベントの実施 等

民
間
ま
ち
づ
く
り

ささしまライブ24地区の開発と連携し、運河の魅力と回遊性を高めます!
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12 水上交通の活性化と周辺の拠点開発
Ⅳ ウォーターフロントのまちづくり

名古屋駅

堀
川

名古屋港

あ
お
な
み
線

名古屋城

松重閘門

中川口
通船門

中
川
運
河

あおなみ線
金城ふ頭まで24分（ノンストップ列車は17分）
レゴトレイン（H29.3.27運行開始）も運行中

ささしまウェルカムバス
（H29.９.16運行開始）
社会実験として「名駅～ささしまライブ24」間を直結

ガーデンふ頭再開発の推進
名古屋港管理組合においてガーデンふ頭再開発基本計
画を策定し、親水性という特徴を生かして、民間活力
を用いたさらなるにぎわい創出を図る

〈現在の主な施設等配置状況と再開発検討エリア〉

なごや堀川クルーズ
民間事業者による持続的な運航に向けたモデルの試行

朝日橋―納屋橋区間における継続的な運航
(土日祝(冬期を除く))

クルーズ名古屋（H29.10.8運航開始）
将来の民間事業者による自主運航に向けた取組みを
推進
（ささしまライブ-ガーデンふ頭-金城ふ頭の定期便）

・名駅のビル群
（ささしまライブ24地区）

・昭和の面影を残す倉庫群
（中川運河沿川）

・ボートの練習風景
（名古屋港漕艇センター）

・パナマ運河のプチ体験
（中川口通船門）

など 見どころ多数

ブルーボネット

みなとアクルス

朝日橋

納屋橋

白鳥

宮の渡し

ガーデンふ頭

金城ふ頭

ささしまライブ

キャナルリゾート

クルーズ名古屋
トリトンライン
なごや堀川クルーズ
乗船場

・名古屋城との連携
・歴史等の船上ガイド
・予約サイトを活用した販売

JETTYｼｰﾄﾚｲﾝﾗﾝﾄﾞ

名古屋港水族館 船着場
南極観測船ふじ ポートビル

ポートハウス

臨港緑園

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰﾚｽﾄﾗﾝ

結婚式場

©名古屋港管理組合

歴史資産や拠点をめぐる水上交通の充実やネットワーク化をめざし、周辺の拠点開発とあわせて
港・水辺の魅力向上を図ります!



2022.10

13 金城ふ頭の開発
Ⅳ ウォーターフロントのまちづくり

都市再生緊急整備地域
伊勢湾岸自動車道

名港中央I.C.

LEGOLAND® Japan Resort
2歳から12歳までの子供とその家族を
主な対象としたレゴ®ブロックのテーマパーク

LEGOLAND® Japan（H29.4.1開業）
SEA LIFE Nagoya（H30.4.15開業）
LEGOLAND® Japan Hotel（H30.4.28開業）
レゴ®ニンジャゴー・ワールド（R元.7.1開業）

Maker‘s Pier （H29.3.30開業）
「モノやコトをつくる喜び」をテーマにした複合商業施設
体験型のショップやレストランが魅力
民間都市再生事業計画認定（H28.8.26）

金城ふ頭駐車場
約5,000台収容可能な日本最大級の集約駐車場

受賞歴 「グッドデザイン賞」（2017年度）
「第26回愛知まちなみ建築賞」（2018年度）
「第51回中部建築賞」（2019年度）

リニア・鉄道館
夢と想い出のミュージアム
東海道新幹線を中心に在来線、超電導リニア等を展示

あおなみ線金城ふ頭駅
名古屋駅から15㎞、24分

（ノンストップ列車は17分）

©2020The LEGO Group.

国際展示場
見本市、展示会をはじめ数多くのイベントを開催
新第1展示館及びコンベンション施設2022年10月
供用開始

完成自動車取扱拠点と共存できる、アミューズメント機能とMICE機能が調和した一大交流拠点の
形成を目指します!
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Part.Ⅴ
最先端モビリティを取り入れたまちづくり

最先端の技術が導入され、誰もが快適に移動できるまち・NAGOYAを目指す
まちづくりの取組みをご紹介します

14 最先端モビリティ都市の実現に向けた取組
～新しい時代の総合交通体系の実現に向け、

新たな総合交通計画を策定します!

15 新たな路面公共交通の実現をめざして
～SRT構想～

～都心における回遊性の向上や賑わいの拡大を図るため、
新たな路面公共交通システムの導入を進めます!

16 ガイドウェイバスへの自動運転技術の導入検討
～自動運転技術の導入により、ガイドウェイバスの課題解決を図ります!
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14 最先端モビリティ都市の実現に向けた取組
Ⅴ 最先端モビリティを取り入れたまちづくり

本市の総合交通計画

既存ストックや先進技術の積極的な活用を図るとともに、人中心・公共交通優先となる道路の使い方に転換することで、
誰もが快適に移動できる都市の形成を図ります。

なごや新交通戦略推進プラン
(2011年9月策定、計画期間：2020年度）

交通問題調査会への諮問（2019年7月）
まちづくりと連携した新たな総合交通体系について

✔ 交通を取り巻く状況の変化
（人口構造の変化、リニア中央新幹線の開通、
災害等）

✔ 交通分野における100年に一度の大変革
（自動運転技術、MaaS等）

新たな路面公共交通システム
(Smart Roadway Transit)の導入を推進

✔ 道路空間の賑わいづくりと一体的に整備し、魅力あるま
ちをシームレスにつないでストレスフリーな移動を提供

道路空間の再構築による新たな交流空間の創出

✔ 都心部の一部の幹線道路
を見直し、 賑わいや憩い
の空間を創出

✔ 歩いて楽しいみちの形成
を図る

【最先端モビリティ都市の実現に向けた４つの展開】
展開１ リニア中央新幹線の開業に向けた広域交通環境の形成
展開２ 持続可能な公共交通ネットワークの形成
展開３ まちづくりと連携した多様な道路空間の形成
展開４ 地域のニーズに応じた移動環境の形成

交通問題調査会からの答申（2022年2月）

名古屋交通計画2030（仮称）策定（2022年度予定）

“みちまちづくり”の実行計画

なごや交通まちづくりプラン
(2014年9月策定)

新しい時代の総合交通体系の実現に向け、新たな総合交通計画を策定します!
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15 新たな路面公共交通の実現をめざして ～ SRT構想 ～
Ⅴ 最先端モビリティを取り入れたまちづくり

都心における回遊性の向上や賑わいの拡大を図るため、新たな路面公共交通システムの導入を進めます!

まちなかでの存在感やシンボル性があ
り、誰もが安心して快適に乗車できる
先進的な車両を新たに開発して導入

○ 車両 ○ 走行空間
道路利用者の安全性や利便性に配慮し
ながら、存在感があり、スムーズで快
適な走行環境を創出

○ 乗降・待合空間
利用者がスムーズに乗降でき、快適に
待てる空間とするとともに、歩道との
一体性を高め、まちの情報案内機能を
備えることで回遊性や賑わいを創出

※隊列走行も検討中

■SRTの概要
・Smart Roadway Transitの略で、従来のLRTやBRTの優れた点を取り入れて発展させた新しい都市のシステム
・道路空間の賑わいづくりと一体的に整備し、魅力あるまちをシームレスにつないでストレスフリーな移動を提供

することで都心の回遊性を向上

■システムの具体像

・リニア中央新幹線開業時にSRTの導入効果を最大限に発揮すること
を目指し、課題解決に必要な検証を行いながら段階的に導入を推進

・令和4年9月3、4日には、名駅－栄間で連節バスの体験乗車を行い、
事前募集した一般モニター約600人が連節バスによる移動を体感

名駅前左折 モニター乗車

■導入の進め方
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16 ガイドウェイバスへの自動運転技術の導入検討
Ⅴ 最先端モビリティを取り入れたまちづくり

自動運転技術の導入により、ガイドウェイバスの課題解決を図ります!
■ガイドウェイバスシステム

郊外と都心をつなぐガイドウェイバスは、定時性・速達性に優れた高架区間と、柔軟
な路線設定が可能な平面区間のデュアルモードシステムを特徴とし、2001年に開業し
ました

■自動運転技術導入検討 高架区間 平面区間

輸送力の向上（隊列走行等）

先頭車 有人運転 後続車 隊列走行
(自動操舵・自動加減速) （後続車の無人化）

ノンステップバス化
・高齢者・身障者・ベビーカー等の

乗降性を改善

自動運転バスへの転換
・特殊改造のバスから汎用的な自動運転バスへの転換
・自動操舵・自動加減速

輸送力の限界

労働集約型の事業構造
• ピーク時輸送力の限界に近づく

• 高コスト構造、運転手不足懸念

高齢者・身障者対応
・ノンステップバスではない

ステップリフトで対応

車両調達の困難性
・特殊部品・特殊改造のためメーカーの製造

が困難

現行システムの課題

企業や国等関係機関の協力を得て、自動運転バス・走行路・運用を含めた総合的な検討を実施

専用走行路
・幅7.5mのコ

ンパクトな
高架構造物
とし、建設
費を低減

デュアルモード車両
・路線バス車両に案内装置

を取り付けることで、高
架専用軌道と一般道路の
両方を走行

現行システムの特徴 自動運転技術導入による解決策

自動運転バスを活用した交通システムの実現
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Part.Ⅵ
官民連携による魅力的なまちづくり

NAGOYAのまちなみ・人のつながり・風景など、まちの魅力を活かした民間主導による
まちづくりを誘導・促進する取組みをご紹介します。

17 拠点市街地等における沿道・界隈活性化の推進
～居心地が良く歩きたくなる

「ウォーカブルなまちづくり」を目指します!

18 地域が主体となるまちづくりの推進
～市内各地でのエリアマネジメントの取り組みを支援します!

19 四間道・那古野地区のウォーカブルな
まちづくりの推進
～歴史的な風格漂う四間道周辺の特徴を活かした

ウォーカブルなまちづくりを推進します!

20 名古屋まちなみデザインセレクション
～すぐれた都市景観の創造をめざします!

21 名古屋城の眺望景観保全
～「尾張名古屋は城でもつ」

名古屋市民の誇り、名古屋城の眺望景観を守ります!
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エリアマネジメント
の促進

17 拠点市街地等における沿道・界隈活性化の推進
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

①

③

連鎖的建物
リノベーションの促進

地域が主体的に行う
まちづくりの推進

ウォーカブルで魅力的な沿道・界隈を目指すエリアにおいて、有効活用しきれ
ていない既存建物群の低層部の空き店舗等の建物リノベーションを促進します。

これまで十分に利用されていなかった公開空地等の造り方・使い方を見直し、
賑わいが生み出される空間に再生します。

既存ストックをリノベーションやマネジメントする人材・団体の育成や活動を
支援することにより、持続的かつ発展的なエリアマネジメントを促進します。

賑わいの場としての
公開空地等の再生②

ウ
ォ
ー
カ
ブ
ル
な
ま
ち
づ
く
り
の
イ
メ
ー
ジ

空き店舗等
の既存建物

【実現に向けた施策の３つの柱】

エリア内の活発な事業連鎖 エリア全体の価値創造・向上

ウォーカブルで魅力的な
沿道・界隈を目指すエリアを設定 民間発案の取組を支援

規制緩和・助成等の支援
規制緩和や運用改善、助成、

各種制度の活用、窓口の一元化 等

エリアの設定行

政

持続可能な都市への再生

充実した都市基盤

良好な都市空間 歴史・景観

有効利用しきれていない地域資源
・空き店舗等の既存建物群
・官民のパブリック空間

（道路・公開空地・施設等）

地 域 資 源

CLOSED

CLOSED

CLOSED 地域のまちづくり団体
民間事業者 等

利活用・再生

マネジメント

リノベーション
民 間

必要に応じて公共空間の高質化

多様なニーズに応える「人間中心のまちづくり」の実現

都心部の二大拠点である名古屋駅・栄地区においては、大規模な民間再開発等が進んでいるが、その他の特色ある沿道・界隈の地域等では、既存ス
トックが十分に有効活用しきれておらず、回遊性や賑わいが相対的に不足してしまっているところがある。

課 題

活力ある新たな
テナントの導入

賑わっていない
公開空地等高齢化

活用意欲減退CLOSED

まちづくり団体等による活用の申出
【施策イメージ】

居心地が良く歩きたくなる「ウォーカブルなまちづくり」を目指します!
既存ストックを新たな魅力や価値を生み出す地域資源として活用し、回遊性や賑わいを面的に広げていくことで、エリア全体の持続的な
価値向上を図ります。
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18 地域が主体となるまちづくりの推進（1/3）
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による主体的
な取組

国家戦略特区を活用した取組「名古屋駅地区街づくり協議会」

①歩行者案内板・広告
来街者の利便性の増進を図るため、
多機能の歩行者案内板（広告付）を設置

特例を利用したエリアマネジメントの取り組み
一定の条件の下で、まちの賑わい創出や道路利用者等の利便の増進に資する施設について、国家戦略特区
や都市再生推進法人による道路占用許可などを活用した取り組み

本市初の都市再生推進法人「栄ミナミまちづくり株式会社」

国家戦略特区とは
産業の国際競争力強化など
の観点から特例的に規制が
緩和される仕組み

広告収入をもとにまちへ
還元（花壇の維持管理等）

②フラッグバナー広告
③工事用仮囲い広告

エリアマネジメント

〇栄ミナミでは、地元5商店街からなる
「栄ミナミまちづくり株式会社」を設立(H28.11.7)
〇本市初となる都市再生推進法人の指定(H30.2.22)を受
け、H30年度から都市再生特別措置法に基づき、シェア
サイクル事業、デジタルサイネージ事業、アーチ添加広
告事業の本格実施を行い、またR2年度には、パークレッ
トを設置した。

シェアサイクル事業

デジタル
サイネージ事業

パークレット

市内各地でのエリアマネジメントの取り組みを支援します!
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18 地域が主体となるまちづくりの推進（2/3）
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

空きビルを再生した「ゑびすビル」や、「あいちトリエンナーレ」の会場になるなど、錦二丁目まちづくり
協議会（平成16年度設立）を中心とした、まちの再生に向けた賑わいづくりを実施

ゑびす祭り

歩道拡幅社会実験

あいちトリエンナーレ（H25）ゑびすビル
■SDGsまちづくり

■リノベーション ■イベント

■公共空間利活用

錦二丁目エリア（16街区）

（平成29年度）錦二丁目エリアマネジメント株式会社を設立…R3.４ 都市再生推進法人に指定

エリアマネ活動拠点を整備する市街地再
開発事業が令和4年3月に竣工
エリアマネ活動拠点を整備する市街地再
開発事業が令和4年3月に竣工

みちにわSDGsマルシェ（R2.11）

まちの活力を取り戻すための様々な取り組み「錦二丁目エリアマネジメント株式会社」
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18 地域が主体となるまちづくりの推進（3/3）
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

N認定団体

登録団体

登録･認定団体位置図
令和４年９月末現在

地域まちづくり登録団体一覧

登録団体
33団体
認定団体

登録のうち 2団体

なごや寺町まちづくり協議会

栄ミナミまちづくりの会

名古屋駅地区
街づくり協議会

あつた宮宿会

名駅東花車・船入地区
まちづくりの会

名古屋駅太閤通口
まちづくり協議会

一般社団法人
ささしまライブ
まちづくり協議会

テラッセ納屋橋発展会

名駅南地区
まちづくり協議会

熱田湊まちづくり協議会

四間道･那古野界隈
まちづくり協議会

錦二丁目
まちづくり協議会

かんでらmonzen亭

ちくさ･文化の
里づくりの会

藤巻町自治会

NPO法人
久屋大通発展会

鳴子きずなの会

ふるさと徳重
まちづくり会

平針南学区自治会

栄東まちづくりの会

熱田神宮駅前地区
まちづくり協議会

荒子の里協議会
いりなか

商店街発展会

植田東学区
連絡協議会

金城ふ頭
まちづくり協議会

藤が丘
まちづくり協議会

錦三商店街協同組合

特定非営利活動法人
KIZURI中小田井

中村区夢づくり
実行委員会

港まちづくり
協議会

金山駅前まちそだて会

大曽根まちそだて会議

梅が丘
三世代を繫ぐ会
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19 四間道・那古野地区のウォーカブルなまちづくりの推進
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

当地区は、四間道町並み保存地区（昭和61年
指定）として、歴史的な町並みの保存に取り組ん
できました。平成30年10月には四間道都市景観
形成地区に指定し、令和3年6月には「那古野一
丁目地区景観協定」を認可しました。今後も地域
主体の推進委員会のまちづくり活動を支援してい
きます。

① 地区の概要と現状

住宅等の修景 電線地中化等 景観重要建造物、
歴史的建造物の活用

伊藤家住宅の活用や電線類地中化、建物の修景助成などの取り組みを進め、
国の補助制度も活用しながら四間道・那古野地区の魅力向上を図ります。

② 四間道・那古野地区の景観まちづくりの推進

街なみ環境整備事業（社会資本整備総合交付金）
住宅環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づく
り協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うこと
により、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する

③ 那古野一丁目地区のまちづくりルール検討
四間道都市景観形成地区を含めた那古野一丁目地区は、狭い路地や瓦屋根の
木造住宅が残る非常に魅力的な地域であることから、この地域の特徴を活か
した景観まちづくりルールの検討を地域と一緒に進めます。

御本坊筋

地域主体の推進
委員会にて、地域
の景観まちづくり
について話し合っ
ています。

出典:住宅市街地整備ハンドブック

N

歴史的な風格漂う四間道周辺の特徴を活かしたウォーカブルなまちづくりを推進します!
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20 名古屋まちなみデザインセレクション
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

市民に、魅力ある景観づくりに関心をもっていただくため

名古屋 まちなみ 選定詳しくはウェブサイトで

「居心地が良いまちなか空間」をテーマに、ちょっと自慢した
くなる風景やまちなみを募集。SNS（Instagram、Twitter）や
メールで応募いただいた風景の中から、市民投票により
「まちなみデザイン20選」を選定

● まちなみデザイン20選

＜建築物・工作物部門＞＜サイン・屋外広告物・屋外看板部門＞
＜景観・まちづくり部門＞の3部門で、良好なまちなみの形成に
貢献していると認められる物件等を募集。懇談会委員の意見を踏
まえ、市⾧が選定

● まちなみデザイン賞

令和5年1月に選定結果を発表・市⾧表彰を予定

● まちなみデザイン20選● まちなみデザイン賞

バーミキュラ ビレッジ

岡谷鋼機株式会社
中川配送センター

＜建築物・工作物部門＞

なごのキャンパス 中小田井を「発見して、
学んで、伝えよう」

＜景観まちづくり部門＞

ソーネOZŌNEのサイン

＜サイン・屋外広告物
・屋外看板部門＞

第5回 名古屋まちなみデザインセレクション選定物件等

第6回 名古屋まちなみデザインセレクション 実施中

すぐれた都市景観の創造をめざします!
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21 名古屋城の眺望景観保全
Ⅵ 官民連携による魅力的なまちづくり

建築物等とその背後に見える空や山並みなどとを画する境界線
（標高50m）以下とします

天守閣の高さ（標高62m）以下とします

眺望点から見て、基準点より上に建物等が見えないような高さ
とします

名古屋城は、名古屋の歴史と文化の中心的存在かつシンボルで
すが、高層建物の建設等により、その眺望景観が阻害され
る懸念が増してきています
そこで、景観法に基づく「名古屋市景観計画」に、建築物・工
作物・屋外広告物の高さ、色彩等の制限を追加しています

基準点

C区域 西之丸からの眺望

基準点

D区域 本丸からの眺望

▼標高 50m

A区域 天守閣展望室からの眺望（北方面）A区域

B区域

D区域

C区域

A

A’

天守閣から1km

西之丸から1.5km

本丸から1.5km

天守閣
展望室

本丸

西之丸

A-A’断面図 西之丸からの背景景観保全に関する建築物等の限度高さ

パノラマ景観保全に関する建築物等の限度
高さ

B区域 C区域 C区域A区域

▼標高 62ｍ
▼標高 50ｍ

▼標高 62m

B区域 天守閣展望室からの眺望（南方面）

「尾張名古屋は城でもつ」 名古屋市民の誇り、名古屋城の眺望景観を守ります!
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Part.Ⅶ
安心・安全なまちづくり

全ての人に開かれ、笑顔ですごすことができる安心・安全なまち・NAGOYAを目指す
まちづくりの取組みをご紹介します。

22 分譲マンション管理の適正化の取組
～マンションの管理適正化推進条例を創設し、

市独自施策を実施します!

23 セーフティネット住宅の登録拡大の取組
～高齢者や障害者など、住まいの確保に配慮を要する方が

円滑に入居できる民間賃貸住宅を確保するための取組を進めます!

24 市営住宅等のアセットマネジメント
～市営住宅等の持続可能で安定的な管理運営を進めます!

25 災害に強いまちづくりの実現のために
～耐震化と減災化を促進します!
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・管理状況を把握するためマンションの管理者からの届出を義務化（政令市初）

・管理状況に応じた助言指導や支援等の実施（訪問によるプッシュ型支援）

・将来的な管理不全マンションの予防の観点から、マンション分譲事業者に対して
分譲前に修繕積立金額等の届出を義務化（政令市初）

※未届の場合はマンション名や分譲事業者名等を公表

22 分譲マンション管理の適正化の取組
Ⅶ 安心・安全なまちづくり

名古屋市マンションの管理の適正化の推進に関する条例（令和4年4月公布、10月届出開始）

○修繕工事の円滑化【新規事業】
・⾧期修繕計画作成支援
→計画未作成の組合に対してマンション管理士を派遣
・修繕工事に対する利子補給
→住宅金融支援機構の融資に対する利子補給(実質無利子融資)
・住宅供給公社による発注支援
→修繕工事の進め方・見積りの取り方、業者のリストアップ等を実施

○適正な管理
・外部役員派遣、専門家派遣
→マンション管理士を派遣し管理組合の活動を支援

関係団体との連携

管理計画の認定（令和4年4月開始）
管理計画が一定の管理基準を満たすマンションを認定する制度を開始
○国の基準に加え本市独自の認定基準を追加
・災害時における安否確認方法の定めがあること
・防災・減災や防犯に関して周辺の町内会との連絡窓口があること
（メリット）
・住宅金融支援機構フラット35・共用部分リフォーム融資の金利の引下げ
・マンション管理センターの閲覧サイトで希望に応じて認定マンションを公開 各団体の強みを生かし、連携して支援を展開

マンション管理適正化推進計画
（令和4年3月策定）

○関係団体と協定締結
（令和4年３月）

○マンション管理推進協議会

〈事業内容〉
・専門家相談
（マンション管理士、弁護士、建築士）
・マンション管理士派遣
・マンション管理出張相談会

行政機関、不動産やマンション管理等の関係団体や建築士・弁護士
の専門家の団体が連携して、平成14年に設立した協議会

・セミナー・研修会の開催
・啓発パンフレット作成
・協議会HPによる情報発信

〈協定の概要図〉

・名古屋市
・名古屋市住宅供給公社
・住宅金融支援機構
・愛知県マンション管理士会
・中部マンション管理組合協議会

【専門家派遣登録団体】
中部マンション管理組合協議会、マンション管理ネット中部、愛知県マンション管理士会、
愛知県マンション管理士会連合会、愛知県マンション管理士Ｋ.Ｊ.勉強会

マンションの管理適正化推進条例を創設し、市独自施策を実施します!
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【国土交通省】
住宅セーフティネット

制度

住宅確保要配慮者の入居を
拒まない民間賃貸住宅等を

セーフティネット住宅
として大家等が登録し、

Ｗｅｂ上で公開する制度

【名古屋市】
住宅確保要配慮者

専用賃貸住宅への補助

住宅確保要配慮者のみが入居
できるセーフティネット住宅
として登録されている住戸へ、
・住宅改修費
・家賃減額
・家賃債務保証料減額
に対する補助を行っています。

【名古屋市】
居住支援コーディネート事業（住まいサポートなごや）

住宅確保要配慮者

民間賃貸住宅の大家、不動産仲介事業者等

入居・生活支援に
ついての相談

福祉部局
等の相談
窓口

居住支援
法人

入居者の見守り等の
生活支援サービスを
活用して、相談対象
者が民間賃貸住宅へ
円滑に入居できるよ
うに、「いきいき支
援センター」や「障
害者基幹相談支援セ
ンター」などの相談
機関と連携して支援
します。

【名古屋市】孤立死・残置物に係る大家向け保険の包括的契約

６０歳以上の単身高齢者が入居するセーフティネット住宅を対象として、孤立死が発生した際に大家
が被る経済的損失に備える損害保険契約を、大家に代わって市と保険会社の間で締結します。

居住支援
コーディネート事業

（住まいサポートなごや）

仲介の依頼、
入居者に関する
トラブル等の相談

連絡調整

賃
貸
借
契
約

入居・生活支援
のサービス提供

R4新規

高齢者や障害者など、住まいの確保に配慮を要する方（住宅確保要配慮者）が円滑に入居できる
民間賃貸住宅を確保するための取組を進めます!
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建替事業における民間活力の活用

【名古屋市営柳原荘２期整備事業】
ＰＦＩ手法による建替事業を柳原荘（３棟）にて初導入

令和32（2050）年度

名古屋市営住宅等アセットマネジメント実施方針
市営住宅等に関する今後の中長期的な管理運営などの実施方針として「名古屋市営住宅等アセットマネジメ
ント実施方針」を令和2年3月に策定・公表

基本的な考え方
＜概要＞
〇事業方式： PFI法に基づくＢＴ（Build Transfer）方式
〇構造・規模：ＲＣ造・地上９階建て
〇建設戸数：３６戸
〇事業期間：令和元年度～令和４年度

目標年度

目標管理戸数
の設定

今後の人口・世帯数等の推移を踏まえ、将来
必要な市営住宅等の目標管理戸数を設定し、
各団地・住棟の建替、用途廃止、改善等の方
針を検討

既存ストック
の長寿命化

将来必要な管理戸数を確保するため、既存ス
トックは耐用年数80年を目標として、日々
の点検結果に基づく計画的な修繕により長寿
命化

建替・改善
の検討

安全性確保、福祉対応、居住性向上等に課題
がある住棟は、財源の範囲内で、安全性確保
を優先して建替や改善を検討

基金の活用
持続可能で安定的な管理運営を行うため、基
金を活用することにより、事業収支の範囲内
で、年度間の財源調整を実施

【竣工写真】

市営住宅等の持続可能で安定的な管理運営を進めます!
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住宅や建築物の耐震化の促進
本市では、南海トラフを震源とする大規模な地震の発生が懸念されており、
今後30 年間に発生する確率は「70～80％」となっています＊。
一段と災害の切迫度が増しており、市民の生命や財産を守るためには、
まずは建物の耐震化を促進することが重要です!

（＊）平成30年2月 政府の地震調査研究推進本部

木造住宅密集地域での取組
地震時等に道路閉塞や火災延焼
の危険性の高い地域を主な木造
住宅密集地域と位置付け、木造
住宅密集地域改善助成を実施

道路沿い高さ1ｍ以上のブロック塀
等の撤去費用の3/4か撤去延⾧
×9,000円/ｍのうち低い額を助成
（上限15万円）

◆主な木造住宅密集地域（11地区）
大杉・杉村、米野、中村、日比津、御剱、
大喜、下之一色、戸田、呼続、
桜・笠寺・本星崎、鳥羽見・廿軒家

幅員4ｍ未満の狭い道路沿いで建築
する際の後退用地の舗装整備助成金
（5,400円/㎡）等を助成

木造住宅密集地域改善助成

旧耐震基準で建築された木造住宅の
除却費用か延床面積×9,600円/㎡の
うち低い額の1/3を助成
（上限40万円）

老朽木造住宅除却助成

木密地域ブロック塀等撤去助成

生活こみち整備促進事業

・耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物について、こ
れまでの耐震改修設計や工事に対する助成に加え、令和3年
度から新たに除却への補助を創設!

・ブロック塀等撤去助成
・地域ぐるみ耐震化促進支援事業
・耐震相談員の派遣（無料） などを実施!

旧耐震基準で建築されたマンションなど非木造住宅を対象に
・非木造住宅の耐震診断助成（耐震診断費用の2/3以内、他）
・非木造住宅の耐震改修助成 ※段階的改修あり

（耐震改修設計費用の2/3以内、
耐震改修工事費用の1/3以内(マンションの場合)、他）

非木造住宅

旧耐震基準で建築された木造住宅を対象に
・木造住宅の無料耐震診断
・木造住宅の耐震改修助成 ※非課税世帯上乗せあり、段階的改修あり

（耐震改修費用の4/5以内、上限100万円、他）
・耐震シェルター等設置助成 ※非課税世帯上乗せあり

（設置費の1/2以内、上限30万円、他）

木造住宅

その他

耐震化と減災化を促進します!
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現状 R2末 目標 R12
22% 60%

【 容積率緩和イメージ図 】

耐震診断義務付け路線の沿道建築物の耐震化を総合的に促進しています!
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～前年度の主な竣工施設・今年度の主な竣工予定施設～
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※竣工予定施設はイメージ図です。

NAGOYA   Today & Tomorrow
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