
様式（１）-①

都市再生整備計画（第３回変更）

栄
さかえ

・伏見
ふ し み

・大須
お お す

地区
ち く

愛知県　名古屋市

令和2年4月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 571 ha

平成 29 年度　～ 令和 2 年度 令和 元 年度　～ 令和 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人 平成28年 令和2年

人 平成28年 令和2年

台 平成28年 令和2年

2

53,000歩行者通行量（休日）
栄・伏見・大須地区５カ所の１日当たり歩行者交通量の合計人
数（１２時間）

デジタルサイネージなどの回遊性向上の施策により地区内の歩行
者が増加する

50,721

大目標:「世界に誇る都心づくり」の実現
       目標：回遊性向上・にぎわい創出の相乗効果による風格と魅力ある都市空間の形成

・栄地区は名古屋の大きな２つの中心核の一つであり、商業機能や娯楽機能が集積する地区である。
・当地区は長らく名古屋一の商業地としての役割を担ってきたが、近年、名古屋駅前の開発が進み、商業地としての地位は相対的に低下しつつある。
・平成39年度に予定されているリニア中央新幹線の開業を契機として、大都市都心部の中心核となる名古屋都心部魅力向上をさらに進めることが急務となっており、地区の個性を活かした魅力向上を図ることが必要である。
・平成16年3月、本市は、続く20年間における都心部のまちづくりの指針となる「名古屋市都心部将来構想」を定め、栄周辺地区のまちづくりを推進してきた。
・平成23年12月に策定した「名古屋市都市計画マスタープラン」では、「栄・伏見・大須」地区を重点地域の一つとして都心部の機能強化につとめることとした
・平成25年6月には、栄地区のまちづくりの基本方針を示す「栄地区グランドビジョン～さかえ魅力向上方針～」を策定・公表し、“公共空間の再生”“再開発の促進”“界隈性の充実”の３つの方針に沿ってまちづくりをすすめている。
・“方針１：公共空間の再生”に関しては、平成29年度に「久屋大通のあり方」を取りまとめ、外堀通～錦通までの範囲については、事業者公募を実施し、平成32年度の供用開始をめざし事業を進めている。
・“方針２：再開発の促進”に関しては、附置義務駐車場の見なおし等、民間事業者の再開発のインセンティブを生み出すような規制緩和を行っている。
・“方針３：界隈性の充実”に関しては、平成25年度から地元のそれまでの地域活性化の取組みを継続的に続けていけるよう、地元の「栄中部を住みよくする会」「栄ミナミ商店街連盟」「栄ミナミ地域活性化協議会」が共同で「栄三丁目エリアマネジメント検討会」を起ち上げ検
討を続けてきた。
・平成27年度には、2年間の検討を経て、官民連携のまちづくりの機運も高まっていることから、栄三丁目エリアマネジメント検討会を発展的に改組し「栄ミナミエリアマネジメント委員会」を設立するとともに、より実行的な組織として市の関係部局も参画する「栄ミナミエリアマ
ネジメント社会実験協議会」を設立し、平成28年度から、栄ミナミエリアマネジメント社会実験協議会が主体となり、公共空間を活用した社会実験を実施している。
・平成28年度には地元の5商店街振興組合の出資による、栄ミナミまちづくり株式会社が設立された。同社は、平成30年2月、名古屋市の都市再生推進法人の指定を受けている。

・“界隈の特性を活かしたにぎわいや安全性、快適性を創出するための地元主体による魅力的なまちづくり”の継続的な実施を実現するための、公共空間を活用しやすい仕組みづくりを確立できていない。
・栄・伏見・大須地区の回遊性を高めるため、地区内の移動をしやすくするためのサービスの提供が求められているのに加え、都心への人々の誘因のための名城地区、名駅地区などとの地区間の動線強化が求められているが、現状では対策が不十分である。
・久屋大通・栄地区は放置自転車の問題が深刻であり、歩行者優先の環境整備のための放置自転車対策が現状では不十分である。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 愛知県
あいち

名古屋市
なごや

栄
さかえ

・伏見
ふしみ

・大須
おおす

地区
ちく

計画期間 交付期間 2

32,000歩行者通行量（平日）
栄・伏見・大須地区５カ所の１日当たり歩行者交通量の合計人
数（１２時間）

デジタルサイネージなどの回遊性向上の施策により地区内の歩行
者が増加する

31,021

2,000放置自転車台数 久屋大通駅、栄駅、矢場町駅周辺の放置自転車台数の合計
シェアサイクルの普及などにより、個人の自転車の乗り入れが減
り、放置自転車が減少する

2,146

【栄地区グランドビジョン～さかえ魅力向上方針～（平成25年6月）】

2027年に目指す栄地区の「まちづくりの目標」 栄まるごと感動空間：基本コンセプト「最高の時間と居心地を提供」

方針３ 界隈性の充実 個性を持った多様で魅力的な界隈の創出

・地元主体による魅力的なまちづくりを支援します。

・歴史・文化などの界隈の資源を活かした魅力創出を支援し、栄地区の魅力向上につなげます。

・地元発意による歩行者優先の環境整備に取り組みます。

・栄地区内の移動をしやすくするため、歩行者の移動を支援する交通サービスの充実を図ります。

【名古屋市都市計画マスタープラン】

戦略１ 都心部の機能強化や名所づくりによる 名古屋の魅力・都市力の向上

●世界に誇る都心づくり

名古屋大都市圏の成長を牽引するため、都心域において、開発誘導・回遊性向上・にぎわい創出の相乗効果により、中枢

機能の集積と広域交流機能の充実や風格と魅力ある都市空間の形成をはかり、都心を再生します

●重点地域における取組のイメージ

■栄・伏見・大須

・広域から集客できる商業・文化・娯楽の中心地にふさわしい活力ある都市空間の創出をはかります。また、ちょい乗りバス

などの短距離交通システムにより回遊性を高めることで、面的に魅力が広がるまちづくりをめざします。

・栄地区では、豊かな公共空間や公有地を活用した魅力と活力ある都市空間の形成をはかります。また、まちづくり団体による

エリアマネジメントを促進し、にぎわいづくりや個性豊かなまちづくりをめざします。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

3

○地区内の久屋大通沿道および大津通沿道は、それぞれ都市景観形成地区に指定されており、景観形成上の配慮事項が定められている。

○栄ミナミ地区における地元のまちづくり構想等
【歩いても、住んでも楽しい街づくり（平成２５年）】
　・栄ミナミまちづくりの会（「栄中部を住みよくする会」「栄ミナミ商店街連盟」「栄ミナミ地域活性化協議会」）基本方針「栄ミナミの街づくり」における３つの方針
　　①安心・安全な街づくり
　　②埋もれた歴史の掘り起こしと文化施設の活用
　　③ナディアパーク・矢場公園の活用

【目指すまちの将来像（平成２６年）】
・栄ミナミまちづくりの会作成
　　＜目指すまち＞
　　　・栄ミナミの特徴をいかした街の魅力化による、賑わいのあふれるまち
　　　・商業と共存する住みよいまち
　　＜目指す組織づくり＞
　　　・目指すまちを実現する取り組みを持続的に実行する新たな組織づくり

【栄ミナミまちづくり構想（平成２８年）】
・栄ミナミエリアマネジメント委員会
　■目指すまちの将来像
　「歩いても、住んでも楽しいまち、栄ミナミ」

　■まちづくり方針
　　①特徴を活かしたまちの魅力化による、賑わいあふれるまちづくり
　　②商業と共存する、安全・安心なまちづくり
　　③まちの資源を活かしたまちの交流拠点づくり

方針に合致する主要な事業
【活力ある都市空間の創出と回遊性の向上】
・豊かな公共空間や公有地を活用した魅力と活力のある都市空間の形成
・まちづくり団体によるエリアマネジメントの促進
・栄地区、伏見地区、大須地区の回遊性の向上

【協定制度等】道路占用許可特例、都市公園占用許可特例、都市利便増進協定の活用
・デジタルサイネージ（広告塔）の設置・管理運営
・シェアサイクルポート（自転車駐車器具）の設置・管理運営
・アーチ添加広告（看板）の設置・管理運営
・パークレット（食事施設等）及び添加広告（看板）の設置・管理運営
【基幹事業】
・高質空間形成施設（緑化施設等）
・地域生活基盤施設（自転車駐車場）

都市再生整備計画（第３回変更）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（まちなかウォーカブル推進事業） 様式（１）-④-３

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象 費用便益比
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

公園

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設（自転車駐車場） 名古屋市 直 170㎡、180台 R1 R5（予定） R1 R2 60 20 20 20

高質空間形成施設（緑化施設等） 名古屋市 直 400m R1 R5（予定） R1 R2 180 60 60 60

土地区画整理事業

市街地再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

街なみ環境整備事業

滞在環境整備事業

合計 240 80 80 0 80 …A

提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 うち民負担分 事業費

合計 0 0 0 0 0 …B

合計(A+B) 80
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度
市街地再開発組合 国土交通省 約0.7ha ○ H29 R3 3,039

名古屋市 国土交通省 約5.5ha ○ H29 R2 2,700

合計 5,739

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

錦二丁目7番地区第一種市街地再開発事業 錦二丁目7番地区

事業主体 所管省庁名 規模

久屋大通公園地区官民連携型賑わい拠点創出事業 久屋大通公園地区

事業 事業箇所名

事業 事業箇所名 事業主体
事業期間

全体事業費所管省庁名 規模
（いずれかに○）

まちづくり活
動推進事業

事業活用調
査

地域創造
支援事業

直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目
事業主体事業 事業箇所名

交付期間内事業期間
細項目

栄ミナミ地区道路空間

（参考）事業期間

栄ミナミ地区道路空間

既存建造物活用事業

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模

0.4交付対象事業費 80 交付限度額 32 国費率



協定制度等の取り組み

官民連携によるエリアマネジメント方針等

道路占用許可
特例（都市再生
特別措置法46
条10項）

河川敷地占用
許可（河川敷地
占用許可準則
22）

都市公園占用
許可特例（都市
再生特別措置
法第46条12項）

都市利便増進
協定（都市再生
特別措置法46
条15項）

都市再生整備
歩行者経路協
定（都市再生特
別措置法46条
14項）

低未利用土地
利用促進協定
（都市再生特別
措置法第46条
16項）

1 Ｈ３０～R２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

○ ○

2 Ｈ３０～R２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

○ ○ ○

3 Ｈ３０～R２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

○ ○

4 Ｈ３０～R２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

○

5 Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

○ ○

6 Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

○ ○

7

8

5

活用する制度
事
業
番
号

事業
事業の目的/事業によって解決される課

題
事業期間 事業主体(占用主体）

●デジタルサイネージ（広告塔）の設置・管理運営

　歩行者空間を活用し、良好な景観・演出
効果による賑わいのある道路空間の形
成を図るとともに、まちづくりへの再投資
を図る収益を確保する。

●シェアサイクルポート（自転車駐車器具）の設置・管理運営
　栄・伏見・大須地区及び周辺の移動をし
やすくし、回遊性を向上するための環境
を整備する。

●アーチ添加広告（看板）の設置・管理運営
道路空間を活用し、賑わいのある景観を
演出するとともにまちづくりへの再投資を
図る収益を確保する。

●有料駐輪設備（自転車等駐車器具）の設置・管理運営
　地域に適した駐輪環境の整備を行うとと
もに、駐輪のルールを浸透させ、まちづく
りへの再投資を図る収益を確保する。

●パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される歩行者等の利便
に資する休憩施設）の設置・管理運営

歩行者空間を活用し、賑わいのある道路
空間の形成を図る。

●パークレット添加広告（看板）の設置・管理運営

　歩行者空間を活用し、良好な景観・演出
効果による賑わいのある道路空間の形
成を図るとともに、まちづくりへの再投資
を図る収益を確保する。



制度別詳細1（道路占用に関する事項）　都市再生特別措置法46条10項

道路交通環境の維持
及び向上を図るための措置

1 デジタルサイネージ（広告塔）

・デジタルサイネージ及び周辺の清掃、美化活動の実施
・デジタルサイネージ周辺の異常発見時の報告
・デジタルサイネージ周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

2 シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

・シェアサイクル施設及び周辺の清掃、美化活動の実施
・シェアサイクル施設周辺の異常発見時の報告
・シェアサイクル施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施
・シェアサイクル施設周辺に放置自転車があった場合の整序化
・周辺地域へのシェアサイクル利用の呼びかけの実施

3 アーチ添加広告（看板）
・看板を添架するアーチ周辺の清掃、美化活動の実施
・看板を添架するアーチ周辺の異常発見時の報告
・看板を添架するアーチ周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

4 パークレット添加広告（看板）
・施設周辺の清掃、美化活動の実施
・施設周辺の異常発見時の報告
・施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

5 有料駐輪設備（自転車等駐車器具）

・路上駐輪施設及び周辺の清掃、美化活動の実施
・路上駐輪施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施
・路上駐輪施設周辺に放置自転車があった場合の整序化（駐車場利用の
呼びかけ等）の実施
・路上駐輪施設周辺の商業施設、事務所等への組織を通じた従業員等
への利用の呼びかけの実施
・路上駐輪施設利用者に対する付加的サービスの実施

6
パークレット（歩道の拡幅に伴い設置され
る歩行者等の利便に資する休憩施設）

・施設周辺の清掃、美化活動の実施
・施設周辺の異常発見時の報告
・施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施

7

6

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所（制度別詳細１－２に示す位置）

市道 久屋大通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 大津通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 呉服町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道 白川通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
国道１９号（名古屋市中区栄二丁目歩道部）

市道 三蔵通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）

市道　伊勢町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）

市道 入江町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
市道　若宮大通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）
国道１９号（名古屋市中区栄二丁目歩道部）

市道　呉服町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）

道
路
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

【

参
考

】
通
常
の
道
路
施
設
・
道
路
占
用
許
可
対
象
施
設

市道　伊勢町通（名古屋市中区栄三丁目歩道部）



制度別詳細１-１（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例】

7

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

都市再生整備計画（第３回変更）



制度別詳細１-２-①（道路占用に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

8

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-②（道路占用許可基準の特例）：自転車駐車器具

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

9

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況（Ｈ29.12撮



制度別詳細１-２-③（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

10

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-④（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

11

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-⑤（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

12

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-⑥（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

13

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-⑦（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

14

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-⑧（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：デジタルサイネージ（広告塔）】

15

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

1. デジタルサイネージ（地点⑧ 広小路伏見交差点（南東））



制度別詳細１-２-⑨（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】

16

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-⑩（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】

17

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

■社会実験時の状況

（Ｈ29.12撮影）



制度別詳細１-２-⑪（道路占用許可に関する事項）



制度別詳細１-２-⑫（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：アーチ添加広告（看板）】

19

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

３３ アーチ添加広告（看板）（地点① プリンセス大通）

■社会実験時の状況



制度別詳細１-２-⑬（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：アーチ添加広告（看板）】

20

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

３３ アーチ添加広告（看板）（地点② プリンセス大通）

■社会実験時の状況



制度別詳細１-２-⑭（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：アーチ添加広告（看板）】

21

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

３３ アーチ添加広告（看板）（地点③ プリンセス大通）

■社会実験時の状況



制度別詳細１-２-⑮（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：パークレット添加広告（看板）】

22

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

３ ４ パークレット添加広告（看板）（地点① 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部



制度別詳細１-２-⑯（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：パークレット添加広告（看板）】

23

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

３４ パークレット添加広告（看板）（地点① 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部

３４ パークレット添加広告（看板）（地点② 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部



制度別詳細１-２-⑰（道路占用許可に関する事項）

制度別詳細【道路占用許可基準の特例：パークレット添加広告（看板）】
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制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

３４ パークレット添加広告（看板）（地点③ 伊勢町通）

■設置場所の図面■位置図 路線名：名古屋市道伊勢町通 歩道部



制度別詳細３（都市公園の占用に関する事項）　都市再生特別措置法46条12項

都市公園の環境の維持
及び向上を図るための措置

1 シェアサイクルポート（自転車駐車器具）

・シェアサイクル施設及び周辺の清掃、美化活動の実施
・シェアサイクル施設周辺の異常発見時の報告
・シェアサイクル施設周辺の屋外広告物の撤去等の呼びかけの実施
・周辺地域へのシェアサイクル利用の呼びかけの実施

2

3

4

5

6

7

25

制度の活用計画

占用対象施設 占用の場所（制度別詳細３－２に示す位置）

都
市
公
園
占
用
許
可
特
例
対
象
施
設

白川公園（名古屋市中区栄二丁目）
裏門前公園（名古屋市中区大須三丁目）



制度別詳細３-１（都市公園の占用に関する事項）

制度別詳細【都市公園占用許可の特例】

26

制度を活用して整備・設置する施設等の配置を示す地図

都市再生整備計画（第３回変更）



制度別詳細３-２-①（都市公園の占用に関する事項）

制度別詳細【都市公園占用許可の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】

27

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。

４



制度別詳細３-２-②（都市公園占用許可の特例）：自転車駐車器具

制度別詳細【都市公園占用許可の特例：シェアサイクルポート（自転車駐車器具）】
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制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。

４



制度別詳細4（都市利便増進協定に関する事項）　都市再生特別措置法46条15項

事業期間 取り組み主体

1 Ｈ３０～Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

2 Ｈ３０～Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

3 Ｈ３０～Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

4 Ｈ３０～Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

5 Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

6 Ｒ２
栄ミナミまちづくり株式会社
(都市再生推進法人）

29

制度の活用計画

事業内容 活用する制度の詳細

●デジタルサイネージ（広告
塔）の設置・管理運営

１．協定締結者
　　栄ミナミまちづくり株式会社、道路管理者、公園管理者

２．都市利便施設の一体的な整備又は管理が必要と認められる区域（都市利便増進協定を想定している区域）
次ページに示す範囲

３．協定の内容
（１）協定の目的となる都市利便増進施設
　・デジタルサイネージ（広告塔）、シェアサイクルポート（自転車駐車器具）、アーチ添加広告（看板）、
　　有料駐輪設備（自転車等駐車器具）、パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される歩行者等の利便に資する
     休憩施設）、パークレット添加広告（看板）

（２）費用負担
　・栄ミナミまちづくり株式会社の費用負担により整備（一部名古屋市）

（３）都市利便増進施設の整備・管理の方法
　・設置施設の巡回、点検及び周辺の清掃、美化活動、異常報告の実施
　・放置自転車の整理、マナー向上に関する啓発活動の実施
　・路上違法看板の掲出抑制に関する啓発活動の実施
　・良好な景観形成に寄与する広告物の自主審査

●シェアサイクルポート（自転
車駐車器具）設置・管理運営

●アーチ添加広告（看板）の
設置・管理運営

●有料駐輪設備（自転車等駐
車器具）の設置・管理運営

●パークレット（歩道の拡幅に
伴い設置される歩行者等の
利便に資する休憩施設）の設
置・管理運営

●パークレット添加広告（看
板）の設置・管理運営



制度別詳細4-1（都市利便増進協定に関する事項）

制度別詳細【都市利便増進協定】

30

制度を活用して整備・設置する予定の施設等配置を示す地図及び設置イメージ

都市再生整備計画（第３回変更）

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）

都市利便増進協定の参考

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

31

都市再生整備計画（第３回変更）

※平面図、断面図、写真などを用いて、

具体的に記載してください。



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）

都市利便増進協定の参考

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

32

都市再生整備計画（第３回変更）

アーチ添加広告（看板）

■主なねらい

道路空間を活用し、賑わいのある景観を演出するとともにまちづくりへの再投資を図る収益を確保する。



制度別詳細4-2（都市利便増進協定に関する事項）

都市利便増進協定の参考

制度を活用して整備・設置する施設等のイメージ

33

都市再生整備計画（第３回変更）

パークレット（歩道の拡幅に伴い設置される歩行者等の利便に資する休憩施設）及びパークレット添加広告（看板）

■主なねらい

歩行者空間を活用し、良好な景観・演出効果による賑わいのある道路空間の形成を図るとともに、まちづくりへの再投資を図る収益を確保する。

（平成28年度 社会実験実施時）



都市再生整備計画の区域

　栄・伏見・大須地区（愛知県名古屋市） 面積 571(7) ha 区域 名古屋市東区・中区の一部
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まちなかウォーカブル区域

（栄・伏見・大須地区）（7ｈａ）

：都市機能誘導区域

：居住誘導区域



様式（１）-⑦-３

歩行者通行量（平日） （人/年） 31,021 （H28年度） → 32,000 （R2年度）
歩行者通行量（休日） （人/年） 50,721 （H28年度） → 53,000 （R2年度）
放置自転車台数 （台/年） 2,146 （H28年度） → 2,000 （R2年度）

35

　栄・伏見・大須地区（愛知県名古屋市）　整備方針概要図（まちなかウォーカブル推進事業）

目標
大目標：「世界に誇る都心づくり」の実現
目標：回遊性向上・にぎわい創出の相乗効果による風格と魅力ある
都市空間の形成

代表的
な指標

まちなかウォーカブル区域

（栄・伏見・大須地区）（7ｈａ）

：都市機能誘導区域

：居住誘導区域


