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第１章 名古屋交通戦略2030の位置付け

１ 目的

２ これまでの取組

３ 主な関連計画

４ 名古屋交通戦略2030の位置付けと目標年次

関連計画との整合を図りつつ、本市が目指すまちの姿の実現に向け、目標年次を2030年とし、それ
までの交通面における取組を整理

①経緯

②なごや新交通戦略推進プランの進捗状況・総括

連携整合

即する

名古屋市基本構想

総 合 計 画

交通政策基本計画 SDGs（持続可能な開発目標）

【交通問題調査会答申】

『名古屋交通戦略2030』

【行政計画】名古屋交通計画2030（仮称）

目標達成に向け、交通面での取組を推進

整合

関連個別計画

リニア中央新幹線の開業や先進技術の進展といった社会変化を捉え、都市の成長を支えるための持
続可能な都市交通体系を構築するため、まちづくりと連携した新たな総合交通戦略を策定

第
３
号

諮問年月日 諮問内容

2010年4月16日 新たな交流社会を支える交通施策の推進について

答申年月日 答申内容

2010年12月27日 なごや新交通戦略

現
在

諮問年月日 諮問内容

2019年7月16日 まちづくりと連携した新たな総合交通体系について

・現行計画の成果目標の達成状況としては、概ね達成あるいは計画策定時より進捗している。
・リーディングプロジェクトである「みちまちづくり」については、道路空間の再配分に関する調
査・検討・協議やSRT構想の策定など着実に施策の推進。

リーディングプロジェクトをはじめとした各種施策の継承と更なる発展が必要

②交通政策基本計画：交通政策基本法に基づき国が策定。(第2次計画 2021年5月28日閣議決定)

・第2次交通政策基本計画の基本方針

Ａ.誰もがより快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持・確保

Ｂ.我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネットワーク・システムへの強化

Ｃ.災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保された、持続可能でグリーンな交通の

実現

③名古屋市総合計画2023：計画期間 2019～2023年度

・まちづくりの方針 「新しい時代にふさわしい豊かな未来を創る！世界に冠たる「NAGOYA」へ」

・施策２５ 「公共交通を中心とした楽しく快適なまちづくりを進めます」

❶ まちづくりと連携した最先端モビリティ都市の形成

❷ まちのにぎわいを創出するみちまちづくりの推進

❸ 公共交通の快適性・利便性の向上

④名古屋市都市計画マスタープラン2030・なごや集約連携型まちづくりプラン

名古屋市都市計画マスタープラン2030

■都市づくりの目標
・ゆとりと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
■めざす将来都市構造
・大都市における集約連携型都市構造

なごや集約連携型まちづくりプラン
（立地適正化計画）

「魅力ある『名古屋ライフスタイル』を育
む大都市の形成」に向け、都市機能や居住
の誘導

集約連携型
都市構造の実現

・2011年9月：「なごや新交通戦略推進プラン」策定
・2014年9月：「なごや交通まちづくりプラン」策定

行政計画

（２／８）

＜名古屋の都市構造図＞
郊外

S T A T I O N

地域拠点

駅そば

S T A T I O N

S T A T I O N

都心ゾーン

都市計画マスタープラン

なごや集約連携型
まちづくりプラン
（立地適正化計画）

即する

連携

連携

集約連携型都市構造の実現

①SDGs（持続可能な開発目標）：2030年までの国際目標

国際社会全体の普遍的な目標であり、地域の持続的な発展にとっても重要な目標。「誰一人取り残さ

ない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる幅広い課題に総合的に取り組むもの。

・本市の取組 令和元年度10月「名古屋市SDGs未来都市計画」策定

・本戦略に関連する目標



第２章 交通を取り巻く環境

２ 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（SMR）の形成

３ 新型コロナウイルスの感染拡大による影響１ 交通面での名古屋の特徴

■公共交通の人口カバー
（駅800m、バス停500m）

・基幹バスやガイドウェイバス

（GWB）などの他都市にはない先

進的な取組によって、これまで

様々な交通課題に対応してきた。

・上記の先進的な取組を含めた本市

の公共交通勢圏における人口カ

バー率は約98％となっている。

・都市計画道路は約9割が整備済で

あり、高速道路も概成済。道路率

は政令市で一番高い。（約18％）

・戦災復興計画等の面整備により、

100m道路をはじめとした豊かな

道路基盤が整備されている。

＜変更後の交通手段＞

週３日以上実施

週に１日程度実施

不定期で実施

わからない

実施していない

その他（ ）

無回答・不明

すか。＜感染拡大以前＞

n=615人

■公共交通利用状況

■新型コロナウイルスによる移動手段の変化

出典：名古屋市作成

■都市計画道路の整備状況

取組の推進に当たっては、本市の豊

かな交通インフラを有効活用するこ

とが求められる。

新型コロナウイルスの感染拡大により3密（密集・密接・密閉）の回避や不要不急の外出控え、

テレワーク・時差出勤・オンライン会議の活用など、日常生活や働き方に大きな変化が生まれて

おり、これらの変化した生活スタイル・移動への対応と公共交通の持続性を高めるために公共交

通を中心とした交通環境の形成が必要となる。

（３／８）

■これまでの先進的な取組例

＜基幹バス＞
優先レーンを走るBRTに
近い要素を持った市独自
のバス交通。2路線導入
されている。

中央走行方式（基幹2
号）、朝夕ピーク時専用
レーン化等（基幹2号：

1985.4.3運行開始）

＜ガイドウェイバス＞
高架専用軌道のレール
に沿って走る市独自の
バス交通。志段味地区
から都心への混雑緩和
のために導入された。

ガイドウェイシステム
を導入
（2001.3.22開業）

＜地下鉄（名城線）＞
高速、定時性かつ大量
輸送可能な名古屋市に
おける基幹的公共交通
機関。

地下鉄環状運転
（2004.10.6環状化）

＜リニモ＞
静音性に優れた東部丘
陵線を繋ぐ日本唯一の
磁気浮上式リニアモー
ターカー。

リニアモーターカーの
常設実用路線
（2005.3.6開業）

www.marketanalyzer.jp

リニア中央新幹線の開
業により、スーパー・
メガリージョンを形成

本市は
そのセンターに位置

・名古屋駅は名古屋大都市圏の玄

関口となる。

・リニア中央新幹線の開業効果を

更に高める。

・大都市圏における今後のインバ

ウンド需要の中心地となる。

☆名古屋駅のスーパーターミナル化

による乗換利便性の向上

☆都心ゾーンのまちづくりと連携し

た利便性の高い交通環境の形成

が必要となる。

2017年から2019年に
かけて外国人宿泊数は
約1割ずつ増加

インバウンド需要

出典：三菱UFJ R＆C作成

名古屋起点2時間圏域人口：5,949万人

2019年宿泊客数（外国人）：225万人
名古屋市における

165万人

200万人
225万人

0

100

200

300

2017年 2018年 2019年

（万人） 推計延宿泊客数（外国人）

出典：名古屋市

■１時間圏
■２時間圏

全国初 全国初 全国初 全国初

＜休日＞＜平日＞

8人

10人

23人

223人

74人

51人

31人

94人

鉄道

バス

タクシー

自家用車

自転車

徒歩

その他（ ）

無回答・不明

0人 100人 200人 300人

n=257

①名古屋市における主な公共交通手段別の移動状況

②市民アンケート

市民の交通に関する動向を調査するためにアンケートを実施した。

＜アンケート概要＞

実施期間：令和3年1月5日（火）～1月19日（火） 配布回収方法：郵送による配布回収

対象者：市民3000人（満18歳以上無作為抽出） 回収率：47.3％

名古屋市の主要交通である市営地下鉄、市営バス、あおなみ線、ガイドウェイバスにおける感染拡大以降

（R2.1月以降）の利用状況（平日・休日）の推移を感染拡大以前（R元年の同月）と比較して集計した。

出典：名古屋市作成

■テレワーク実施状況

＜変更前の交通手段＞

・公共交通の利用状況（R3.5月時点）は平日において約2～3割、休日において約3～4割の減少と

なっている。

・感染拡大前後で交通手段を変えた人の多くは公共交通から自動車にシフトしていることが分かる。

・感染拡大前後でテレワークの実施率は大きく向上している。

2.1%
1.0%

2.6%

0.3%

90.1%

1.3%
2.6%

問24 テレワークを実施していますか。＜感染拡大以
⇒5.7%

出典：名古屋市作成

8.6% 6.0%

12.7%

0.7%67.3%

2.3%
2.4%

＜現在＞

＜感染拡大前＞

⇒27.3%

＜交通手段を変えた人の割合＞

出典：名古屋市作成

（H29年度時点）



第２章 交通を取り巻く環境

新たな移動手段（パーソナルモビリティ等）
が担うと想定される範囲 新たな移動手段（デマンド交通等）

が担うと想定される範囲

基幹

バス
GWB

短 距離 長

多

利
用
者

少

タクシー

４ 交通を取り巻く環境の変化

６ 移動手段の多様化

（４／８）

５ 革新的な先進技術の登場

国の動き：2030年までのSociety5.0の実現

本市の動き：「スマートシティ推進パートナー」に認定

■本市におけるあらゆる可能性を考慮した
最大クラスの震度分布

平年値：15.8℃

長期変化傾向：＋2.1（℃/100年）

■本市の人口及びトリップ数の推移
（新型コロナウイルスの影響は未考慮）

9 13 22 31 36 37 36 37 14 21 
26 

28 24 25 29 32 

155 
151 

146 
146 145 142 137 131 

26 20 19 
19 19 18 18 18 

5,655 5,821 
5,443 5,512 5,500 5,467 5,393 5,298 

0

2,000

4,000

6,000

0

100

200

300

1990 2000 2010 2020 2025 2030 2035 2040
75歳以上 65～74歳 15～64歳

5～14歳 総トリップ

推計値 （総トリップ数

：千トリップ）
（人口：万人)

(100)

※（ ）は2020年を
100とした時の数値

(106)

(90)

①人口構造の変化

年少人口及び生産年齢人口が減少し、高齢者人口が増

加することが推測される中、総トリップ数の減少、通

勤・通学需要の減少、定期収入の減少、都心への移動の

減少など、交通の変化への対応が求められる。

②人生100年時代の到来

③交通安全への意識の高まり

④大規模自然災害の発生

⑤持続可能な環境への配慮

■全国の交通事故死者数

55歳以上のトリップ数が増加傾向にあることから、活発に

動きたいという高齢者のニーズが高まっており、「全ての人

が活躍でき安心して暮らせる都市」に向け、ユニバーサルデ

ザインの移動環境や、誰もが移動しやすく移動したくなる環

境の形成が求められる。

愛知県は交通事故ワースト2位となっており、昨今の

高齢ドライバーの事故等の影響により、交通安全に対す

る意識が高まっていることから、安全対策や免許返納後

の移動手段の確保が求められる。

南海トラフ巨大地震やゲリラ豪雨などといった大規模

自然災害が発生した場合、公共交通の長時間の運休・遅

延や、それに伴う帰宅困難者への対応が求められる。

世界的にも脱炭素の実現が課題となっており、「カーボ

ンニュートラル」を掲げ、取り組んでいる。本市において

は、他の大都市平均に比べて運輸部門からの排出量が高い

現状を踏まえ、環境に配慮した公共交通中心のライフスタ

イルの促進が求められる。

■本市の平均気温

出典：第3～5回中京都市圏PT調査より名古屋市作成

■年齢階層別人口一人あたりトリップ数の
推移（名古屋市民）

《図 オンデマンド交通》 《図 グリーンスローモビリティ》
出典：国土交通省資料 西日本鉄道株式会社「のるーと」

出典：国土交通省

交通分野の先進技術の活用については、既存交通

システムの高度化・効率化や他分野との連携による

移動需要の創出等といった効果が想定されることか

ら、積極的に導入を進めることが求められる。

■自動配送ロボット

■ラストマイルを担う交通手段の例

これまで、鉄軌道、バス等により市民の移動の

足を支えてきた中で、高齢化の進展によりラスト

マイルにおける移動の利便性向上が求められるよ

うになってきた。既存の交通システムと新たな移

動手段を組み合わせ総動員していくことで、外出

機運をもたらす可能性や地域課題の解決・地域の

活性化が期待されている。

■役割分担のイメージ図

■MaaS導入イメージ

■究極の自動運転社会実現へのシナリオ

出典：第3～5回中京都市圏PT調査より名古屋市作成

出典：令和2年度 交通事故発生状況（愛知県警察）

出典：気候変化リポート2018-関東甲信・北陸・東海地方-

出典：官民ITS構想・ロードマップ2020

出典：国土交通省

出典：名古屋市作成



第３章 2030年の交通の姿「最先端モビリティ都市」について

３ 最先端モビリティ都市とは

２ 実現に向けた基本方針・施策の方向性

基本方針1：安全・安心で環境にやさしい交通

①安全に安心して移動できる交通体系の実現

②災害に強い交通体系の実現

③環境にやさしい交通体系の実現

SDGｓ

基本方針２：わかりやすく・使いやすい交通

①公共交通を中心とした持続可能な交通体系の実現

②先進技術の積極的な導入による利便性の高い交通体系の実現

③ユニバーサルデザインの移動環境の実現

SDGｓ

基本方針３：名古屋大都市圏の成長を支え、交流を促進する交通

①名古屋大都市圏の成長を支える広域交通網の機能強化

②名古屋駅のスーパーターミナル化をはじめとした結節拠点の機能強化

③人が中心の歩いて楽しいにぎわいのあるまちの実現

SDGｓ

【先進技術（ICT、自動運転技術等）】の活用
【これまでの交通施策の更なる発展】
【既存ストック（公共交通網、道路網、公共空間等）】

の活用

最先端モビリティ都市 ～誰もが快適に移動できるために～

名古屋大都市圏における中枢都市として、既存ストックと先進技術の活用により、
持続可能で質の高い公共交通を中心とした都市交通が市内外に提供されるとともに、
更なる技術の活用による快適でスマートな移動環境が実現した都市。

（５／８）

持続可能な都市の発展に向けて、“安全・安心で環境にやさしい”“わかりやすく・使
いやすい”“交流を促進する” まちづくりと連携した総合交通体系を構築します。

１ 基本理念

基本方針１

安全・安心で

環境に

やさしい交通

基本方針３

名古屋大都市圏

の成長を支え、

交流を促進する

交通

基本方針２

わかりやすく・

使いやすい交通

《交通戦略の基本方針》

《最先端モビリティ都市の実現に向けた推進イメージ》

最先端モビリティ都市の実現
～人中心の都市空間・都市交通へ～

《最先端モビリティ都市の実現に向けて》

リニアインパクトを最大限発揮するために、リニア開業に向けた広域交通環境、持続可能な公共
交通ネットワーク、まちづくりと連携した多様な道路空間、地域のニーズに応じた移動環境を形成
していく必要があり、それらを実現するうえで、データの連携や自動運転技術をはじめとする先進
技術の活用が求められます。



第４章 「最先端モビリティ都市」の実現に向けて

（１） リニア開業に向けた広域交通環境の形成

（３） まちづくりと連携した多様な道路空間の形成 （４） 地域のニーズに応じた移動環境の形成

○名古屋駅周辺における交通機能の強化
○都心ゾーンのまちづくりと連携した交通結節点の機能強化による乗り換え円滑化
○回遊性を高めるための新たな路面公共交通システム（SRT）の導入
○リニア開業効果を圏域全体に波及する広域交通ネットワークの早期形成
○中部国際空港二本目滑走路や名古屋港の整備等による国際的ゲートウェイの機能強化

（２） 持続可能な公共交通ネットワークの形成

○ガイドウェイバス（GWB）への自動運転技術の実装を契機とした需要の高い基幹的公共
交通の機能強化
○ユニバーサルデザインによる誰もが安全・安心に移動できる交通環境の構築
○持続可能な運行体制を見据えた公共交通の経営改善
○公共交通などの移動利便性向上のための混雑緩和の実現
○MaaSなどを活用した移動利便性の向上
○災害時の交通機関の被害の低減化や緊急輸送道路等の整備促進
○交通分野におけるカーボンニュートラルの実現
○地域公共交通計画の策定

○人中心・公共交通優先となる道路の使い方へ転換し、誰もが安心して移動できる道路
環境の形成
○沿道界隈と連携した歩きたくなる歩道空間による賑わいの創出
○地域特性や市民ニーズに応じた道路空間の柔軟で効率的な利活用
○多様な移動手段に対応した道路空間の再配分によるさらなる回遊性の向上
○フリンジ駐車場の乗換機能の強化、パークアンドライドの推進及び高速道路の利便性
向上による都心部での自動車の集中緩和
○自動運転社会を見据えた道路空間の構築

○ラストマイルを担う交通手段について地域で考える地域まちづくりの推進
○公共交通空白地の移動手段の導入
○交通安全・意識のバリアフリーに関する教育や啓発
○環境やかしこい移動について考えるモビリティマネジメントの推進

＜都心の道路空間の再生イメージ＞

＜路肩空間の柔軟で効率的な利活用イメージ＞

キッチンカー

【朝・夕】

タクシー
・自家用車

【昼】

パーク
レット

【夜】

トラック

出典：名古屋市作成

＜MaaSイメージ＞

＜デマンド型交通のイメージ＞

出典：国土交通省

＜隊列走行イメージ＞

出典：SRT構想

○データの連携による、人中心・公共交通優先でわかりやすく安心して移動したくなる交通環境の実現
○公共交通への自動運転技術の導入によるオペレーションコストの低減・ドライバー不足の解消
○自動運転技術の実装による交通事故の減少・渋滞ストレスからの解消、交通弱者への対応

（６／８）

＜交通エコマップイメージ＞

１ 実現に向けた展開

２ 交通分野における先進技術の活用

出典：国土交通省

出典：名古屋市作成

出典：SRT構想



第５章 早急に実施すべき重点的な取組

１ 「最先端モビリティ都市」として早急に実施すべき重点的な取組

Ⅰ
リニア開業に向けた広域交通環境の
形成

まちづくりと連携した多様な道路空
間の形成

Ⅲ

持続可能な公共交通ネットワークの
形成

Ⅳ

地域のニーズに応じた移動環境の形
成

リニア
インパクト

《都心ゾーン》

《市域全体》

・交流人口増加
・都心ゾーンの
活性化

・都市全体の活性化
・公共交通の維持

・乗り換え円滑化や二次交通の高度化
・歩いて楽しい都市空間の実現
・インフラ側での自動運転化対応

・需要が高い路線での収益の強化
・基幹的公共交通への自動運転の実装
・ラストマイルにおける移動手段の確保

《考え方のイメージ》

《重点的な取組》

効果を波及

移動活性化
賑わい創出

効果を波及

移動活性化
賑わい創出

《圏域》

これまで 先進的な交通システムを導入し快適な移動環境を実現

戦災復興計画等の面整備により、100m道路をはじめとした豊かな都市基盤を整備

これまでの様々な交通課題に対し、当時の先進的な取組によって対応

【主な取組】
・基幹バス：中央走行方式（基幹2号）、朝夕ピーク時専用レーン化等（基幹2号：1985.4.3運行開始）
・ガイドウェイバス（GWB）：ガイドウェイシステムを導入（2001.3.22開業）
・名城線：地下鉄環状運転（2004.10.6環状化）
・リニモ：リニアモーターカーの常設実用路線 （2005.3.6開業）

全
国
初

現在

都市基盤
整備の歩み

✔これまでの先進的な交通システムに代わる新しい自動運転技術が進展
➣専用レーン・優先レーンを走行する公共交通という強みを生かし、全国に先駆けて
公共交通に自動運転を実装していくことが必要

✔リニアインパクト（交流人口増加等）や名古屋駅がリニアの終着駅となるアドバン
テージを最大限生かし、都市や圏域を更に発展
➣リニアの旅客の乗り換え円滑化や二次交通ネットワークの充実が必要

✔新型コロナウイルス感染拡大や新しい生活様式の定着により公共交通の利用者が激減
➣リニアによる交通需要を取り込み、需要の高い路線でしっかり収益をあげるとと
もに自動運転技術により運行コストを下げ、市内の基本的な公共交通ネットワー
クを持続させることが必要

課題

効果を波及

交流人口増加

効果を波及

交流人口増加

これから

リニアインパクトによる需要の取り込みや需要の高い路線での収益力の強化を図りつつ、

新たなみちの使い方への転換や適材適所の端末交通を確保していくことで、その効果を市

域全体に波及させ、持続可能な都市交通体系を構築すべきである。

最先端モビリティ都市として、新型コロナウイルスによる生活様式の変化に起因する交

通需要減や運転手不足への懸念といった課題に対応するため、基幹的な公共交通への自動

運転技術の実装を全国的に先駆けて行い、日本をリードするとともに、取組を全国的に波

及させるべきである。

早急に実施すべき重点的な取組

乗り換え円滑化や二次交通の高度化
によりリニアインパクトを市内全域
に波及させます。

名古屋の特徴である豊かな道路空間
を活かし、沿道界隈活性化の取組と
一体となって歩いて楽しい都市空間
を実現するとともに、インフラ側で
の自動運転化対応を進め、「みちの
使い方改革」を推進します。

公共交通空白地域やラストマイルに
おいては移動手段の確保を図りま
す。

リニアインパクトを取り込み、需要の
高い路線でしっかり収益を上げるとと
もに、基幹的な公共交通への自動運転
技術の実装により、新しい生活様式下
でも公共交通の持続性を確保していき
ます。

・広域交通網の機能強化

全市的な
展開

都心ゾーンへの来訪者
増加による賑わい創出

魅力的な都心ゾーン
の形成

豊かな生活圏の形成

（７／８）

Ⅱ

Ⅰ Ⅲ

ⅣⅡ



推進体制のイメージ

最先端モビリティ都市の実現

第６章 戦略の推進について （８／８）

１ 推進体制

２ 進捗管理の考え方

●市の取組の実績や成果、評価指標による数値の変化などを総合的に勘案し、進捗状況を把握する。
●モニタリング指標の設定にあたっては、市民にとってわかりやすい指標とする。
●上位計画の見直しや社会情勢の変化などがプランの内容に大きく影響する場合、必要に応じて評
価・見直しを実施する。

最先端モビリティ都市の実現に向け、名古屋市交通問題調査会に下部組織を設置し、関係者（市
民、

まちづくり団体、企業、交通事業者、サービス事業者、大学、研究機関、行政等）が相互に連携し、
推進に向けたマネジメントを実施。

企業
交通事業者

サービス事業者 等

市民

まちづくり団体 等
大学

研究機関 等
行政

産
官 学

民

（高齢者,子ども,外国人,障害者等）

下部組織において
推進に向けたマネジメントを実施

名古屋市交通問題調査会


