
中川運河堀止地区の活用に係る 

サウンディング型市場調査 実施要領

中川運河堀止地区の活用に向けて 

民間事業者の皆様との「対話」を実施します。

名古屋市

令和４年９月



1 

1. 調査の趣旨
中川運河は、名古屋港と旧国鉄笹島貨物駅とを結ぶ全長 8.2㎞の物流運河で、工業都市としての発

展を図るため、大正 13年に都市計画運河網の一つとして決定され、大正 15年の事業開始から約 7
年の年月をかけ、昭和 7年に全線開通しました。
開通当時は「東洋一の大運河」と称され、名古屋港と都心を結ぶ水運による物流の軸として、名古

屋の経済産業の発展を支えてきました。しかし、時代の流れとともに輸送形態が、運河を利用した水
運から、トラック等を利用した陸運に移り変わり、現在は運河を利用した貨物の輸送は非常に少な
く、最盛期といわれている昭和 39年の取扱貨物量の 1％程度まで減少しています。
そのため、中川運河の歴史を尊重しつつ、新たな価値や果たすべき役割を見出し、うるおいや憩

い、にぎわいをもたらす運河へと再生することを目的として、平成 24年 10月に名古屋市と名古屋
港管理組合が共同で「中川運河再生計画」を策定しました。当計画においては、交流・創造、環境、
産業、防災の 4つの再生方針と概ね 20年先を見据えた再生構想を掲げ、運河の再生をめざすことと
しています。
本市場調査は、この運河再生において重要な開発エリアに位置付けられる「堀止地区」を対象に、

民間事業者との「対話」を通して、利活用のノウハウ・アイデア等の提案を受けることによって、当
該エリアの市場性を把握し、民間活力導入の可能性を判断することを目的としています。

2. サウンディング型市場調査とは
サウンディング型市場調査とは、市有地等の活用検討の早い段階で、その活用方法について民間事

業者の皆様から広くご意見・ご提案をいただく「対話」を通して、市有地の不動産市場におけるポテ
ンシャルや事業者の皆さんが参入しやすい公募条件等を正確に把握するための調査です。

■ 従来型の検討の場合

■ サウンディング型市場調査の場合
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●活用アイディアの不足
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●民間の創意工夫を取り入れた活用案の構築

●事業用地の市場性の把握

●事業収益性を反映した参加しやすい公募条件

◆民間事業者の参入意欲の向上

◆活用事業のクオリティ向上 等

反映
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3. 調査の対象となる市有地
調査の対象である「中川運河堀止地区」の概要は次のとおりです。

【事業用地】 

所  在 面  積 
名古屋都市計画事業ささしまライブ 24土地区画整理事業地内
仮換地 12ブロック 2番、12ブロック 3番 
名古屋高速５号万場線高架下（仮換地 12ブロック１番含む）

約 5,900㎡ 

【中川運河堀止地区に求める機能】 

① 中川運河らしさの演出 
・ 対象地は、中川運河再生計画のにぎわいゾーンの玄関口に位置することを踏まえ、ゾーンのコン
セプト「港と文化を感じる都心のオアシス」にふさわしい機能を求めます。 

・ 施設としては、運河の憩いや賑わいの演出に資するものとして、水辺を活かした商業施設、文
化・芸術活動に資するアトリエ、ギャラリー等を想定しています。また、建物内からの運河への
眺望の工夫などにより、穏やかな水辺を感じることのできる空間形成のほか、中川運河の魅力を
活かす提案を求めます。 

② 周辺環境等との調和 
・ 名古屋駅周辺まちづくり構想における中川運河の位置づけを踏まえ、ささしまライブ 24 との連
続性等にも配慮した提案を求めます。また、名古屋駅周辺の貴重な水辺空間であることを踏ま
え、新幹線からの眺望にも配慮した景観を求めます。 

・ 中川運河では、これまで ARToC10 による芸術活動をはじめ、様々な市民活動が展開されていま
す。対象地においても、地域住民をはじめ市民が利用できるような場の提供を求めます。 

・ なお、対象地の一部（高架下）は、ささしまライブ 24土地区画整理事業計画（以下「事業計
画」）上、広場機能を想定しています。今回の提案では広場機能に限定していませんが、事業計
画を踏まえ、不特定多数が利用できる一定のオープンスペースがあると望ましいです。 

③ 水辺空間の活性化 
・ 名古屋市では、対象地から金城ふ頭まで各拠点をつなぐ水上交通「クルーズ名古屋」を運航して
います。水上交通及び水面利用の活性化など、水辺への新たな人の流れの創出に資する提案を求
めます。 

【用途地域等】 
用途地域 近隣商業地域 地域地区 準防火地域
建ぺい率 80％ 容積率 300％
周辺道路の状況 ◇東側:名古屋都市計画道路 3・5・18号日置中野新町線（幅員 18m） 

◇南側:区画道路 8-1 号（幅員 8ｍ） 
◇北側:区画道路 16-1号（幅員 16ｍ） 
(注)令和 7年度までに整備完了予定

その他 ■絶対高45ｍ高度地区
■緑化地域 
■駐車場整備地区
■都市機能誘導区域内、居住誘導区域内 
■特定都市再生緊急整備地域
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【名古屋都市計画事業 ささしまライブ24土地区画整理事業の概要】
◇施行者：名古屋市
◇施行面積：約 22.1ha
◇施行期間：平成 11年度～令和7年度（予定） 

4. 対話の実施
■ 対話申込：9月 26日（月）～10月 21日（金）午後 5時 00分まで

・ 本市との対話に参加を申し込まれる方は、本市公式ウェブサイト掲載のエントリー
シートに必要事項を記入のうえ、問合せ先電子メールアドレス宛に「サウンディン
グ参加申込」のタイトルで送付してください。

・ エントリーシート提出の方に、対象敷地の概要資料をお送りします。
■ 事前対話シート提出：対話実施日まで

・ 上記対話を申し込まれた方は、本市ホームページ掲載の事前対話シートに必要事項
を記入のうえ、問合せ先電子メールアドレス宛に「事前対話シート提出」のタイト
ルで送付してください。 なお、対話申込と同シートの提出を同時に行われる方
は、「サウンディング参加申込及び事前対話シート提出」のタイトルで送付してく
ださい。

■ 対話実施：10月 17日（月）～ 11月 11日（金）までの期間
・ エントリーシートにご記入いただいた希望日を調整して、市から対話日時を連絡し
ます。

※ 実施要領や参考資料等は、下記の名古屋市公式ウェブサイトで公表しております。
  市公式ウェブサイト（https://www.city.nagoya.jp/）

（トップページ＞事業向け情報＞募集情報＞その他の募集＞住宅都市局からのお知らせ＞中川
運河堀止地区の活用に係るサウンディング型市場調査の実施について）に掲載

中川運河堀止

あおなみ線
ささしまライブ駅

対象地

Ｎ位置図
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 ● 対話の方法

○ サウンディング型市場調査の対象者は、事業実施の主体となる意向を有する法人又はその法人
に係る事業の関係者となり得る法人（本市から事業用地を借り受け、事業用地上に施設を建設･
運営する意向を有する法人、もしくはこれらの法人から設計・建築・運営等を受注する可能性
のある法人又は法人グループ）とします。

○ 対話時間は、1グループ 30分～60分程度とします。
○ 対話はアイデア及びノウハウの保護のため個別に非公開で実施します。
○ 本調査を通じて知り得た情報は、本調査の目的以外のための使用を禁じるものとします。
○ 参加事業者の名称は非公表とします。
○ 対話に要する費用は、事業者負担とします。
○ 対話への参加実績は、公募時に優位性を持つものではありません。
○ 対話参加への対価、結果に対する報酬等の提供はありません。
○ アイデア及びノウハウ保護に配慮した上で対話の概要を公表します。
○ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ZOOＭ等によるオンラインでの対話について
も対応可能です。

 ● 名古屋市の基本的な考え方及び対話参加者にご提案･回答頂きたい事項

① 本事業に係る名古屋市の基本的な考え方
中川運河堀止地区について、次のような整備・方法等により、民間活力及びノウハウの導入を

考えています。
○ 必要な施設 ：上述、「中川運河堀止地区に求める機能」のとおり、中川運河にぎわいゾーン

の核となる施設
○ 望ましい施設：不特定多数が利用できるオープンスペース（例：スポーツパーク、イベント広場）

水上交通をはじめ水面利用活性化に資する施設（例：乗船場、待合所）
※港湾計画上、堀止東地区において乗船場の設置が位置付けられています。

○ スケジュール：令和 7年度までに施設整備を完了することを想定しています。
○ 敷地の所有 ：事業用定期借地権による貸し付けとします。

② ご提案・回答頂きたい事項 （具体的には事前対話シートをご確認ください。）
1) 事業環境としての対象地及び周辺地域のイメージについて
2) 対象地に想定される用途・業種及び活用コンセプトについて
3) 想定される契約期間について
4) 乗船場整備の考え方について
5) 建物の事業スキーム（整備手法、プレイヤー等）について
6) 貴社想定の階数・建物規模等について
7) 貴社想定の施設配置・動線等について
8) 既設の高架下広場や堀止緑地を含めた一体での管理の可能性について
9) 事業性の観点から、地代や家賃のイメージについて
10)本事業の効果や参画意欲を高めるアイデア等について
11)周辺地域との連携を予定している事項や配慮する事項について
12)暫定的な活用をする場合の活用方法について
13)本事業への参画にあたっての懸念事項・条件等について
14)その他、対象地の活用に係る市への質問・要望・提案等について
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5. 対話実施スケジュール

6. 中川運河堀止地区の活用に係る今後の事業計画（予定）
令和 4年度 サウンディング型市場調査による民間事業者との対話、事業スキーム等の検討
令和 4年度～5年度 事業者の公募・選定
令和 7年度 事業者による施設整備完了

7. 問合せ先
事務局 名古屋市 住宅都市局 都市整備部 名港開発振興課 中川運河担当 

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 
TEL：052－972－2785（直通）(受付時間：平日 8:45～17:15(年末年始を除く)) 
FAX：052－972－4161 
E-mail：a2784@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

9月 26日（月） サウンディング型市場調査実施要領公表
9月 26日（月）～10月 21日（金） エントリーシート受付期間
10月 17日（月）～11月 11日（金） 対話の実施
11月中旬～下旬 必要に応じて追加対話（個別）
12月上旬以降（予定） サウンディング結果概要の公表


