
街路灯パートナー事業ＦＡＱ

１　街路灯パートナー事業について

質　　　問 回　　　　　　答
事業を行う目的は何ですか 　名古屋市では、市民・企業・行政の新しい役割分担を図るなかで、民間資金を活用

して街路灯の持続可能な維持管理を行うことを考えました。主に次の２つの効果によ
り皆で支える「安心・安全なまち なごや」の一助となることを目的としておりま
す。
①　税収のみに頼らない持続可能な街路灯の維持管理を行うことができる。
②　本市のパトロールとは別に、街路灯パートナーから点灯状況等の連絡をいただく
ことで速やかに対応することができる。

他都市でも似たような事業を
行っていますか。

　行っています。
・埼玉県「スポンサー付道路照明灯事業」
・大阪府「光の回廊づくり（アダプト・ライト・プログラム）」
・兵庫県「ひょうごアドプト・あかりのパートナー」
・徳島県「スポンサー付道路照明灯事業」
・愛媛県「愛ロードスポンサー」
・春日井市「あかりの協働隊事業」
などがあります。

２　役割分担について

質　　　問 回　　　　　　答
街路灯パートナーは何をする
のですか。

　次の３点を行っていただきます。
①街路灯1本につき6万円/3年分(蛍光灯は1万円/3年分)の寄附金を名古屋市に納付し
てください。
②対象街路灯を見守っていただき、不具合等に気付いた時は名古屋市に連絡をお願い
します。
③市民から不具合等の連絡を受けた場合は、名古屋市にお知らせください。

パートナーは日常的（例えば
毎日など）に点検を行わなけ
ればならないのですか。

　日常的な点検の義務はございません。可能な範囲でお願いします。

通報しないパートナーに罰則
はありますか。

　ございません。

名古屋市公式ウェブサイトに
街路灯パートナーの名称が紹街路灯パ トナ の名称が紹
介されるのはいつですか。

　協定締結後に掲載を予定しております。

３　寄附について

質　　　問 回　　　　　　答
寄附金は、どのように使われ
ますか。

　寄附金は、本市の街路灯の維持管理費に充当します。

なぜ寄附金額は6万円（蛍光灯
１万円）なのですか。

　街路灯の維持管理費の一部としてご寄附いただきますので、他都市の事例も参考に
して3年分の電気料相当額としております。
　なお、街路灯としてもっとも多く使われている水銀灯のうち使用している割合の高
い300ｗと400ｗの年間の電気料は、それぞれ約17千円、21千円となっております。蛍
光灯で も多く使用している40ｗの年間電気料は約3,100円です。

街路灯の設置場所により、寄
附金の額が変わることはない
のですか。

　ありません。一律6万円（蛍光灯は1万円）となります。

寄附金はいつまでに納付すれ
ばいいですか。

　契約日により異なります。契約後、期限を記入した納入通知書をお送りしますの
で、そちらで納付をお願いします。

寄附金は１年ごとに分割納付
できますか。

　分割納付はできません。協定締結当初に一括納付でお願いします。

名古屋市の都合によりアダプ
トサインが撤去された場合に
寄附金は返還されますか。

　寄付金は返還できませんが、街路灯撤去の場合は近隣の街路灯をご紹介させていた
だくなど、協議させていただきます。



電話番号、QRコ ド、キャッ きない場合があります。

４　対象街路灯について

質　　　問 回　　　　　　答
応募本数に制限はあります
か。

　制限は設けていませんので、何本でもお申込みいただけます。

名古屋市が適切でないと判断
する街路灯とは何ですか。

　以下のような街路灯です。
① 景観形成地区のうち白壁・主税・橦木地区に設置されている街路灯
② 街路灯自体の錆（サビ）がひどい場合や歩道側に他の標示物が設置されているた
め、アダプトサインの設置が困難な街路灯
③ 付け替え予定がある街路灯

信号機や規制標識が添加され
ている統合柱も対象ですか。

　名古屋市が管理しているものは、対象となります。

ガス灯や公園照明は対象です
か。

　対象ではありません。

５　アダプトサインについて

質　　　問 回　　　　　　答
アダプト・アダプトサインと
は何ですか。

　アダプトサインとは、事業内容の説明と協働事業者名が書かれた表示板のことで
す。【adopt】英語で「養子にする」の意味です。アダプト制度とは、1985年頃、ア
メリカテキサス州のハイウェイにおけるボランティア清掃活動から始まった制度で、
住民が道路などの公共スペースを養子のように愛情をもって面倒をみることから命名
されました。

アダプトサインのデザインや
大きさはどのように決めたの
ですか。

　色や表現については、都市景観との調和を考慮して決定しました。
大きさについては、街路灯柱の太さや他都市の事例を参考にしています。

表示されるパートナーの名称
は、通称や愛称又は商品名で
もいいですか。

　商品名は表示することができません。
　表示できるのは、企業名、団体名及び店舗名となります。ただし、NTTの電話帳な
どを参考に、青少年保護及び健全育成の観点などを考慮して、名古屋市街路灯パート
ナー選定委員会で判断しますので、希望した名称が表示できない場合があります。

会社名と屋号（店舗名）が違
う場合に、アダプトサインに
両方載せることはできます
か。

　可能です。ただし、2行に渡ったり、字が小さくなる場合があります。

アダプトサインに企業ロゴ、
電話番号、QRコード、キャッ
チコピーを入れることは可能
ですか。

　企業ロゴ、ロゴタイプは表示できます。ただし、特殊なデザインや色の場合表示で
きない場合があります。
　電話番号については、街路灯パートナーは市民の皆さまから通報を受けた場合は名
古屋市に連絡することを役割の一つとしておりますので、ご希望があれば入れること
ができます。
　QRコードやキャッチコピーを表示することはできません。

アダプトサインの製作等は誰
が行うのですか。

　アダプトサインの製作・設置・管理・撤去は名古屋市で行います。

アダプトサインの設置の時期
はいつごろになりますか。

　協定期間開始までに設置します。

貼り付け位置はどのくらいの
高さですか。

　地上１５０センチ程度を目安として設置する予定です。
　当該位置に管理票や町名ラベルがある場合は、その上部に設置する予定です。
　街路灯の形状（段付きなど）により上部に設置できない場合は、管理票や町名ラベ
ルの下部に設置することとなります。

アダプトサインが汚損した場
合は貼り替えてもらえます
か。

　原則、貼り替えは行いません。
　汚損の状況により、原状回復可能な汚損であれば、名古屋市で対応します。
　原状回復不可能な汚損で、名古屋市が現状のまま継続することが適当でないと判断
する場合は、貼り替えを行います。その場合は、予備のアダプトサインとなり、正式
な物は、月末毎の応募状況に合わせて作成し、貼り付けます。

予備のアダプトサインとはど
のようなものですか。

　屋外用の透明フィルムに印刷したものを白色のスコッチカルフィルムに貼り付けた
ものになる予定です。

アダプトサインが剥がされた
場合の対応はどうなります
か。

　剥がした者が判明している場合は、その者に原状回復を求めます。
　剥がした者が不明な場合は、名古屋市において予備のアダプトサインを貼り付けま
す。正式な物は、月末毎の応募状況に合わせて作成し、貼り付けます。

アダプトサインの貼り替え回
数に制限はありますか。

　特に制限を設けておりませんが、故意による破損があまりに多いようであれば、貼
付位置を手の届きにくい上部に変更するなどの対応を行う場合があります。

街路灯の移設など名古屋市の
街路灯の設置・管理計画に基
づく事由によりアダプトサイ
ンが撤去されたときは、どう
なりますか。

　アダプトサインの設置が不可能な場合などを除き、名古屋市において新たに設置さ
せていただく予定です。その場合は、予備のアダプトサインとなり、正式な物は、月
末毎の応募状況に合わせて作成します。



６　応募について

質　　　問 回　　　　　　答
応募申込書はどこで入手でき
ますか。

　名古屋市公式ウェブサイトでダウンロードすることが可能です。また、道路利活用
課（市役所西庁舎６階）、各区土木事務所においても配布しております。

どこへ申し込めばいいです
か。

　応募申込は、各区の土木事務所又は道路利活用課（市役所西庁舎６階）へ持ち込み
もしくは郵送でお願いします。

宗教的活動とは何ですか。葬
儀業は応募可能ですか。

　布教を意味すると考えております。葬儀業は特定の宗教・宗派に限定されるもので
なければ応募可能です。

会社が倒産したらどうなりま
すか。
また、合併により企業名が変
更した場合はどうなります
か。

　倒産した場合は協定解除となり、アダプトサインは撤去します。寄附金は返還しま
せん。
　合併による企業名の変更があった場合は、パートナーから申し出があれば、協議の
上で、新名称を表示したアダプトサインに貼り替えします。

協定中に指名停止になったら
どうなりますか。

　指名停止中は、目隠しなどにより公衆の目に触れないようにする予定です。

応募資格はどのように審査す
るのですか。

　応募の際に通知いただいた事業内容等を参考にさせていただき、街路灯パートナー
選定委員会で審査します。また、暴力団関係事業者の排除に関する合意書等に基づ
き、応募の際に通知いただいた情報を愛知県警察本部へ提供します。

なぜ個人は応募できないので
すか。

　政治活動等に利用される恐れがあると考えるためです。

法人、団体等が連名で応募す
ることは可能ですか。

　可能です。

名古屋市外に事業所等を構え
ている団体等が応募すること
は可能ですか。

　可能です。

パチンコ店や麻雀屋は応募可
能ですか。
また、競馬、競輪などの公営
ギャンブル関係は応募可能で
すか。

　応募できます。ただし、アダプトサインの名称表示の際に、青少年保護育成等の観
点から表示名を制限させていただく場合があります。
(参考）　歩道橋ネーミングライツパートナー事業に関しては、パチンコ店やマー
ジャン屋などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第
122号）第2条に規定する風俗営業又はそれに類似するものに関しては応募できませ
ん。競馬、競輪などの公営ギャンブル関係については応募できますが、射幸心を著し
くあおる表現、過度に購入をあおる表現は禁止です。

質問に対する回答は、どのく
らいで名古屋市公式ウェブサ
イトに掲載されますか。

　2週間くらいを目途に名古屋市公式ウェブサイトに回答を掲載するよう努めます
が、質問の内容によっては、もっと時間がかかる場合があります。

７　団体等の決定

質　　　問 回　　　　　　答
団体等は、先着順で決定する
のでしょうか。

　先着順ではありません。
　平成25年4月以降の毎月末までの応募について、翌月の街路灯パートナー選定委員
会による審査で決定します。アダプト制度として街路灯を見守っていただくという趣
旨から、事業所等から街路灯までの距離が近い団体等を優先し、距離が同じ場合はく
じにより決定します。

複数街路灯の応募による優先
権はありますか。

　複数街路灯の応募による優先権は設定していません。
　アダプト制度として街路灯を見守っていただきたいという事業趣旨から、応募数の
多寡による優先権は設定しておりません。

同一ビル内で階数が異なる団
体等では、優先される団体等
はどこですか。

　一般市民が街路灯の不具合を通報しやすいと思われる低層階の団体等を優先させて
いただきます。つまり、１階に事務所を構える団体と２階に事務所を構える団体から
応募があった場合は、１階に事務所を構える団体を優先させていただきます。

競合しているかどうかを応募
した月の月末より前に教えて
くれますか。

　ご要望にはお答えできません。

応募した月の翌月以降に競合
していたことの通知があって
から、別の街路灯に変更する
ことは可能ですか。

　応募いただいた団体等が競合していたときは、応募いただいた月の翌月以降に、応
募が無かった近接の街路灯への再応募をご提案させていただくことを考えておりま
す。

希望した街路灯が事業の対象
外だった場合は、すぐに教え
てくれますか。

　対象外となる街路灯にご応募いただいた場合は、応募いただいてから可能な限りす
みやかにご連絡します。

希望する名称が通らない場合
は、協議することは可能です
か。

　商品名など明らかに表示できないものに関しては、応募の際に修正のお願いをさせ
ていただきますが、選定委員会で認められなかった名称は、市から変更案を提示させ
ていただきます。本市提案の名称表示でよろしければ協定の締結をお願いします。

団体等の決定は、誰が行うの
ですか。

　名古屋市緑政土木局路政部長を委員長とする名古屋市街路灯パートナー選定委員会
で決定します。

選定結果・理由は、公開され
ますか。

　選定結果のうち、街路灯パートナーとなっていただくことが決定した団体等につい
ては、名古屋市公式ウェブサイトに公表する予定です。選定理由に関しては、当該応
募者のみに通知し、一般に公開は行いません。



８　協定の締結

質　　　問 回　　　　　　答
協定期間は１年ではいけない
のですか。

　街路灯の持続可能な維持管理を目的とすることから、ある程度の期間継続してお願
いしたいということと、アダプトサインの作成経費及び事務手続きを勘案して３年と
させていただいております。

協定は街路灯1本につき、1本
の協定締結となりますか。

　同一の街路灯パートナーであれば、数本の街路灯について1本の協定締結をするこ
とを予定しております。

９　その他

質　　　問 回　　　　　　答
協定の解除における協定の継
続を適当でないと認めるとき
とはどのような場合を想定し
ていますか。

　協定を継続することが不適当な場合とは、街路灯パートナーが不法行為を行ったこ
とが明らかになった場合などを想定しています。

協定の継続を希望する場合
に、３か月の期限を過ぎてし
まった場合はどうすればよい
ですか。

　協定期間終了の３か月前までに継続の申し出がなかった街路灯は、通常の募集をか
けますので、ご応募ください。他にその街路灯に応募が無ければ継続と同様の扱いと
なります。

協定を更新する際に再度協定
書を作成するのですか。

　街路灯パートナーが、協定期間終了後パートナーとなっていただいた街路灯に継続
してアダプトサインの設置を望まれる場合は、協定期間終了の３か月前までに申し出
て、名古屋市と協議のうえ、再度６万円（蛍光灯は１万円）をご寄附いただければ協
定の更新（継続）が可能です。その際は改めて協定書を作成します。ただし、街路灯
パートナー事業が存続している場合に限ります。
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