
  

                                                 

 名古屋市では、年間を通じて、いつでも
・ ・ ・ ・

 本市のお好きな施設等に愛称をご提案 

 いただけます。（一部、愛称をつけられない施設もあります。） 

 地域貢献活動や広告PRツールの一つとして、是非ご検討ください！ 

 同種施設の一括提案や同一区内の複数施設をセットで提案なども可能です。 

１．ネーミングライツスポンサーの募集について 

 

                  

 ★スポンサー特典としては、以下のような例が挙げられます。 

 希望されるネーミングライツ料金、契約期間（原則として3年以上）、スポンサー 

 特典などについてはお気軽にご相談下さい。 

  例：対象施設の利用料金免除（１年度内に数日に限ります） 

    広告の掲出や商品展示など 

３．お 問 い 合 わ せ 先 

                  
 財政局財政部資産経営戦略室活用促進係  

 TEL：052-972-2318  FAX：052-972-4122 

 E-mail: a2318@zaisei.city.nagoya.lg.jp   

 ■詳細につきましては、名古屋市のホームページをご覧ください。 

 ⇒「提案型ネーミングライツの募集」 

  http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000060456.html                                

  （名古屋市トップページ＞事業向け情報＞募集情報＞広告事業の募集＞提案型ネーミングライツの募集） 

 

２．ネーミングライツ料金等について 
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文化小劇場 １５施設 

中区を除く全ての区に1館ずつ設置されている座数350席程度

のホールがある施設です。      

地域における市民の音楽、演劇など文化活動の発表の場として

利用されています。 

子ども向けの人形劇から落語まで幅広いジャンルの公演

を行っています。 

 

施設名（所在地） 年間利用者数(H30年度） 

千種文化小劇場（千種区千種三丁目） 44,059人 

東文化小劇場（東区大幸南一丁目） 73,128人 

北文化小劇場（北区志賀町４丁目） 46,147人 

西文化小劇場（西区花の木ニ丁目） 5,381人 

中村文化小劇場（中村区中村町字茶ノ木） 8,694人 

昭和文化小劇場（昭和区花見通1丁目） 60,293人  

瑞穂文化小劇場（瑞穂区豊岡通3丁目） 49,683人 

熱田文化小劇場（熱田区神宮三丁目） 72,893人 

中川文化小劇場（中川区吉良町） 62,197人 

港文化小劇場（港区港楽二丁目） 35,452人 

南文化小劇場（南区千竈通２丁目） 4,107人 

守山文化小劇場（守山区小幡南一丁目）  54,735人 

緑文化小劇場（緑区乗鞍二丁目） 69,399人 

名東文化小劇場（名東区上社一丁目）  70,076人 

天白文化小劇場（天白区原一丁目） 60,730人 

熱田文化小劇場 

４．主 な 対 象 施 設 

文 化 施 設 等 

JR、名鉄、地下鉄からもアクセスしやす

い本格的な音楽向けホールで、コンサー

トや演劇などが上演されています！ 

・愛称に各区の区名を入れることが条件となります。 

・千種文化小劇場については、市民公募による愛称（「ちくさ座」）が既にあるため、名

称の一部に「ちくさ座」と残すことを条件としてご提案いただけます。  
・東文化小劇場については、東文化小劇場が入っている複合施設に愛称（「カルポート

東」）がついているため、そのことに配慮していただく必要があります。 

・守山文化小劇場については、民間との複合施設（「アクロス小幡」）内にあるため、地

権者の了解を得る必要があります。 

・今後、工事のため１年程度の休館が予定されています。施設ごとの休館時期等はお問い

合わせください。 

※施設によっては、工事等やむを得ない事情により休館する

ことがございます。あらかじめご了承ください。 
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区役所 講堂 １７施設 

各区役所等に設置した講堂で、各種会議や研修会、展覧会など、区役所

が主催・共催する行事の会場として利用しています。 

また、貸し出しを行っており、式典・各種会議や音楽など様々な催し

に、地域の方にも広く利用されています。 

中区役所 ホール 

施設名（所在地） 

千種区役所 講堂（千種区覚王山通８丁目 千種区役所２階） 

東区役所 講堂（東区筒井一丁目 東区役所４階） 

北区役所 講堂（北区清水四丁目 北区役所２階） 

西区役所 講堂（西区花の木二丁目 西区役所２階） 

西区山田支所 講堂（西区八筋町 西区山田支所４階） 

中村区役所 講堂（中村区竹橋町 中村区役所２階） 

昭和区役所 講堂（昭和区阿由知通３丁目 昭和区役所２階） 

瑞穂区役所 講堂（瑞穂区瑞穂通３丁目 瑞穂区役所２階） 

熱田区役所 講堂（熱田区神宮三丁目 熱田区役所７階） 

中川区役所 講堂（中川区高畑一丁目 中川区役所２階） 

港区役所 講堂（港区港明一丁目 港区役所２階） 

南区役所 講堂（南区前浜通３丁目 南区役所２階） 

守山区役所 講堂（守山区小幡一丁目 守山区役所３階） 

緑区役所 講堂（緑区青山二丁目 緑区役所２階） 

名東区役所 講堂（名東区上社二丁目 名東区役所２階） 

天白区役所 講堂（天白区島田二丁目 天白区役所２階） 

中区役所 ホール（中区栄四丁目 中区役所地下２階） 

西区役所 講堂 
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短歌会館（中区錦二丁目） 

地下鉄伏見駅直近にあり、歌人の青木穠子（あおきじょ

うこ）氏から昭和39年にご寄附頂いた施設で、様々な文

化的行事や会合を行う集会室・和室・展示室がありま

す。 

■年間利用者数 H30年度 28,891人 

 
音楽プラザ（中区金山一丁目） 

市民会館の北側にあり、金山総合駅からほど近い、音楽

等練習用の施設です。１階のサロンでは無料で鑑賞でき

るコンサートが不定期に催されています。 

■年間利用者数 H30年度 125,235人 

 市民ギャラリー栄（中区栄四丁目） 

市民ギャラリー矢田（東区大幸南一丁目） 

○市民ギャラリー栄 

地下鉄栄駅からほど近い中区役所朝日生命共同ビル内にあ

り、利用率の高いギャラリー施設です。 

■年間利用者数 H30年度 554,802人 

○市民ギャラリー矢田 

地下鉄ナゴヤドーム前矢田駅と直結する複合施設「カルポー

ト東（東文化小劇場・東図書館・東スポーツセンターとの合

築施設）」内にあるギャラリー施設です。 

■年間利用者数 H30年度 198,992人 

絵画、彫刻、造形、書、工芸、いけ花など幅広いジャンル
の発表の場として利用されています。 
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公 園 等 

 

都 市 公 園 

市内に約1,400箇所存在する都市公園は、市民に憩いの場やレクリエーションの場を提供す
るとともに、災害時には避難場所として活用されるなど、多様な役割を担っています。 

公園名だけでなく、広場、遊具、トイレなどの公園施設にも愛称を付けることができます。 

【提案を受け付けていない

公園（一部施設を除く）】 

鶴舞公園・名城公園・久屋

大通公園・東山公園・平和

公園 

 

 

市民御岳休暇村（長野県木曽郡王滝村） 

長野県・御嶽山のふもとに位置する、市民が自然

と親しむレクリエーション活動の場として設置さ

れた施設です。 

※平成２９年に発生した地震の影響により、現 

在、セントラルロッジを休館しています。 

 （キャンプ場等は営業） 

■年間利用者数 H30年度 5,279人 

 
農業文化園（港区春田野二丁目） 

農の大切さと花を愛する心を育む市民の憩いの

施設として平成元年に開園した施設です。  

■年間利用者数 H30年度 1,067,489人  

(戸田川緑地を含めた総入園者数)  
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 とだがわこどもランド（港区春田野一丁目） 

子どもたちが水、緑、土といった自然の中でたくましく
健やかに育つよう設置された児童福祉施設です。 

園内には大型木製遊具やボールプールのある「丘あそび

ゾーン」、じゃぶじゃぶ池等で水遊びが楽しめる「水あ

そびゾーン」、工作教室や料理教室等の体験ができる

「手作りゾーン」の３ゾーンがあります。 

 

■年間利用者数 Ｈ30年度 601,360人  

 

野鳥観察館 （港区野跡四丁目） 

水鳥観察を通して、野鳥保護と藤前干潟をはじめとした自然保護への関心を

育む場として、昭和６０年に開設した施設です。  

■年間利用者数 Ｈ30年度 29,041人  

ス ポ ー ツ 施 設 

 

名古屋市体育館（熱田区六野二丁目） 

個人での利用をはじめ、大会・教室が開催されるなど、各種

スポーツ・レクリエーションを行える施設です。 

※熱田プールが本施設に隣接しています。 

■年間利用者数 H30年度 65,167人 
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スポーツセンター １２施設 

トレーニング室、屋内温水プール、軽運動室の個人利用

のほか、高齢者向けの水中ウォーキングや子供向け水泳

教室、その他ヨガ、エアロビクス、バドミントン等の多

種多様な教室が開催されています。  

また、各競技の大会会場としても利用されており、幅広

い世代の方がスポーツを楽しむ拠点となる施設です。  

※施設内容・開催教室は施設によって異なります。 千種スポーツセンター 

施設名（所在地） 年間利用者数(H30年度） 

千種スポーツセンター（千種区星が丘山手） 336,916人 

東スポーツセンター（東区大幸南一丁目） 395,038人 

北スポーツセンター（北区成願寺一丁目） 238,365人 

枇杷島スポーツセンター（西区枇杷島一丁目） 312,232人 

中村スポーツセンター（中村区中村町字待屋） 349,335人 

中スポーツセンター（中区栄一丁目） 280,187人 

昭和スポーツセンター（昭和区吹上二丁目） 303,927人 

露橋スポーツセンター（中川区露橋二丁目） 265,145人 

稲永スポーツセンター（港区野跡五丁目） 143,527人 

緑スポーツセンター（緑区相原郷一丁目） 284,009人 

名東スポーツセンター（名東区猪高町大字高針字勢子坊） 313,035人 

天白スポーツセンター（天白区植田三丁目） 247,664人 

 

志段味スポーツランド（守山区大字下志段味字生下り） 

個人での利用をはじめ、ヨガ、エアロビクス、太極拳等の多

種多様な教室が開催されています。 

また、各競技の大会会場としても利用されており、幅広い世

代の方がスポーツを楽しむ拠点となる施設です。 

■年間利用者数 H30年度 255,748人 
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屋内温水プール・屋外冷水プール 

【屋内温水プール】 

個人利用のほか、アクアビクスや子供向け水泳教室、親子水遊びなどの講座も開催されて

いる施設です。  ※開催教室は施設によって異なります。 

【屋外冷水プール】 

７コースの25ｍプールや幼児用プール等を備えた施設です。 

施設名（所在地） 
年間利用者数

(H30年度） 

温
水
プ
ー
ル 

香流橋プール（千種区香流橋一丁目）  104,267人 

山田西プール（西区長先町） 44,751人 

富田北プール（中川区吉津四丁目） 65,778人 

南陽プール（港区藤前四丁目） 96,280人 

鳴海プール（緑区浦里一丁目） 53,812人 

冷
水
プ
ー
ル 

楠プール（北区若鶴町） 4,605人 

山田プール（西区五才美町） 5,299人 

熱田プール（熱田区六野二丁目） 8,065人 

中川プール（中川区北江町） 3,800人 

富田プール（中川区東かの里町） 4,937人 

港プール（港区当知一丁目） 12,199人 

守山プール（守山区村合町） 8,111人 

香流橋プール 

中川プール 

 

黒川スポーツトレーニングセンター（北区清水四丁目） 

トレーニング室・軽運動室を備えたスポーツ施設です。 

■年間利用者数 H30年度 111,689人 
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東山公園テニスセンター（天白区天白町大字八事字裏山） 

3,000人収容のセンターコート１面や夏でも

快適にトレーニングできる屋内コート４面を

含めた全２０面からなる、名古屋・中部圏の

テニス競技普及・振興の拠点施設です。  

■年間利用率 H30年度 利用率62.5％ 

（利用面数21,796/利用可能面数34,859）  

 

名城庭球場（北区名城一丁目） 

膝や腰に優しいアンツーカコートを備えてい

る庭球場です。 

個人での利用だけでなく、様々な大会やイベ

ントも開催できる施設です。 

  

H30年度 利用率81.7％（利用面数16,163/利用可能面数19,772） 

■年間利用者数 H30年度 92,667人 

※利用可能面数：全コマ数のうち、コート整備等で使用できないコマ数を除いたコマ数  
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障害者スポーツセンター（名東区勢子坊二丁目） 

スポーツ、レクリエーション等を通じて、障害者の健康

の増進を図るため、スポーツ教室の開催や理学療法士に

よる医事相談等を実施している施設です。 

名古屋市障害者スポーツ大会（水泳の部）をはじめ、各

種大会、団体、種目別練習などの利用がされています。 

 

 

■備考 

愛称に「障害者スポーツセンター」と入れることを条件とします。 

 
上社レクリエーションルーム（名東区上社一丁目） 

軽運動室、会議室を備えており、卓球やエアロビクス、

社交ダンス等が楽しめる施設です。 

■年間利用者数 H30年度 48,488人 

 

港サッカー場（港区野跡四丁目） 

港区の稲永公園内にあるサッカースタジアムです。競技

大会のほか、サッカー教室も開催されています。 

■年間利用者数 H30年度 37,696人 

 

■年間利用者数 

 

H30年度  125,774人 
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図 書 館 等 

 図 書 館 

名古屋市図書館は、中区を除く各区・支所管内に設置さ

れています。 

鶴舞中央図書館の139万冊をはじめ、全館では全国有数

の333万冊の蔵書数を誇り、貸出・閲覧等を行うほか、

読み聞かせや講座、ワークショップなど様々なイベント

で幅広い世代の方々にご利用いただいています。 

平成30年度は、鶴舞には約75万人、21図書館全館で

は約645万人の入場者があります。 

（事業実績等の詳細は、名古屋市図書館ホームページに

ある「図書館年報」をご覧ください。） 

千種図書館（千種区田代町字瓶杁） 

東図書館（東区大幸南一丁目） 

北図書館（北区志賀町4丁目） 

楠図書館（北区楠二丁目） 

西図書館（西区花の木二丁目） 

山田図書館（西区八筋町） 

中村図書館（中村区中村町字茶ノ木） 

瑞穂図書館（瑞穂区豊岡通3丁目） 

熱田図書館（熱田区神宮三丁目） 

中川図書館（中川区吉良町） 

富田図書館（中川区服部三丁目） 

港図書館（港区港楽一丁目） 

南陽図書館（港区秋葉一丁目） 

南図書館（南区千竈通2丁目） 

守山図書館（守山区守山一丁目） 

志段味図書館（守山区深沢一丁目） 

274,277人 

425,443人 

286,375人 

172,042人 

321,731人 

187,697人 

384,624人 

338,854人 

321,104人 

339,687人 

177,122人 

224,943人 

95,878人 

209,667人 

217,094人 

195,481人 

名称（所在地） 年間入館者数(H30年度） 

緑図書館（緑区旭出一丁目） 434,177人 

徳重図書館（緑区元徳重一丁目） 475,210人 

名東図書館（名東区文教台二丁目） 330,732人 

天白図書館（天白区横町） 263,044人 

鶴舞中央図書館（昭和区鶴舞一丁目） 749,024人 

自動車図書館（２台） 27,402人 

 計6,451,608人 

鶴舞中央図書館 

※１ 自動車図書館については、貸出利用者数 

※２ 鶴舞中央図書館については、地下読書室以外に提案が可能です。 
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 生涯学習センター １６施設 

施設名（所在地） 年間利用者数(H30年度） 

千種生涯学習センター（千種区振甫町3丁目） 97,720人 

東生涯学習センター（東区葵一丁目） 101,911人 

北生涯学習センター（北区黒川本通2丁目） 112,730人 

西生涯学習センター（西区浄心一丁目） 87,127人 

中村生涯学習センター（中村区鳥居通3丁目） 93,096人 

中生涯学習センター（中区橘一丁目） 83,459人 

昭和生涯学習センター（昭和区石仏町1丁目） 81,577人 

瑞穂生涯学習センター（瑞穂区惣作町2丁目） 90,607人 

熱田生涯学習センター（熱田区熱田西町） 68,774人 

中川生涯学習センター（中川区富川町1丁目） 52,572人 

港生涯学習センター（港区港陽一丁目） 50,142人 

南生涯学習センター（南区東又兵ヱ町5丁目） 85,395人 

守山生涯学習センター（守山区守山三丁目） 92,023人 

緑生涯学習センター（緑区鳴海町字本町） 73,884人 

名東生涯学習センター（名東区社が丘三丁目） 85,609人 

天白生涯学習センター（天白区天白町大字島田字黒石） 103,675人 

 西生涯学習センター 

各区に配置しております。 

スポーツ、文化、趣味のサークル活動など、生涯学習

の多岐にわたる活動の場となっています。 

体育室ではレクリエーションバレーボールなどの練習

や大会、会議室では学習会や楽器演奏など、多くの市

民が幅広く活動しています。 

また、歴史・文学、親子向け、健康などの各種講座も

開催しています。 

 

 



13 

                                                 

 
地区会館 ６施設 

各支所管内に設置されています。 

学習・スポーツ・レクリエーション等、地域住

民の多目的な活動の場となっています。 

また、地区会館まつり等のイベントも開催され

ており、地域の方にも幅広く参加していただい

ています。 

施設名（所在地） 年間利用者数（Ｈ30年度） 

楠地区会館（北区楠味鋺三丁目） 80,389人 

山田地区会館（西区八筋町） 46,472人 

富田地区会館（中川区戸田四丁目） 54,177人 

南陽地区会館（港区春田野三丁目） 34,856人 

志段味地区会館（守山区大字下志段味字横堤） 54,876人 

徳重地区会館（緑区元徳重一丁目） 85,369人 

・志段味地区会館は志段味支所と合築になります。 

・徳重地区会館は、複合施設（ユメリア徳重）内にあります。 

楠地区会館 

 

コミュニティセンター 

おおむね小学校通学区域（学区）ごとに設置されています。 

心の豊かさとふれあいのある地域社会の形成を目指し、地域住

民の連帯とコミュニティ活動の推進を図るため、学習、集会等

で多目的に利用されています。 

 

年間利用者数（Ｈ30年度） 

平均 11,824人 

市内 240箇所 

（令和2年4月現在） 

コミュニティセンターの具体的な情報については、名古屋市のホー

ムページをご参照ください。 

⇒http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19-6-2-0-0

-0-0-0-0-0.html 

そ の 他  
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公衆トイレ 

主な公衆トイレ 所在地 

金山総合駅南 熱田区金山町一丁目 

ドーム駅前 東区大幸南一丁目 

大須観音前 中区大須二丁目 

熱田神宮東 熱田区神宮一丁目 

名古屋市北中部を中心に設置されており、どのトイレ
も駅や集客施設、繁華街など人通りの多い場所で不特
定多数の方に利用されています。 

・契約料に代えて役務を提供していただく提案も可能
です。 

金山総合駅南口を出てすぐのと

ころにあり、利用率の特に高い

公衆トイレです！(H30年度金山

総 合 駅 の 1 日 平 均 乗 車 人 員

238,006人) 

金山総合駅南公衆トイレ その他30箇所 

 
青少年交流プラザ〖ユースクエア〗（北区柳原三丁目） 

青少年宿泊センター（緑区大高町） 

○青少年交流プラザ〖ユースクエア〗 

・青少年による音楽活動・演劇・学習会などの社会参加

活動や青少年と他の世代との交流の場として、広く市内

外の青少年や団体からご利用いただいています。 

・また、オープンスペースの開放を行い、市内の青少年

が気軽に立ち寄れる場所としてご利用いただいていま

す。 

・施設を開設する際に、若者に公募をして、現在の愛称

「ユースクエア」となっていることから、ネーミングラ

イツ取得後も「ユースクエア」を残していただく形が必

須となります。 

青少年交流プラザ〖ユースクエア〗 

H30年度利用者数 146,129人 

青少年宿泊センター 

H30年度利用者数 87,727人 

○青少年宿泊センター 

・緑区大高の自然豊かな場所に位置し、広く市内外から

宿泊施設をご利用いただくほか、近隣の方から体育館・

ホール等の施設をご利用いただいています。 

・スポーツや音楽などの合宿や大学のゼミ・サークル活

動など幅広い団体にご活用いただいています。 

※両施設とも青少年教育事業に係る施設ですので、ふさわしい名称であるかどうかも含め総合的

に判断をさせていただきます。 
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 港防災センター（港区港明一丁目） 

港区役所に併設された、災害について見て学んで体
験することで、災害時に必要な知識や判断力、行動
力を身につけることができる施設です。 

過去の震度７クラスの地震体験や、煙の中の避難体
験のほか、３Ｄシアターでは映像や音響などの演出
により、伊勢湾台風や津波などの災害のすさまじさ
を学べます。 

■年間利用者数 Ｈ30年度 67,５97人  

 
道  路 

名古屋市が管理する道路に愛称をつけることができます。
市内にある約27,500路線の道路が対象です。 

※すでに愛称がついている路線（大津通、出来町通など）
は対象外です。 

＜実績＞ 

・市道池内町第4号線及び市道六野一丁目第1号線の一部 

（熱田区内） 

［あつたハピネス通り］ 

道路上への愛称の標示や、道路清掃等の地域貢献活動の

場としてご活用いただくことも可能です。  

 
道 路 付 属 物 自 動 車 駐 車 場 

名称(所在地) 入庫台数(H30年度) 

池下駐車場(千種区覚王山通8丁目29番1) １４５，５７７台 

吹上駐車場(昭和区吹上二丁目1番) ６８，５９３台 

吹上中央帯駐車場(千種区吹上二丁目13番)  １８，１７０台 

大曽根駐車場(北区大曽根三丁目1201番)  ５３，７２４台 

路上駐車車両による交通機能の障害を防止し、安全かつ円

滑な道路の交通の確保を図るため設置された駐車場です。  池下駐車場 
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（参考）主 な 合 築 複 合 施 設 

 瑞穂文化小劇場＋瑞穂図書館 他７施設 

名古屋市の図書館や文化小劇場など１区に１館設置している施設には、区によって

は合築複合施設になっている所があります。 

複合施設も合わせてネーミングライツを導入して頂くことで、より高い企業のPR

効果が見込めます。 

施設名 

西文化小劇場＋西図書館 

瑞穂文化小劇場＋瑞穂図書館 

熱田文化小劇場＋熱田図書館 

中川文化小劇場＋中川図書館 

南文化小劇場＋南図書館 

中村文化小劇場＋中村図書館 

名東文化小劇場＋上社レクリエーションルーム 

北文化小劇場＋北図書館 

瑞穂文化小劇場（H27年7月開館） 

瑞穂図書館（H27年7月移転新築） 

 

カルポート東 

ナゴヤドームの北隣にあり、「ナゴヤドーム

前矢田駅」に直結している複合施設です。 

施設としては、「東文化小劇場」、「東図書

館」、「東スポーツセンター」、「市民ギャ

ラリー矢田」から構成されています。 
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名古屋市では、民間の資金を活用して道路施設

の持続可能な維持管理を行うとともに、企業等

の地域貢献の場としてご活用いただくため、

「歩道橋ネーミングライツパートナー事業」を

実施しています。  

歩道橋ネーミングライツパートナー事業 

■契約期間 3年以上（契約の満了日は３月３１日）。 

■ネーミングライツパート

ナー料 

月額2万5千円以上（税抜き・千円単位）。 

別途、歩道橋に愛称を標示・消去する工事の費用が必要です。 

■地域貢献の提案 地域の清掃美化活動等、応募歩道橋を地域貢献の場として

活用する提案をしていただいております。 

ご報告いただいた活動については、市の公式ウェブサイト

等でご紹介させていただきます。 

■パートナーの権利 歩道橋の桁部分に企業名、商品名、業種名及び企業ロゴを

入れた愛称を標示できます。 

■備考 ・応募対象歩道橋の一覧は、下記ホームページの「歩道橋

一覧」をご覧ください。 

・歩道橋に愛称を標示・消去する工事は、パートナー様に

行っていただきます。 

・その他詳細につきましては、下記お問い合わせ先まで、

お気軽にご連絡ください。 

＜お問い合わせ先＞ 

緑政土木局路政部道路利活用課 歩道橋ネーミングライツパートナー担当 

TEL：052-972-2847  FAX：052-972-4185  

E-mail: a2847@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp 

事業の内容については、名古屋市のホームページでもご覧いただけます。 

 ⇒「歩道橋ネーミングライツパートナー事業について」  

   http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000017771.html 

（名古屋市トップページ＞市政情報＞分野別の計画・指針・調査結果＞道路・川・みどり＞ 

          緑政土木局の保有資産の有効活用の紹介） 
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これまでのネーミングライツの導入事例 
愛称はこのように表示しています。 

（令和2年5月現在の導入事例です。） 

歩道橋ネーミングライツの導入事例は前ページで紹介しておりますホームページをご参照ください。 

読書室や消防音楽隊のよう

に、施設の一部やハコモノ以

外にもネーミングライツは導

入可能です！ 

お気軽にご相談お待ちしてお

ります！ 


