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１ 世界に冠たるスーパーターミナル・ナゴヤの実現！

出典：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

スーパーメガリージョンのセンターとして、名古屋駅をスーパーターミナル化

名古屋駅起点 約6,000万人 品川駅起点 約5,200万人

2045年リニア中央新幹線延伸（予定）（東京～大阪）

東京～大阪間でリニアが開業すれば３大都市圏が約１時間で結ばれ、巨大な都市圏

「スーパーメガリージョン」が誕生し、約7,000万人の交流圏が生まれます。

①リニア開業による7,000万人交流圏の誕生

②時間交流圏の拡大

駅起点の２時間圏域人口比較（東京～名古屋開業時）
○スーパーターミナル駅にふさわしい高い機能性の発揮

○世界の目的地となる名古屋の新しい顔づくり

名古屋駅駅前広場の再整備プラン（中間とりまとめ）

（平成31年1月）

○国際的・広域的な役割を担う圏域の拠点・顔を目指す

○誰にも使いやすい国際レベルのターミナル駅をつくる

○都心における多彩な魅力をもった

まちをつくり、つないでいく

名古屋駅周辺まちづくり構想（平成26年９月）

○駅とのアクセス性の向上

○総合交通結節機能の強化

○ユニバーサルデザイン等に基づく

空間形成

名古屋駅周辺交通基盤整備方針（平成30年3月）

＞

名古屋駅周辺を中心とした広域ネットワーク

都市計画手続き本格着手へ
平成31年度



２ 都市再生制度による名古屋駅の都市機能強化
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Ｈ29年度 本線完成予定

（Ｈ29年4月一部開通）

シンフォニー豊田ﾋﾞﾙ

ＪＰタワー名古屋

大名古屋

ビルヂング

ＪRゲートタワー

ミッドランド

スクエア

モード学園

スパイラルタワーズ

中京テレビ放送

愛知大学

名古屋校舎

グローバル・ゲート

H30年9月本線部開通

高さ 約200m

主要用途

郵便局、KITTE名古屋、

ホール＆カンファレンス、

バスターミナル

容積率 800･1,000％　→　1,200%

竣工年月 平成27年11月

高さ 約220m

主要用途

タカシマヤ、ホテル、

フィットネスクラブ、クリニック、

保育施設、バスターミナル

容積率 800･1,000％

竣工年月 平成29年2月

高さ
約170m（高層タワー）

約90m（大和ハウス名古屋ビル）

主要用途
プリンスホテル、

コンファレンスセンター

容積率 500％　→　790%

竣工年月 平成29年3月

写真提供：(株)エスエス

高さ 約170m

主要用途 名古屋モード学園

容積率 800･1,000％　→　1,200%

竣工年月 平成20年2月

高さ 約200m

主要用途
豊田通商㈱、三井ガーデンホテル

プレミア、シネコン、

容積率 800･1,000％　→　1,200%

竣工年月 平成27年11月

高さ 約250m

主要用途

トヨタ自動車㈱、シネコン、クリニック、

ショールーム、ホール・貸会議室、

金融機関

容積率 1,000％　→　1,420%

竣工年月 平成18年9月

ＪＰタワー名古屋

ＪＲゲートタワー

グローバルゲート

ミッドランドスクエア

シンフォニー豊田ビル

モード学園
スパイラルタワーズ

2015年11月竣工

2017年2月竣工

2017年3月竣工

2008年2月竣工

2015年11月竣工

2006年9月竣工

2015年10月竣工

高さ

主要用途

容積率

竣工年月

ファザードデザイン

ところ　あさお

野老　朝雄

約180m

イセタンハウス、クリニック、

ショールーム、金融機関、

貸会議室

600・1,000％　→　1,400%

平成27年10月

高さ

主要用途

容積率

竣工年月

ファザードデザイン

ところ　あさお

野老　朝雄

約180m

イセタンハウス、クリニック、

ショールーム、金融機関、

貸会議室

600・1,000％　→　1,400%

平成27年10月

経済波及効果5,700億円

雇用発生46,000人

ささしまライブ24

都市再生特措法(H14)制定以来

7棟の開発が竣工

大名古屋ビルヂング

デジタルサイネージ

第3次名古屋駅周辺地区
都市再生安全確保計画
（H30.5策定）により
避難施設として整備



３ 100M道路 (久屋大通) のリノベーション～開発の起爆剤へ～

三越メルサ丸栄

ラシック

松坂屋

パルコ

ナディア
パーク

オアシス21

テレビ塔

外堀通

● Park-PFIによる公園整備運営事業

●本格整備までの３年間程度を｢集客･交流

拠点｣として暫定活用

北エリア

｢都会の安らぎ空間｣として再生

●栄地区初の都市再生特別地区指定予定

（2019年3月予定）

●イノベーション施設の整備を特区で評価

●都市再生特別地区

指定予定

（2019年夏予定）

●都心型MICE施設の整備

を特区で評価（多目的

ホール、会議室、ホテル）

●㈱大丸松坂屋との共同事業（市有地は売却）

● 2019年度事業者公募予定

テレビ塔エリア

｢観光･交流空間｣として再生

久屋大通の再生（北･テレビ塔エリア）

栄バスターミナル跡地暫定活用事業

東桜一丁目1番地区

栄角地の開発推進

中日ビル建替計画

● 2020年東京オリパラ以降の事業化に向け

再生の方向性を検討中

久屋大通の再生（南エリア）



４-1 最先端モビリティの実装

豊かな
道路空間

ものづくり
産業

恵まれた都市インフラと交通インフラが
大交流を支える

『最先端モビリティ都市・名古屋』

ものづくり産業の最先端テクノロジーと豊かな道路空間を活かし、モビリティ分野でイノベーション

を創出。交流を生み出す魅力的なまちづくりと併せ、多様な人々が自由に移動できる、フェイス・

トゥ・フェイスの大交流都市を実現

⇒スーパーメガリージョンの中心都市として、我が国の成長をけん引！

人生100歳時代到来により
増加するアクティブシニア

絶え間ないイノベーション創出で
拡大するビジネス需要

まちを楽しむ家族連れや観光客など

モビリティのイノベーション
リニアの速達性を最大限に活かした

大交流
・自動運転
・環境技術
・シェアリング等

本市の目指す姿



■動的TDM、MaaSによる
円滑な移動の確保

・移動データの収集・解析による
都市内交通の最適化

・移動ニーズに対応した
交通サービス
（オンデマンド）

・私的交通と公共交通の
融合

■最先端技術を活用した新たなモビリティ体系の構築

■道路空間の再構築による新たな交流空間の創出

ガイドウェイバス
自動運転化

都心回遊SRT

（Smart Roadway Transit）
燃料電池バス

新しいモビリティでまちの隅々まで移動でき、全ての世代、来訪者など、誰もが動きやすい

「大交流都市＝スマート・モビリティ・ハブ」を実現

自動運転技術の活用による
交通モードの進化

自動運転技術の活用により
移動に新しい価値を付加

カーボンフリーな
モビリティの実現

自動運転小型車両

道路空間の再構築（みちまち
づくり）やそれに合わせた
建物のリノベーション・再生

道路上での
移動サービス展開
（宅配、医療など）

４-2 最先端モビリティの実装
取組の方向性



５ 行政と民間でのビジョンの共有
都心まちづくりビジョン

【都心部まちづくりビジョン】 2019年3月策定予定

訪問意欲
〔Destination〕

投資意欲
〔Linear Capital〕

官民協働のまちづくり

都市ブランド
〔Civic Pride〕

安心安全のまちづくり 持続性のあるまちづくり

■都心部エリア図

拠点 高度利用を図りイノベーション施設等の都市機能を誘導

界隈 空きビルのリノベーション等によりスタートアップを支援

◇リニア開業を見据え、行政と民間で共有する都心部の将来像を示す

◇民間投資を促し都市機能を誘導 メリハリのある土地利用計画

名城地区

栄地区

伏見地区

名古屋駅
地区

■ビジョンでのイノベーション等の位置づけ

大須地区

拠
点 界隈界隈



■計画図

６ 行政と民間でのビジョンの共有

【特定用途誘導地区（都心地区）】
立地適正化計画で定める都市機能誘導区域内で、特定用

途誘導地区を定めることにより、誘導施設を有する建築

物について容積率を緩和する制度

都心約857.3haの区域で、イノベーション施設をはじめ

とする広域的な拠点施設を整備する際に容積率を緩和

イノベーション施設、 MICE関連施設、多目的ホール、
外国語対応医療施設、劇場・演芸場など

・個別の都市計画手続きを経ずに容積率緩和

・都心に必要な機能（施設）の整備促進
👉

誘導施設整備により
容積率を緩和

名古屋駅 栄駅

金山駅

0 0.5 1.0 2.0 (km)

N

平成31年4月 運用開始予定

特定用途誘導地区

※都市計画手続き中

・

・

■対象施設（概要）

誘導施設と区域を指定

約857.3ha



■名古屋市の取り組み

７-1 産学官連携によるイノベーション創出

■愛知県の取り組み

■中経連など財界のアクセラレーション

■名古屋大学の取り組み

とんがりプロジェクト
名古屋大学を企業家育成拠点として

学生を「アイデアから起業まで」総合支援

あいちアクセラレーター
技術革新を生む起業家への多面的支援や

既存ものづくり企業とのマッチングなど

の5か月間支援プログラム

中部圏イノベーション促進プログラ
ム①共通基盤技術の理解、異分野融合等によ

り新たな価値の創造を推進する「イノベ

ーションドライバー」を育成し輩出

②複数企業によるプロコミュニティの形成

NAGOYA BOOST 10000中部圏イノベーション拠点の設置

新しい時代の産学官連携研究開発を進めて

いく拠点。アンダーワンルーフで産学官連

携共同研究を結集

ナショナルイノベーションコンプレックス

モビリティ研究

情報基盤研究

くらし・健康基盤研究

サステナブル研究 協調領域研究

世界の未来を切り拓くイノベーター10000人輩出！

AI・IoT最新プロトタイピング技術、事業開発に必要

なスキルと知識、開発プロセス全般を学ぶプログラム

首都圏ICT企業と地元企業との共創を促し、地元

企業の産業競争力強化とICT企業の集積を図る

NAGOYA ハッカソン

AI・IOT人材BOOSTプログラム

★応募47社から支援8社を決定（2018年）

★ NEDO TCP 2018最終審査会で最優秀賞
（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）

中部経済連合会等との連携によ

り、企業の新たな価値の創出を

促進する“交流拠点”を栄地区に

設置

イノベーション活動支援プログラム

専門家相談 交流イベント

県内ベンチャー資金調達急増

６億(H26)⇒79億(H29)

全国２位(H30上期)

本社機能等の

移転に対する助成

最大10億円
H31新設予定



７-2 インキュベーション施設

⑫ア Coworking Space A+LIVE

⑫イ sharebase.InC

⑭ MY CAFE

⑮ CoWorker’s ADHOC

⑯ DIVISION

④ MY CAFE

⑤ Spaces

⑥ S PLACE 名古屋駅前

⑦（旧那古野小学校）※2019年予定

⑧ Share ability space Enicia

⑨ベースキャンプ名古屋

⑩自習カフェ名駅

⑪プロコワ

⑰ Share ability space Enicia

⑱ Coffice名古屋伏見

⑲ ADEA Co-Working Space

⑳ TRANSIT STUDIO

㉑ COVO工房

㉒サーブコープ名古屋日興證券

㉓ Connect Sakae 

㉔ NAYUTA BLD

㉕（イノベーション拠点）※2019年予定

㉖レガーレカフェ栄

㉗ア minna no kaisha

㉗イ Open Village

㉙ fabbit栄

㉚（東桜１丁目）※2022年予定

㉛栄MO倶楽部

㉜ MG HISAYA

③ WeWork Grobal Gate Nagoya

㉝ Aroma Forest（金山）

㉞名古屋ビジネスインキュベータ（金山）

㉟名古屋ビジネスインキュベータ（白金）

㊱ task-school （千種）

㊲ WORK LOUNGE YAGOTO（八事）

② Open Innovation Complex of

Nagoya University（OICX）
① Midland Incubators House

「ベンチャー・エコシステム」形成の

ハブとして名古屋大学により設立され

たオープンイノベーション拠点

2018年6月～ 2019年5月開業予定2017年10月～

3

4

1

2

8

9

5

6

10

11

15

16
14

19

20

17

18

21

22
26

23

24

31

32

29

30

都心部に急増するインキュベーション施設・コワーキングスペース

名駅地区
栄地区伏見地区

新たな国際歓迎・交流拠点ささしまライ

ブ24地区の中核、グローバルゲートに

世界屈指のユニコーン企業WeWorkが進

出決定！

「ベンチャー・エコシステム」形成の

ハブとして名古屋大学により設立され

たオープンイノベーション拠点

U29の名古屋の起業家エコシステムを

形成することを目的とし設立されたス

タートアップコミュニティ

人材育成やイベント開催、人材マッチ

ングの機会を提供

7

25

12

27

新たな国際歓迎・交流拠点ささしまライ

ブ24地区の中核、グローバルゲートに

世界屈指のユニコーン企業WeWorkが進

出決定！

U29の名古屋の起業家エコシステムを

形成することを目的とし設立されたス

タートアップコミュニティ

人材育成やイベント開催、人材マッチ

ングの機会を提供



７-3 産学官連携によるイノベーション創出

既存施設のリノベーション型活用（15年間）

コワーキングスペース・イベントスペース・まちの給食室・
会議室・オープンキッチン・オフィス・シェアオフィス

校 舎

体育館 イベントスペース 運営開始 2019年10月頃予定

第１ステップ（15年間）
リノベーション型活用

第２ステップ
第1ステップを活かした活用

クロスコア那古野 ～交流・創造・発信の場～

名古屋駅至近の貴重な公有財産を、名古屋の魅力や個性を

高める拠点として有効活用を図ることを目的に、旧小学校の

校舎及び敷地を現状有姿で民間事業者に貸付を行う

 施設周辺の概況
場所

西区那古野二丁目
（名古屋駅から約800ｍ）

建物
概要

北校舎：1981年建築
3階建 延床面積 1,162㎡

西校舎：1995年建築
3階建 延床面積 1,911㎡

体育館：1994年建築
2階建 延床面積 846㎡

 旧那古野小学校施設活用方針

【契約候補事業者】

東和不動産株式会社を代表とする共同体

【事業提案内容】

広域的な交流の促進

産業・知的資産を活かした創造

地域力の創造と発展

地域の特性を活かした
まちづくり・情報発信

「なごのキャンパス 次の100年を育てる学校」

・那古野小学校を新たな産業・ベンチャーを育成する学校
『なごのキャンパス』として再生

・「ヒトを育て」「モノ・コトを生み出し」「エリアの
価値を高める」新たな拠点を創造

都心の小学校を次の100年を育てる学校へ

入居ベンチャーへ
市が賃料補助

★リニア新駅、歴史・風情あるエリアとの近接性を評価し進出
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８-1 地域のイノベーション創出に向けたまちづくり

≪①四間道・那古野エリア≫

■ SAKE BAR 圓谷
江戸時代に造られた川伊藤家の米蔵に、

設楽町の造り酒屋「関谷醸造」を誘致。

ナゴノダナバンク代表
市原正人氏

空き店舗の有効活用を望むオーナーと
新規に開業を考える事業主の双方を橋渡し

・家主と借主のマッチング

・出店者と地域の融合

・空き店舗活用の立案

・店舗の維持、改善の提案

・地域活性の店舗誘致

名古屋で最も古い
商店街として知られる

『円頓寺商店街』

■なごのや
名古屋で80年の歴史を持つ老舗喫茶店を再生。

喫茶・食堂のほか2階にゲストハウスを設け

インバウンド需要も取込む

■なごやど
解体予定の長屋をクラ

ウドファンディングを

活用し宿泊施設として

再生

ナゴノダナバンク
①

那古野
エリア

名古屋城

四間道・那古野エリア：江戸時代の町並みとアーケード商店街の再生

ナゴノダナバンク
飲食
物販
ギャラリー
その他（複合）

伝統的建造物

町並み保存地区

●

●

●

●

●

●○

N

栄地区
名古屋駅

堀川に面した敷

地を活かし、公

道から川岸まで

繋がる散策路を

設けて一般開放

している

■那古野ハモニカ荘

防火のため四間に拡幅
した江戸時代からの商人街

『四間道』

感度の高い人が
集まるエリアに

昭和30年代の建物をリノ

ベした複合施設。2階には

江戸時代の歌舞伎小屋を

イメージした、桟敷席で

鑑賞する迫力満点の芝居

小屋「ナゴヤ座」がある

ゴ



栄地区名古屋駅

■錦二丁目7番第一種市街地再開発事業

≪②錦二丁目エリア≫ ≪③三蔵通エリア≫
かつて日本三大繊維問

屋街「長者町」として

知られた錦二丁目にあ

り、「公共空間デザイ

ン」「都市の木質化」

「低炭素」などをテー

マとしたまちづくりが

進展

都心部の核である、名駅周辺地区と栄地区を結ぶ

三蔵通で「クリエイティブ軸」を形成。スタート

アップ企業の受け入れ環境整備のまちづくりが萌芽

三蔵通沿いの立体駐車場の1階を、オフィスとまちづく

りに係る交流を育むラウンジスペースにリノベーション

環境先進技術を集約し、自然との

調和、省エネ、温室効果ガス排出

量の大幅な削減を可能とした、魅

力的でモデルとなる持続可能な未

来のまちづくり

錦二丁目地区の再生・活性化を目指すリーディングプロジェクト。あいちト

リエンナーレ等のレガシーを継承するエリアマネジメント拠点の整備や、か

つての交流の場「会所」や「路地空間」を再生・創出

3年ごとに開催し、初回2010年以降錦

二丁目が会場となる。アートをテーマ

としたエリアのリノベーションが進展

空きビルを、創業者

の入店を促進する商

業複合ビル等にリノ

ベーション

都心部の主要なビジネス

拠点を結ぶ通りとして、

起業意欲を促し、クリエイ

ティブな人々を刺激する

創造性豊かな雰囲気を醸成

③

三蔵通

エリア

②

錦二丁目

エリア

８-2 地域のイノベーション創出に向けたまちづくり
錦二丁目エリア・三蔵通エリア

■あいちトリエンナーレ

■低炭素モデル地区 ■ゑびすビル

■クリエイティブラウンジ「クリばこ」

錦二丁目長者町まちづくり連絡協議会

前段の錦二丁目街づくり協議会を2002年

に発足。 2011年に下記３方針を掲げる

「錦二丁目長者町まちづくり構想」策定

2018年、町内会などと協同で「錦二丁目

エリアマネジメント会社」を設立

安心居住 元気経済 共生文化

photo：河上 良

みつくら



９-1 エリアマネジメントの取組み

≪栄ミナミ地区の特徴≫

中区栄二・三丁目を中心とするエリアで、名駅地区と並ぶ名古屋を代表する商業集
積地である「栄」の中心部に位置するとともに、住民も多く居住

地域の商店街や町内会が中心となり、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」を掲げて、エリアマネジメントの取組を進める

栄ミナミまちづくり株式会社…H30.2本市初の都市再生推進法人に指定

（清掃・放置自転車の抑制） （違法看板の抑制）

（デジタルサイネージ事業） （アーチ添加広告事業）（シェアサイクル事業）

（H29 南伊勢町通パークレット）（H30 プリンセス大通パークレット）

（栄ミナミ音楽祭） （NAGO-1グランプリ）

①栄ミナミエリア

■公共空間等を活用した事業

■安全・安心なまちづくりの取組み

■まちの交流拠点づくり

■社会実験



９-2 エリアマネジメントの取組み

【事業効果】

・滞在者や国内外からの来訪者の利便の増進

・良好な都市景観の形成 等

【事業内容】

【事業主体】

名古屋駅地区街づくり協議会

≪国家戦略特区の活用≫
…エリアマネジントの民間開放（道路の占用基準の緩和）

工事用仮囲い広告フラッグバナー広告歩行者案内板・広告

【事業エリア】

②名古屋駅前エリア

国際的な活動拠点の形成に資する

「多言語看板、ベンチ、上屋、オープンカフェ」等の占用許可の基準を緩和



＜リニア開業＞

民間投資を誘発する
インセンティブ

行政による基盤の再生

10 イノベーティブな都市『NAGOYA』を目指して

人口構造転
換

新技術
働き方の変

化

産業構造転
換

＜時代の潮流＞

SMRの中心都市へ

多様性の享受

イノベーション創出

クリエイティブな人を誘引

ヒューマンスケールで感性に
訴える都市魅力の向上

まちの有機的なつながりで
地域ポテンシャルを向上

NAGOYA

INNOVATIVE CITYINNOVATIVE CITY

ＳＭＲの中心地に相応しい

世界経済をけん引するまちへ！！
ＳＭＲの中心地に相応しい

世界経済をけん引するまちへ！！


