
１．ネーミングライツスポンサーの募集について

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。

２．ネーミングライツ料金等について

★パートナー特典とは、ネーミングライツスポンサーに対する特別な特典です。

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）、パートナー

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

財政局財政部アセットマネジメント推進室アセットマネジメント推進係

TEL：052-972-2339 FAX：052-972-4122   

E-mail: a2338@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）
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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(H26年度）

千種文化小劇場（千種区千種三丁目） 48,735人

東文化小劇場（東区大幸南一丁目） 67,857人

北文化小劇場（北区志賀町４丁目） 39,431人

西文化小劇場（西区花の木ニ丁目） 66,363人

中村文化小劇場（中村区中村町） 48,012人

昭和文化小劇場（昭和区川原通8丁目及び花見通1丁目地内） H28年度開館予定

瑞穂文化小劇場（瑞穂区豊岡通3丁目） H27年７月開館

中川文化小劇場（中川区吉良町） 58,619人

港文化小劇場（港区港楽二丁目） 34,983人

南文化小劇場（南区千竈通２丁目） 39,809人

守山文化小劇場（守山区小幡南一丁目） 52,533人

緑文化小劇場（緑区乗鞍二丁目） 61,304人

名東文化小劇場（名東区上社一丁目） 64,530人

天白文化小劇場（天白区原一丁目） 55,390人

熱田文化小劇場（熱田区神宮三丁目） 69,754人

合 計 707,320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。
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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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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。

■年間利用者数 H26年度 17,710人

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 H26年度 25,687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 H26年度 134,931人
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市民ギャラリー栄（中区栄四丁目）

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。また

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 H26年度 511,825人

市民ギャラリー矢田（東区大幸南一丁目）

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。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 H26年度 145,979人

都 市 公 園

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、
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おります。

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

なお、ネーミングライツについては、公園の設置経緯、管理
運営状況等の理由で、ご希望に沿えない場合もございます。
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ス ポ ー ツ 施 設

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。

施設名（所在地） 年間利用者数(H26年度）

千種スポーツセンター（千種区星が丘山手） 357,953人

北スポーツセンター（北区成願寺一丁目） 238,562人

枇杷島スポーツセンター（西区枇杷島一丁目） 284,855人

中村スポーツセンター（中村区中村町） 347,163人

中スポーツセンター（中区栄一丁目） 265,313人

昭和スポーツセンター（昭和区吹上二丁目） 280,839人

露橋スポーツセンター（中川区露橋二丁目） 239,680人

稲永スポーツセンター（港区野跡五丁目） 234,752人

緑スポーツセンター（緑区相原郷一丁目） 285,297人

名東スポーツセンター（名東区猪高町） 267,997人

天白スポーツセンター（天白区植田三丁目） 334,879人

東スポーツセンター（東区大幸南一丁目） 377,423人

合 計 3,514,713人

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。

■年間利用者数 H26年度 70,249人

千種スポーツセンター
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志段味スポーツランド（守山区大字下志段味）

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 H26年度 228,152人

屋内温水プール ５施設

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。

施設名（所在地）
年間利用者数

(H26年度）

山田西プール（西区長先町） 40,378人

富田北プール（中川区吉津四丁目） 95,428人

南陽プール（港区藤前四丁目） 89,914人

鳴海プール（緑区浦里一丁目） 50,974人

香流橋プール（千種区香流橋一丁目） 107,362人

合 計 384,056人

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 H26年度 104,012人

香流橋プール
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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 H26年度 48,132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 H26年度 36,144人

■年間利用者数 H26年度 138,601人
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図 書 館 等

図書館 ２１施設

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１３０万冊をはじめ、全館では全

国有数の３２０万冊の蔵書数を誇り、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。

（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）

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）

瑞穂図書館（瑞穂区豊岡通3丁目）（H27年7月移転新築）

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）

277,872人

443,785人

312,370人

184,245人

293,653人

210,975人

411,161人

236,804人

360,239人

376,085人

183,055人

244,972人

96,481人

265,962人

246,160人

198,354人

施設名（所在地） 年間入館者数(H26年度）

緑図書館（緑区旭出一丁目）※ 252,879人

徳重図書館（緑区鳴海町） 483,765人

名東図書館（名東区文教台二丁目） 272,693人

天白図書館（天白区横町） 296,892人

鶴舞中央図書館（昭和区鶴舞一丁目） 734,933人

合 計 6,383,335人

※緑図書館はリニューアル工事のため、平成27年6月～平成28年夏頃まで仮設の場所

（緑区鳴海町字小森）にて業務しています。

鶴舞中央図書館
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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(H26年度）

千種生涯学習センター（千種区振甫町3丁目） 88,985人

東生涯学習センター（東区葵一丁目） 92,778人

北生涯学習センター（北区黒川本通2丁目） 120,516人

中村生涯学習センター（中村区鳥居通3丁目） 89,758人

中生涯学習センター（中区橘一丁目） 86,701人

昭和生涯学習センター（昭和区石仏町1丁目） 85,423人

瑞穂生涯学習センター（瑞穂区惣作町2丁目） 88,852人

熱田生涯学習センター（熱田区熱田西町） 63,400人

中川生涯学習センター（中川区富川町1丁目） 48,401人

港生涯学習センター（港区港陽一丁目） 52,643人

南生涯学習センター（南区東又兵ヱ町5丁目） 84,894人

守山生涯学習センター（守山区守山三丁目） 85,395人

緑生涯学習センター（緑区鳴海町） 84,051人

名東生涯学習センター（名東区社が丘三丁目） 81,114人

天白生涯学習センター（天白区天白町） 90,430人

西生涯学習センター（西区浄心一丁目） 85,548人

合 計 1,328,889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。
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そ の 他 

地区会館

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。

公衆トイレ

所在地

熱田区金山町一丁目

東区大幸南一丁目

中区錦二丁目17

中区大須二丁目25

中区千代田三丁目12

熱田区神宮一丁目1

千種区田代町

主な公衆トイレ

金山総合駅南

東山動物園前

ドーム駅前

錦通伏見交差点東

大須観音前

鶴舞公園前

熱田神宮東

施設名（所在地） 年間利用者数（Ｈ２６年度）

楠地区会館（北区楠味鋺三丁目612番地） 71,910人

山田地区会館（西区八筋町78番地） 52,197人

富田地区会館（中川区戸田四丁目2502番地） 44,991人

南陽地区会館（港区春田野三丁目101番地） 46,388人

志段味地区会館（守山区大字下志段味字横堤1390番地の1） 78,907人

徳重地区会館（緑区鳴海町字徳重18番地の41） 89,591人

合計 383,984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

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。

・契約料に代えて設備等を提供していただく提案も可能です。

・設備等を提供していただく場合、現在設置されている設備す

べてでなく一部のみの提供でも結構です。得意分野でご提案く

ださい。

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！

(H25年度金山総合駅の1日

平均乗車人員215,149人)

金山総合駅南公衆トイレ
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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

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」が併設されています。

カルポート東

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）
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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、愛称を歩道橋に設置・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。

・歩道橋に愛称を設置・撤去する工事は、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: a2868@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）

ここを

クリック！


