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the history for 20 years

1  会社創立の経緯

市営交通機関を始めとした地方公営企業の
事業の範囲に、その本来事業に加えその事業に
附帯する事業を含むことについては地方公営企
業法（昭和27年10月1日施行）に当初から規定さ
れていたが、その具体的範囲は明確ではありま
せんでした。しかしながら、その後の地方公営企
業を取り巻く環境の変化や地方公営企業の活性
化に対する要請の高まりに応えるため、昭和60
年代に入り、国（自治省、現総務省）において具
体的範囲を明確にするための検討が進められま
した。これにより、平成元年6月、附帯事業の実
施等により地方公営企業の経営基盤の強化を
図り、活性化を推進することを目的とした国の指
針が出されました。この動きに沿って、交通局で
は、市バス・地下鉄の経営基盤安定化のための
大きな柱の一つとして、局所有の用地・施設を有
効活用することにより新たな附帯事業に積極的
に取り組むとの方針を決定しました。

この方針に沿って附帯事業の効率的な実現
を図るため、昭和63年6月1日、交通局総務課
内に任意団体「名古屋交通開発機構」が設置
されました。この団体において用地・施設の
有効活用や、同年3月1日に発売されたプリペ
イドカード「リリーカード」の販路拡張など
の具体策が検討されました。合わせてこの附
帯事業のほか、交通局の日常業務を補完また
は代替する事業を円滑かつ効率的に担うこと
を目的とした新会社の設立に向けて準備が進
められました。

翌平成元年6月16日、西尾武喜名古屋市長
をはじめ発起人7名による発起人会が開催さ
れ、「名古屋市交通事業の経営改善に資する

事業及び交通事業に関連する事業」の経営を
行う「株式会社名古屋交通開発機構」の設立
が決定されました。また、新会社では「市営
交通事業の健全な経営に寄与すること」を目
的に、不動産の管理運営事業など8つの事業
を行うこととしました。

これを受け、同年6月21日、創立総会、取締役
会を開催し、本社を名古屋市中区金山一丁目17
番18号の金山総合駅内に置くこととし、初代社
長に西尾武喜市長を選出しました。

平成元年7月1日、会社の設立登記が行われ
「株式会社名古屋
交通開発機構」が
誕生し、同日から業
務を開始しました。

2  創立後のあゆみ

創立当時の当社は、平成元年7月9日に供用
開始となった金山総合駅内交通局用地の地上
部に交通局が整備した建物「DO！金山」約
1,700㎡のうち約600㎡を賃借し、その一角に
本社事務所を構え、6名の社員で事業を始め
ました。当時の事業内容は、広告販売、乗車
券や書籍の取扱い、「DO！金山」構内に設
置したコインロッカー・飲料水自販機・自動
写真機の管理運営、郵便局・名古屋市観光案
内所に賃貸した建物の管理運営などでした。
なお、当時の建物は、金山地区の総合開発計
画が具体化するまでの仮設的な建物として整
備されたもので、計画の具体化により、平成
16年6月、「ループ金山」として生まれ変わ
りました。

平成元年9月、桜通線中村区役所・今池間の

◦ 会社設立時に本社のあった
金山総合駅
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開業時に、交通局の指定広告代理店の一つとし
て指定を受け、同線の壁面及び車内案内放送
広告の一括販売を行うなど、広告販売業務を始
めました。

以後、次のように事業の拡張や見直しに取
り組んできました。

平成4年4月
交通局が東山線名古屋駅に新たに開設した

「市バス・地下鉄名古屋駅南案内所」の案内
業務を受託しました。案内所は平成6年4月に
地下鉄金山駅に、平成7年6月に名古屋と栄の
バスターミナルにも設けられ、いずれの案内
所業務も当社が受託しました。このうち、金
山駅については平成12年4月に、名古屋バス
ターミナルについては平成16年4月に協力会
に移管されました。また、栄バスターミナル
は平成14年10月に、名古屋駅南は平成16年3
月に、協力会に移管された金山駅は平成13年
2月に、名古屋バスターミナルは平成18年3月
に、それぞれ案内業務をサービスセンター等
で行うことや役割が小さくなったことにより
廃止されました。

平成5年11月
地下鉄日進工場に隣接した交通局所有の土

地5,500㎡の有効活用を図るとの交通局の方
針に応えるため、当社がこの用地を賃借し、
独自で建設資金を調達して鉄骨3階建延べ床
面積8,681㎡の直営賃貸ビル「DO！日進」を
建設し、大型家具店が入居しました。ビル建
設にあたっては、用地が道路に面していな
かったことから国道への出入口の確保、豊田
川への架橋のほか、大規模小売店舗法に基づ
く出店手続きなどにより、完成までに3年を

要しました。

平成6年3月
桜通線今池・野並間の開業に合わせ、交通

局が建設した賃貸ビル「DO！野並」が完成
し、同ビルの管理運営が当社に委ねられまし
た。これを機に、交通局設置の賃貸ビルは、
当社が入居者の募集業務を含めて一括的に管
理運営することになりました。

平成6年4月
交通局広告媒体に掲出する広告物の申込受

付・審査・指定広告代理店への料金請求等、
広告管理全般に関する業務を受託しました。

平成7年4月
直営事業の拡大を図るため、旅行代理業を

始めることとし、近畿日本ツーリスト㈱の
旅行代理店として、平針バスターミナルの
一角に「DO！平針」を開設しました。その
後、平成8年に「DO！金山」を、平成12年に
「DO！藤ヶ丘ツアーズ」を開設して、販売
強化を図りました。しかしながら、インター
ネットの普及により旅行商品の販売方法に変
化が現れるなど、新たな状況に対応した事業
の効率化を図る必要が生じたため、平成17年
3月31日からは「DO！平針」の１店舗に集約
しました。

平成8年10月
事業の拡張に伴い

本社事務所が手狭に
なったことや事業の
拡張に取り組むた
め、昭和区紅梅町に ◦ 当時本社が移転した建物

 （現在の本社西館）
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ある交通局所有の建物を賃借し本社を移転し
ました。

平成10年4月
交通局保守業務の効率化に資することを目

的として、市バス・地下鉄の車両整備に精通し
た交通局退職者を活用することとし、車両整
備業務の一部を受託することになりました。

平成12年10月
地下鉄トンネル内に光ファイバーケーブ

ルを敷設する事業に着手し、平成14年3月に
敷設が完了しました。引き続き同年4月から
は、その保守管理業務を行っています。

平成16年4月
協力会が建設し賃貸していた本山駅店舗ビ

ルを買い取りました。また、交通局建設の賃
貸ビル（黒川ターミナルビル、上飯田ターミ
ナルビル）の管理運営業務も協力会から当社
に移管され、交通局所有の有効活用資産の管
理運営業務が当社に一元化されることとなり
ました。

平成19年2月
広告販売の拡大を図るため、当社で東山線

名古屋駅に大型広告ボード「ビッグウォー
ル」を設置しました。これ以前にも、当社で
は平成4年4月の地下鉄主要駅への「街角かわ
ら版」設置、同年7月の金山総合駅北口への
「からくり人形時計広告」設置など、広告媒
体を増設し、広告販売の拡大に取り組んでき
ました。また、平成13年からは市バス・地下
鉄のラッピング広告の製作・販売なども進め
てきました。

平成19年4月
協力会は、昭和24年10月に創立されて以

来、様々な事業を行い、市営交通事業の一翼
を担ってきました。その協力会は、公益法人
改革への対応や市営交通事業の一層の効率化
への寄与という観点から、平成19年3月31日
をもって解散しました。当社は、協力会が実
施してきた広告物の受付・着脱などの広告
取扱事業、定期券発売などの乗車券取扱事
業、地下鉄駅や市バス車両等の清掃事業、コ
インロッカーをはじめとした乗客利便施設の
管理運営事業などを引き継ぎました。これに
より当社の事業範囲はより一層拡張し、市営
交通事業への寄与に関して責任が一段と重く
なりました。

平成19年6月
ICカード乗車券の発行を含むICカード事

業の運営会社として当社が交通局から指定を
受け、現在、平成22年度の稼動に向けて準備
を進めています。

平成19年10月
協力会業務の引継ぎに伴う事業拡大に合わ

せ、昭和区御器所通3丁目12番地の猪高営業
所御器所分所内の一角を整備し、ここに本社
を移転しました。これに伴い、従前の本社を
西館とし、西館敷地内に分室を整備するなど
事務所を統合しました。なお、暫定的に使
用していた旧協力
会本部事務所（黒
川）は廃止しまし
た。

◦ 西館分室
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平成 元 年  6月21日 創立総会及び取締役会を開催

平成 元 年  7月  1日
株式会社名古屋交通開発機構設立・事業開始
本社所在地:名古屋市中区金山一丁目17番18号金山総合駅内

平成 元 年  9月10日 交通局の指定広告代理店の指定を受ける

平成  4年  4月  1日
交通局設置の「市バス・地下鉄名古屋駅南案内所」の業務を受託
　平成7年6月には4案内所となる　平成18年3月までに順次廃止

平成  5年11月  1日 当社建設賃貸ビル「DO!日進」開設

平成  6年  3月30日
交通局建設賃貸ビル「DO!野並」開設
　以後交通局賃貸ビルは入居者募集を含む一括的な管理運営を実施

平成  6年  4月  1日 交通局広告媒体及び掲出広告物の管理業務を受託

平成  7年  4月22日 「DO!平針」において旅行代理業を開始

平成  8年10月  1日 本社を名古屋市昭和区紅梅町3丁目10番地に移転

平成10年  4月  1日 市バス車両及び地下鉄車両の整備業務を受託

平成12年10月28日
地下鉄トンネル内への光ファイバーケーブル敷設事業着手
　平成14年3月末敷設完了、同年4月1日保守管理事業を開始

平成16年  4月  1日
協力会の「本山駅店舗ビル」を譲り受け、合せて協力会が実施して
きた2つの交通局賃貸ビルの管理運営が当社に移管され、交通局賃
貸ビルの管理運営が当社に一元化

平成19年  2月26日 東山線名古屋駅に当社広告枠「ビッグウォール」を設置

平成19年  3月31日 協力会（昭和24年10月24日創立）が事業を廃止

平成19年  4月  1日 協力会廃止時における事業の全てを継承

平成19年  6月  5日 ICカード乗車券運営会社として交通局から指定を受ける

平成19年10月  1日 本社を名古屋市昭和区御器所通3丁目12番地に移転

平成20年10月27日 金融機関ATMの設置及び管理運営業務を開始

the history for 20 years

◦  主 な で き ご と  ◦
◦ 本社

平成20年10月
金融機関の現金自動預払機（ATM）を地

下鉄金山駅・大曽根駅に設置し、ATMの設
置・管理運営業務を始めました。平成21年2
月には藤が丘駅にも設置するなど、今後も、
順次その拡大を図ることにしています。
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