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タウンミーティング～名城公園北園と新たな公園施設について～ 

開催報告 

 

１．日 時 ：令和元年 8 月 7 日（水） 18：30～20：30 

２．場 所 ：愛知学院大学 名城公園キャンパス アガルスホール 

３．出席者 ：総務局舘総合調整室長、緑政土木局岩本緑地事業課長、 

教育委員会事務局長町スポーツ施設主幹 

※冒頭と最後に、総務局酒井総合調整部長より挨拶 

４．コーディネーター：加藤 栄司氏（（一社）地域問題研究所所長） 

５．参加者 ：１０３名 

６．プログラム 

 （１）開会 

 （２）総務局総合調整部長あいさつ 

 （３）資料説明（パワーポイント映写） 

 （４）ご意見・ご提案の聴取 

 （５）総合調整部長あいさつ 

 （６）閉会 

７．発言の記録 

○総務局総合調整部長あいさつ 

【総合調整部長】 

・みなさんこんばんは。 

・私、今ご紹介いただきました名古屋市総務局総合調整部長の酒井でございます。本日は、

平日の夜にかけて、大変お忙しい時間を割いて、この会場にご来場いただきまして本当

にありがとうございます。 

・今回このタウンミーティングの開催に至った経緯でございますけども、私ども名古屋市

といたしましては、現状の名城公園全体のあり方、特に名古屋城を中心にした整備の計

画、それから、その途上にありまして現状の愛知県体育館の位置についての課題、それ

から、愛知県の方といたしましては、現状の愛知県体育館の老朽化の問題ですとか、そ

れから各種大会等での施設が時代に合わなくなってきたかたちでの課題、相互にそうい

う課題がございまして、様々お話し合いを進めていく中で、平成２９年度に現状の野球

場のあたりで新しい体育館を建設することの検討に入ることにつきまして、名古屋市と

愛知県で合意をいたしました。 

・この合意を受けて、３０年度に愛知県の方で、基本計画の策定業務をいたしまして、そ

の結果として６月の１１日に新聞紙上で報道等ございましたが、愛知県さんの方の新体

育館の基本計画が公表されたと。 

・私ども名古屋市といたしましては、公園全体を管理する立場といたしまして、この公表

を踏めて今後、名城公園のあり方、どうあるべきかということについて検討をしていく、

その途上にあってぜひとも現状の利用者さん、あるいは地域のみなさんから公園のあり
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方についてご意見を承っておきたいと、そういった趣旨でこのタウンミーティングを開

催することといたしました。 

・本日、会場の方の説明員としてきているのは名古屋市職員のみでございます。愛知県体

育館の新館建設の内容の説明をするというような説明会の趣旨ではなく、私申し上げた

とおり、名城公園全体のあり方について、広くみなさんにご意見賜りたいということで

の趣旨ですので、どうかこの趣旨に、沿ったかたちで未来に向かって、こういう風の方

がいいんじゃないかとか、あるいはこういった点が不安であるとか、そういったことに

ついて様々ご意見をいただきたいと考えています。 

・限られた時間の中ではございますが、未来に向かって少しでもいいものをつくれるよう

に、みなさんの意見を精一杯受け止めて今日は帰っていきたいと思っています。 

・それから愛知県体育館に関して現状以上の説明はないんですが、一定頂戴した資料の中

から概要についてきちんを説明させていただきます。また、質疑応答のかたちで詳細に

ついてお答えすることはできないんですけれども、名城公園のあり方の一つとして、愛

知県体育館のことについてのご意見、ご質問等ございましたら、それはきちんと記録に

留め置きをして、愛知県の方には、私ども名古屋市の責任でもってきちんとお伝えして

いくということで取扱いさせていただきたいと思いますので、今日参加のみなさんの胸

の内を、限られた時間の中で精一杯受け止めていきたいと思います。 

・どうか円滑な進行にご協力いただきますようお願いいたしまして、私の挨拶とさせてい

ただきます。どうかよろしくお願いします。 

 

○ご意見・ご提案の聴取 

【コーディネーター】 

・皆さん、こんばんは。 

・私、ただいま紹介にあずかりました、本日のコーディネーターを仰せつかりました一般

社団法人地域問題研究所の加藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

・コーディネーターというのは、皆様方のご意見を交通整理しながら全体の進行をお手伝

いする役割です。皆様方の協力があってコーディネーターの役も果たせるかと思います。

ふなれなところもございますけれども、皆様方のご協力を仰ぎながら円滑に、有意義な

意見を出していただく場にしていきたいと思っております。 

・外のほうもサンセット、日が沈むようないいころになりましたけれども、本当にお暑い

中、皆様方お集まりいただきましてありがとうございます。 

・本題に入る前に、皆様方にお尋ねしたいなと思います。今日どんな方がここに来られて

いるのかなということで、我々も少し心構えとして持っておきたいと思いますので。 

・これから質問をいたします。質問といっても、大した質問じゃありません。今日は特に、

新体育館ができると言われている名城公園北園の中でもさらに北側のところ、野球場が

あるところが主なエリアですけれども、皆様方と北園はどういうかかわりがあるのかと

いうことです。 

・選択肢を 3 つ用意しました。1 番目は、ほぼ毎日のように日常的に使っているという方。

2 番目は、日常的まではいかないけれども、季節のいいときとか、たまには利用するよ

と。3 番目は、めったに利用しない、あるいはこれまで一回も利用したことがない。 
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・まず 1 番目、日ごろ日常的に利用されている方、手を挙げていただけますか。 

［挙  手］ 

・結構いらっしゃいますね。大体 1 割 5 分ぐらいかな。ありがとうございました。 

・2 番目、日常的まではいかないけれども、時々利用するよという方、どれぐらいいらっ

しゃいますか。 

［挙  手］ 

・2 割ぐらいかな、ざっくり。 

・最後、手を挙げるまでもないかもしれませんけど、めったに利用しない、あるいはほと

んど利用したことないよという方、手を挙げていただけますか。 

［挙  手］ 

・挙手いただいていない方もいらっしゃる気もしますけれども、大体こんな感じですか。 

・前回、8 月 4 日も別の場所でこういうのをやったんですけど、大体同じぐらいの割合で

しょうか。日ごろから利用されている方も今日いっぱいお集まりだということを皆さん

で確認することができました。 

・早速始めさせていただきますが、まずコーディネーターの私から、登壇者にちょっと確

認というか質問させていただきたいことがあります。先ほどの説明ですと、影響が想定

される公園施設等としても紹介いただきましたけれども、野球場やランニングコース、

あるいは名城プールなど諸施設がございました。実際のところ影響のある施設について、

名古屋市の現在の考え方がもしあるならば、その辺簡単に皆様方にご紹介、ご説明いた

だきたいと思います。 

・舘さん、済みません、よろしくお願いします。 

 

【総合調整室長】 

・ありがとうございます。 

・私、総務局総合調整室の舘と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

・先ほどスクリーンで説明させていただきましたが、その説明を踏まえまして、私から現

時点での公園施設の方向性というか考え方を説明させていただきたいと思います。 

・新体育館の設置が予定されている検討対象区域でございますが、先ほども説明させてい

ただきましたように、多くの方に親しまれております公園施設がございます。 

・私ども名古屋市といたしましては、本日お集まりの皆様のご意見、あるいはご要望を踏

まえまして、今後名城公園の北園をどのようにしていくのか検討させていただきたいと

思っておりますが、その際の私どものベースとなる基本的な考えといたしましては、現

在ある公園の中の施設につきましては、場所の移動あるいは規模の見直しといったこと

があるかもしれませんが、できる限り機能を確保していきたいといった形で検討してい

きたいと考えております。 

・ただ１点、申しわけないところがございまして。 

・先ほど、夏季だけやっておる冷水プールということでご紹介させていただきました名城

プールにつきましては、今後、愛知県さんと愛知県体育館の移転計画の具現化に向けて

協議してまいりますが、そういった協議の中で最終的に名城プールにも影響があると、

影響することが決まったときには、これまでの冷水プールの私ども名古屋市の考え方を
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踏まえますと、多くの方に利用されていて大変申しわけないと思っておりますが、廃止

する方向で検討せざるを得ないと考えております。 

・冷水プールにつきましてはこれまでも、さまざまな理由によりまして 10 カ所ほどのプ

ールを廃止してきました。そういった場合に代替施設として位置づけておりますのが、

既にスポーツセンターに温水プール等が整備されておりましたので、そういった部分を

代替施設として位置づけて考えてきました。その結果、冷水プールについては新たに整

備してきたことはないのが現状でございます。名城プールの場合につきましても、近隣

の北区あるいは西区にスポーツセンターがございますので、そういった施設をご利用い

ただきたいと考えております。 

・現時点におきまして、本日皆様のご意見、ご要望、ご提案を伺う、その前提となる名古

屋市としての考え方でございますので、よろしくお願いいたします。 

 

【コーディネーター】 

・わかりました。 

・今ご説明あったとおり、基本的な考え方としては、代替機能というのは周辺の施設とか

で補完していくという考え方がありますけれども、名城プールにつきましては残念なが

ら廃止せざるを得ないというお考えに今あるということでございました。そんなことを

踏まえながら、これから皆様方からご意見、ご提案を頂戴したいと思います。 

・その前に、私からお願いがございます。既に前のほうにスライドで出ておりますけれど

も、これからの進め方。約 1 時間半ございます。 

・まず 1 つ目、ご意見のある方は手を挙げていただくよう私が促します。そのときは、挙

手いただきますと係の者がマイクを渡しますので、はっきりと聞き取れるようにご発言

いただきたいなと思っております。マイクを通さないと、なかなかここに参加されてい

る皆さんに声が届かないと思いますので、それをお願いしたいと思います。 

・2 つ目、お名前とお住まい。お住まいといっても、住所を細かくというわけじゃなくて、

何々区から来ているぐらいの感じで結構でございます。お名前とお住まいをおっしゃっ

ていただいてからご発言願いたいと思います。 

・3 つ目、よくあるんですけれども、いろいろ言いたくてしようがないということで来ら

れた方については、しゃべり出してみて、全部聞いてみたらわかるという話があるんで

すけれども、こちらに登壇している者も、皆様方のご意見を踏まえながら、場合によっ

ては質問に答えたり、場合によってはコメントしたりということがございますので、ご

発言の冒頭、できればこれから何を話されるかって一言要約していただけるといいなと

思います。例えば「ランニングコースの何々についての意見です」というふうに一言お

っしゃっていただいてから、具体的な中身に入っていくというふうにしていただけると、

登壇している者は心構えを持ちながら皆様のお話に耳を傾けることができようかなと

思っておりますので、3 つ目のお願いとして挙げさせていただきました。 

・4 つ目、ご発言が終わりましたら、係の者にマイクをお返しください。次のご発言され

る方のところに持っていく準備もございますので、そのようにお願いします。 

・あと、お一人様 3 分以内のご発言でお願いしたいなと思っております。こうやって見ま

すとかなりの方が参加されておられますので、できるだけ多くの方から多様なご意見を
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頂戴したいと思っておりますので、私、正確には時間ははかりませんが、大体 3 分ぐら

いだなと思ったところで一言まとめていただきたいなと思っております。場合によって

は、前回はなかなかできなかったんですけれども、2 巡目ももしかしたらあるかもしれ

ませんので、1 回ご発言された方は 2 巡目でももしチャンスがあれば。でも、そこでチ

ャンスがなかった場合も、アンケートで記入していただく機会もございますので、場合

によっては 1 回だけのご発言になるかもしれませんけれども、お時間を守っていただけ

るとありがたいなと思っております。 

・それでは、早速、皆様方からご意見を頂戴したいと思います。挙手をお願いします。 

・後ろの緑色のチェックの方、マイクをお願いします。オレンジリングをされている方で

す。 

 

【１人目（北区）】 

・体育館をこっちへ移したら、その跡地は何にするんですか。それがさっぱり説明がない

のでわかんない。 

・2 つ目は、名城公園は広域避難所に指定されているんですよね、災害時の。そのことに

ついて一言も触れていないので、これからどうやって広域避難所としての役割を果たし

ていくのかということも加えて説明してもらいたいです。 

・3 つ目、プールについてですが、私も小さい子供を連れてこのプールは利用させてもら

いました。俗称 100 円プールと呼んでおるんですね、この近所のみんなは。夏休みが始

まりますとオープンされますから、人気があるんです。インドアのプールよりも、今日

はこんな天気だな、日焼けするなという感じの中で遊べるのが一番いいと思っています。

私の経験則から。県体育館のおっしゃられたインドアのプールも行きましたけれども、

全然雰囲気が違いますから。 

・長くなりますので、以上 3 点です。 

 

【コーディネーター】 

・コンパクトにありがとうございます。 

・申し上げるのを忘れたんですけれども、一問一答みたいな形になるといけませんので、

大体 3 人ぐらいお指しした後に、登壇者からコメント等させていただきたいと思います

ので、あと 2 人お伺いした後、お聞きしたいと思います。 

・挙手をお願いします。 

・後ろのほうの方で、眼鏡かけておられる方。 

 

【２人目（守山区）】 

・私は、ランニングコースの残し方という点と、名古屋市さんと愛知県との協議の、2 点

について意見をしたいと思っております。 

・まずランニングコースのほうですけれども、先ほど質問がありましたけれども、私もほ

ぼ毎日走りに行っておりまして、ここ 15 年ぐらい走っております。私が走り始めたこ

ろに比べまして、名古屋ウィメンズマラソンができて以降だと思いますけれども、非常

に使われる方も多くなっておりますし、海外の方も来られている中で、本当に日本の中
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でもネームバリューのあるランニングコースになっているんじゃないかなと思ってお

ります。これは本当に名古屋の誇るべき施設に今なっていると思いますので、できるだ

け機能は残していただけるというお話で安心しておりますけれども、いい形で残してい

ただきたいなと思っております。 

・ここで言ういいというのは、やはり走られる方が非常に多くなっておりますし、夜間を

含め女性の方も非常に多く走られると。中には視覚障害者の方等も練習されていますの

で、安全で使いやすい形で残していただきたい。現状 1.3 キロのコースですけれども、

できるだけそれより長い距離で、多くの人が走れるようなコースにしていただきたいと

いうこと。あと、カーブがきついと事故のもとになりかねないと思っていますので、で

きるだけカーブは緩く、視認性の高いコースで残していただけるといいのではないかと

いうのが私の意見です。 

・もう 1 点は、今日も含め、日曜日も含め、いろいろな意見が出てくると思います。愛知

県さんが公表された今日の資料に出ていましたけれども、今後名古屋市と協議をして進

めていくという形の意味だと思いますけれども、協議をしていくと書いてあります。今

回タウンミーティングで出た意見を踏まえていただけるということなので、これがどの

ようにそこの協議に反映されて、愛知県と名古屋市がどのように協議しているのかが目

に見える形で進めていっていただけるとありがたいなと思っております。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございます。本当にわかりやすい形で、コンパクトにご意見を頂戴できまし

た。 

・3 人目指しますので、挙手をお願いします。 

・3 人目、どうぞ。 

 

【３人目（西区）】 

・まず 1 つ前提で言いたいんですけど、この愛知県体育館移転について公園で会う人にい

ろいろと聞きますと、野球場だけがなくなると思っている人がほとんどです。それをま

ず申し上げます。 

・僕は 3 点聞きたいんですけど。 

・まず野球場ですが、一部マスコミが言っていたんですけど、愛知県スポーツ会館の跡に

野球場を移転するということですけど、これはもう決まったことなんでしょうか。それ

が続報がないもんで、それをちょっと教えてください。 

・もう 1 つ、ランニングコースについてです。工事期間中、通行どめにするのか、それと

も仮コースをつくって存続させるのか。そして、工事が終わった後にその仮コースを本

コースとして使うのか。それは決まっているんでしょうか。それが 2 点目です。 

・3 点目、工事期間中についてです。工事期間中、この概要の図で点線で囲ってある場所

だけが仕切られるのか、それとも工事期間中はもっと場所をとるのかがこれだけではわ

からないもんで、工事期間中はもっととるのかをお聞きしたいです。 

・以上、3 点です。 
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・ありがとうございました。 

 

【コーディネーター】 

・どうもありがとうございました。皆さん、非常にわかりやすくコンパクトにお話しいた

だけたと思います。 

・一人目の方からは、現体育館の跡地は一体どうなるのかということ。それから、広域避

難所としての役割はどうなっていくのか。それから、プールはできるだけ残してほしい

なという、それはご意見というか、ご要望だったかなと思います。 

・2 人目の方からは、ランニングコースの残し方。特に安全で使いやすく、なおかつ 1.3

キロという距離をしっかり残すとか、あるいはできるだけカーブは緩く、視認性のある

形で残してほしいなというご意見でした。それから、県との協議の進め方についてのご

質問なりご意見でした。今日のタウンミーティングの声を反映するように、できればそ

ういったものが見える形で協議してほしいなというご意見であり、またご要望であった

かなと思います。 

・3 人目の方からは、野球場がなくなると思っている人が非常に多い。スポーツ会館のほ

うに移転するんじゃないかということも聞いているけど、それは本当なのか、決まった

のかということ。ランニングコースについては、工事期間中通行どめになるのか、そし

てまた仮コースをつくった場合、それが本コースになるのか、それは仮コースのままな

のか。あるい 3 つ目、工事期間中、先ほど点線で示されているエリアを越えて、例えば

工事車両を置くとかいうイメージですね、きっとね。何か影響あるのかどうかという話、

そういったご質問だったかと思います。 

・どうしましょうか、どなたから。まず舘さんからお願いします。 

 

【総合調整室長】 

・総務局総合調整室の舘と申します。よろしくお願いいたします。 

・私から順次、今ご質問いただいたことに対しましてお答えさせていただければと思いま

す。 

・まず最初に、1 人目の方から、現在の体育館の跡地はどうなるのかというご質問でござ

いました。現在の愛知県体育館は、実は特別史跡名古屋城の中にございます。名古屋城

の中ということで、今名古屋市におきましては名古屋城を、特別史跡名古屋城跡保存活

用計画をつくりまして、それに基づきまして順次整備しております。例えば、中の搦手

馬出の石垣とか二之丸庭園といった形で順次整備させていただいております。愛知県体

育館を、もしも新しい体育館ができた暁には、最終的にはそこの跡地利用という形にな

ると思いますが、それにつきましても特別史跡名古屋城跡保存活用計画に基づきまして、

広がりある空間を活かしながら、往時の空間をしのぶことができる場にしていきたいと

考えております。 

・ただ、実際に具体的に整備する際には、当然発掘調査とか必要な調査、あるいは有識者

会議といった必要な手続を踏んでいく必要があると思っておりますので、そういったこ

とも踏まえながら検討していくことになろうかと思いますが、基本的には、跡地につき

ましては特別史跡名古屋城跡保存活用計画に基づいて整備していくことになると考え
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るところでございます。 

・2 点目といたしまして、名城公園については広域避難所になっているけれども、愛知県

体育館が移転した後どうなるのかということだったと思います。そちらにつきましても、

1 人目の方のご指摘のとおり、名城公園につきましては広域避難所、広域防災拠点とい

う形になっております。特に名城公園につきましては、応援隊集結拠点施設という形で、

消防さんあるいは自衛隊さん、警察さん、そういったさまざまな部隊が、大規模な応援

隊が集まるときに、集結して、こちらで出動の準備を行う場所にもなってございます。 

・これが愛知県体育館が移転した後も変わらないのかということにつきましては、当然、

私どもといたしましても、関係するところ、例えば防災危機管理局とか消防局といった

関係機関と相談しながら決めていくことになろうと思いますが、現時点におきましては、

引き続きここは広域避難所というか防災拠点となるように、機能は確保していきたいと

考えるところでございます。 

・2 人目の方から、県との協議を目に見える形でと、どういう形でやっていくのかという

ご質問をいただきました。先ほども画面でも説明させていただきましたが、今回の愛知

県さんの計画につきましては、現時点で考えている、愛知県さんがイメージされている

ものをまとめたものということで聞いております。今回は、この愛知県さんの基本計画

に基づきまして本市と協議してまいりたいと言われておりますので、現在、私どもとい

たしまして、基本計画を見させていただきまして、庁内の関係部署で基本計画によって

想定される課題、あるいは影響について内部で検証しているところでございます。 

・そういった部分を踏まえまして、今後、愛知県さんと調整させていただくことになろう

と思いますが、先ほど画面でも説明させていただきましたが、今回予定されている計画

地につきましては、市民の皆様あるいは利用者の皆様に親しまれる公園施設が大変多く

含まれているということでございますので、本日の皆様のご意見、ご提案を踏まえまし

て、愛知県さんと新体育館の具現化に向けて協議するときの参考とさせていただきたい

と考えております。 

・どういった形で見える化ということにつきましては、今後、私どもといたしましても重

要なことだと思っておりますので、現時点でこういうふうにやっていきますよというこ

とは申すことはできませんが、逐次皆様に伝わることを考えていきたいと考えておりま

す。 

・最後に、3 人目の方から、野球場の移転先としてスポーツ会館と聞いたが、それは本当

かということでございます。現在、野球場につきましては 2 面ございます。ただ、2 面

あるんですが、外野手、特にセンターの場所が交錯する状況、ちょっと狭いものですか

らどうしても外野のところが一部重なっている状況がございます。そういったことを考

えまして、安全面の配慮から、今回、新体育館が野球場を中心としたところで設置され

ることが決まった場合につきましては、代替機能をそれぞれ別の場所で確保していきた

い、安心して皆様が野球あるいはソフトボールをしていただける環境を整備していきた

いと考えております。 

・その代替場所といたしましては、これから検討していくことになろうということでござ

いますが、正式に決まっているわけではございませんが、現在の野球場が北区にあると

いうことで、北区内で確保していきたいと考えております。 
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・先ほど、その 1 つはスポーツ会館かということでございますが、確かに一部のメディア

等でその移転先としてスポーツ会館が指定されたということは認識しておりますが、あ

くまでも私どもといたしましては、野球場に近いということで候補地の 1 つになり得る

とは考えておりますが、スポーツ会館につきましては現在も非常に多くの方が利用され

ている施設でございます。また、これは愛知県さんの施設でもございます。そういった

ことから、まだスポーツ会館ですということではなくて、現在のそういった状況を踏ま

えまして、今後、施設管理者である愛知県さんと協議しながら慎重に考えていきたいと

考えているところでございます。 

・あと、工事期間中、今回の計画予定地以外に何か影響があるのかということでございま

すが、まだ何も決まっていないというか、この施設規模等もこれから愛知県さんがまと

められた基本計画に基づきまして名古屋市と愛知県さんで協議し、それを受けて事業者

等が、今回 PFI事業でこの事業をやるという形で冒頭説明させていただいておりますが、

愛知県さんにおかれましては PFI 事業として取り組まれると聞いておりますので、実際

にやる事業者は民間の事業者さんになりますので、まだ現時点でどこまで影響があるか

につきましては決まっておりません。 

・ただ、当然安全面、あるいは公園利用者の方の影響をできるだけ少なくしていきたいと

考えておりますので、そういった視点から今後、愛知県さんと協議していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【緑地事業課長】 

・緑地事業課長岩本でございます。 

・ランニングコースにつきまして、お二方からご意見をいただいております。名城公園の

ランニングコース、先ほどもお話がありましたように、全国的にも知られておりまして、

大変多くの方に利用されているということで、名城公園の中で本当に大切な施設である

と私どもは認識しているところでございます。 

・そういった中で、先ほどもちょっとお話ありましたが、実際多少コースとか変える場合

でも、カーブのことであったり、視認性のことであったり、平坦性であったり、距離と

いうこと、ほかのランナーの方からもそういうお話を聞いておりますので、なるべく現

在の機能に近い形で何とかやっていけるように今後の計画を考えていきたいなと思っ

ています。 

・実際のところ、県体育館の建設による敷地の制限というところもございますので、限ら

れた条件の中になりますけれども、できる限り現在の機能、距離等も含めて、平坦性も

含めて、近づけるように努力していきたいなと思います。今、外周がコースとして使わ

れております。外周の部分につきましては、県体育館の詳細な設計がまだできておりま

せんので、そこら辺は引き続き県さんとも協議しながらやっていきたいなと考えておる

ところでございます。 

・県体育館が工事期間中、通行どめになっちゃうのかというお話でございますけれども、

私どもとしては、県の体育館が工事する段階までに何とか切りかえができる形で新しい

コースは何とかやっていきたいなと、努力していきたいなと考えているところでござい

ます。 
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・以上です。 

 

【スポーツ施設主幹】 

・冷水プール、名城プールについてお尋ねいただきました。ありがとうございます。 

・教育委員会スポーツ振興課の長町でございます。 

・先ほどお話しいただきました冷水プール、100 円プールということでいただきました。

今、名古屋市内には 9つの冷水プールがございまして、先ほどご指摘いただいたように、

お子さんについては 100 円でご利用いただける施設でございます。また、今日もお話い

ただきましたし、この前のタウンミーティングでも、名城プール、さまざまな方がご利

用いただいているということで、大変ありがたいなと思っているところでございます。 

・そういう状況の中で、冒頭室長も少し触れましたけれども、これまで名古屋市では 10

の冷水プールの廃止をしてきているところでございます。先ほどご指摘いただいたよう

に、屋根の中の温水プールと屋外での太陽のもとでのプールの違いは私どもも認識して

いるところでございますけれども、例えば 13 のスポーツセンターを初めさまざまなス

ポーツ施設を維持管理させていただいているところでございます。そういった状況の中

で、これまで冷水プールを廃止した際には、新しく冷水プール建設ということではなく、

スポーツセンターの中に温水プールがございますので、それをご利用いただきたいとい

うお願いをしているところでございます。 

・例えばスポーツセンターの温水プールも、いわゆる練習用のプールだけではなくて、子

供たち、学童が泳げるようなプールとか、もっと水深の浅い、幼い子供たちも遊んでい

ただけるプールもございますので、私どもとしてはそういったプールをご利用いただけ

ればありがたいなと思っているところでございます。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございました。 

・よろしかったですかね。 

・長町さん、名城プールってかなり施設としては古いんでしたっけ。年数はかなりたって

いるんですか。 

 

【スポーツ施設主幹】 

・名城プール、改築はされてございます。改築されましたのが平成 7 年度でございますの

で、改築をされてからということですと 24 年でございます。 

 

【コーディネーター】 

・一番最初にできたのは、もっと前ですね、最初のほうは。 

 

【スポーツ施設主幹】 

・今の位置のプールで申しますと、昭和 39 年に今の場所に移転ということで、大変長い

間愛していただいています。 
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【コーディネーター】 

・現行施設としては、さっき言った 24 年ということですね。ありがとうございます。 

・決まっていないこともたくさんあるのが事実でございまして。もっとも決まってから皆

さんにやるのは説明会であって、タウンミーティングではないと思いますので、なかな

か答えの中で歯切れが悪いところがあると感じられている方もいらっしゃいますけど、

事実としてまだ決まっていないことがたくさんございまして。だからこそ、今ここで皆

様方に気になること、懸念されることをご意見聞いて、また県との協議の俎上にものせ

ながら、できるだけ影響の少ない形で。また、新体育館ができることによるメリットを

最大限活かしながら公園のあり方について検討していきたという場でありますので、そ

の辺は名古屋市にかわりまして私から皆さんにお願いしたいと思います。 

・それでは、2 巡目にまいりたいと思うんですけれども、どうでしょうか。皆さん、せっ

かくの機会ですので。最後のほうになると挙手する人いっぱい増えるんですけど、時間

切れになる前にできればいっぱい挙げていただきたいなと思います。挙手をお願いしま

す。 

・2 巡目ちょっとお待ちください。 

・白いポロシャツの真ん中の方、お願いします。 

 

【４人目（西区）】 

・お聞きしたいのは、1 つは、北側の道路。土曜日日曜日、それからふだんですと 8 時か

ら 11時の間は通行どめになっておりますが、それ以外はとめられる形になっています。

これで体育館ができるとなると、駐車上の問題とか通行上の問題が発生すると思います。

今のお話を伺っているとプールは廃止する方向。現時点での愛知県体育館のところに駐

車場がありますけど、イベント開催時は駐車場がいっぱいになります。道路も 3 車線道

路、大津通沿いのところは結構とまります。駐車場の問題とか、愛知県からどのような

提示を受けていますか。私もこの北側の道路とかメーン道路で使うときがありますので、

イベント開催時とかのこと、道路に関しては市道ですので、その辺のことをどのように

お考えなのかお聞かせください。 

・2 点目は、名城公園の駅から地下道を通じての愛知県体育館。新体育館ができるとなっ

たら、地下通路なんかをつくる計画は考えられるのかどうか。通路ができれば、イベン

ト開催時のみの通行という形で、屋外での移動ではなくてというのもできればとは思っ

たんですけど。 

・以上、2 点です。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございます。 

・2 巡目、2 人目、挙手をお願いします。 

・後ろのほうの方。 

 

【５人目（市外）】 

・ふだんランニングコースをよく使わせていただいております。先ほどの 2 人目の方と 3
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人目の方の話にちょっと重なるところもございますけれども、今回、区画を閉鎖する間

の仮のコースを設置する場合においても、やはり先ほど 2 人目の方がおっしゃったよう

に安全、視認性というところで、今土のコースとアスファルトのコース、2 つあること

によって、ランナーと散歩されている方とが併存して利用できることもありますので、

仮のコースをつくる際においてもそういったところに配慮していただけたらと考えて

おります。 

・もう 1 点、先ほどの方がおっしゃった名城公園駅が仮に設置されるという、名城公園駅

からの出入り口が仮に新たにこっちに設置した場合に、愛知県の基本計画においては 22

年度から建物の工事が始まっていくということですけれども、それ以前に駅の出入り口

に関する工事等が始まって、区画の閉鎖がそれ以前に行えるのかどうか。その場合に、

仮コースの整備をそれ以前にやっていただけるのかどうかというところについてご質

問。お願いします。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・3 人目、お願いいたします。挙手お願いします。 

・茶色の方、よろしいですか。 

 

【６人目（西区）】 

・愛知 1 区、この辺が愛知 1 区ね、選挙区愛知 1 区ね、河村の地盤ね。 

 

【コーディネーター】 

・はい？ 

 

【６人目（西区）】 

・河村の地盤から来とる。わしは河村の地盤だって。 

 

【コーディネーター】 

・はい。東区ですか。 

 

【６人目（西区）】 

・河村の地盤っていうの。選挙区、河村の地盤だっていうの。 

 

【コーディネーター】 

・お名前は。 

 

【６人目（西区）】 

・あのね、今これ見とるとね、総務局と緑政土木しか来とらんだろ。それとあとは教育委

員会かな。建築するのに住宅都市局が何で来なんだ。それも不思議でさ。計画では来な

かんよな。都市計画だら。あくまで緑政土木で道路とかそういう事業のためにやっとる
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んか。それとも、教育委員会でスポーツ振興のためにやっとるんか。それとも、観光の

ためにやっとる施設なのか。どういう施設なんだ、結局おまえのところの北園は。 

・ばらばら、俺んとこ知りません、俺んとこ、何でもそう、自転車でも何でもそう。俺の。

だから、もうちょこっと一丸になって、総務局さんがしっかりせなかんよ、総務部長が

しっかりせなかんよ。各部みんな連れてこないかん。環境だって、名城公園は環境がい

いんだもんでね。それを今度また新しくつくったら環境悪くなるが、ごみも出るし。と

にかく環境にいいことないんだわ。俺ら利用する価値ないもん。わかる、言っとること。 

・我々老人にあんななんて別に何も。飲み屋ばっかだが。わしは飲めんで。銭もないし、

貧乏人だもんで。自転車だって買えんがや、買いかえたいけど。9,800 円の自転車だめ

だいっとるんだよ。この前、金山に行ってきたらね、9,800 円の T シャツたくさんあり

過ぎてだめだっていって、そんなんばっか。もうちょこっと市民のための施設つくりな

さい。観光のための施設つくるな。体育館だってつくるのは観光のためだわ、スポーツ

会館壊してそこへ体育館つくりゃいいんだが。一緒やろ。現状のままでええならわかる

けど。だから、名古屋城もそうだから。100 億の…、土木、どこに置くの、北園に置く。 

 

【コーディネーター】 

・そうです、今日は北園のことについて。 

 

【６人目（西区）】 

・そうだろ、そのことも全然触れとらんがや。100 億の土木のどうするの。あれ、誰が買

った知らんよ、河村市長が買ったんか、100 億で。あれ契約したんか。そういうことも

全然だろ。名城公園に置くっちゅうんだら。そのことについても触れとるか。そういう

こと全然言っとらんだろ。名古屋城だって、わしが昭和 34 年からずっと利用しとるが

ね。昭和 34 年 10 月 1 日か。伊勢湾台風は昭和 34 年 9 月 26 日。そのときわし小学校 1

年生。 

 

【コーディネーター】 

・今日は伊勢湾台風は関係ないので、済みません。 

 

【６人目（西区）】 

・それも関係あるがや、伊勢湾台風だって防災だ。防災局も来ないかん。災害だろ。だか

ら、広域避難訓練を、おまえら何かあったらどうするんだ。テロみたいなのあったらど

うする、京都みたいな、あんなのどうなるんだ。俺ら老人に早く死ねと言うのか。俺、

みんなのこと思って言っとるんだよ。 

・聞き方は悪いよ、わしは名古屋の人間でな、名古屋をようしたいもんで。東京の…だけ

じゃない、勝手に…して名古屋壊すなって。名古屋ええとこだろ、やっとかめ名古屋っ

てわかる。 

 

【コーディネーター】 

・済みません、そろそろ 3 分ぐらいたちそうですので。 
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【６人目（西区）】 

・そういうことで、もうちょっと市民の目線でつくれ。体育館なんか別に、県の体育館あ

るじゃないか、南の武道館のところあるだろ。 

 

【コーディネーター】 

・それを今回建てかえるとかいう話に。 

 

【６人目（西区）】 

・何で名古屋城の…。 

 

【コーディネーター】 

・そろそろお時間、次の方にバトンタッチしましょうか。 

 

【６人目（西区）】 

・そういうことをもっと総合的にやらな。ほんで、市長も来なおかしいが、タウンミーテ

ィングに。そう思わん。 

 

【コーディネーター】 

・そろそろ次の人にマイクを渡しましょうか。どうもありがとうございました。 

・3 名の方からご意見頂戴しました。 

・イベント開催時の駐車場の問題、道路交通も含めての話だと思いますけど。 

・あとは、お二方とも共通するところとしてみれば、名城公園駅からのアクセスの話でし

ょうかね。実際工事期間中における心配もされていました。 

・2 人目の方からは、仮コースをつくる場合の配慮の話もご意見として頂戴したと思いま

す。 

・最後の方は、なぜ 3 つの部署しか今日来ないのだというところのご意見だったかなと思

います。 

・よろしかったですかね。 

 

【総合調整室長】 

・総務局総合調整室の舘と申します。 

・最初の方から、駐車場あるいは名城公園からのアクセスのご質問をいただきました。 

・駐車場の設置でございますが、今回、新体育館の関係で駐車場の設置につきましては、

愛知県さんから現在のところ何も決まっていないと聞いております。今後、市の公園計

画と整合を図っていくと聞いているところでございます。 

・ただ、路上駐車あるいは交通渋滞、そういったことに大きくかかわってくる課題だと思

っておりますので、今後、愛知県さんと協議を進めていく中で、さまざまな課題を整理

していくと。そういったところで決まっていくことになろうかと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 
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・アクセスにつきましても、地下鉄名城公園駅からの利用者のアクセスにつきましては、

新体育館設置に伴う大きな課題の 1 つと名古屋市としても認識しておりまして、こちら

も愛知県さんと協議していく中で、アクセスを含めたさまざまな課題、そういった整理

をしながら、どうしていくのかということも決まっていくことになろうと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

・最後の、6 人目の方から、なぜ今日はこの 3 名なんだということでございました。私ど

もといたしましては、今回、愛知県さんの新体育館の建設予定地、こういったところが

名古屋市と合意のもと決まったことから、名城公園の北園をどのようにしていけばいい

のかということで皆様のご意見を聞きたいと考えておりまして、今回、公園を所管して

おります緑政土木局さん、あるいはプールを所管しております教育委員会さん、あと全

体を取りまとめしております私ども総務局という形で来させていただいております。 

・十分お答えできない部分があるかもしれませんが、そういったことにつきましては、ア

ンケート等で書いていただいたところも含めて、今後、ホームページ等で今回答え切れ

なかったことにつきましても回答させていただきたいと思っておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 

【緑地事業課長】 

・ランニングコースのことでございます。先ほどご意見あったこととかぶる部分もござい

ますけれども、県体育館の工事が始まるまでには新しいコースを市のほうも何とか整備

していきたいということで、その中でやはり安全性、土のコースと舗装のコースがある

ということとか、あと、当然新しいコースになりますと今までと形状が変わってきます

ので、そういったことについては安全性を含めてしっかり考えていきたいというところ

で検討してまいりたいなと思っております。 

・あと、先ほども言いましたように、現在のコース、外周を回っています。外周につきま

しても、どういった形で使えるかどうかも含めて、今後、県さんと協議していきたいと

考えております。 

 

【コーディネーター】 

・よろしかったですかね。 

・それでは、3 つ目のパートになりましたけれども、挙手をお願いいたします。 

・ごめんなさい、まだ指していない方がいらっしゃるので。 

・そちらの白いワイシャツの方、お願いいたします。 

 

【７人目（北区）】 

・自転車天国の件についてお尋ねしたいと思います。今後、どのような計画があるのか。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・また挙手をお願いいたします。 
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【８人目（日本野鳥の会）】 

・私どもは、38 年前から、この名城公園で毎年 10 月から 5 月まで野鳥観察会をやってい

ます。38 年間の間に、ここで見られた野鳥の数が 130 種ぐらい。名古屋全体で野鳥の

数が、記憶間違いでなければ 260 種ぐらいと言われていますので、大体半分ぐらいの鳥

がここで見られているということがあります。 

・それから、名古屋市の緑政土木局が 5 年に一度、名古屋市内の 51 カ所の緑地とか公園

の野鳥の生息調査を 1 年かけて行っているんですね。この記録の最新が 2014 年なんで

すけれども、この記録を見ると、名城公園一帯として、北園だけじゃなくて名古屋城も

含めていますけれども、そこで 51 カ所中、名城公園は 5 番目に多い。1 年間に約 90 種

見られているということで、これは東山公園とか平和公園よりも多いんですね。大高緑

地に次ぐぐらいの多さということで。 

・市街地のど真ん中にこういう緑地があって、ここに多くの野鳥がやってくる。昭和 31

年からここを整備してきて、それだけ樹木とかが整ってきたあかしであると。ですから、

その当時いなかった鳥が今ここで見られる。あるいは、野鳥でいうと北から南へ移動す

る際に、この名城公園を休憩地にして 1 日 2 日ここで餌をとって、また体力をつけて飛

んでいくという、非常に限られた地域しか見られない鳥も多々見られることがある環境

がここにはあるわけです。 

・今回、この面積を見ると、この北園の 3 分の 1 以上を改変してしまうということになり

ますと、もちろん真ん中に野球場があるからあまり影響ないんじゃないかと思われるか

もしれませんけど、これだけの樹木を伐採してしまうと、公園全体に及ぼす影響がかな

り出てくると思います。 

・特に、2010 年に名古屋市と愛知県は生物多様性の国際条約会議を開き、その後、これ

までに至って生物多様性という問題についていろんな形で取り組んできていると思い

ます。ですが、今回のこの話の中を聞いていると施設に関しての議論は今までも出てき

ているんですけれども、そういう観点での話が全くないし、計画の中にも出てきていな

いと思うんですが、緑地の代替についてはどのように考えられているのかお伺いします。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございます。 

・3 人目、指したいと思います。 

・後ろのほうの方、眼鏡かけておられる方、お願いします。 

 

【９人目（東区）】 

・このタウンミーティングは 4 日もあったと伺っているんですが、実際 4 日に何が話し合

われたのかというのが聞きたい。4 日の概要なども全員に配れば、重複する質問をする

必要はなかったのではないかと思います。 

・次にスケジュールについてですが、先ほど司会の方も、まだ決まっていないことが多い

と言われているんですが、今名古屋市と愛知県が合意したと言われたんですが、合意以

上に、正式に決まるのはいつなのかがよくわかりません。県の基本計画を読むと、今後、
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県は公募資料を 8 月 9 月ごろから作成するというふうにあり、公表は来年 3 月 4 月ごろ

になるということで、もうすぐ何か正式決定するのではないかとも思います。手続的に、

合意以上に何をする必要があるのか。例えば議会の議決とか条例の廃止、あと解体の予

算の計上など、どういう手続を今後とるのかが、4 日、あと今日も全く話がなかったな

と思います。教えてください。 

・あと、名古屋市として今後タウンミーティングをする予定があるのか。県も何かタウン

ミーティングなどをする予定があるのかということを、もし知っていれば教えてくださ

い。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございます。 

・今 3 名の方からお話を伺いました。 

・7 人目の方から、自転車天国一体どうなるのかということ。 

・8 人目の方は、いわゆる生物多様性、特に野鳥の観点から、この緑地が減ることに対し

ての影響が大きいだろうと思われるけど、その辺の配慮はちゃんとできているのかと。

野鳥の生息も、非常に多種の野鳥がいるということですけれども、その辺はいかがなも

のかということだと思います。 

・9 人目の方からは、8 月 4 日の様子、どんな話があったのかみたいな話はあらかじめ出

しておけばよかったんじゃないかという、ちょっと苦言のようなこともありました。2

つ目は、全体のスケジュールという話がどこまでできているのかということと、正式に

決まるのはいつぐらいなのか。特に今後の話としては、当然条例をつくったり、予算そ

の他いろいろ手続があるわけですけれども、そういったもののスケジュールが決まって

いるのであれば少し教えてほしいということ。3 つ目としては、今後タウンミーティン

グの予定はあるのか。これは、県にしても市にしてもどちらもだと思います。スケジュ

ールの一環としてのご質問だったかなとお受けとめいたしましたけれども、そんなよう

なお話があったかなと思います。 

・岩本さんからですかね、まず。よろしくお願いします。 

 

【緑地事業課長】 

・まず、最初の方からご質問ございました自転車天国のことでございます。こちらにつき

ましては、冒頭で説明があったかと思いますけれども、競輪とオートレースの振興を目

的とする公益財団法人の JKA さんが運営していただいているというところで、日曜日を

中心に運営しているということで、多くの方が利用されているのは認識しておるところ

でございます。 

・こちらにつきまして、県さんから基本計画の発表がございましたので、先日、JKA さん

にこういった県の計画があるというところをこちらから説明に伺いまして、それに伴っ

てやはり影響が出てくるという話をしたところでございます。今後につきましては、JKA

さんと協議を進めて、今後どういう方針でいくかというのを検討していく状況でござい

まして、どういう方向でというのはまだ決まっている段階ではございません。 
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・野鳥の会の方から、せっかく大きくなった緑がなくなってしまうというご心配をいただ

いているところでございます。実際、県体育館の工事、整備によりまして既存の樹木は

やはり撤去が発生すると思います。こちらにつきまして、私ども市としても、なるべく

樹木への影響が少ないようにというのは当然愛知県と調整、協議していくつもりでござ

います。実際、撤去等は当然発生してくると考えております。 

・そういう中で代替の緑という、どこか違うところに緑を確保というところは現在のとこ

ろまだ考えておりませんが、愛知県体育館を整備するところにつきましても、一時的に

は確かに撤去してボリュームがなくなります、残る木もございますでしょうし、新たに

植える木もあるかと思います。この辺につきましては、少し時間がかかる話ではござい

ますけれども、残る樹木であったり、新たに植える樹木を大きく育てて、将来的には今

と同じような形でなるべく緑で覆われた名城公園になるように、今後の管理等に努めて

いきたいと考えているところでございます。 

 

【総合調整室長】 

・9 人目の方から、先日 4 日日曜日もタウンミーティングをやったけれども、そのときど

のような内容の話し合いがされたのかというご質問でした。4 日ですが、15 名ほどご質

問をいただきました。 

・主なものをご紹介させていただきますと、今日もお話がありましたが、ランニングコー

スについて、どういった形で代替を確保してくれるのかと、できるだけ存続させてもら

いたいということ。あるいは、冷水プールにつきましては、私どもから現在廃止の方向

で検討していますというお話をさせていただきましたので、本日もお話がありましたが、

やはり太陽のもとで泳ぐことには非常に意義があると、あと 100 円という低価格で子供

たちが遊べるところは非常に重要じゃないかということで、存続のご要望がございまし

た。あと、新体育館の設置に伴いまして、今後どういったスケジュールでこれが進んで

いくのか。あるいは地下鉄の出入り口の考え方。 

・あるいは、今回、新体育館が今の体育館よりも大きくなってございますが、それの拡充

は、何で大きくなるんだというご質問がありました。それにつきましては、愛知県さん

の計画によりますと、2026 年のアジア大会に向けて今回整備されておりますので、そ

ういった利用ができるように準備を進めているということと、国際大会を開催するため

に必要な規模、機能を有していきたいというところから、今回、現体育館よりも規模が

大きくなる計画になっておりますという形で説明させていただいたところでございま

す。 

・新体育館の位置として、野球場に何でなったんだと、大津通の東側の国有地のところで

できないのかというご指摘もございました。それにつきましては、私どもといたしまし

ても一時、現在の体育館が北区、名城公園にあるというところで、名城公園の付近地と

いうことで大津通を渡った東側のところでも検討した経緯はございますが、現時点にお

きましては、そこにつきましては地下に地下鉄の施設があるということで、どうしても

その施設をまたがざるを得ないということ。あるいは、どうしても敷地面積が手狭だと

いったこと、あるいは地域の方からも、できれば文教的な環境が形成された教育施設、

研究施設、文化施設にしてもらえないかといった要望があったことから、国有地、大津
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通を渡ったところの場所ではなかなか難しいというところで現在に至っておるという

ことで説明させていただきました。 

・それ以外に、今回の名城公園の整備の考え方、あるいは今日もありました防災拠点とし

て機能を維持してほしいといった、さまざまなご質問があったと記憶しております。 

・最後に、全体のスケジュールどうなっているのかということでございます。スケジュー

ルにつきましては、2020 年、来年度、愛知県さんにおかれましては今回の新体育館の

事業者を公募されると聞いておりまして、2026 年のアジア大会にこれを間に合わせた

いというところで、その前年の 2025 年には一度運営をしていきたいということですの

で、2021 年から 2024 年の 4 年間をかけて設計、整備されると聞いております。したが

いまして、2020 年にこの事業者を公募されると聞いておりますので、それまでに名古

屋市と愛知県さんにおきまして、今後、私どもとしては公園管理者という立場から、愛

知県さんとしては新体育館を設置する立場から協議を進めていきまして、どういった公

園にしていけばいいのか、どういった体育館にしていけばいいのかということについて

協議しながら進めていく形になろうかと考えております。 

・金額的な、取り壊し費用とかいった部分につきましては、今後愛知県さんと協議してい

くことになりますので、今の段階ではっきり決まっているところではないので、ご理解

いただきたいと思います。 

 

【９人目（東区）】 

・正式に決まるのは。 

 

【総合調整室長】 

・済みません。正式に決まるっていう意味がよくわからない。 

 

【コーディネーター】 

・民間の事業者がということですか、PFI の。 

 

【９人目（東区）】 

・違う。 

 

【コーディネーター】 

・体育館ができるのがということですか。 

 

【９人目（東区）】 

・はい。 

 

【コーディネーター】 

・体育館ができるのは、今のご説明だと 2025 年。 

 

【総合調整室長】 
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・2020 年度に事業者を公募しますので、当然事業者を公募する際には名古屋市と愛知県

とでそういった合意はすることになろうかと思いますので、今年度中、あるいは年度頭

ぐらいにはそういったことも協議が整った上で決まっていくことになると思っており

ます。 

・さっき、市のタウンミーティング、あるいは県のタウンミーティングは今後開かれるの

かということでございました。先ほど見える化という、たしか 2 人目の方からもありま

したが、名古屋市、今回こういう形でタウンミーティングをさせていただきました。さ

まざまなご意見をいただきましたので、そういったご意見を踏まえながら愛知県さんと

協議していくことになると思っております。どういった形で結果をご報告させていただ

くかということについては、私どもといたしましても多くの方に知っていただきたいと

思いますので、そのやり方についてはこれから検討させていただきたいと思っておりま

す。 

・あと、県さんにおいてタウンミーティングを開くかということにつきましては、いずれ

かの時期に何らかの形で説明会的なことが行われるんじゃないかなとは思っておりま

すが、現時点におきまして、私どもといたしまして、愛知県さんからはいついつ開くよ

とかいったことは聞いておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 

【コーディネーター】 

・一応この意見を出すお時間、与えられているのが、予定ですと、先ほども紹介あったか

もしれませんけど、8 時 15 分までになります。これで 4 巡目になりますけれども、残

り 3 人に限らず、できれば 4 人か 5 人ぐらい指すようにしていきたいと思いますので、

よりコンパクトにご意見を頂戴したいと思います。ご協力ください。 

・それでは、挙手をお願いいたします。 

・初めての方、お願いします。 

 

【１０人目（市外）】 

・行きたくない町とか魅力のない町と呼ばれたり、ニュースでにぎわしましたが、観光客

数は右肩上りで、神戸、横浜を抜いて、さらに今も増え続けております。ここに愛知県

の新体育館ができますと、新しい施設ということもありますし、話題性もあって、コン

サートなどの催事がかなり開催されることになると思います。ほぼ日本の真ん中にある

大都市ということで、県外からも来られる方がさらに増えると思います。現在、栄・伏

見地区にもたくさんホテルができておりますので、あと、久屋大通公園も新しくなりま

すので、そのあたりから北側に歩いてこられる方がかなり増えるのではないかと思いま

す。そういった人の流れが変わることなどは考慮されているのか、そこら辺、何か対策

があるのかをお聞きしたいなと思います。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございました。 

・挙手お願いします。 

・初めての方、えんじ色のシャツを着ている方。 



- 21 - 
 

 

【１１人目（東区）】 

・少し重複するところがあると思うんですけど。 

・自分は関心があって、久屋大通のことをずっと情報公開とかさせてもらっていますが、

名城公園と同じように、久屋大通公園も広域避難所になっているんですね。樹木もいっ

ぱい切られちゃいました。ここでまた名城公園も同じように樹木が切られて、広域避難

所という位置づけも曖昧になっていく。久屋大通公園の場合は、三井不動産さんが PFI

で事業をとっているんですけれど、構造物については、建築士さんに意見を聞いても、

耐震構造でいったら 1 という普通の、いわゆる避難場所には適さない民間の商業施設を

つくるということですけど、名古屋市としては、新体育館、PFI でやるということです

ので、震災が起こったときや何かを想定して、住民の方たちが、帰宅困難者含めて、収

容できる施設も兼ね備えていただきたいなというのが 1 つ。 

・もう 1 つ、教育関係の部局の方がみえていますけれど、社会教育施設の延長線としての

体育館なのか、それとももうアミューズメントとしてのイベントをやるスペースという

ことで、教育施設ではなくなっていくのか。どういう位置づけとして体育館を見てみえ

るか、愛知県としてそれを強く要望できるのか。瑞穂のほうでもスタンドを大きくしな

きゃいけないとか、アジア大会に向けていろいろ動きが出ると思うんですけど、見てい

ると、予算ばっかり使って、均衡がちゃんととれているのかどうかが市民にきちんと説

明できていないと思うんですね。その辺をまた、今日じゃなくても、おいおい機会を見

て説明していただきたいと思います。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございます。 

・挙手をお願いいたします。 

・女性の方、お願いします。 

 

【１２人目（守山区）】 

・よろしくお願いします。 

・私が知りたいのは、名城公園北園の外周についてです。私も、走る人間として外周をよ

く使わせてもらいます。今後工事をしていく上で、トラックとかいろんなものが入って

きますので外周が思うように使えなくなるだろうなとは思っているんですけれども、今

後いろんな形でさまざまな人が北園に集まってくると思いますので、せめてこの外周を

もう少し歩道を広くするとか。特に西側の堀川沿いは道が狭いですし、自転車と歩行者

とかランナーのすれ違いも結構危ないんですね。そういうところも含めて、より一層整

備してもらいたいなと思っています。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・園内というより、外周のところですね。ありがとうございます。 

・あと 1 人 2 人ぐらいいきましょうか。挙手をお願いします。 
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・今手を挙げられた方、そちらの方、お願いします。 

 

【１３人目（守山区）】 

・2 回目ですけどいいですか。 

 

【コーディネーター】 

・大丈夫です。お一人でしたので。 

 

【１３人目（守山区）】 

・あと 1 点だけ教えていただきたいんですけれど。今回いろいろお話を伺って、名城公園

北園のランニングコースとかほかのものも含めて機能確保のお話がありましたけど、こ

れは愛知県さんが計画されている計画地以外のところで確保するのか、計画地の中も愛

知県さんとの協議によっては使えるのかというところ。 

・あと、名城公園北園も何らか再整備していく必要があるとすると、この愛知県の PFI 事

業との兼ね合いのところは、どういった事業の手法でといいますか。愛知県さんがさわ

る部分と残りの名城公園北園の部分とがうまくなじむような公園でないといけないと

思いますけど、どのようにされていかれるのか教えていただきたいと思います。 

 

【コーディネーター】 

・あとお一人だけいきましょうか。 

・お願いします。 

 

【１４人目（西区）】 

・1 つ市に要望があるんですよ。というのは、今日もらった紙の＜参考＞愛知県新体育館

基本計画の概要、新体育館計画検討敷地という図を名城公園に、いわゆる公園利用者み

んなが見れるようにしてほしいです。こういう計画がありますよということを公園利用

者に周知していただきたい。それが要望です。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・ありがとうございました。 

・できるだけコンパクトにお願いします。 

 

【１５人目】 

・この近くに名古屋市の市営住宅ってあるでしょ。現在垣根で囲って、取り壊ししとるん

ですか、あれ。よくわかんないんだけど。私の言いたいのは、名城公園へ家族で遊びに

来る方々が無料で駐車できる駐車スペースをぜひ、あの市営住宅を潰したら駐車場とし

て使わせてもらえるものをつくってほしいということ。 

・2 つ目は、駐車場ですが、昔のバスの車庫みたいなのがあるじゃないですか、国立病院

からずっと西（北）へおりてくると。現在工事をやっているのかな。あれも、国立病院
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の方々の駐車場がないとみんな困っているので、そういうところへ貸してあげたらどう

ですか。そうすると周辺の人たちも自由に使えるから。いつまでも古いやつを垣根で囲

って持っとったってしようがないと思うので、もっと有効利用をお願いしたいと思いま

す。 

・以上です。 

 

【コーディネーター】 

・今のは北園のことですかね。まあいいや。 

・6 名聞きました。 

・これでご意見等は締め切りたいと思います。 

・私がまとめなくていいですね、時間がありませんのでそのままいきましょう。 

 

【総合調整室長】 

・最初の方、愛知県体育館ができたときには、コンサートとかもできるので魅力の一つに

なるんじゃないかということで、今後どういう形で人の流れとか考えているのかという

ことだったと思います。 

・ご指摘のとおり、今回、新体育館のイメージといたしましては、国際大会ができるよう

な、大きなスポーツ大会を誘致できるようなもの、あるいは利用方法といたしましては

コンサート、大相撲。そういった非常に愛知・名古屋にとってシンボル的な施設になる

と思っております。その際には、愛知県さんと一緒に、名古屋の魅力向上ということで

いきますと、当然久屋大通からの動線をどのようにして魅力アップさせるのか、あるい

は名古屋駅からの交通アクセスをどうしていくのかということについては非常に大き

な課題だと思っておりますので、当然つくられる際にはそういった観光的な視点、ある

いは交流人口を増やしていく視点、そういったところから、名古屋市といたしましても

愛知県さんと一緒になって盛り上げていきたいと考えておりますので、お願いいたしま

す。 

・もう 1 つ、市に要望ということで、愛知県体育館の内容を、今回の計画を周知してもら

いたいというご要望でした。愛知県さんの今回の計画につきましては、現在の愛知県さ

んのイメージをつくられたもので、実際やっていく際には新しい事業者さんが条件、愛

知県と名古屋市で、私どもと合意した内容に基づいて事業を進めていくことになるので、

若干今回パース図もついているんですが、そういったものと変わる可能性が高いです。

そうすると、どうしてもイメージがひとり歩きしてそういったものとずれが出てくるお

それもございますので、今回ご要望があったことにつきましては、私ども認識しており

ますので愛知県さんと相談させていただきますが、今回はイメージで、まだ決まったも

のではないものですからなかなか難しいかなとは思っておりますが、そこはまた相談さ

せていただきたいと思っております。 

・最後の方から、駐車スペース等々のご要望がございました。済みません、私ども今手元

に資料がないのでまた調べさせていただきますが、基本的には市営住宅を建てかえ工事

をしているというのが私が認識しているところでございますので、今後そういう整備を

していく中で空いているスペースが出てくるかもわかりませんが、今の段階で正しいこ
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とが言えませんので、調べて、また内容につきましてはホームページ等で公開させてい

ただければと思いますので、お願いいたします。 

 

【緑地事業課長】 

・外周を走られているということで、公園の中じゃなくて外周の部分を、工事中も大丈夫

かというお話だったかと思います。こちらにつきましては、やはり工事用車両の出入り

口等、あと工事エリアの区域によって大分変わってくるかと思いますので、基本的には

そういったものが確保できるように、県さんと協議してまいりたいと考えているところ

でございます。 

・あと、機能確保ということで、愛知県体育館の区域の中で確保するのか外でという話が

ありました。こちらにつきまして、愛知県体育館の詳細の計画がまだ決まっておりませ

んので、当然、中で確保できるものは今と同じような場所で確保したいんですけれども、

それができない場合は、大きな野球場なんかなかなか名城公園だけでは難しいと思いま

すが、ほかのものについては名城公園の中で代替の機能を確保していきたいなと考えて

おります。 

・あと、最初の方から人の流れという話。多少趣旨が違いますけれども、公園につきまし

ても、やはり県体育館ができますと人の流れは変わってくると思いますので、そこら辺

を見据えて、代替施設だけでなく、そういったものにも対応できるように、名城公園に

つきまして、そういったことも踏まえて、今後どういう形にするかは少し名古屋市とし

ても検討を進めていきたいと考えております。 

 

【総合調整室長】 

・1 つ私から言い忘れていまして、申しわけございませんでした。 

・2 人目の東区の方から、新体育館についての防災機能的なご質問がありました。これに

つきましては、広域防災拠点は、例えば帰宅困難者、あるいは市民だけじゃない県民に

とっても非常に大きな役割だと思っておりますので、今後、愛知県さんとそういった視

点で協議していきたいと考えておりますので、お願いいたします。 

・一番最後の方から昔の名城工場跡地を駐車場というお話もありましたが、あそこにつき

ましては今後、交通局さんが民間事業者に貸し付けて、魅力向上として施設等を考えて

いきたいと聞いておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【スポーツ施設主幹】 

・教育委員会スポーツ振興課の長町でございます。 

・11 人目の方から、市の社会体育施設の考え方ということでお尋ねいただきました。今

回の新しい体育館は愛知県さんのご計画ですので市とは違いますけれども、市のスポー

ツ施設についての考え方変わったのかということについては、変わってございませんで、

これまでもスポーツについては市民の方にスポーツにより親しんでいこうという思い

を持ってございますし、名古屋市教育委員会としては、市民の方に気軽にスポーツに親

しんでいただく場を確保しまして、しっかりとスポーツの実施率の向上等の取り組んで

まいりたいという立場は変わってございませんので、その点ご説明させていただきたい
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と思います。 

・以上でございます。 

 

【コーディネーター】 

・よろしかったですかね。 

・お時間もなくなってまいりましたので、これでお開きに近づけたいと思いますが。 

・今日いろいろ皆さんからご意見いただきました。 

・多分、今日こういう形でタウンミーティングを開いたのは、PFI といって民間事業者を

決めていくに当たって、そこにどういう条件でこの施設について PFI としてやっていく

のかという話、事業提案を受けてやるものなんですね。そのときの条件づけとして、例

えば公園にどういう配慮をしなくちゃいけないのか、工事中はどういう配慮をしなくち

ゃいけないのかというのを、募集するに当たっての要項にいろいろ書き込んでいく。皆

様方から意見聞いたものを極力盛り込んで、皆様方の心配のない形で新体育館ができて

いく。それから、名城公園の北園が、多少不便は工事期間中等は生じるのかもしれない

けれども、また改めてリニューアルしてよりよい公園になっていく、いい機会として捉

えながらやっていく、そのための考え方を少し整理する上で、皆様方から今日ご意見を

頂戴したということだと思います。 

・最後の新体育館の機能という話ですけれども、多分各区に用意されているスポーツセン

ターは、どちらかというとするスポーツというんですかね。スポーツに幾つか種類があ

って、するスポーツと、それから今愛知県が目指している話って、見るスポーツですよ

ね。つまり、ある程度興業みたいなことで。それは県の施設ですし、また、今回アジア

大会を狙っていますので。 

・今日皆様方のお話を聞いて私思ったのは、感じたのは、やっぱり名城公園北園を皆さん

愛しているんだなということがわかりました。だけど、皆さんの地域愛というんでしょ

うか、地域住民の方々を中心として名古屋市の方に愛される場でもあり、また、今目指

している施設は、名古屋市のみならず愛知県、または世界各国から、アジア諸国から来

たときにも親しんでもらって、また今後、観光の一部の施設とするならば、そういう施

設としてどうあるべきなのかも考えなくちゃいけない。つまり、皆様方のものであり、

また愛知県民のものであり、また外から来る方のための名城公園がこれからどうやって

よりよくなっていくのか。 

・それから、先ほど意見ありました、人のためだけじゃなくて、実は動物のため、野鳥の

ためという話もあるかと思います。そういったいろいろな要素を取り込みながら、ベス

トな答えを出すべく多分練られていくのではないかなと期待しております。 

・私の、まとめではないですけど、そんなことを感じた次第でございます。皆様方の本当

に地域愛というか、名城公園北園愛という話がひしひしと伝わってきた次第でございま

す。 

・最後になりますけれども、今までのお話を限られた時間で聞く中で、冒頭にご挨拶させ

てもらいました総合調整部長から、本日のタウンミーティングについて感想というか、

ご挨拶も兼ねながら所感を述べていただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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【総合調整部長】 

・長時間にわたって、皆さんご協力どうもありがとうございました。 

・今日承りました意見、多岐にわたっております。途中でお叱りも受けました。関連部署

が 3部局ばかりではないだろうと、全部連れてこれんのかというお話もいただきました。

今日頂戴しましたご意見の方向性といたしましては、やはりでき上がっていく施設、そ

の公園周りでの使い勝手に関する皆様の、利用者さんとしてのお声だと真摯に受けとめ

まして、私ども総務局の総合調整部でございますので、きちっと形にして関連部局には

伝えてまいります。結果を引き取って、どういった形の対応ができるかにつきましては

また近日、どういう形にするかまだ未定でございますが、皆様にお知らせできるように

努力してまいりたいということでお約束をさせていただきたいと思います。 

・防災危機管理局、それから緑政土木局は道路、公園、河川全ての部門、住宅都市局も都

市計画、まちづくりの観点と建築の関係、あとは環境局、野鳥の関係でご意見いただき

ました。あと、当然教育委員会。それから、お城の跡地の使い勝手の問題で観光文化交

流局。アジア大会の関連で行政プロセスについて不透明といったご指摘も受けましたの

で、同じ総務局の中ではございますが、アジア競技大会の推進室ということで、こうい

った関連部局には、今日いただいたご意見は必ずきちっと伝えた上で、また私どもなり

に考え方を整理し、そして体育館を建設していく愛知県とも真摯に、大きな観点での、

広域行政としての愛知県の狙いである体育館で目指す方向性の実現と、それから日ごろ

利用していただいています市民の皆さんの利用の観点での調和をどう図っていくのか、

きちっと受けとめて対応してまいりたいと考えております。 

・わずかばかりの時間で意を尽くし切れなかった点につきまして、また運営の方法につき

ましても、反省する点多々あるんですけれども。私、実は土木局の出身です。若いころ

に、完全に決まり切った変えることのできない計画を具現化するための事業説明会から

スタートしています。大変悔しい思いをした記憶がございまして、こういった大きな観

点でのことに携われるようになったことを契機に、こういった形で何も決まっていない

段階であっても、やっぱり広く皆さんのご意見を承りながら事業を進めてまいりたい、

理解を得ながら進めてまいりたいという考えを持ちまして、こういった形で開催させて

いただきました。 

・当然 100 点満点のお答えはできません。全ての方の意見をのみ込んだ理想は描き切れな

いということも経験の中で痛感しているところではございますが、きちっと受けとめて

真摯に対応してまいりたいと、これはお約束をさせていただきます。 

・意を尽くし切れなかった部分につきましては、お手元のアンケート用紙にまた思いをぶ

つけていただきまして。私ども回収しましたら、必ず全ての意見は取りまとめをしてホ

ームページに掲載ということで進めてまいります。また、傾向別にきちっと分類して、

関係部局とどう対応すべきかについても内部できちっと対応していきますので、どうか

引き続き、一緒になってつくっていくという観点でご協力をいただきますようお願い申

し上げまして、私の感想とさせていただきます。 

・本日はどうもありがとうございました。（拍手） 

 

【コーディネーター】 
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・どうもありがとうございました。 

・長時間にわたり、皆さんありがとうございました。 

・私の拙い進行ではございましたけれども、ご協力いただきまして、何とか時間内におさ

まる形になりました。 

・私の出番はここでおしまいでございまして、また司会にバトンタッチしていきたいと思

います。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

（以上） 

 


