
190804 名城公園タウンミーティング 

（名古屋市民オンブズマンによるメモ） 

 

14:00 

成瀬：始める 総務局 成瀬 

 資料の確認 

 発言できなかった意見はアンケートに書いて 

 名城公園北園 １５分程度説明 

 会場から８０分程度意見 

 終了は午後４時 

 記録用に撮影する 活用する 

  

総務局総合調整部長 酒井：こんにちは 

 来てくれてありがとう 

 名古屋市が主催 

 新体育館説明ではない 

 影響を受ける名城公園の意見を聞きたい 

 趣旨はご理解を 

 経過 今年６月１１日 愛知県基本計画が公表 

 Ｈ２９ それぞれの課題 お互いに相談 名城公園としては位置づけ 

 体育館 

 愛知県 老朽化、施設内容、課題 

 現状の野球場あたりに新しいものを作れないか 合意 

 Ｈ３０年度愛知県 基本計画策定 この６月に策定 

 明らかになっている そういったことをふまえて、 

 名古屋市民にミーティングした 

 今日１日限られた時間だが、一生懸命説明する 

 愛知県体育館については責任を持って説明できない 

 名城公園 公表ベース 今日活用して説明する 

 有意義な 

  

成瀬：出席者紹介 

 総務局総合調整室庁 館 

 緑政土木局緑地事業課長 岩本 

 教育委員会スポーツ施設 長町 

 地域問題研究所 加藤栄司 



 愛知県と野球場あたりで合意 

 愛知県は整備に向けた準備を進めている 

 名城公園は名古屋市が管理している 

 参加者の皆様から意見を 

 参考 愛知県が公表した基本計画 

 ＰＦＩによる整備 とりまとめている 

 協議することにしている 

 国際スポーツ大会 大相撲名古屋場所 さらに発展 

 ４．６ha を想定 

 スペック 今の２．５倍くらい 

 １５０００席 現在の２倍 

 配置イメージ 縦置き案 横置き案 

  

 名城公園（北園）の概要 

 名古屋城本丸などを含む 北園は２１ha 

 総合公園 

 江戸時代以前 湿原 外敵に対する障害 

 陸軍省北練兵場 

 昭和２４年 失業対策事業 

 平成２９年 トナリノ開園 

 ４つを目指す公園に 

 影響が想定される公園施設等 

 ・野球場 北側と南側２面使える 

  利用率４４％ 

  週末午前９４．９％ 午後９６．０％ 

 ・ランニングコース 

  １．３キロ ゆるやか 活用されている 

 ・名城プール  

  夏だけ営業冷水 ２５メートル５本 

 ・子供の広場 

  滑り台など１２基 

 ・自転車天国サイクリングコース 

  公益財団法人 JKA が運営 

 ・四季の園 

  ラジオ体操、グラウンドゴルフなど 

  彫刻３基 



 ・樹木 高く繁茂 

 貴重な意見を 

  

加藤：進行 

 あつい 大勢の方が集まってくれてありがとう 

 市役所の人間ではない 

 半ば中立的な立場で仰せつかった 

 つたないがよろしく 

 どんな方なのか関心を 

 名城公園北園 日頃どう関われているか 

 ・よく利用している ２０人 

 ・時々利用する ２５人 

 ・あまり利用しない ５人 

 実際利用する市民が集まっている 

 北園とあらたな利用施設 

 影響が想定される施設 野球場やランニングコース 

 名古屋市の現在の考え方 

  

館：総合調整室 

 名古屋市の考え方 

 スクリーンの説明で、北園影響がある 

 愛知県と名古屋市で合意し、愛知県で策定した基本計画 

 多くの人に親しまれる公園施設 

 ご意見、ご要望をふまえて北園どうすればよいか検討 

 前提として、基本的な考え方 

 北園 場所の移動、規模の見直し あるかもしれないが 

  できる限り機能を確保したい 

  ただ、名城プールは今後 終的に影響がある 

  これまでの冷水プールをふまえると  

  残念ながら廃止する方向で考えざるを得ない 

  様々な理由で１０カ所ほど廃止 

  各区設置 温水プールが設置されている 代替施設 

  冷水プールは設置していない 

  名城プール近隣にスポーツ施設がある 

 

加藤：４．６ha 



 すべてが建物ではない 

 今ある機能は移転したい 

 市 名城プールは廃止する考え 

 頭の片隅において、幅広く 

 手を挙げて発言を 

 ３分以内で発言を 

 これから進めていきたい 

 ３人くらい発言してから市の職員受け答え 

  

西区 梅田：毎日朝晩行っている 

 ３つほど 野球場について 土日稼働率９０％超えている 

  変わるものを作るつもりはあるのか 

 ランニングコース 予想図を見るとかなりかぶる 

  愛知県体育館を建ててからも存続させるのか 

  存続させないのなら名古屋のマラソン熱に冷や水 

 名城公園 ２つしか出口がない 

  大きな催しをした場合、地下鉄でさばけるか 

   

加藤：いまのようにやっていただくとありがたい 

 

北区 梅原：影響を受ける場所 たくさんあって 

 想定されている 

 名城プールだけでなく、「これはこう考えている」 

 市の考えを出してもらった方が深まる 

 それぞれの項目 

  

北区 伊藤：発言の前に聞きたい 

 スポーツ、緑、 

 体育館の設置 スポーツや緑を破壊するのでは？ 

 ランニングコース ここはクラブチーム、学校、企業練習 

 ウィメンズ、全日本箱根ランナー  

 反対者が多い 

 体育館の設置は 北区住民は反対者が多いと思う 

  

加藤：野球場、ランニングコース、名城公園駅 

 市としての考えを出した方がいい 



 コンセプトは壊れるのでは？ マラソンコース 

   

館：全体のこと 

 現在の名城プール以外の考え方 

 なるだけ公園の中で機能を確保していきたい 

 場所の移転、規模が小さくなるかもしれない 

 なるだけ確保していきたい 

 どう考えていけばいいか 本日の意見を参考にしたい 

 北園のコンセプトとずれているのではないか 

 利用形態 

 今の愛知県のイメージ 

 今後名古屋市との整合性を図る 

 調和がとれたものにしたい 

  

岩本：１番目 野球場の代替 

 ２面ある 非常に利用率が高い 大事な施設 

 代替の施設が必要 場所は決まっていない 

 北区内で確保できないかと考えている 

 ランニングコース 全国的にも知られている 多くの人に使われている 

 大事な施設 

 県体育館 北側が影響うける 

 限られた状況の中、今の機能を確保するように 

 地下鉄の出入り口 

 主要な出入り口は地下鉄 

 現時点では県から決まっていない 

 県と協議を進めながら課題を整備する 

 

加藤：わかったようなわからないような 

 これから公園の方向性を考えないといけない 

 具体的には民間企業の提案を受けて 

 決まっていないことが多い 

 マラソンのメッカ 工事期間中は不便 

 工事終わったら整備したい 

 大事な事項として協議調整したい 

 コンセプトにあっていないのではないか？ 

  →大きくそれるわけではないのでは？ 



  

北区山田：１０歳から北区にすんでいる 

 ５７年間北区にいる 

 名城公園プール、野球場、ジョギング 緑化されているのを見ている 

 「県と名古屋市が合意をした」基本計画 

  タウンミーティング 私はつい 近知った 

 私が通ってたプールがなくなっちゃうの？緑がなくなっちゃうの？ 

 失望感だけ 

 税金の無駄遣いを知っているのか？ 

 タウンミーティングはこんなものなのか？ 

 上意下達 経過もきちんとわかるように説明してもらいたい 

  

北区安藤：名城公園って、市街地の中で貴重な緑 

 子どもたち保育園・幼稚園遠足に行く大事なところ 

 ３分の１ほど使えなくなるのは、大人として少子化の時代そんなことしていいか？ 

 地球温暖化 １０メートル２０メートル木を切っていいのか？ 

 プール 冷たいプールはなくなる 

 名城プールなくす方向→スポーツセンター遠い 

 気楽に区外の子でも来れる 

 愛知県体育館の中にプールができて、自由に使えればいいが、 

 それができないのではあれば、「泳ぎたければスイミングに」か 

 どうして北なのか？さっき山田さんが言われてように 

 国家公務員跡地や、市営住宅も活用 

 大学の向こう側の土地 中国に売る売らない 

 どうしてあそこの場所なのか 不思議 

 あそこの場所は周辺住民だけじゃなく、ずいぶん区外の方も来ている 

 小さくしてほしくない 

  

北区今井：基本的なことがわかっていない 

 今回の枠 囲われているところに県体育館を建てようという計画 

 建った後の敷地の管理は 

 建物の管理は民間の会社 周囲の管理は名古屋市か？ 

   

加藤：立派な緑 体育館を建ててつぶすのか 

 プール 区だけでいいのか 

 どうしてあの場所になったのか 



 建ったときの周りの空間は誰が管理するのか 

  

館：経緯等山田、安藤質問 

 愛知県の今の体育館 こちらについては敷地は名古屋城二の丸地区  

  今後愛知県体育館をどうするのか 

 愛知県 ５０年ほどたっている 老朽化課題 

 名古屋市と愛知県でどうしていこうか協議 

 平成２９年 ２０１７年度 一定程度敷地がある野球場周辺で検討 合意 

 その前には大津通はさんだところに国有地 一時は視野に入れていた 

 造芸大学が敷地取得 今は考えていない 

 県さんのほうでＨ３０年度 基本計画をつくって６／１１公表 

 現時点で愛知県のイメージ 

 名古屋市 協議していきたい 

 なぜ市民の皆さんにこの段階で説明 

 当初Ｈ２９ 愛知県と合意は事実 

 その段階では野球場検討進める 決まったものではなかった 

 どの規模、どの機能を持つのか 

 県昨年度検討、今年度公表した 

 しっかりと協議する 

 愛知県のイメージにあわせてどうしていこうか 

 皆様のご意見を聞かせて頂きたい 

 ご理解頂ければと思っている 

 今井さん 名城公園を管理しているのは名古屋市 

 土地は国 公園として名古屋市が管理している 

 愛知県体育館が来たあかつきには周辺は名古屋市が管理する 

  

岩本：建物以外 囲ったエリア 

 付随する施設は詳細がわかっていない 

 県の体育館 県のほうで管理している 

 何も決まっていない 

 名古屋市の方 県が管理する まだ決まっていない 

 緑 残念ながら既存の樹木撤去は発生する 

 なるべく樹木影響が少ないように 

 建設工事終わった後樹木ボリュームが減る 

 残る樹木、植える樹木 

   



教育委員会長町：プール 

 夏の間７／２０－８／末 泳いで頂いている 

 ありがたく思う 

 冷水プール 市９つ 夏の間運営している 

 過去１０個プールを廃止してきた 

 基本的には距離が遠い、理解しているが、スポーツセンターが整備されている 

 ぜひ利用して頂きたい 

 １３はじめご理解を 

 「新しく体育館にプールができれば」 

 基本計画 プールが含まれていない 

 大変残念だが、県の基本計画 実現すると閉鎖する 受け止めざるを得ない 

  

安藤：新しい体育館にもプールができないということか 

 教育委員会としては子どもたちを切り捨てようということか 

  

長町：スポーツセンター 深い練習用プール以外にも浅いプールがある 

 愛知県基本計画 プールが含まれていない 

  

安藤：教育委員会としてそういうことか 

 

加藤：緑の話も心配 

 北園 緑をつぶさないためにここ？ 

  名城公園緑立派 老朽化が進んでいて、枝が落ちて事故？ 

  その辺で苦慮？ 

    

館：愛知県体育館の移転場所 様々な検討 

 野球場 大きくひらかれている 一つの選択の理由 

 

岩本：緑こんもり 日があたらないから枯れ枝がある 

 樹木の撤去 植栽 樹木が育つ環境を整備する 

 時間はかかるが 

    

西区米田：ランニングで使っている 

 「機能確保はするよ」質問とお願い 

 ・ランナーが走れる 

 ・１．３キロ走れる 



 １．３キロちょうどいい 平坦 長くもなく少なくもなく 

  

北区金子：基本的に影響がある 

 どう解消するか 考えを持って行かないと行けない 

 名城プール これではだめ 

 冷水プール 太陽の下でプール入っている 子ども喜んでいる     

 なくすのは損失ではないか 

 名城プールをなくすのは反対 どこかに作ってほしい 

 １０廃止は逆行 

 普通のプールで泳ぐのはすばらしいこと 

 温水プール 名城プール 子ども１００円 

 料金も大変 

 冷水プール残してほしい 

 想定されるものはどこかで復活するように 

  

北区今井：さっきの意見と同じ 名城プール廃止ショック 

 孫たち名城プール利用している 

 遠足、名古屋市親子地下鉄で利用している 

 観光施設 遊べる場所があるのは魅力 

 近くに住んでいる 子どもたちを安心して遊ばせる 

 名城プールだけではないか？ 

 屋内で遊べる場所は？ 

 大人の意見 子どもたちを守る意見を 

 子どもたち 遊び場としての意見を 

 ゲートボールとか、高齢者優先 

 子どもたち意見いえない 

 自然の中で遊べる場所を 

 地震：広域広場 

 どうするつもりか公開してほしい 

  

加藤：１．３キロはぴったり 長さを残すのか 

 プールをなくするのは損失 

 大災害のとき 

 

岩本：ランニングコース １．３キロはちょうどいい 

 県の工事範囲 外周コース 



 整備の内容が細かくわからない 

 平坦性 カーブが少ない 

 今後の県と協議 機能が保てるように 

  

長町：プールについて意見 

 子どもたちが暑い夏のなか泳ぐのは大切という意見 

 温水プール 冷水プール 太陽の中違う 

 冷水 １００円 

 温水 ２００円 

 きわめて困難 

 繰り返しだがよろしく 

  

館：名城公園 防災 地域の方に安心感 

 地域防災 広域防災拠点 

 ２つの役割 

 ・応援隊集結 消防・自衛隊・警察 

 ・緊急物資集配拠点 積み替えを行う 

 移転 消防局、防災危機管理局  

 愛知県と庁内で意見調整した上で調整する 

  

加藤：今の段階決まっていないと思うが、 

 集配拠点 箱として体育館 防災拠点 

 屋内施設とは？ 

  

館：今後これから調整 

 民間の方と相談 

  

加藤：自分の年齢 

 自分のことではなく子どものことおもんぱかって 気持ちいい 

 非常に感銘を受けている 

 現体育館老朽化 

 ２０２６年 大規模体育館施設立て替えられるという認識か？ 

  

館：アジア大会で使われる 

 整備の先には念頭に置かれる 

  



加藤：名古屋市の市民 アジア大会は日本全国から 

 どういう話になるのか 

 結構難しい話 

 反映させつつなおかつ    

   

東区内田：愛知県現体育館の敷地利用について 

 新体育館に移転したあと、現体育館の敷地はどうするつもりか 

 そもそも現体育館の敷地は誰が所有しているのか 

 現体育館がある二の丸地区は文化庁の現状変更許可が必要なのか 

 名古屋市の所管はどこなのか 

  

北区稲本：愛知県体育館 北園にできたばあい、スポーツ会館 

 耐震補強するのか？ 

 統廃合どうなるのか 

  

北区岩田：なぜ愛知県体育館を造るのに名古屋市が管理している土地なのか？ 

 愛知県の土地はないのか？ 

 名古屋市の説明 

 県の体育館なのに名古屋市が説明できず、県が説明しないのか 

 

加藤：今の県の計画だとプールがない 

  

北区河野：新しい体育館２．５倍 客２倍 

 なぜそこまで広げる必要があるのか 

  

南区栗田：プールの話 

 県の現在の計画だとプールがない 

 プールがあったらどうするか 

 そこまで確かめて市の職員 出てくるべき 

 名城プール廃止は想定されている 

 「載っていない」確かめて 

 スケジュールの話はでていない 

  

西区青山：ランニングコース 

 ランニング楽しんでいる 

 ５時頃からお年寄りがウォーキング楽しんでいる 使っている 



 たくさんの方が歩いて体操している 

 なくすことはないというが、今の機能保障を 

 なくなる施設 ほかの施設 池を半分埋める 

 何も言わずに代替  

 いろんなものがなくなるのでは？ 

 どこのスペース 

 何もなくさないで ２階建てにするならともかく、 

 体育館が見えていない 公園の姿が見えてない 

 プールなくす あらかじめ決まっているよう 

 もう少し説明を 

  

加藤：今の体育館はどうなるのか 文化庁の許可が必要か 

 区域外 スポーツ会館はどうなるか 

 愛知県体育館なのに愛知県職員がいないのはなぜか 

 今の施設より大きくする必要性は？ 

 スケジュールどうなっているか 

 ウォーキングやられている 

 北園他の施設 削るのでは？ 

  

館：現体育館について 

 新体育館できたら撤去されることになろう 

 時期も決まっていない 

 新体育館２０２５年４月オープン予定と愛知県から示されている 

 撤去 特別史跡内になるので、文化庁と調整して取り壊しになる 

 敷地 名古屋市が管理している 

 取り壊されたあとはいったん緑政土木局 

 現体育館移転後 広がりある空間 往事 名古屋城がやっている 

 整備するタイミングが変わっていくのかなあ 

 今後様々な発掘調査していくことになろう 

 スポーツ会館はどうなるのか 

 耐震補強はされている 一部空調が不調  

 ６月中から日中の利用制限 

 なぜ今回愛知県が同席していないのか 

  名城公園を管理する名古屋市としてどういった方向性かご意見聞きたい 

 愛知県については、新体育館の内容を説明するものではない 

 タウンミーティング 県に関するものは、県に伝える 



 今回計画 規模が２．５倍 

  なぜ広げるのか ５０年前に建っている 老朽化 

 一つが２０２６年アジア競技大会に利用したい 

 国内他のスポーツ開きたい 

 国際スポーツ大会誘致可能に 

 プールがない きちんと把握していないのか？ 

 愛知県から「現時点ではプールを整備しない」と聞いている 

 全体のスケジュール 新体育館移転にあわせて 

 来年度新体育館整備公募、再来年２０２１－２０２４年設計・建設 

 ２０２５年４月開館 

 絵が見えていない どういうことか 

 今日のご要望を受けて、どう考えていくか考えていく 

 まっさらな状況でご意見を伺った 

 

岩本：ウォーキングは把握している 

 機能を十分果たすようにしたい 

 県体育館の整備 ほかのところも 

 たとえば子どもの広場 なんとか名城公園の中で確保したい 

 同じ大きさになるかはわからない 機能を確保したい 

 四季の園 モニュメント 北園の中で移設する等 

 ランニングコース 園路の付け替えなど 

 今後軸に検討する 

   

加藤：今日は北園 今後のあり方 材料を 

 計画地 赤いところだけではなく、北園全体について考え方をちょうだいする？ 

  

岩本：その区域ならびに周辺に影響が出る 

 どうするか検討する 

  

加藤：まさか池を全部つぶす、というわけではなく、 

 機能を再現する 

 予定の時間が過ぎてしまった 

 後のまとめに入っていきたい 

 コンパクトにまとまった意見をありがとう   

 総務局総合調整部長に感想 

  



総務局総合調整部長：ありがとう 

 意見頂けなかった方 アンケートに記載を 

 責任を持って県に届ける 

 出席していない市の部局にも届ける 

 既存の施設を傷つけずすべてのものを行うべきという意見があった 

 バランスを持ってやる 

 会のありかたそのものにも 

 ずいぶん昔 土木局でやっていた 

 決まった計画をやり遂げる 

 住民と向き合うとき悔しい思いをしてきた 

 生煮え どこまで前提条件、どこまで変えられるのか 

 つたない進行、何がどういう風になってどうなったのか 

 機会や場所を変えてやりたい 

 他の分野 お知らせしてほしい 

 行政計画 事務の量は膨大 

 隣の部署で作っている基本計画 お題目だけで厚みが２センチ以上 

 仕事を進める中で留意していく 

 お休みの日にありがとう 

  

加藤：まだ終わっていない 

 私の受けた印象 北園愛されているんだなと思った 

 ランニングコース、プール 

 緑なくすのは 小限にして 

 多岐にわたっている 

 今の子どもたち、将来の子どもたちのため 

 これからのタウンミーティング１回きりではない 

 場合によっては周辺住民のことを 

 対話の機会があると思います。 

 ともに公園を作り上げれればいいな 

 司会にバトンタッチしたい 

 ありがとう 

 

司会：加藤ありがとう 

 長時間タウンミーティング参加ありがとう 

 意見があればアンケート用紙 回収箱に入れてほしい 

 ご意見ご提案 市公式 web に回答を掲載する 


