
190807 名古屋市タウンミーティング 

 

市民とのやりとり 

 

加藤：コーディネーター 

  皆様方の意見を交通整理する役 

 ぜひご協力を 

 北園がどう関わっているか 

 ・毎日使っている  15 人 

 ・たまには使っている 30 人 

 ・ 滅多に利用しない 10 人 

同じような割合 

名古屋市の現在の考え方は？ 

 

館：できる限り機能を確保したい 

ただ、名城プールは協議したいが、これまでの冷水プールの市の考え方から廃止せざるを得

ないと考える 

10 箇所廃止した 

スポーツセンター 代替施設 

近隣に西区など施設がある 

皆様のご提案 伺う名古屋市の考え方 

 

加藤：周辺施設で保管 

 名城プールは廃止せざるを得ないというのが市の考え 

 

北区鈴木：体育館を移したら跡地は何にするか 

名城公園は広域避難所指定 

これからどうやってするのか 

プール 小さい子どもを連れて使った 100 円プール 人気がある 

インドアより外の方がよい 

県体育館プールと雰囲気が違う 

 

守山区かないづか：ランニングコースの残し方 

愛知県との協議 

ランニングコース ほぼ毎日走りに行っている 15 年ほど 

ウィメンズマラソン以降利用者が増えた 



ネームバリューが増えた 

誇るべき施設  

できるだけ昨日は残してほしい 

走られる人多くなっている 女性、視覚障害者も 

安全で使いやすく 

1．3 キロ使いやすい 

カーブがきついと事故の元 

いろんな意見が出るが、愛知県の資料 名古屋市と協議とあるが、ぜひ今回タウンミーティン

グの意見を踏まえて、どう反映するか目に見える形で進めてほしい 

 

西区梅田：愛知県体育館移転 公園で会う人に聞くと、野球場だけなくなると思っている人が

ほとんど 

愛知県スポーツ会館の跡地に野球場移転と報道があったが本当か 

工事期間中、通行止めか仮コースか 

工事終了後本コースにするのか 

工事期間中 概要の図点線 場所を取るのか 

これだけではわからない 

 

加藤：現体育館跡地は 

広域避難所 

プールは残して 

ランニングコースの残し方 

県との協議の進め方について見える形で 

野球場がなくなると思っている人 スポーツ会館の方に移転は本当か 

ランニングコースは通行止になるのか 

エリアを超えて工事車両を置くのか 

 

館：現体育館の跡地は 

 特別史跡名古屋城の中にある 

保存活用計画を作っている 

順次整備 

絡めて馬出し石垣、二の丸庭園など 

跡地利用となる 

保存活用計画に基づき、広がりある空間で往時をしのべるように 

発掘調査、有識者会議などを経て 

 



広域避難所どうなるのか 

広域防災拠点 

応援隊集結施設 消防・自衛隊・警察 こちらで出動の準備になる 

新体育館 関係するところ 防災局、消防局などと協議して広域避難所にしたい 

 

今回の愛知県の計画 愛知県のイメージをまとめたもの 

現在基本計画を見て、想定される課題、影響を内部で検証中 

愛知県と調整したい 

市民の皆様、利用者の皆様に親しまれている 

参考とさせていただきたい 

どう行った形？今日は申すことはできないが、逐次伝えたい 

野球場の移転先 スポーツ会館は本当か？ 

2 面 センター外野が交錯する 

新体育館が野球場の場が決まったら、安心して利用できるよう整備したい 

北区にある 北区内で確保したい 

スポーツ会館か？ 

一部報道で書かれたのは認識 候補地の１つになりうる 

現在も多くの人に使われている。愛知県の施設 

現在の状況を踏まえて県と協議したい 

工事期間中 PFI 事業 取り組まれると聞いている 

民間の事業者 どこまで影響があるか決まっていない 

公園利用者 

 

岩本：ランニングコース 

 全国的に有名 

なんとかやっていきたい 

 敷地制限の中、できる限りの機能 距離、平坦性努力したい 

 

 長町：9 つプール 子どもは 100 円 

多くの人が活用されている 

10 の冷水プールを廃止している 

屋内と屋外は違う 

13 のスポーツセンターをはじめ、プール 

 

加藤：名城プール 

 



長町：平成 7 年改築 24 年 

 昭和 39 年から 

 

加藤：決まっていないことが多い 

決まってからでは遅い 

県と協議したい 

 

西区高瀬：北側の道路 8 時〜 

止めれる 駐車場問題が発生 

 名城プール廃止 

駐車場いっぱいになる 

道路も 3 車線結構止まる 

駐車場 県からどうか 

名城公園駅 地下通路はあるのか 

 

市外なかしま：安全 ランナーと散歩が並存 

 

河村の地盤から来たかわきた：建築担当が来ないのか？住宅都市局がこない？ 

観光のためなのか？ 

 

加藤：駐車場 

 名城公園からのアクセス 

 仮コースの配慮 

 

館：交通渋滞 決まっていくことになる 

駅からのアクセスは大きな課題 

主管の緑政土木、教育委員会、総務局が来た 

アンケートに書いて 

 

岩本：工事が始まるまでに新コースの整備をしたい 

ランニングコース 安全性、新コースを検討したい 

 

北区かねい：自転車天国の今後 

 

日本野鳥の会にいのみ：名城公園で 10 月から 5 月まで野鳥観察会 130 種 

名古屋全体 260 種 半分くらい 



緑政土木局 野鳥調査 1 年 

2014 年 名城公園一帯 51 箇所中五番目に多い 

東山公園より多い 

街のど真ん中より多い 

樹木が整っている 

北から南へ 名城公園を休憩地にしている 

環境がある 

面積を見ると、北園の 3 分の 1 以上を改変 

これだけの樹木を伐採すると、かなりでてくる 

2010 年に生物多様性条約 いろんな形で取り組んでいる 

施設の議論は出ているが、そういう観点が出てきていない 

緑地の代替についてお伺いする 

 

東区の内田：4 日に何が話し合われたのか概要を 

スケジュール 

合意以上に正式に決まるのはいつか 

県の基本計画では公募資料 8 月〜9 月ごろから作成とあり、公表は来年の 4 月？ 

手続き的には県と市が合意以上になにかするのか？議会の議決はいるのか？ 

廃止するのに廃止条例？解体予算？ 

またタウンミーティングはあるのか？ 

県はタウンミーティングはあるのか？ 

 

加藤：自転車天国 

生物多様性緑地配慮 

4 日の様子 

全体のスケジュール 

条例作ったり予算は 

今後のタウンミーティングの予定は 

 

岩本：自転車天国 JKA が運営 

こういった基本計画 JKA に説明に伺った 

影響が出てくると話した 

今後協議する 

どういう方向では決まっていない 

緑がなくなってしまう 

県体育館工事で撤去発生する 



市としてもなるべく樹木影響が少なくしたい協議 

代替の緑 考えていないが、一時的にボリュームが減るが、少し時間がかかるが大きく育てて

なるべく緑に覆われた名城公園にしたい 

 

館：4 日タウンミーティング どんな話がされたのか 

15 名ほど質問 

ランニングコース 代替 

冷水プール 廃止はいや 

どういったスケジュール、地下鉄出入り口 

拡充はなぜか 愛知県はアジア大会に向けてやろうとしている 

国際大会やりたい 

なぜ野球場か？東側国有地は？ 

名城公園にある 付近地 東側を検討したが、なかなか地下に地下鉄施設がある 手狭 

地域の方から文教的施設にという要望 

防災拠点、 

全体のスケジュール 

2020 年 愛知県が事業者公募する 

2026 年に間に合わせたい 

2025 年完成 

2021 年ー2024 年 

公園管理者 設置者協議 

金額的取り壊し費用 

少なくとも今の段階で決まっていない 

 

体育館決まるのは 

合意する 

今年度中 整った上で 

市のタウンミーティングは？ 

さまざまな意見 協議したい 

どう報告するか 多くの人に知ってほしい やり方は検討 

県はタウンミーティングいつ開くかは聞いていない 

 

加藤：8 時 15 分まで 

 

春日井市大野：行きたくない街、魅力のない町 

右肩上がり 神戸横浜を抜いた 



話題性 コンサートなども 

県外からも客が来る 

栄伏見ホテルいっぱい 

久屋大通も新しい 

人の流れは考慮しているか 

 

東区落合：久屋大通情報公開 

広域避難所になっている 

樹木切られた 

広域避難所あいまい 

三井不動産 PFI 

構造が避難所に適さない 

新体育館 震災が起こった時を想定して収容できるように 

社会教育施設なのか、アミューズメントなのか、 

愛知県に要望できるか 

瑞穂も予算ばかりつかっているように思える 

 

守山区安田：名城公園北園外周 走るものとしてよくつかっている 

トラック入る 外周が使えなくなるだろうなぁ 

北園に集まってくるだろう 

歩道を広くする 

西側堀川沿い道が狭い 

より一層整備してほしい 

 

守山区かないづか：機能確保 愛知県の計画地の中か、外か 

なんらか再整備 PFI との兼ね合いは？ 

 

○：市に要望 

名城公園に利用者が見れるように周知してほしい 

 

○：名古屋市の市営住宅がある 垣根で囲っている 

無料で駐車スペース 市営住宅潰して作れないか 

バスの車庫 工事やっている 

国立病院駐車場がない  

周辺も自由に使える 

古いやつを垣根で囲ってもしょうがない 



 

加藤：そのままいく 

 

館：かなりコンサート魅力 人の流れ 

新体育館 国際大会できる スポーツ大会 

コンサート、大相撲 

愛知県と一緒に名古屋の魅力向上 

名古屋駅からのアクセスは 

作られる際 交流人口を増やす 

名古屋市としても盛り上げていきたい 

市に要望 周知してほしい 

愛知県の計画は、イメージを作られた 

やっていく際は県が進めていく 

パース図とずれてくるかも 

一人歩きするかも 

今回はイメージ 決まったものではない 

そこは相談させて 

駐車スペース 市営住宅建て替え中と認識 

空いているスペースが出るか調べて公開したい 

 

岩本：外周走られている 工事中も大丈夫か？ 

県と協議したい 

機能確保 区域内か外か 

まだ詳細計画が決まっていない 

中で確保できればしたいが、名城公園のなかで代替機能をしたい 

野球場は大きいので難しい 

人の流れ 代替施設検討 

 

館：新体育館 防災機能 

帰宅困難者、公益防災拠点 

市民県民重要 県と協議したい 

昔の名城工場跡地 交通局 民間に貸して魅力向上 

 

長町：市のスポーツ施設 考え方は変わっていない 

より親しんでいこう 

実施率の向上につとめたい 



 

加藤：時間がなくなった 

タウンミーティング どういう条件 事業提案 

条件付け どういう配慮するか書き込む 

皆様から意見を反映させたい 

北園が多少不便工事中は出るかもしれないが、よりよい公園にするためご意見頂戴した 

新体育館の機能 各スポーツセンターはするスポーツ 

新体育館は見るスポーツ 

皆さんは愛していることがわかった 

今目指しているのは愛知県、世界各国から来てどうあるべきか 

皆様のもの、愛知県民のもの、外からくるもの 

人のものだけでなく動物のため野鳥のため 

練られていくのではないか 

後になりますが、総務局総合調整部長から所感を 

 

総務局総合調整部長：関連部局は 3 部局だけではないだろう 

使い勝手について真摯に伝えたい 

どういう形かはわからない未定だが伝えたい 

緑政土木局、交通局、環境局、観光文化交流局、総務局アジア競技大会担当者に伝えたい 

土木局の出身 変えることができない事業説明から仕事をスタートした  

何も決まっていない段階から市民の理解を得たい 

100 点満点のことはできない 

傾向別に分類して関係局と調整したい 

本日はありがとう 

 

加藤：ありがとう 

司会にバトンタッチ 

 

司会：ありがとう 

 公式ウェブで公開したい 

 アンケートは出入り口で回収する 

 

 

 


