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210824 愛知県体育館説明会 

 

18：31 

北岸：はじめる 

 総務局総合調整部総合調整室 北岸 

 手話通訳 マスク外している 了承を 

 概要、工事の内容 20 分程度 

 会場から、80 分程度ご意見ご提案 

 午後 8 時半をめど 

 様子 記録用に撮影する場合も 

 写真 広報等で活用 ご了承を 

 クリアファイルには、2 点 

 1 点 資料 

 アンケート用紙 

 発言ができなかった場合、アンケート用紙を活用を 

 回収箱 

 資料の中に座席記入カード同封 

 座席番号、氏名、ご連絡先の記入を 

 背もたれに座席番号 

 スクリーンに映写 

 お手元の資料でも確認 

 不備等あれば係員まで 

 酒井より挨拶 

 

酒井部長：コロナ禍 厳しい状況で開催。 

 勝手な都合で 

 名古屋市政 ご協力ありがとう 

 移転工事にかかる説明会 

 スポーツ会館撤去工事着手 

 愛知県春 事業者選定 

 秋以降着工予定 

 丁寧に説明したい 

 経過 H29 愛知県と名古屋市 協議調整 

  北園に移転 

  令和元年にタウンミーティング 公園の使い方 意見交換 

 名古屋市として示したかった 

 令和 2 年 6 月 説明スタイル 当局が断念 

  市民意見の募集 当局提案 書面でしたためた 

   結果については市民意見募集 ホームページに記載 
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   公園計画概要 

   西区、北区 

  広報手段 線が細い 

  すべてに浸透しているとは思っていない 

  現状の到達点 

  様々心配事 こういう風にしたらよくなるのではないか 

  司会の方からも説明 質疑応答 

  不足の場合アンケートにしたためて 

 行政マンとしては一方的に決まった行政スタイル 

  こういった形 意見交換 慣れていない 

  精一杯 

  何年か進んでいる 狭まっている 

  意見交換をしたい 

  これが地域の皆さんに有意義になるようお願い 

 

18：40 

北岸：本日の出席者紹介 

 総務調整室長 斎藤 

 道路維持課長 佐藤 

 緑地管理課長 高尾 

 緑地事業課長 岩本 

 スポーツ推進部 吉松 

 交通局電車部 藤原 

 愛知県 スポーツ局新体育館室長 坂野 

  室長補佐 萩原 

 コーディネーター 地域問題研究所所長 加藤栄司 

 スクリーンで説明 

  

総務局：説明内容 

 工事概要 

 スケジュール 

 代替施設の整備 

 公園施設等の撤去工事 

 工事中のお願い 

 １ 愛知県新体育館の概要 

 

板野：愛知県新体育館室長 

 前回東京オリンピック 1964 年完成 

  老朽化 規模が国際水準に満たしていない 
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   2026 年アジア競技大会に利用できるよう準備 

  新しいシンボル 

  民間提案 PFI 手法 

   設計・建設を行う 

  事業者：（株）愛知国際アリーナ 

   前田建設・NTT ドコモ 

  今年 6 月に県と契約 

  2055 年までの 34 年間 

  オープン 2025 年を予定 

  新体育館赤枠 4.6ha 

  市役所駅 tonarino 経由 

  建築概要 5 階建て 41 メートル 

  17000 人 現体育館の 2 倍強 

  隈研吾 樹木を使ったもの 

  メインアリーナ 

   低くなっている サブアリーナ 多目的室 

   様々な規模のスポーツイベント 

  名古屋城とともに親しまれるように 

  現在詳細設計を進めている 

   イメージ図 変更があるかも 

  

総務局：工事スケジュール 

  野球場等代替施設 2022 年から 

  ランニングコース 2025 年度から公園内 

  既存施設撤去 秋ごろから着工 

  工事工程を進めたい 

  子どもの広場 代替施設供用後に撤去 

  地下通路新設予定 

  下水管移設工事  

 ３ 代替施設の整備 

  野球場 スポーツ会館跡地 洗堰緑地へ 

  ランニングコース 紫色になる 

  外周コース 多少ルートは変わるが、近づけるよう整備したい 

  子どもの広場 

  地下通路 大津通横断増えそう 

 

板野：撤去工事 

 野球場、名城プールなど移設・撤去 

 10 月下旬ごろから段階的に撤去 
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 名城プール、自転車置き場、自転車天国 撤去 

  ランニングコース アスファルト舗装を工事車両 封鎖 

  内側は使えるように 

  最大限に配慮 

 自転車置き場 野球場とフラワープラザの間の園路で用意 

 あらためて現場で案内 

 四季の園 12 月ごろ撤去 

  照明設備を撤去 

 子どもの広場、野球場、ランニングコース 

 来年 7 月着工までに撤去 

 工事車両 北側市道から進入計画 

  一部 tonarino 北から入る 

  現地調査を実施予定 

  利用制限するかも 

 

総務局：工事中に関するお願い 

 工事車両通行 

 地下通路 道路通行規制行う 

  4 車線→2 車線 

   令和 4 年度～令和 7 年度 

  騒音、振動をなるべく防ぎたい 

 以上で説明終わり 

 

19：03 

司会：ステージを整える 

 5 分間ほど休憩 

 19：07 ごろ開始 

  

      

19：07 

司会：ご質問を受けたい 

 進行 加藤さんにお願い 

  

加藤：こんばんは 

 できるだけ多くの意見を引き出したい 

  ・手を挙げて 

   かかりの者がマイクを 

   ゆっくりと 

  ・名前と住まいを言って 



5 

 

  ・要約をしてほしい 

   「ランニングコースについて」 

  ・マイクは返して 

  ・無茶苦茶人数多いわけではないが、3 分以内 

   一言まとめて 

 

北区 田島：代替ランニングコース 

 いつからか 

 距離 

 表示を 

  

西区 奥田：2 点 

 事業期間 30 年間 その後 

 現体育館はどうなるのか 跡地 

  

西区 加藤：こういう計画 しっかりしたものでないと 

 名古屋城計画しっかりしていないよう 進んでいない 

 同じようにアリーナ  

 第一に市長が知事をやめろ けんかしている 裁判している 

 こんな大きな計画 できるのか 

 建築基準法、文化財保護法 

 今回のアリーナ 都市計画法 都市公園法 あっているのかどうか 

  今日の説明会 説明がなかった 

  ちゃんとやっているか 

  建ぺい率 公園減らすなら代替公園を作らないといけない 

    

加藤：3 名からいただいた 

 

緑生土木局 岩本：代替ランニングコース 

 いつから 来年 4 月から 

 距離 1300 メートルに近づけたい 

 距離票 整備をしたい 

  

愛知県：30 年の事業期間 その後？ 

 かなり長い 施設管理 直営していた 

 民間活用 民間委託の流れ 

 30 年後どうなるか いろんな手法がある 

 決まっていない 様子を見ながら 

 現体育館がどうなるか 新体育館ができたら廃止 
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 一定期間は並存かも 

 いつ廃止 決めていない 

 4 年間あるので考えていきたい 

  

総務局：現体育館どうなるか 

 今ある場所 特別史跡エリアの中 

  名古屋市として、名古屋城跡保存活用計画 

  二の丸御殿、ぶこ屋敷 

  今後発掘調査を行ったうえで有識者 

 知事と市長が仲良くない→しっかり連携して対応していきたい 

  都市計画法、都市公園法 

  名城公園北園 ３１メートル規制 

  適用除外を受ける必要がある 

  名古屋市としても行いたい 

  都市公園法 位置づけや利便施設 様々位置づけが必要 

  利用者 安全、使いやすさ 対策が必要 

  名古屋市も検討 

  

加藤：高さ 41 メートル 31 メートルまで 

 法律を守りながら作っていきたい 

 2 巡目 

   

西区 中本：道路のこと 

 西区に移った 名城 ファミリーマートから野球場 

  みんな車をとめる 20 台くらい 

  すれ違いができない 

  体育館ができるとき 削って車のすれ違いできるように 

  土を捨てに行く 城北自動車学校 車を停めている 

  150 種類くらいの花 うどんこ病になった 

  待機はどこかでやって 

     

西区 鈴木：現在の県の体育館 跡地 二の丸御殿を考えている 

 具体的な計画はたっていない？白紙？ 

 水泳教室、子どもに教えている どうなるか 

 自転車天国年間 500 円 どうなるか 

 野球場 新しくわけてやる 

 ナイター設備がある 

 今回新しく ナイター設備ができるのか 
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西区 ひらで：道路 

 名城プール 四季の園 代替施設がご説明なかった 

 花 なくなるのは残念 

 愛知県体育館 スポーツの場 年間 20 万人 どうなるか 

  野球場 駐車車両 今でも道路 両側びっしり車 

  すれ違いがしにくい 

  日曜日 子どもがいる際危ない 

  駐車禁止にしては 

  代替駐車施設 

   

総務局：野球場 駐車場通行の障害 

 北側道路 土日は開放している 車は止まっていると認識 

 北園周辺道路増加 渋滞対策 課題だと認識 

 愛知県、県警 関係者と相談したい 

  

愛知県：発注者は県 

 工事業者 しっかりご懸念伝える 

  

加藤：拡幅までは考えていないが、対策はまだ 

 ご不満はあろうか 

 

総務局：現体育館跡地 

 まだ白紙か？ 保存活用計画 空間をしのべる整備 

 具体的には決まっていない 

  

加藤：史跡としてふさわしくでいいか 

 

愛知県：プール 

 新体育館にはプール計画がない 

 現体育館作った時 周辺プール少なかった 

  名古屋市 整備した 

  民間 増えた 

  愛知県体育館 プール使命が終わった 

 

加藤：屋外のプールは市か 

 

スポーツ市民局：ひらて様から質問 

 名城プール廃止 代替施設は？ 

 スポーツセンター温水プール 
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 夏を感じて泳げる 魅力がある 

 天候に左右されず 児童用プール 

 近くのスポーツセンター 使って 

 枇杷島 

 

加藤：代替施設 

 自転車天国、四季の園 

 

緑生土木局岩本：ナイターどうなるか 

 スポーツ会館 1 面、洗堰 

  スポーツ会館 ナイターつける 

  洗堰 ナイターなし 

 四季の園 代替施設難しい 

  大きさは考えていない 

  機能は今後再整備しようと考えている 

   

加藤：自転車天国 

 

緑政土木局：半年 500 円 

 この 3 月に終了 すでに適切な処理、お知らせ 終了 

 気軽に自転車親しむ 

 今回を機に廃止 

 自転車を親しむことが必要か？あらためて検討 

  

愛知県：スポーツ会館 一昨年 3 月廃止 

 貴重な施設 多くいただいている 

 卓球多く活用 

 新体育館 サブアリーナその他多目的室 

 様々な規模で活用計画 

 卓球大会等も考えている 

 子ども スタジオ考えている 

 ぜひご活用いただきたい 

 現体育館 20 万人 

 新しい体育館を活用して 

 メインアリーナ サブアリーナ、多目的室 

 様々な大会 

 20 万人以上利用してほしい 

 駐車場心配 新体育館は競技関係者、車いす関係者だけ 

  一般の利用は公共交通機関を考えている 
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  利用者周知を図っていきたい 

 

加藤：鈴木さん 20 万人 

 イベントばかりではなく、スポーツ拠点 

 水泳教室 

 立派な体育館 日用使い 

 教室などを開くことはあるのか 

 

愛知県：教室等 現体育館スポーツ利用 

 管理者がいる 

 運営者が変わる 新運営者が考える 

 示せるものがない 

 しっかり考える 

 

加藤：見るスポーツだけじゃなくてやるスポーツ 

 そういった要素 残っていく？ 

 

愛知県：見るイベント 

 するスポーツ 様々な施設を設けたい 

 運営 今の団体と 

 

加藤：花づくり 

 

愛知県：工事車両 周知したい 

 心配な点 

 

加藤：痛めつけないで 

 3 巡目 紺色 

  

西区 近藤：新体育館 事業計画 まったくわからない 

 イメージ図 

 隈研吾だけ 

 事業計画 大相撲１１０００席 バスケ フィギュア 

 どんな目的 収益 今の話の中で 

 「プールはなくなる しかしスポーツ教室今後考える」 

 どういう 

 今７０００人→１７０００人 

 ７５０万人 ２０年後５０万人ほど減る 

 事業計画大丈夫か 
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西区 寺崎：子どもの広場について教えて 

 就学前の子ども、家族で満員 

 面積はどれくらい変わるのか 

 図 半分以下？ 

 都心部で安全して暮らせる貴重な場 

 北園 大きな見直しをしたい うれしい話 

 都心 安心して遊べる広場 拡充計画あるのか 

 屋外ステージ フラワープラザ 段  

  

北区 西尾：子ども広場 野外ステージ 

 バンド 野外ステージ借りたい 問い合わせ 

 「西側住宅近いのでできません」 

 機能しない 真ん中に持ってこないと 

 芝生がある 子ども広場縮小なら つぶして 

  変更していただきたい 

 名城プール  

 スポーツ会館 武道をやっていた 

 一切代替がない 問題ではないか 日本の文化を守るため 

  

加藤：事業採算性 愛知県 

 スポーツセンター 合わせて 

 子ども広場、名城プールは市 

 

愛知県：事業計画が不明確 

 イメージ図だけ 

 ５月契約した 詳細設計を進めている 

 県のホームページで情報提供したい 

 最大１７０００人 規模 バスケ国際基準が１５０００人 

 プラスアルファ 

 愛知県人口減っていくだろう 

 新体育館 いろんなイベントに使える 最先端のＩＴ技術 

 事業者は申している 

 様々なイベント 収益を上げたい 

 ＰＦＩ事業 民間に任せる 

 愛知県としては施設の整備 一定負担 

 残りは事業者 魅力的イベントを誘致 

 プール整備は考えていない 

 武道 弓道は別の施設で 
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  柔道剣道は使える 

 

緑政土木局：子どもの広場 

 利用状況調査した 

 未就学児 低学年 土日＋平日  

 代替施設 １４００平米→８００平米 

 滑り台、ブランコ移設 

 子どもの広場作っていきたい 

 北園整備したい ステージも利用されていない 

 もう少し調査しながら 

 再整備の中で作ってあげたい 

  

加藤：体育館が立つまでに？ 

 

緑政土木局：今後計画を考えている 

 何年度までは言えない 

 愛知県体育館ができるまでとは言えないが 

 県体育館の周り優先 

 第２順位 再整備したい 

 

加藤：代替ということ 

 全体見直しの中で変えていくということか 

 

緑政土木局：本格的な子どもの広場を考えていく 

 

加藤：プールは代替ない 

 次 

 

西区 近藤：２点 

 １点目 新体育館 集客相当見込まれている 

  今 tonarino しょっちゅう利用している 

   人が来られる 

   新体育館ができると賄えきれないのでは 

   飲食できるのか 

  金シャチ横丁 遠いので利用しにくい 

  テナント考えているのか 

 ２点目 公園樹木 コウノトリ巣 樹木をとられた後 

  どこに持っていくか 

  結構な範囲 
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東区 落合：２点 

 事業計画 体育館 多目的な利用 

 いろんな？ イベント業者 

 機材の搬入 バス  

 アクセス 事業者が使う道路は北側？東西？ 

 希少価値のある広域避難場所 

 久屋大通公園 ＰＦＩ トイレ貸せない、 

 施設の中入らせない 

 携帯充電できない 

 ビルの中一時避難 

 栄 防災協定が結ばれていない 

 名古屋市、愛知県 防災基本計画 示して 

 帰宅困難者 １万人 地域の人と連携して 

 生き残れるか 

 名城地下鉄の駅 地下通路 

 バリアフリー対策 

  

西区 後藤：四季の園 素敵な彫刻作品 

 移転されるか 

 いろんなところに彫刻ある 

 広域避難場所  

 防災拠点 計画しているのか 

  

加藤：３人で区切る 

 

愛知県：飲食 

 イベント 来場が見込まれる際 体育館の中 

 飲食出店 滞留する時間もある 

 混雑緩和 

 樹木 野球場をメイン 樹木の伐採ある 

 どれくらい残せるか精査 周囲配置できるようにしたい 

 イベント開催時 関係者の駐車場どこから 

  基本的には北側 

 防災、避難場所 ご心配 

  新体育館 中 １万人があふれることはないと計画 

  一時滞留 最低限の備蓄を考えている 

 バリアフリー 地下通路を設ける際、地上 

  エレベーターを用意いただけると聞いている 
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  2 階デッキ 車いす利用できる 

 

緑政土木局：散歩等彫刻 

 移設を計画 寄付でいただいたこともある 

  

緑政土木局：バリアフリー 

 県から答えた 

 認識している 大津通渡った 1 か所、東側にも 1 か所エレベーター予定 

  

総務局：防災 県からもあった 

 地域防災計画 名城公園は広域避難場所位置づけ 

 消防、自衛隊の活動拠点 

 スポーツ会館跡地野球場 担えるのではないか 

 全体で防災機能確保 調整したいい 

 

加藤：民間になったら防災いれんよはないよね 

 

愛知県：現体育館 指定管理 

 基本的には同じ考え方 

 

加藤：防災拠点としては安心して利用して ご理解でいいよね 

 そういう契約がされるか 

  

愛知県：新体育館 疎外はしっかり 

 そとからの受け入れ ちょっと考えていない 

 名古屋市と活用 考えていきたい 

  

緑政土木局：tonarino 足りないのでは？ 

 県体育館 テナント的考えている 聞いている 

 具体的に上がっていない 

 再整備考えている 

 tonarino 民間 事業性 

 

加藤：30 分までにおわらせないと 

 

東区 内田：今日の説明会の在り方について 2 点お尋ねします。 

１点目 今週 27 日にも新型コロナに関する緊急事態宣言が愛知県内に出ようとしている現

在、どうして平日の夜に会場のみで説明会を行ったのか 

こんなに質問が多数あるのに４０人程度しか来ていない 



14 

 

どうしてネットで説明会をしなかったのか 

みんな感染防止のため二の足を踏む 

19/8/4 8/7 タウンミーティングにも参加したが多数参加があった 

 非常に盛り上がった記憶がある  

部長は挨拶で「意見交換に慣れていない」 

それこそネットで意見交換できる場が必要だったのではないか 

愛知県前回来なかった 今回初めて見た。 

 以前このようなことはあったのか 

 今回は名古屋市が主催 

 今後愛知県主催での説明会を予定しているのか     

  

西区 奥田：横断的なテーマ 

 市民の憩いの場 多くの人が使っている 

 新しい体育館を建設 

 イベント開催するにあたって 

 一時的な体育館の言及は多い印象 

 利用者にとって、土日 平日も含めて日常的に利用する場 

 家族 名城プールも含め 子どもの広場も含め利用している 

 今の体育館 スポーツ教室 未定 

  屋内プール 作る予定はない 

 もっとイベントイベントではなく、日常的に市民が利活用できるようなサービス 

 スポーツ教室の開催 

 新しいプール計画は実現可能かわからないが 

 市民がどういうふうにうまいサービスが利用できるのか 

 代替施設の話 考えてほしい 

 例えば子どもの広場  

  子ども連れ、家族連れ 

 住民の継続的に公園を使って楽しいな 

  計画 視点でやってほしい 

 意見になる 

 名城プール撤去 非常に残念 

  現在スポーツセンター 全然意味合いが違う 

  水泳を学びに行く 

  市民プール 家族がワイワイ あかちゃんから大人まで 

  炎天下 残念 

 

北区 佐藤：確認 

 この土地は国 

 建設は県 
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 管理は名古屋市 

 最終的には NTT 

 なぜ複雑か説明を 

 野球場 駐車場 まったくないのか 

 体育館 車寄せ 北側 市道の方から入る 

 タクシーもそうか 

  

加藤：開き方 最後に話をして 

 野球場の話 

   

緑政土木局：野球場 駐車場はないのか 

 多少 50 台ほどを計画 

 野球場専用ではない 

 名城公園全体の駐車場 

  

加藤：日常的な利用 

 

愛知県：イベントイベント 御不快な点 

 市民利用の観点 

 貴重な意見ありがとう 

 民間事業者にも伝えたい 

 4 年後オープンに向けて考える 

 タクシーがどこから入るのか 

 利用される人がどこで降りるか 

 車寄せ 正面、北側 

 どちらがメインか 

 大津通からもあるかも 

 愛知・名古屋のシンボルとして施設 

 名城公園内 愛知県が整備 

  

緑政土木：名城公園 そのもの 国有地 

 憩いの場 名古屋市が借りている 

 一部を愛知県が使っている 

 全体は名古屋市の公園 

 体育館 名古屋市いらない？ 

  

加藤：歴史的経緯 廃藩置県 

 名古屋市がいるのは 

 ほかにあるのなら質問用紙 
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 会の開き方 

 愛知県 説明あるのか 

 

愛知県：直接説明がなかった 申し訳ない お詫びする 

 この時期説明 

 新体育館 名古屋市と相談しながら進めてきた 

 公園施設 名古屋市を通じて市民に知らせた 

 野球場 交通アクセス 名古屋市からいただいている 

 踏まえて、事業者選定 伝えた 

 言い訳がましい 昨年度うかがっていた  

 コロナ お知らせ ポスティングした 

 公園利用者 県民皆さん 今後名古屋市と相談して 

  

加藤：おととしタウンミーティング 

 受けたまっている愛知県  

 去年開こうとした 今日にいたった 

 会議の開き方 主催者 

 

総務局：新型コロナの関係 緊急事態宣言だされようか 

 平日夜に会場で行うのは疑問 

  人が集まるところに出向きたくないのはその通り 

 昨年度説明会したかった 

  イベント基準に基づいて開いた 

 一方、ウェブ活用すべきではないか 

  準備できていない 申し訳ない 

 しっかりと伝わるよう、市の考え方、県の考え方を 

 公表したい 

 具体的にいつ まだだが情報提供の場は持ちたい 

 

加藤：去年開催できなかったが、フェイストゥフェイスで開きたかった 

 部長から挨拶 

  

部長：隠れていたわけではない 

 身近な時間多数の意見 すべてメモとった 

 円滑な進行 

 市民と対話しながら事業計画 

 今日が集大成ではなく道半ば 

 続けて職に 

 引き続きスタイル名古屋市で 
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 ネット中継 ご意見を承った 

 地域の見える関係で積み上げる 

 同時に多くの公園利用者 昨年 2 回目をしたかった 

 ホームページ上の公表のみ 慙愧の念 

 受け止めたい 

 総合調整部か 名古屋市役所として 道路、公園、スポーツ 

  建築、防災、 

 調整会議を内部で持っている 

 愛知県 議事録 精緻として 

 事業者募集 要求水準書書き上げる際にかなりの部分反映されている 

 残念 100 点ではない 

 30－50 点 

 広域行政 

 地域密着 公園部局 

 ほかの部局 

 すべて 100 点満点ではない 

 議事録作って対処するように 

 お約束 締めのあいさつ 

 工事期間 アジア競技大会 継続性 

 形を変えてどうかよろしく 

 ありがとう 

   

加藤：私は終わり 

 

司会：コーディネーターありがとう 

 会場ありがとう 

 座席記入 出口で回収する 

 発言できなかった 多々ある 

 配ったアンケート 回収箱 

 入れていただいて 

 これをもって説明会を終了 

 なるべくエレベーターを使わず階段を使って帰って 

  

 お身体の不自由な方は無理せず 

     

 


