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21/8/27 北文化小劇場 

 

70 人くらい 

 

18：56 

加藤：県、市と限られた時間の中で意見を頂戴したい 

 水先案内人 

 早速入っていきたい 

 30 分くらいしかない 

 うまくいって 7－8 人、通常なら 6 人くらい 

 移転工事について 

 気になることはある 

 関連工事  

 

会場：24 日あった質問と答えを聞きたい 

 

加藤：いろいろ意見があった 

  

会場：同じ質問があってもしょうがない 

 

加藤：数多くの人から質問があった 

 斟酌して 

 

総務局：当時の議事メモ 

 完全なものはない A4 で 2 枚 

 1 時間強意見交換 

 現状 損なわれるもの 

 ランニングコースの配置換え 

 外周コース→両方残す 

 自転車コース、長期利用→返済している 代替機能はない 

 体育館の跡地→更地 名古屋城保存活用計画 しのべる 

 児童公園 小さいのではないか→さらに周辺検討 

 工事期間中車両→適切に 

 事業計画 多目的ホール イベントイベント？→事業者と今後相談 

  サブアリーナ 利用に配慮 

 会の運営 ネットで中継 できる限り 

  向かい合って意見交換 
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 重複しているもの 

  名城プール廃止について→代替はない スポーツセンター 

 今の同一の観点 

 時間を尽くせない 紙でいただいたもの 

  ホームページにあげたい 

 災害の避難場所 久屋大通→事実関係調べ切れていない 

  広域拠点避難 愛知県 事業者と協議 

   

加藤：漏れがあるかも ダイジェストはそう 

 

19：07 

大府市 鈴木：対話 せわしい 時間がない 

 時間がない状況を作ったのは事業者 

 市民県民の皆さんが納得するだけの時間をかけるべき 

 全体の工事費 いくら 

 費用対効果 建物を作ったはいいが、維持管理 財政は 

 去年 3 月 30 日 市民の声を聴いて署名提出 

  スポーツ会館 延長を求める 

  施設の機能 新体育館 残して→知事には見せない 

  「私は知事だ」 

 声を聴くという姿勢をもって 

 引き続きミーティングを 

  

昭和区 尾形：緑が半分なくなる 

 四季の園 どこに移転するのか 

 自転車天国営業終了 レーンは残るのか 

  

西区 たかせ：交通問題 

 新体育館 駐車場整備 どう考えているのか 

 北側道路 11 時から無料駐車場 

 西側抜ける橋 狭い 

 導線 無料駐車になるのか 

 現在駐車多い 

 西区 橋 使う 

 拡幅はどう考えているのか 

 愛知県警に問い合わせたら「公安委員会」 

 橋から 10 メートル 駐車がなくなった 遅い 
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 一切取り上げてもらえなかった 

 計画 概要できた どう考えているのか 

  

加藤：大府 愛知県から 

 

愛知県：事業費 ご質問 

 新体育館 ざっと 400 億円程度の建物 

 民間事業者運営 利益出てくる 

 県の負担は 200 億円 

  

緑政土木局：緑を残したい 

 自転車レーン ランニングコース 

 気軽に楽しめる施設がなくなってしまう 

  

総務局：駐車場 

 野球場北側道路 活用されている 

 土日開放している  

 イベントも含めて近隣道路増加想定 

 駐車対策 交通対策 課題 

 今後 愛知県、県警と相談して整理したい  

  

会場：駐車場は 

 

愛知県：専用駐車場は想定していない 

 現在の体育館もそう 

  

会場：片側一方通行は 

 

総務局：具体的に考えているわけではない 

 

北区 伊藤：2 つ質問 

 ランニングコース 代替も舗装路か 

 工事車両進入 tonarino 北 地下鉄乗車と重なる 

 距離についてはどの程度か 

  

西区 石田：ステップ２ 四季の園 

 ごく簡単に 11 月ごろまで利用できる 
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 11 月いっぱいまで利用できるか 

 日にちをはっきり  

 

北区 梶原：自転車の子ども利用 

 現在の体育館の近くに作れないか 

 地下通路 体育館の中までいけるか 

  

南区 西浦：3 つ 

 工事計画の説明 前提となる話がない 

 都市計画の中で名城公園 どうなるか 

 どうして何も説明がないか 

 都市計画の審議をしないといけない 

 名古屋市が管理者 愛知県が借りる 

 PFI 県議会、市議会 どういっているのか 

 400 億円 議論しているのか 

 運営、設計 民間に移動すればチェックできない？ 

 名古屋城二の丸体育館 利用計画 何も決まっていない 

 愛知県との関係 法律どう考えているか 

 

北区 西野：プールの件 

 代替がない 県体育館にもプール 名城公園プール 

 マイナスだけ 

 ほかの野球場 移転する 

 やめちゃう基準 相談できるのか 

 場所 野外コンサートのところ バンド借りたい  

 住宅があるから 大きな音出せない 

 スペース 移転するスペースはある 

 ぜひ市内の市民プール 室内プールに移行している 

  

加藤：ランニングコース  

 

緑政土木局：距離 現在 1.3 キロ 同じくらい 

 9 月終わりくらいから工事 

 舗装 ランニングは土 

  歩く 舗装→同じように 

  距離は変わらず 
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加藤：進入路 

 

愛知県：工事車両入る 

 基本的には北側から入る 

 一時的に tonarino 北使う 

 誘導員立てる 

  

愛知県：四季の園 工事について 12 月あたり 

 11 月末までは使える予定 

  

加藤：体育館の近くに 

 

緑政土木：地下通路 名城公園 2 番高さから、名城公園 

 いったん地上に上がってから体育館に入る 

  

緑政土木：自転車天国 

 体育館の近くに作れないか 

 計画区域内なのでそれは困難 

  

加藤：プール 屋外ステージに屋外プール？ 

 

スポーツ市民局：廃止 

 昨年度 13000 人 

 施設自体プールは古い 平成 7 年改築 26 年 比較的新しい 

 ご利用いただいている人 心苦しい 

 廃止については愛知県体育館 新しくなる 

 ご理解いただきたい 

 プールの代替 夏の感じて泳げる 

  天候に左右されずどの季節でも利用できる 

 練習用プール 幼児用プールも 

 お近くのスポーツセンターの温水プールを 

 野外コンサート  

 近くに区スポーツセンター 温水プール 

 冷水プール 新設するのは厳しい 

  

会場：壊さなければいい 
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スポーツ市民局：意見は理解できるがちょっと 

 

会場：改善する場ではないか 

 防火用水の話は 

  

スポーツ市民局：手元にない 

 

会場：消防局がうんといえば終わり 

 避難所 事業者 NTT が認めない 

 ほかも見てわかる 

 主導権は愛知県か名古屋しか 

  

加藤：防災の話 前回も出たが、大きな課題 

 防災機能を持たせるのは方針として大きく上がっている 

  

総務局：避難拠点 

 愛知県などと調整したい 

  

加藤：時間ばかり気にしても 

 8 時で終わる お許しください 

 南区の方  

  

総務局：市議会のはなし 

 都市計画とのはなし 

 現体育館 

 都市計画 基準の中に適合 調整する 適切な手続きを 

  新体育館 観覧所設置 特別用途地区 

 単年度予算 議決 議論されている 

 現体育館 二の丸活用 

  かつて名古屋城の一角  

 

加藤：十分な回答 

 撤去工事、移転 

 意見を聞く場があるのか 

 どうしても 

  

相互調整部長：さかい 
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 活発な意見 

 気づいていない点 

 周辺交通対策 事業者も決定した 

 道路管理者である名古屋市 愛知県警 

 どういう影響があるか検討 

 学院さん誘致 答えがない 

 住宅都市局が誘致 

 こういったことがないように 

 期日について明確にいえない 

 事前に告知して 

 こういった形でお話ししたい 

 2 年前、3 年前から進めてきた 

 決まったこと 意見を言っても通らないことが増える 

 周辺計画 決まっていないこと 

 あらためて個別 面談 窓口に 

 大きな席で皆様に 

 意見の質 個別に向かい合って 

  

会場：議会は 

 

関連事業：愛知県は議決している 

 名古屋市緑政土木代替工事は要求して通っている 

 今後要求するもの 

  

総務局：工事に関連のある部署 

 防災 

 都市計画 気配り 

 庁内の検討会議 住宅都市局 交通 

 文化財 

 内部 すべてペーパーベース 課題解決したい 

 どうかご理解ください 

 

加藤：限られた時間 心残り 不満 

 緊急事態宣言  

 今日が最後ではない 

 工事に入る 節目を迎えた 

 その際に気になる点 ご意見頂戴しながら 
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 ペーパー頂戴 

 進め方十分ではなかった お許しください 

 司会に返す 

19：40 

 

司会：ありがとう 

 座席表、アンケート書いて 

19：42  

 

 


