
180128 名古屋城説明会 

300 人 

10：01 

築城の歴史 原さん 

名古屋市、竹中説明 

その後ご意見・ご質問を 

市長の総括 一言 

終了 12 時 30 分予定 

河村市長 

 皆さま来て頂きありがとう 

 車いすの皆さま 来て頂きありがとう 

 品のない男 

 有松絞 30 万人くらい来たのではないか 

 大分県 それはいいもの 

 鳴海、知立 ぜひやってくれ 

 それから始まった 

 東海道ナンバーワンのお土産  

 悲しい歴史、楽しい歴史 

 尾張藩の長い歴史が築かれた 

 空襲で全部焼けてしまった 

 実測図を残してくれた 

 徳川美術館から話が聞ける 

 オールオアナッシングではなく、解決策がある 

 よく来て頂きサンキューベリーマッチ 

10：05 

原史彦 

 築城の歴史 400 年の歴史 

 飛ばし飛ばし 

 早口 手話がついていけない 

 ＢＧＭを消しました 

 スライド中心に話を 

 写真 徳川慶勝  

 お城として機能としていたときの写真 

 明治維新後、廃城になったときの写真が多い 

 徳川慶勝 200 枚＋その他 200 枚 

 殿様しか入れない場所も撮った 



 めちゃくちゃ資料が残っている 

 二の丸御殿の写真 

 一番はじめ 江戸時代になってから 

 松平忠義 初代国主 4 番目の子ども 

 中心は清洲城 

 一部残っている 

 本来この人の子孫が尾張の殿様になるはず 

 28 歳で死亡 断絶 

 弟 9 男 義直  

 関ヶ原の直後生まれ 満 7 歳 

 政治はできない 

 平岩親義 最高権力者 

 着任祝いのパーティーを無視 

 私と家康は同格 一緒に酒を飲むのは無礼 

 一統体制を築く 

 清洲城 物流の中心は川 五条川を押さえる 

 難点 すぐ洪水が起きる 

 山下 移した方がよい 

 一つは名古屋 

 一つは小牧 

 一つは古渡 

 本拠地を移してはどうか 

 家康は 1609 年にここ（那古野）を選んだ 

 縄張り（設計図） 

 西国・北国 20 国に天下普請 

 部下の役目 委託ではない 

 今はお金をやる 当時は人件費も材料も自腹 

 1610 年 石垣工事開始 

 城下町ごと清須を移す 清須越し 

 都市を丸ごと移す 

 日本でもまれに見る一大プロジェクト 

 豊富な資料 図面がいっぱいある 

 設計当初からの図面が残っている 

 どこの石垣を分担書いた 

 前田 134 万石  

 合計 638 万石 



 1000 石 1 人働き手を出せ 理不尽なもの 

 計算上 6380 人 

 実際の動員数 約 20 万人と言われる 

 規定通りやっていない やる気ないと言われる 

 文句が出る 加藤清正、福島正則、池田輝政 

 1 回やればお休みルール→耐えられない 

 江戸や駿府城 仕方ない 

 名古屋 側室の子ども 

 我ら再三要請させられた 

 加藤清正「うかつなことを言っているのか。謀反すればよい 

 そんな気がなければ工事を完成させろ」 

 家康の耳に入っている 

 駿府城 「文句言っている奴が多いよね」 

 城に帰って、堀を深くして、塀を高くして俺が行くのをまて 

 20 万人を集めてすぐに名古屋城ができた 

 今も昔も変わらない 

 瀬戸、小牧、篠島などから石を切り出す 

 未だに穴が開いている 危険な場所 

 小牧岩崎山 

 加藤清正が 1 人で築いた 

 「天守台の石垣 加藤家が受けおう。朝鮮攻めで受けた技術 人に見せないように 

 まわりに幕を張って積み上げた」 

 四隅の石垣 清正の重臣の名前が彫ってある 

 特に人気がある。巨大な石を家臣だけでやるわけではなく、綱を架けて、 

 ジャニーズ系のイケメンを乗せて、自らも石の上に載る 

 店で売っているものを与えて「食べたものは石の綱を引け」 

 お祭り あっという間に 

 踊り 足で踏み固めた 

 面白いことをした 

 車軸火鉢 荷車を火鉢に転用した 

 たぶん偽物 ちなんだものが売れた 

 他に 19 家いるのにかわいそう 

 加藤清正銅像がある 

 1 つの城に 2 つの銅像 

 殿様の銅像 16 人にて 1 つもない 

 国内にもない 



 普請担当銅像があるのは名古屋城だけ 

 変わった城 設計図がある 

 今も残されている 第一次設計図 

 かつて多門櫓があった 

 姫路城多門櫓 屋根がかかっている 

 西にも櫓を築くはずだった 

 多門櫓は築かれなかった 

 南も築かれなかった 

 現在 小天守北側から 

 南小天守西に入口 

 西側に小天守 

 第一次設計図取りやめた 

 第二次設計図 小天守がなくなる 

  枡形に変更 

 第三次設計図 北西枡形に 

 第四次設計図 西やめ 堀に 

  小天守入口は西から 

 第五次設計図 現状 

 設計変更した 

 すばらしいもの 

 図面上だけか？ 

 小天守 通路を埋めた後があった 西側 

 西側 当初のプラン 入口をふさいだ跡がある 

 最初のプランが全てではない 

 なぜ？福島正則の書状「石垣が下がった」 

 本丸北側の石垣が崩れてきた 

 地盤が弱かった 

 御深井（おふけ）低湿地 

 地盤が弱いところ 

 急勾配になる 

 もともとは 6 メートルくらい土地を積む予定？ 

 西からの出入りをやめた 

 工事をやってみないとわからない 

 現場の職人が対応した 

 設計図面を引き直した 

 いろんな書状 公文書が残っている 



 優れている城の一つ 

 空襲で焼けた写真 

 加藤清正 天守台築いて任務完了 

 わずか 3 ヶ月で完成して帰国 

 その後 1 ヶ月で石垣普請が完了 

 上の建物は徳川家が作る 

 普請 土地を改変 堀、石垣 

 作事 建物を作る人 徳川家による工事 

 中井正清 天守や本丸御殿を作る 

 天守に内住まいなし 

 天守には人は住まない 軍事拠点 

 とにかくとっとと作れ 御殿は後回し 

 1612 年完成 御殿 1614 年完成 

 なんでか 姫路城 駅の真っ正面に城がある 

 脇から見ると狭まった形 南からが正面 

 名古屋城側面 西 破風 正面は西 

 城下に側面を見せている 

 西方への防衛戦 

 濃尾平野では名古屋城 西に向けて威圧 

 シンボリックな建物を 家康の指示 

 示威的な建物 

 1615 年 大坂の陣で落城 

 はるかに大きな名古屋城を作ろうとしていた 

 家康死去で中止 

 本来名古屋城は日本最大の城になっていたはず 

 名城公園 風雅な建物が建っていた 

 城 櫓を作らずに書斎を置いた 涼を迎える建物 

 自然公園 本来石垣を築く 

 二之丸北部は未完成 

 西からの脅威がなくなった 

 櫓を作る必要がなかった 殿様の趣味の空間 

 本丸、西ノ丸、御深井丸は将軍家からの預かり空間 

 尾張藩主といえども自由には入れず 

 幕末良勝 御玄関は将軍専用 殿様でも横から 

 名古屋城天守 3-4 番目 

 駿府焼ける 江戸城焼ける 大坂城焼ける 



 日本最大の天守  

 安土城 姫路城 松本城より大きい 

 櫓 他の城の天守級 

 純金 227.1 キロ 11 億 3500 万円 

 名古屋の自慢 12 代藩主 金城主人 

 木造天守を壊さずに石垣修理 

 金鯱改鋳 純度下げる ごまかしがきく 40％に 

 金鯱が光らなくなった 金網をかける 

 重宝される名古屋城部材 

 心木 千歳棗 最高級 

 道具がある 火箸 借金返済 

 名古屋城部材 金はないが道具を作って「1 億円相当」借金返済 

 天守が残り、金のしゃちほこ 

 1000 円すればよいもの「名誉なこと 大切なもの」 

 地下の井戸 ここの水をくんで書いた絵 

 名古屋城ビジネス 

 明治 4 年 金鯱がなくなる 見世物になるが戻ってきた 

 その他は徳川美術館で聞いて頂ければ 

  

11：05 

名古屋城 渡辺 

 資料に基づき説明 

   

11：18 

竹中工務店 末永 

 ＣＧ 

 説明 

11：50 

名古屋城総合事務所中野 

バリアフリー 

11：53 

11：55 

名古屋市 館：職員紹介 名古屋城 西野・渡辺・岩本・中野・村木・蜂谷 

  竹中 谷村・末永・相川・西澤・片庭・飯田 

   

時間 30 分ほど 



御 1 人 3 分 2 項目以内 

3 項目以上 アンケート用紙にご質問を 

市長はまとめてコメント 

川島：完全復元賛成  

 仕事 一級建築士 確認申請質問 

 １ 文化財建造物 建築基準法規制いかがか 

   3 条 1 項 4 号 復元 昔あったもの 受けないという理解 

 ２ 経済性 コンクリート 工学 150 年-200 年 

   法隆寺 1300 年 竹中 100 年ごとに修理 

   コンクリートで作り直す 木造の建築物 どちらが優先するか 

     

熱田区：おおや 

 賛成 40 歳 子ども、孫 魅力のない街 

 憤りを感じている 

 名古屋城ができて、年月を経れば来場者が増える 

 名古屋市全体の魅力 名古屋城木造建築とともに、名古屋港や熱田神宮とどうつなげる

か 

  

昭和区：辻 

 バリアフリー検討 今ある名古屋城 せっかくだから背負子抱えて 

 いろいろ電動車いすいる。かなり急勾配 

 今の名古屋城名市大 それこそ担げるか検証 

 バリアフリー検討会 非公開か 私たちわからない 

 何とか学園 「捨てました」「覚えていない」 

 世界中の人が見える形で進めて欲しい 

  

館：１ 建築基準法、経済性 

名古屋城蜂谷：国宝指定された 昭和 7 年全体 

 3 条 1 項 4 号 あったもの 建築審査会の同意を得られれば可能 

 昭和 27 年 天守閣はなかった 

 昭和 7 年指定引き続いている あったので法 3 条が可能と考える 

     

名古屋城渡辺：コンクリート 150 年 木造 1300 年 

 木造を修理する 経済性も配慮可能、効果がある 

 木造をより大事に持たせたい 

 ※計算していない 



館：2 人目 魅力 

名古屋城西野：ありがとう 

 多くの観光客が来て頂いている。拠点 熱田や港とつながっていくことは重要 

 戦略を持ちながら、堀川とつながって港 

 メーグル バスもある 

 清須から有松・桶狭間を攻めたルートを案内したい 

 ストーリー重視 

  

館：3 人目 バリアフリー対策 検証、検討会議を公開できないか 

名古屋城中野：背負子の検討 安全性、恐怖感の懸念 

 実現可能性も含めて十分検討 

 市長と相談して実現できるのか 

 庁内での検討会議なぜ非公開か 

 内部の会議 十分尽くした上で方針を決めた上で公開 

 現段階では非公開 

  

館：他に質問がある人 

天白区高田：なるほどなとは思ったが、博物館に展示をすべき内容 

 木造復元してもわからない 

 歴史博物館で展示してはどうか。 

 殿様もほとんど入らなかった。月 2 回 掃除のため 殿様は一生で 1 回 

 殿様もイヤな中身 ちょっといかんのではないか 

 姫路城は実物 

 「竹中が作った」といわざるを得ない 

瑞穂区林：娘は言葉で表現できない 

 目で表現している 代わりに話す 

 新築 娘の小学校でも話題に 

 河村市長 通常の学校でも話 

 私は登れるのだろうか 天守閣で 

 3 分間スピーチで 

 見栄えを崩さずにエレベーターを付けては、ベビーカーは 

 3 年でエレベーター付けた 

 エレベーターを付けたことで先生も抱えることなくクラスメートとともに本を借りれる 

 徳川家康、真田幸村が好き 

 いま、ユニバーサルデザインがでているが、分けない 

 様々な人が訪れることができるように 



 名古屋市が先頭に立った取り組みを 

 目の合図で原稿を書いている 

 いいと言っている 

 様々な人達が名古屋城には入れる設計を出して欲しい 

 抱えて上がるのはいやがっている 

 電動車いす 

 人工呼吸器 下ろしてチェアリフトもできない 

 全国に数百、数千いる 

 ぜひ訪れて頂けるような名古屋城を 

  

瑞穂区 尾崎：いろいろ歴史の話はわかる 

 竹中工務店も苦労している 

 100 分の 100 の模造品を作る感じ 

 宣伝と実際が違う 口だけ 

 同じようにつくる 

 400 万人 1 分間に何人通るか 

 急な階段 不可能 事実できる 

 名古屋の恥になるのではないか 

 今までも天白、瑞穂区 説明会 障害者、高齢者どうすればよいか 

 市長が「担げばよい」旗振りするならごまかし 

 危ないように作らないと恥 

 会場意見 名古屋の認識がいいイメージ持っていない 

 市とか市長 発言しているから 実際魅力がないのではなく、ないように働きかけして

いる 

  

館：1 人目 博物館として残すべき 

 殿様ものぼらなかった 

西野：天守閣の説明 構造や石落とし 本来の天守の役割、どういう建物か 

 説明などをしっかりしていきたい 

 今ある天守閣 博物館相当施設 

 作る天守は博物館ではない 収蔵施設を別途設ける予定 

 殿様は 1 生に 1 度 認識しているが、イヤだったかは不明 

 天守閣自体は大きなシンボル 深く残っていた 

 戦争で焼けた 昭和 20 年 天守台だけ 

 寂しい 市民の熱い思い 昭和 34 年に復元した 

 そういう意味で価値がある 耐震性、老朽化 



 市も検討 アンケートを採った 

 史実に忠実に復元したことを伝えることで注目してもらえる 

  

館：発言中に発言はおやめ下さい 

 ２人目 バリアフリー 

名古屋市：ユニバーサルデザイン、バリアフリー 

 様々な人達に喜んでもらえる 

 3 月までに方針決定する 

 私は天守に登れるのか→検討して 3 月に結論 

館：3 人目 模造品ではないか 

 現代工法も使う 

名古屋市渡辺：たくさんの資料が残っている 

 基づきながら復元する 

 その中で姫路城運用を踏まえて参考にしていろいろ検討する 

 木造復元 博物館として使われている 

 真実性の高い空間 本来の機能を伝えることができる 

 実際の機能を知って頂く 本質的な価値の理解の促進 

 本来の姿を知らせることができる 

館：あと 3 人 

  

東区 落合：名東区に参加 

 稚拙なので発言恐れ多い 

 名古屋城復元 歴史にはマニアックではないか 

 なぜ名古屋城を復元しないと行けないか 

 加藤清正 あの人は朝鮮征伐 中国取引  

 朝鮮半島侵略者 私たちは郷土英雄視 未来志向なら、 

 戦争の復興しました 今の名古屋城を復元しました 

 今の名古屋城を守ることで、アジアを支える 

 そういう行政に立ち返って欲しい 

  

江南市 大藪：市外の立場から 

 名古屋城  

 犬山城の麓で産まれた メインストーリーと世界に発信を 

 犬山城再建 ＤＭ，ＦＭラジオ 

 制限があるかもしれないが、城下町にたくさんの人を集められればよい 

 ぜひ世界に誇れるような映画のロケ しつらえなどよい 



 さらに、マネーメーク 名古屋城グッズ 

 市民の前向きなアイディアを 

 楽しい名古屋城再建、城下町の再建を 

 市外の立場から提案 

昭和区浅野です：せっかく復元されるのなら、電動車いす、 

 高齢の人達が見れるようにエレベーターを付けて欲しい 

館：なぜ復元 戦災復興の象徴とすべきでは 

名古屋城西野：名古屋城は名古屋市民にとってシンボル 

 重要なものと認識 

 今の天守は放置できない 木造復元にした 

館：近隣の城郭と連携、楽しく 

 市民のアイディア 

  

名古屋城西野：犬山城 入場者増えている。街も整備 

 これから検討 

 スタンプラリー 他城郭と連携 

 3 月 29 日 金シャチ横町 そこまで大きくない 

 城下町の雰囲気を 金シャチ横町ならでは イメージを 

  

館：車いす 

  

名古屋市：喜楽に登れるように 

 史実に忠実 基本方針 バリアフリーなど様々な人に喜んで頂きたい 

 検討して頂いている 

 3 月末までに 

  

館：12 時半を過ぎた 最後に 1 人 

会場：拍手しない人がいる 

 反対意見、賛成意見 まとめている人 

 大賛成 2 割 大反対 2 割 

 おおむね 6 割が様子を見ている 

 将来 未来に向かってどんな発言があり、どんな意見があり、 

 解体修理しながら 

 作りながら解体する 

 エレベーター 規模がでかい 

 例えば本物 復元をした段階で、どこのところを解体して 



 エレベーター 工夫をした 

 何十年間解体修理しないと行けない 

 提案 20 年 30 年東南海地震が来る 

 熊本城のようになっては困る 

 天守閣の下を地震にどう対応するか 

 焼けた石垣は修復が必要 

 反対の人が拍手しているが、執着のためにどう反映されるのか 

 6 割の人ができればよいと思っているはず 

 回を続けて欲しい 

館：名古屋市から 

名古屋市渡辺：解体修理 記録に残してはどうか 

 今後史実に忠実に復元するが、どう付加要素 地震 

 現代の中で検討状況 どうだったか記録に残す 

 平成に何をしたかはそのとおり 検討する 

 石垣現状 調査をしている どういった状況か踏まえながら、 

 来場者の方に安全対策検討 

 検討内容によっては、どうしていくのかは記録に残す 

  

12：37  

館：時間が過ぎたのでこれで打ち切り 

 アンケートを書く 

 後日回答し、ホームページに載せる 

 市長から総括 

河村：年くった 危ない 

 よう来て頂いた 

 ２つ 木造やるかどうか 

  バリアフリー 

 １の問題 何遍もしているが、市長選挙やっている 

  私は早期復元、木造復元とはっきりした 

  木造ストップ出られて６０％賛成 もう少し多い 

  みんなでやろうといって 民意が示された 

  長いこと名古屋に住んでいるが、空襲を受けここまで復興した 

  某自動車会社 納税額がトップ 

  シティオブドリームス   

  死んだお袋 涙がこぼれた 

  たまたまではないが、図面がある 



  本物の尾張名古屋 

  江戸時代に大きい城はなかった 誇りを持っていた 

  都市は忘れてはいけない 

  絶対的に反対 

  一切自己顕示欲はない  

  私利私欲はない そこははっきり言っておかないと行けない 

 2 つめ 背負子も言ったことがある 

  近代技術を加えてできるかもしれない 

  車いすそのものが動けるかもしれない 

  大学の先生と検討 

  ドローン技術 言う人もいる 

  簡単ではない 

  専門メーカーにどうだと言った 簡単ではない 

  皆さんに喜んで頂けるもの 知恵がある 

  今の立場 

  長時間よう来て頂いた サンキューベリーマッチ  

館：会場からの発言はおやめ下さい 

12：42 

会場：私利私欲の塊ではないか 

館：誠にありがとうございました。 

 

 


