
18/10/21 名古屋城シンポ 37人 

（名古屋市民オンブズマンメモ） 

 

ビデオ 

 復興天守 

  

森 

 住民監査請求人の代表 

 「名古屋城天守の有形文化財登録を求める会」 

 現在の天守の文化的価値を認める立場 

 監査請求人 158人 会員ではない 

 運営も確定していない 

 事務局 あくまでも監査請求人であるみなさん 

 みなさんから今後の提案を 

 収受された 前例のない数 

 9/21 縦覧は可能 

 個人情報保護の観点から名前は記録しないで 

 入口にある 

 名古屋市から問合せは来ない 

 名簿は公表されない 

 個人情報は厳重に保護をする 

 郵便物にも書かない 

 監査の内容について 

  違法性が認められる 

  ・賛成の人に どういう城ができるか知ってますか？ 

 正確に知っている人はいない 

  情報公開しているがわからない 

   黒塗りの紙が送られてくるだけ 

  何に賛成しているのかわからない 

  隙をつつくようにすると、 

  基本設計、実施設計、施行 

  ↑仕様を確定して文化庁のＯＫを得る 

  確定しないうちに実施設計しても作り直し 

 文化庁の同意は今に至るも得られていない 

  2018年 10月 断念 

 どんなものなら置けるか確定していない 



 重要な要件を欠いている 

 名古屋市は 8億 4000万円払った 

 完成品でないとダメ 地方自治法・規則 

 違法と言える 

  実施設計も無効 

 6月名古屋市議会 95億木材先行で買う 

  事業が 1年遅れたら、1億円余分にかかる 

 慌てて木材を買う必要がない 

 全部止めよ 

 9/21収受 

 10/24（水）午後 3時半 意見陳述 20分程度  

 傍聴可能 私 1人が話す 

 法的に 60日以内に監査結果を報告しないといけない 

 ・受け入れ 勧告ができる 

 ・一部受け入れ 

 ・棄却 

 ・却下 

 11/21までに結果が出る  

 今後どうするか話す  

  ・受け入れ 

  ・住民訴訟 30日以内にしないといけない 

 訴訟をつきあわないと行けない義務はない 

 原告になれる条件がある 

 1人でも訴訟は可能 私は訴訟をするつもり 

 本年中に住民訴訟 

 手弁当で行っている カンパを 

 口座番号 

  

榑松 

 黒塗り 裁判で明らかに 

 そこまでやる前に 

   

高橋 

 石垣と 

 工程表 

  今年 10月文化庁審議会の議題に載らなかった 



 河村市長「工期は死守する」 

  東京オリンピックまでに完成する 

  工期は同じ 設計が延びただけ 

 来年 5月  

  違うのではないか？ 

 仮設 11月始まる予定 

  来年 5月でも厳しい 

 石垣問題１  

  石垣部会「石垣こそ大事。はじめに石垣」 

   竹中コンペ条件から外れる 

  竹中 木造復元のための石垣調査 

  実際 石垣保全のための石垣調査 

  やっている内容は同じ 

  対応できない。漂流 

 石垣問題２ 

  ケーソン 赤い部分 コンクリートの皿 

   石垣を壊さないとコンクリートが打てない 

   文化庁 400年前の石垣を傷めることなく 

   名古屋コンペ条件 

    １ まず木造天守、石垣は後 

    ２ 穴蔵も木造 

    ３ 既存の石垣に主さを載せない 

   昭和 34年 焼けた石を取り除き穴門の石を入れ、新品も足した 

   ケーソンのせいで石垣が曲がった 

   穴蔵は完璧に壊した 

  築城 150年後に石垣を積み直した 

   瓦を銅板に 

  空襲で燃えた姿が真実の姿？漂流 

 400年前というのは 

 名古屋市 石垣調査の結果 

  赤ははらみ 

  青は空襲 

  緑 クラック 

 石垣部会 石垣は危険、さらに調査を 

 名古屋市 現天守は危険 壊して丈夫な木造に。石垣は安定している。 

  はらみはあってもすぐには壊れない 



 昭和 34年 モルタル注入 

 石垣に安全の工学はない 

  60年で石垣技術は大きく発達し、途絶えた  

 石垣部会とは話があわない 漂流 

  

 熊本城 天守台ほとんど損傷がなかった 

  小天守、つなぎ、出櫓石垣 

  背が高いほど揺れが強いはず？ 

  耐震補強、長寿命化、エレベーター 

  周辺工事 50億円 

  図面 熊本城がない 

   赤 石垣  

   小天守 コンクリート小天守が石垣を押して石垣が壊れた？ 

  熊本城補強案     

  姫路から石垣技術者を呼ぶ 

   コンクリートが後ろにある石垣は対応できず 

    

 建築基準法 3条 4号「原形の再現」のために「安全」を脅かす 

 「赤い枠」姫路城並み エレベーター、ハイテク技術を「仮設」で「付加」 

 「青い枠」ハイテク 

 2018年 7月 文化庁に出す計画案は赤のみ 作成者の名はない 

  漂流 

 500億はいらない 400億円？  

   

 名古屋市が設計条件 

  不特定多数 炎、煙、避難 利用者に安全に避難できること 

  日本建築士センター 現行法同等程度の安全性を確保すること 

  総務大臣の緩和の認可を受けること 

  名古屋市消防長の認可を受けること 

 関係官庁との打ち合わせ書類はなかった 

 3月 28日 現代建築物と同等の安全性を確保すること     

 7月 20日に名古屋市自ら竹中工務店との契約を破っていた 

  

 昭和 23年 福井地震 丸岡城崩壊 

 2004年 大洲城 認めた 

 15件ほど適用除外 



 熊本城飯田丸 新品レプリカ 

 天守閣部会瀬口座長「石垣は安全を考えていない」 

 木造復元が前提 石垣で支えないといけない 

 石垣部会 石垣大事 

 建築基準法適用除外 バリアフリー法、消防法は適用除外ならない 

 「漂流」 

  

 「木造天守にエレベーターを」身障者団体が運動 当然 

  

 どうしてこうなったか 

  3年前 役人が反対した 

  河村市長文書「全責任は市長が負う」 

 法は国が作る 

 運用は名古屋市長 

 市長を止めるのは市長 

 危険、作ることもできない 

 裸の大様 

  

 今後の展望 

  今年の 3月 進めるという文書 

  史跡の本質的価値 

 世界遺産 遺跡の上の復元は禁止 

  ローマ 4つの模型 

 平城京 史跡の上に復元 国交省 

 名古屋城 150年後の姿 

 御殿 宝暦 

   

 観光立国  

 文化財保護法が 2018年 6月改訂 

 文化財は首長直轄 

 観光文化交流局 110人 

  

 文化庁復元検討委員会 

 18/2/1「木造復元進行中」漂流をしていた 

 市が市民をだます 

  



 18/7/4 中日社説 現天守こそ本物 

 市長「文化庁はサポートするといっとる」 

 私は座礁しているとみている。 

  

榑松 

 相当難しかった 

 考える時間を 10分間 

   

榑松 

 よく分からなかった点があれば 

 質問していただければ他の人もわかる 

 建築基準法の適用除外 

 ケーソンはコンクリートの塊がある 

 わかっているつもり 

 全部わかった？ 

  

会場：ありがとう 

 監査請求人になっている 

 会に対しても運営上質問 

 8月 28日 署名 郵送した 

 9月 21日 監査請求 3週間かかった 

  監査請求書に書いてあった 

  記者発表の場所もなにも書いてなかった 

 請求内容中身 若干変更されている 

  違法不当されている事実 7項目＋4項目 

  連絡がなかったのはなぜか 

 次の監査請求棄却 対応はどうなっているのか 

 次の連絡は来るのか 

 10月 14日 1週間 タイムロスが大きすぎるのではないか 

 寄付の件 お金に関すること 代表らしいが責任者ではないよう 

 お金 寄付行為 目標金額 責任者 会計責任者 

 お答えいかんに対しては関連質問したい 

  

森：全体が関連している 

 会の連絡 まばら、おそい 綿密に連絡が来ない 

 158名 お伺いしたり、陳述 10/24 郵送でお知らせしたい 



 封筒で送ると 1回 15000円出費 

 手弁当 ご連絡できない 

 11/21決定が来て、訴訟どうしよう 

 郵便で送るくらいしかできない 

 会合を開きたい できない理由 お金がない 

 こういうこと もうしわけない 

 必要なことも行われていない 改善したい 

 密に連絡 

 会計責任者は決まっている 家庭の事情で参加できない 木田さん 

 事務局  

 会長は決まっていない それなりのネームバリュー 

 監査請求だけでなく有形登録を求める 

 ご返事をいただけていない 

 今は会の運営を問われれば、郵便、電話、メールで問われれば 

 答える 

 郵便で送る 1回 15000円 なかなか踏み込めない 

 会の会則 できている 

 請求内容の変更 私が心配性なだけ？ 

  住民監査請求募集 内容については知らせた 

  この監査請求の内容をそのまま先に請求したなら私たちできなかった 

  隠し球 あらかじめお知らせした以外に 

  付け加えることで受理してもらおうとした 

  本筋では同じ  

  木造推進派の方がダミーで請求することを防ぐ 

    

会場：最後の項目は 

 共同連帯責任 知っていけないことはあなた方も知らなければいけない 

 より深めないとできない 

 応援できない 

 金の目標も言わなかった 

 続ける意味がなくなる 積極的に応援したいが 

 署名活動と間違えていないか 

 あくまでも請求人 対抗処置をとっている 

 積極的に考えて 

   

藤井：メールアドレス出した 



 利用されると思った 

 郵送も大変 迅速に頻繁に連絡可能 

 意見もやれる 

 メーリングリストを活用して欲しい 

  

森：メーリングリスト 

 facebookの中で会合を持っている？ 

 意見交換をしている 世話人 実行役 

 ぜひご参加頂きたい 

 アドレスが付いている 

 資料がすべておいてある 

 158名 ほんの一部だけ 

 他の人はあるかどうかわからない 

 スマホを持っていれば連絡方法も考えさせて頂きたい 

 今後 目標金額 申し上げなかったのは現在ない 

 弁護士費用を積み上げたいが、金額も不明 

 会の形をなしていない 

 脆弱だというのはその通り 

 法的行為 監査請求人 代理の事務をさせて頂いている 

 個人情報に関しても十分配慮 

 後手後手に回っている 受け止めざるを得ない 

 なんとか経済状況を改善したい 

 寄付もそうだが、運営に対するお手伝いも 

  

榑松：月 1回会うだけやっている 

 facebookのグループで 

 メーリングリスト 作るのも 

 郵便 封筒詰めをして   

 頼む金はない 

 登録すること 

 メーリングリストがないと難しいのではないか 

 請求の趣旨と段取りとか 

 建築基準法 

 石垣部会 何が問題になっているか 

  

山田：この会はホームページで初めて知った 



 石垣問題 2 

  木造化のために石垣の一部をいったん撤去してまた元に戻す 

  東面 焼け落ちて空襲で燃えたところ 

  石垣損傷もすごい 

  名古屋空襲の痕跡 数少ない 重要 

  あれだけの規模 空襲跡 そこだけしかない 

  ひびが入った石垣 触れない 

  「一切手を付けるな」文化庁は当然 

  文化庁の考え ころっと変わる危険性は？ 

  木造化する前 撤去しないと木造化可能か 

   撤去しないでできるのか 

    

高橋：文化庁の考え 国会議員 

 市長は「文化庁はこう言っている」 

 国会議員が文化庁が「打ち合わせ記録を出してくれ」 

 文化庁「記録がない」かたくな 

 2004年 14年間 拡大解釈 

 文化庁はものがいいにくい状況になっている 

 3年前 タウンミーティング 

 印刷物 文化庁に確認 「資料が豊富にあるので、史実に忠実に 

 復元できるというだろう」 

 慎重になっている 

 内閣官房 別の話 ＧＤＰ 

 内閣官房 一方においては文化財を観光に使いたい 否定したくない 

 国交省 熊本城木造化の動き 国交省「金出すから口を出すな」 

 本丸御殿 平屋 

 熊本城天守 6階建て 避難の問題 難しい 

 日本人が単純に「木造がよい」 国交省がきちんとする 

 優先交渉権者 本当によいのか？ 

 中部整備局 東京オリンピックと同じ方式にする 

 東京に建築関係の人が知っている 

 撤去しなくてもやる方法があるかも？ 

 今の名古屋市の案は撤去しないといけない 

 実際には、誰も設計事務所 6階建て木造提案はない 

 4年前にあった 99.9％ないとは思うが、時間をかけて作れなくはない 

 10年オーダー 



 戦争の記録 石垣のデータ見せた 

 東面が一番焼けている 

 上の方 青くない 石垣垂直 垂直部分は木材がたまらなかった？ 

 さわっちゃだめ 

 石垣部会、伝統的な人が集まっても解決できない 

 崩してＯＫ？ 

 右下 天守が乗っかっていない写真 

  天守を壊し、昔の石垣を残す方法はある 

  耐震改修すべき 小天守石垣なくなって宙に浮く 

  同じことになる 

   

内田：名古屋市民オンブズマンが支庁案に情報公開請求したら真っ黒  

 ホームページに公開している 

  

森：文化庁 復元検討委員会にのれば進むか？ 

 文化庁「現在の天守閣の文化的価値も評価すべきでは」 

 名古屋市の木造化計画 「市民の民意」こぞってやりたがっている 抵抗できない 

 今の天守の文化的価値 可視化されなければ進んでしまう 

 名古屋市民「もう決まったんでしょ？」 

 半数は現天守閣 

 ２万人アンケート ２割程度 

 豪華な郵送  

 本当に木造化したい 必ず返信する 

 あれをほったらかしにした 

 ２００００人 ７％しか支庁案に賛成していない 

 ほかに優先することはあるのでは？ 

 なるべく多くの人と住民監査請求をしたかった 

 文化庁の目にとまれば、名古屋市民にも疑問を持つ人がいる 

  

榑松：簡単な質問を 

 

西浦：A3用紙 A4アンケート 

 こういう集会 できるという名古屋城を壊すな 目に見える形 賛同 

 非常によかった 

 組織としての形 どうなっているの？ 

 訴訟を見据えたはずなのに手際が悪い そのとおり 



 市長が自らの野望のために木造 目につきやすい 大衆受けしやすい 

 木造はなって当たり前 

 多くの人「木造でいくんだね」 

 耐震改修と木造改修 耐震という点で比較したり議論して 

 始まりが間違っている 

 １５８人が反対・考えている 名古屋市のやったことに待ったをかけている 

 準備するのにほとんど時間がなかった 

 監査請求も時間がなかった 

 当然不備がある 

 １５８人ばらばら こんな少ないのか やっと顔が見えるように 

 これをどうしていくか 

 今後の会どうするか 相談できていない 

 報告ははっきりしていた 前提にしている 

 監査請求はストップ 

 本来の名古屋城をどうしていくか 文化のシンボル 

 我々に抜けている 

 ４００年 特別史跡をどう活用していくか 

 書類はなかった とにかく監査請求のことを説明 

 今の名古屋城説明 

 それ以上はできていなかった 

 今日のプリントを作った 

  大事にして確認した 

 戦争の遺跡 「本質的価値」近世  

 全部の歴史 なぜ建っているのか 

 ちゃんと歴史的文化財として登録していくぞ 

 本来の歴史資産として 

 Q＆A  

  

榑松：団体の趣旨 

 松本城は入れるのに名古屋城はできないのか？ 

  

高橋：松本城、 

 建築基準法とは 

 ４００年前のものにエレベーターをいれると危険 

 松本城、姫路城 危険 入場制限    

 現代はレプリカ 当たり前にエレベーター 



 建築士は法に従って作る 

 市長の思いで「おもしろいぞ」 

 ２５００人 火事が起こったら焼け死ぬ 作れない 

 コンペそのものがプロはわかっていた 

 矛盾に満ちた 史実に忠実 ハイテク木造 

 市長は嘘をついている 実際の契約はハイテク木造 

 市長は嘘をついていない ハイテク木造をすべて否定 

 目に見えるものは否定 正直者 安全性能を無視 

 役所・国交省はありえない 

 私が説明がするのではなく、名古屋市住宅都市局が説明すべき 

 建築審査会が同意する 

 本丸御殿 制震ダンパー入っている 

 ６階建て木造 

 市長はハイテク木造を否定 今年２月 

 その時点で止まっている 

 材木９４億円買っていない？と思っている 

 住民監査請求＋住民訴訟 

 着工ができなければ、２０２２年末 請負契約が成立しない 

 竹中さんは万歳をせざるをえない 

 契約は竹中が悪いか名古屋市が悪いか 

 １０億円かかっている 

 傍観していればよいか 名古屋市民 愛着、文化性 

 運動として参加させていただいている 

  

受付：主婦 城フェチでもない 

 田口議員 河村市長「おんぶしてあがればよい」 

 「それは言ってない」 

 クレーンでつればよい 人工筋肉 なんでもありで嘘を言う 

 お城はあればよい 嘘で始まって、今のは偽物 

 「本物を作れる」嘘を破りたい 

 新築でもレプリカ 

 コンクリートでもレプリカだが、歴史のある建造物 

 価値がない、「本物を作る」嘘を破る 

 だまっていれば手を貸すことになる 

 自民党・公明党も黙っている 

  



野々垣：名古屋城木造化が問題が多いのは知っていた 

 関わっていた 

 人数も少ない、金もない中で 

 住民監査請求 感謝している 

 ２２０万都市 シンボルの名古屋城がこんなことになっている 

 中日新聞は書かない まず知らせて 大変だと思わせないといけない 

 何回も 

 知らないところに８億５０００万円 払わないでよい金を 

 森友学園 マスコミリークしていた 

 朝日新聞 スクープではない 

 「訴訟が起きた」全国に知った 

 そこをごまかした中日新聞と、怒り 

 ここまでやってくださった皆さんに感謝 

 森友 そんな金が勝手にアベ友に流れたの？ 

  知っていた人は知っていた 

 河村さん いきがるのはなにか？ 

 市会議員が２０００万円から人気が出た それで持っている 

 今日 住民監査請求 

  それのことが多すぎる 

 ８億５０００万円 それだけ書いたビラをまけ 

 お金の問題 多くの問題 それから 

 知れば、えっと こんなこともある あんなこともある 

  

会場：名古屋城 問題については組織の問題、監査 

 木造に反対より、河村市長が嫌い 

 建築基準法 瑞穂の白龍町 名古屋市が瑕疵責任 

 建築申請すればできてしまう 

 東区泉１丁目 今は白壁 

 久屋大通公園 ロサンゼルス広場 木を切っちゃう 

 来年になると切られる 

 都市公園法が変わった 

 町の中に保育所を作る場所がない 

 菜園をつくっていい カフェ作ってよい 

 PFIで都市公園 木の管理ができていない 

 民間に投げることで、市が管理しなくてよいように 

 南 駅と栄 容積率１３００％ 環境アセスなし 



 トヨタ 名鉄改修 ６０階ビル 

 名古屋駅にリニアが来る 

 栄もビル 

 名古屋城もきれいになる 

 教育委員 

 行政の長が教育長を連れてこれる 

 教科書も変わる 文化財も変わる 

 久屋大通のことを調べたら名古屋城に突き当たる 

 基本計画 名古屋城のことが書いていない 

 タウンミーティング 中川区に行ってきた 

 賛成の意見２件 障害者問題はどうでもよい 

  油圧式エレベータならよい 

 柱を何本か抜いたらエレベーターできない 

 こうやっている人 

 賛成している人 しらない 市長に要望 バリアフリーはできない 

 市長に幻滅している人もいる 

 ビラ作ってばらまく 

  

榑松：手続きの質問 会が努力をする 

 きちんとする 

 どうするかはこれから決める 住民監査請求結果までに 

 運動 進め方   

  市民の大半がこんなふう 

 住民監査請求をやろう 

  それ以外も必要 

 なぜこれをやっているか 

 この会を開くのがせいいっぱい 次の郵便を出す金はない 

 これでお開き  

     

   

  

 


