
190127 名古屋城説明会 

（名古屋市民オンブズマンによるメモ） 

 

15：38 

自己紹介 

 

15：42 

一人３分以内 

 

会場：本日のシンポ 

 これまで５回のシンポと違うと思ったが、講演会が加わっただけ 

 みんな同じ 

 積極的な意見がでたが、かみ合ったのはない 

 市長の２０２２年までに押しつけばかり 

 市民の意見は聞くが、決めたとおりにやらせていただくというもの 

 真面目な質問に答える誠意と、問題点を情報公開すべき 

 市民の税金をもっとちゃんとつかって 

  

司会：何回も来ていただいてありがとう 

 答えが同じ 

  

河村：僕が言うのもなんだが、誠実にやらせていただいている 

 日本のため、世界のため 

 文化財をどう残していくべきか 

 重要なところを精一杯お話をさせていただいている 

  

司会：たくさんの方が来た 

 ５回やってきた はじめて来た人優先 

 ほかに 

 

会場：３つ指摘 

 市長公約、市民の声との関係 

  大阪都構想 当選 

 実際に市民の本当の声を調べると反対 

  実際に考えると大阪市がなくなる 考え込む 

 名古屋の木造 木造木造と言っているうちははあ 



  壊す、建てるという段階ではおいおい 

 うわずみ、マグマまでいろいろある 

 市民の声を聴いてほしい 

 今のお城を建てるに当たり、準備委員会が発足した 

 たくさんの人が準備委員 

  手元の資料 当時の知事、市長、市会議長、商工会議長 

  名工大学長、名大学長、中日新聞社長 

  燃えない城を作ろうと決めた 

 それでお金をあつめた 

 文部省文化材保護 名古屋城担当辞令が出た 

 壊すことは討論必要 

  

司会：ありがとう 

 ご意見としていただこう 

 公約・選挙結果と市民の声が違う 

 オール名古屋で作った 

  

西野：ご意見ありがとう 

 今の天守閣 戦争で焼けて再建 多くの皆さんの力で再建 認識している 

 近代建築６０年 一定の評価ができる建築物 

 耐震性能が低い そのまま放置できない 

 Ｈ27 タウンミーティング １６区で開くなど、木造か耐震か 

 ２万人アンケート ６割賛成 

 事業を進めている 

 皆さんの意見を聴きながら進めていきたい 

  

横山：５つ質問 

 クイズ 加藤清正 石垣を作った 戦争で焼けた 昭和３０年代に作ったのは 

  熊本城 全く同じ 

  ２０１６年熊本城天守 石垣が崩れた 工事をやっている 

  名古屋城 熊本地震がきたら、名古屋城も同じ被害が出るはず天守 

  同じ本丸 宇土櫓 建物の石垣も残っている 

  河村市長は預言者か？木造で 

  ぜひとも竹中さんにやって見えるかもしれないが、宇土櫓について調べてもらって、 

  天守に取り入れて 

  昭和２年に鉄骨補強されたよう 



 天守上る階段 松本城、犬山城 急で登りにくい 

 城主がせめて来るとき 自害する際に攻められない    

  上がりやすい状態に 

  上り下りエスカレーターを 

 瓦が載っている 販売してほしい 

  

司会：３分たった  

 宇土櫓の耐震を調べては 

 

河村：熊本城 図面がない 

 小型エレベーター 「全く違うと言っていい」熊本市長 

 大天守石垣 １２センチ下がっただけ 

  ８本のコンクリートパイルが入っている 

 名古屋城 ケーソンが入っている 

 濃尾地震でもほぼノーダメージ 

  

竹中：熊本城 重要文化財が残っている 

 耐震を調べていると聞いている 

 勉強させていただいて、耐震アイディアがあれば取り入れたい 

  

西野：階段 歴史的建造物の復元 

 史跡の中で行う 復元だと史実に忠実に作らないといけない 

 階段も当時 名古屋城がどういう性格のものか来ていただいた方に体感していただく 

 新技術によって、階段を上る方が不便な方も登れるように 

 瓦の話 現在の天守をこの後に伝承するか 

 多くの皆さんに還元するか真剣に考えたい 

  

千種区 船戸：復元のこと 集会に出た 

 文化庁の許認可がまだ下りていない 

 進捗状況 

 名古屋市の集会 どういう関係か 

 国会議員 許認可の仕組みを承知しているはず 

 なぜ許認可 

 もう一歩前進を 

 コメント 

  



河村：指名 

 丁寧が上にも丁寧に文化庁に説明 ４年 

 丁寧にやってくださいよ 

 コンクリート復元城が多くある 

 みんな寿命が来る 

 名古屋城がどうなるかはものすごく大きい 

 最大の名古屋城がリーディングケースになる 

 丁寧にやってちょう 

 所長 地震で危ない 

 工事やっている人も危ない 

 工事しないということも 

 Ｉｓ値 中公設取り壊す 

 木造の方が軽いから耐震値はいい 

 市民の願い 国のものなのか 

 市民のもの 尾張名古屋のものではないか 

 どっちか単独ではない 両方のもの 

 ここまでいろいろ民意を受けて、アンケート６割 

 ものすごい決意をもってあたっている 

  

会場：木造 昇降について 

 新技術 ２０年にエレベーター方式 前倒しにできるのか 

 障害者にはやめに安心を出せないのか 

 石垣部会 承認が早く出せないのか 

 市「２０２２年できます」 竹中 合意ができなければどういう認識 

 名古屋城 使えるものがあれば再利用 

 ４５０億削減 

  

司会：２０２０年試作品審査 早い段階で説明できないか 

 石垣調査・文化庁承認  

 竹中 市「２０２２年できる」できるか？ 

 今ある名古屋城部材 再利用しては 

  

名古屋市：新技術 ８ページ資料 公募 段階的コンペ 

 試作品審査 オープンな形でやっていきたい 

 障害者団体など エレベーターに変わらないのではないか 

 今目に見える形でないものだから 



 できる限り見ていただけるようにする 

  

名古屋市：石垣 天守台 現状をよく調べてどう保存するか方針 

 調査は本年度足場が組んである ある程度調べた 

 どのような考え方で保存するか 文化財石垣保存協議会役員のコンサルの 

 方からご助言いただいている 石垣部会にお諮りしてご承認いただきたい 

  

竹中：竹中工務店といたしましてはですね、昨年の春ですね、名古屋市さんと基本協定を

結びまして、仕事をやっておりますが、その中でですね、２０２２年の１２月木造復元を

目標としてやるということでですね、現在まで来ております。現状ですね、文化庁に許認

可等が降りておりませんので、着手についてですねまだ具体的にどう変えるかというよう

なお話はしておりませんけれども、いろんな工法等ありますのでですね、現状はできるか

ぎり 2022 年 12 月を遵守できるようにがんばっていきたいと考えております。  

  

竹中：再利用できないかご意見 

 現天守の価値 調査している 

 あればしっかり活用したい 

  

東区 中山：石垣 一市民 遅々として進んでいない 

 作業が中断している 計画通り進むのか不安 

 なんか、中断しているから次に進めない 不安 

 先ほど言ったエレベーターの件 身障者に失礼だとお詫び 

 天守閣・櫓は軍事施設 上がれないようになっている 

 自衛隊の戦車に登れないのと同じ 

 中心部分を変えると意味がない お金の無駄遣い 

 できるだけもとの形に近い形で 

 全然違うもの 楽しいか？見る価値があるか 

  

司会：石垣作業が中断しているが大丈夫か 

 エレベーター 普通の人は上がれなかった 

 もともとあった形にするのが意味がある 

  

名古屋市：中断しているように見える 心配かけてすみません 

 調査をして方針を定める 

 調査はかなり進んできた 

 本質的価値 丁寧にやらせていただいている 時間がかかっている 



 少しでも進みますよう努力している 

   

河村：エレベーター おっしゃる意見は同じ 

 柱１０本梁３０本取らないといけない 

 鉄骨建造物 もともと違う建造物になる 

 １０００年２０００年子どもに何を残すのか 

 過去の人類の英知 

 車いす、目の不自由な人 なんとかあがってもらって、本物を楽しんでもらう 

 完全に変えてしまう方がバリアになると思う 

        

司会：あと３人 

  

会場：市長が耐震性 

 コンクリート天守 精神的支柱 歴史的建造物 

 大阪城、テレビ塔 １００年持つ 竹中がやる 

 石垣の問題 現在の搦め手馬だし 遅々として進んでいない 

 予算がない 何年やっている？ 

 二の丸庭園 草ぼうぼう 木も育っていない 

 江戸城二の丸庭園 レベルが違う 

 名古屋市はほったらかしで、管理できない 

 エレベーター、避難コア なくなって費用が減るはず 

 概算見積もりはどうなっているか 

 名古屋市 いったい今の管理の状態 新しい管理ができるのか 

 コンクリートは持つことがあきらか 

 

司会：竹中 エレベーターがなければ予算が減るのか 

 名古屋市 できてからの管理 

  耐震性について確認 

   

竹中：基本設計が完了して実施設計中 

 技術提案書作成 耐火ガラスの避難階段、エレベーターは中止 

 一つ一つの予算 実施設計をまとめたうえで価格交渉 

 総枠はご説明できない 

 大枠の 505 の中では納める予定 

  

西野：管理の中で、植栽の手入れ、なかなか十分にできてこなかった 



 今年度より、予算で中・周辺の植栽の頻度をあげて選定を行う 認められた 

 以前よりも良い環境を保つようにしている 

 今後とも意見をうかがってやる 

 耐震性 長寿命化 

 大阪城などは長寿命化と伺っている 

 長寿命化 何年持つかは明確に言い切れない 

 大阪城 図面が残っているわけではない 「復元」はできない 

 耐震化か、史実に忠実な復元か検討し、今木造復元として進めている 

          

守山区 伊藤：一市民 本丸御殿 金シャチ横丁 満足 

 歴史的な景観 石垣の上に多門櫓 植栽がある 

 どうしても石垣地震の強度が弱くなっていると聞いた 

 多門櫓の再現は可能か 

 金シャチ横丁 食事が便利 

 テレビ塔ホテル 

 多門櫓 防犯面、ホテルにしては 

  

司会：多門櫓 中を宿泊施設 

 石垣の強度 

  

西野：質問ありがとう 

 石垣植栽 松が植わってある 根を張る 石垣に悪影響はある 

 多門櫓の話があるが、今年度４月 保存活用計画を作った 

 多門櫓 復元の声をいただいている 

 今後復元を検討 

 その中で松を外して多門櫓 検討していきたい 

 どういう利用の仕方 この史跡の中でなにができるか検討 

  

西区 川口：何も考えていない 

 城マニア いろんなところを見に行く 

 隅櫓より小さなお城 

 シルエットで写したとき、なんと大きなのか 

 現存していて 河村市長が復元してくれる いいチャンス 

 名古屋にはこんな城があるんだ すばらしい 

 本当に実現してほしい 

 



会場：もう一つだけ 

  

司会：時間だからごめん 

 今の話を踏まえて 

  

16：24 

 

河村：ずっとタウンミーティングやってきてありがとう 

 私も 70 近いうちに八事に行かないといけない 

 生きていく人間は伝えていくのか 

 任務があるのかどうか 

 考えると、国宝１号だった 戦争で燃えた ３３３年大事にしてきた 

 詳細な図面が残っている 大阪・熊本はない 

 昭和５年国宝 ６年が姫路 

 ７年から図面 

 まさか空襲 

 火事で燃えたり、もう一回江戸時代通じて名古屋城しかなかった 

 江戸時代に 大阪城も江戸城も燃えてしまった 

 「１０００年２０００年に尾張名古屋の子どもに残して」だと思う 

 精一杯やる、というのは社会的任務ではないか 

 毎晩酒を飲まないとやってられない人間 

 名古屋の人間として木のお城を作っていく 

 １０００年２０００年残す 任務 ミッション 

 いろいろまた意見をどうぞお寄せいただいて サンキューベリーマッチ 

  

司会：手をあげても指名できず申し訳ない 

 これにて閉会 ありがとう 

 16：27 


