
22/1/19 名古屋城市民説明会 名古屋市民オンブズマンによるメモ 

 

18：30 

林：始める 

 

河村 

73 歳 

早く作ってほしい 

マイク入っていない 

ストーリー 400 年前 1610 年 

来年家康 家康が作ろうと言った 

大坂夏の陣 家康は出陣 

関ヶ原でけりがついたのは違う 内紛 

石田三成か徳川か 

名古屋城から尾頭橋に向かって 

応仁の乱 1467 年 殺し合いをやっていた 

ようやく終結させた 

大坂型威嚇と言われている そうでないという説も 

安田文吉 戦争やめよう 

実は平和のシンボル 

出陣は名古屋城 天守に登っている 

家康 木造復元したとなると喜ぶと思う 

太平洋戦争で燃えた 復元したのか 

作ったら 1000 年大事にしよう 

復興のシンボル 人間は死なず 

死ぬ前に登ってみたい 

 

林 服部英雄より最近の研究課題 講演 

18：38 

 

服部：最近の研究課題 

 調査研究センター なじみがないかも 

 3 年前 市長肝いり 研究していく施設 

 コロナなどいろいろあって、なにしているか紹介していない 

 活動を紹介したい 

 加藤清正は単独で天守閣を築いたのか 

  

 挨拶は初めてだと思う 



 自己紹介 

 小学校 4 年生絵日記 名古屋城ができたときのこと 

 8 月 4 日 大阪の造幣局でできたメスシャチが名古屋入りした 

 メスオスともにそろい、天守閣に載せるだけ 

 メスはオスよりうろこが多い 小さいから 

 6 日 天守閣に載せた さらしが巻いてあり光っているところは見えない 

 9 日 朝刊には夜も眠らずしゃちほこを見張っている人も 

  台風が来ても見張るのは大変 

  道筋は 1952 年 大台風に似ている 

 8 月 15 日 さらしが取れた 望遠鏡でみたら人が集まっていた 

 この後伊勢湾台風が来ていけなかった 

  コンクリート落胆 

 写真 大きな非常階段 なんとか映らないようにうろちょろ 

 おばあさん「はやくしないと」 

 いとこ 90 歳 天守閣に 3 回あがった 階段急 暗かった 

 敵機潮岬から北上 家が燃え落ちた 

 ばらばらに逃げた 

 道は電線だらけ 練兵場に逃げた 塹壕から燃えている城を見た 

 すぐに燃え落ちない 

 毎年 5/14 に思い出す もったいない 

 センターも 5/14 は黙とう 

 3 年間何していたか 

 歴史考古美術 

 幕府 1 文も出さない→扶持米 1000 石夫 1 日 5 合 

 船 前金 

 堀川 慶長 16 年にできた？パンフに書いてある 

 もうお城の石垣できている 

 慶長 15 年 4 月 本格的石垣 6 月 

 堀川浅すぎるから掘りなおせと言われている 

 いの一番にやったのが堀川ではないか 

 津 藤堂高虎 2 月 8 日 

 藩内 出ていく 取り締まり 10 人組 

 庄屋は見張れ 質もとれ 

 夫婦で逃げる 脱藩 牢に入れろ 

 見せしめのためはたもの→磔 

 みんな逃げないだろう 

 細川忠利 九州から名古屋に到着 

 人夫はお金もらえる 



 西側に小天守計画があった 

 くわはじめ 4 月 

 堀が掘られているわけではない 

 いまの案の通り 

 構想はあったが実施には至っていない 

 名古屋城の石垣 ３ ２ 書いてある 

 堀をのぞかないと気付かない 

 後世に「１番に根石がある」わからなくなるから伝える 

 土をあげないといけない 

 スロープ 作業土 

 最後は掘らないと 堀にならすのが簡単 

 石の下根石埋まる どんな地震が来ても根石は動かない 

 伏見城が倒れた慶長地震を見ている 

 熊本地震を私たちが見ているのと同じ 

 念には念を入れて 

 天守 巽の隅櫓 

 大雨の日の写真  

 水が出て大丈夫か？ 

 普段の雨しみこむ 大雨だと流れ出る 

 水が石垣の石を押すから 

 水路を作る 

 発掘の様子 

 1 番石 

 作業土を崩して埋めたのではないか 

 丹波篠山城動員された大名は名古屋城除外された？ 

  →動員された がっかり 

  福島正則 長男じゃない家まで作らないといけないか？ 

  加藤清正 それじゃ謀反を起こせ 

 調べてみると、はじめから篠山組も動員する計画 

 お金がかかった 家康「こんなんじゃいかん、出家しろ」 

 戦力半分に 残された九州組困る 

 浅野、池田 みんなでやる体制にしよう 

 浅野 義直の嫁 春姫 生まれたときから嫁になると決まっている 

  母は池田輝政の妹の子ども 

  親戚の城 姪の 

 わざわざ浅野を呼び出した キーマン 

 篠山組 2 か月遅れて名古屋に来た 

  閏 2 月 3 月に来る 



  働いた期間が違う 

  人夫賃が違う 

 遅れてきた連中 丁場ないから困った 

  先発組は違うところに移れ 

  山口 海上の森 瀬戸にある 

  石切り場がある 最初細川→渡さないと 

  複数の大名が使った形跡 

 最近の疑問 細川家 毛利山内家 天守の石のことでてくる 

  加藤清正が 1 人で築いていたら出てくるはずがない 

 「必ず掃除をしてから帰れ」 

 積み上げた段階で材料を置け 

 御深井丸から地続きになっている 

  →堀切にした 

 生駒丁場 3 月 18 日 

 葬式があったからいなかったのでは？ 

 だれが御深井丸を積んだか 山内家が担当 

 天守台加藤清正だけ？みんなで運んだのではないか 

 北 昔の天守の礎石がおいてある 

  印 文字がある 八すか内はせ川 

  修理 

 山田 大天守、小天守にも 

 諸国の大名が持ってきた 

 天守にもある 細川が言っているように加藤を援助する形 

 さや石垣→どういう意味？ 

  ・熱田台地 沈まない  

  ・堀の土を積んだ 雨が降ると固くなる 

  ・ 

 慶長 15 年 9 月に殿様帰る 石を置いておいた 

 この面は固い  

 盛り土 一定期間 

 橋台 剣塀  

 穴蔵 地下フロア  

 センターの仕事 注意してみると面白い情報 あまり気づかれていない 

 見出して歴史を市民の皆さんに伝える 

 本物からの情報を伝える 

 名古屋城の価値を伝える 

 世界遺産にも関係していた 

 戦災・火災で失われたもの 



 ワルシャワ、エルミタージュ、ドレスデン（解除） 

 崇礼門 

 法隆寺金堂（国宝のまま） 

 ノートルダム大聖堂 

 建築基準法 木造 3 階までしか建てられなかった 

 元国宝だったものは適用しない 

 特別史跡 文化財保護法 3 条を読むと 

  我が国の正しい歴史文化のために欠くことができないもの 

  政府の任務 国民も誠実に 

 センター 様々な角度から発掘 

  失われた城を図面から 

  子ども くらかった 

 誠実な復元は河村市長にしかできないと思う 

  

19：15 

佐治：説明する 

 木材は 2071 本調達した 

 修正製材を行うので問題はない 

 少しでも理解を深めれたら 

19：35  

  

準備のためステージを整える 15 分ほど休憩 

間隔をあけて 

閉会までドアを開ける 

   

19：50 

林：今から質問 

20：20 まで 

調査研究センター 学芸員への質問はご遠慮を 

職員等を紹介 

市長、折戸局長、佐治所長、主幹荒川、主幹荒井、 

調査研究センター村木、主幹柴田 

竹中工務店 

発言は多く 1 人 3 分以内 簡潔に 

2 分 30 秒 知らせる 手を挙げて発言 マイクを持つ 

マイクを通してお願い 

どなたか質問を 

 



武藤：いい企画で 

城西小学校出身 

１ 資料 11 ページ 木材の本数 

 必要数は何本 何％ 

２ 景観の問題 ホテルキャッスルできるまでは真ん前に天守 

 ホテルができて見えなくなった 

 いつもあるものがない 

 今解体 見える 

 景観に配慮 高層ビル 新聞にはあったと思う 

 最低母校小学校から見えるように 

  

林：11 ページ 

 

武藤：住んでいるのは昭和区 

 両親が亡くなった 

  

名古屋城：契約本数書いていない 

 柱や梁 契約 2323 本 

 うち 2071 本調達した 

 

名古屋城：景観 条例失念 

 条例で規制されているはず 

 道路の景観 樹木が生い茂っている 

 景観を楽しんでもらいたい 

  

武藤：契約本数＝本数か 

 

名古屋城：そう 

 

西浦：南区 

 昨年度 説明会に参加した 

 どうなっているのか 

 去年の説明会 進めます 市長も木造でやりたい 

 今年になれば進展があるのか？何の進展も見られない 

 竹中との関係 技術提案交渉方式 

  これでいい→エレベーター ストップしている 

 文化庁の関係 書かれている 

  6 ページ 文化庁の所見・指導 



  復元検討委員会 まとめることが必要 太字 

 技術提案交渉方式 なくなったのか？ 

 プラン、立派なビデオの中身はどこへ行ったのか 

 専門家の委員 もう一回整理して基本計画練り直し 

 不思議な感じをしている 

  

林：去年から今年 進展があったのか 

 計画はどうなったか 

  

名古屋城：昨年からの進展 

 文化庁 所見をいただいた はじめて指導いただいた 

 回答作成 丁寧なうえにも丁寧に 

 有識者との合意形成 一定の評価を得られたと認識 

 我々としては着実に前進していると認識 

 全体計画 石垣、基礎構造、バリアフリー 文化庁から指摘 

 竹中技術提案どうなったか 

  新たに分かってきたこと 課題 

  竹中が反故になったわけではない 

 

西浦：南区 西浦 

 河村さんの前の市長 

 前には本丸は復元、天守は耐震が決まっていた 

 2012.13 河村市政 耐震試算、OK もでていた 

 ふとオリンピックが決まった 木造やろう 

 そういう人たちが周りにたくさん 市役所 

 2016 年 6 月 13 日 エレベーターを壊す 市民が大反対 

 2020 年オリンピック断念 

 1 年間継続審議 

 議会がなぜか廃案なのを飲んだ 報酬バーター 

 議員「できっこないけど市長にあわせる」 

 市民は意見を聞いてもらえない 

 今の城にたくさん寄付した「燃えない」 

 大阪、京都 

 先見の明 大阪、熊本  

 壊していいか聞かれていない 

 「まだ説明会やっているのか」 

 市長「コロナで一変した」 

 市民は困った 子孫に負債を残してほしくない 



  

佐治：満足行ける内容かはともかく市民説明会をしてきた 

 有識者会議、議会意見 受け止め計画に反映させている 

 ご理解いただきたい 

  

吉村：千種区 

 景観意見、9 ページ質問 

 大阪に行く 大阪城の近くに泊まる 

 朝、中入れる 

 景観 名古屋城周辺は汚い  

 周り 堀に水が入って周辺汚い 

 大阪城の方がきれい 

 水を入れて、周辺きれいにする 

 3 年間一歩も進まないのか 

 木造決まったこと 賛成じゃない 

 現時点ではどうでもいい 周辺きれいに 

 ラジオ体操している 

 名古屋市民の誇れる城郭に 

 天守だけでなく 

 9 ページ 不思議な表現 崩壊する可能性がある天守台石垣で支持しない 

 どういう構造 

  

林：はじめは意見 

 9 ページ 具体的に 

  

佐治：景観改善 

 城の中外を歩くことがある 

 石垣に草が生い茂っている ごみ 

 阻害する要素がある 

 高木 外から天守が見えない 

 昔の写真 障害物がない 

 景観改善は力を入れたい 

 樹木 見通しをよくする 

  

名古屋城：基礎構造 

 大地震時に崩壊する可能性がある天守台石垣で支持しない 

 江戸期に作られた天守台、石垣を含めた 

 天守閣を支えていた 



 戦後木造→鉄骨鉄筋コンクリート造 

  荷重重くなる ケーソンというコンクリートが埋め込まれている 

 熊本地震 石垣がかなり被害を受けている 

 木造天守を建てたとき 石垣に乗るように復元 

  大地震時に石垣崩れる→観覧者に被害 

 石垣で支持するのではなく、ケーソン基礎を再利用できるだろう 

 石垣には負担   

 

内田：東区から来た内田と申します。 

まず１点目の質問、本日 1/19、愛知県下に新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置の

適用」が正式に決定され、1/21 以降適用されるということですが、そんな中市民向け説明

会が強行されたことに対して強く抗議致します。 

どうして市民向け説明会自体をオンラインで開催出来なかったのか。また今回も録画・撮影

は不可です。去年もその旨発言しましたし、正式に文書でも申し入れましたが、今回も会場

に来いという極めて不親切な対応です。 

質疑応答も含めてオンラインで行えば、もっと多くの市民に安全に木造復元事業の現状を知

らせることができたのではないかと思い、非常に残念です。 

名古屋市が「オンライン説明会」と称する動画も見ましたが、細かすぎるのと一方的に説明

するだけで市民の疑問には全く答えていません。今後オンラインでの説明会、特に質疑応答

の配信の予定についてあるか質問します。 

 

さて、内容に入ります。先程市から木造復元事業に関する説明がありましたが、現状どうな

っているか理解することが出来ませんでした。 

過去１年間に多数の情報公開請求をしたところ、黒塗りの中からかろうじて判明したことが

ありました。 

以下４点質問します。 

１）当時の松雄観光文化交流局長が「市長主導の名古屋城木造復元では決してうまくいかな

い」と石垣部会委員にメールを送付していたことが判明しました。「市長の公約としての木

造復元」と「行政ベースの木造復元」について、何が違うのか。またメール相手の石垣部会

の赤羽一郎氏の「木造復元より現天守を護っていくことがはるかに歴史的に意義深い。木造

復元に与することはあり得ない」に対し、文化庁から地元有識者の理解を得るように言われ

ている点について、明確な説明を市長以外から答弁いただきたいです。 

２）石垣部会委員の千田嘉博教授から 21/10/29 に「御深井丸側内堀石垣調査の速報値を

見たところ、想定より状況が悪い。内堀を埋めてクレーン台座を置くのはとても耐えられな

い」と指摘されています。御深井丸側石垣の現状と対策、クレーン台座を置く計画の現状を

お教え下さい。 

３）市消防局から「地震後火災は検討対象としなくていい」とされたとあります。阪神大震

災を踏まえても、地震後火災を想定しなくていいかご回答下さい。 



４）「消防設備システム評価」専門委員会から「5 階窓からはしご車への移動は恐怖で動け

ないのではないか」と指摘がありました。東側地盤から 37 メートル、12 階建てビル相当

の５階での滞在想定人数、５階窓からはしご車への移動の人数と時間をお教え下さい。 

 

他にも質問したいことは山ほどあります。時間を区切ることなく複数回質問出来ることを求

めます。 

以上５点。お願いします。 

 

名古屋城：オンライン説明会 

 市民向け説明会 大切な場  

 実地で説明会 アンケートをいただいた 

 ネットでの環境 よろこんだ 

 作成拒否反応 踏まえて総合的に判断 現地開催 

 オンライン質問を受け付ける 

 実施に至った 

 オンライン 丁寧に対応したい 

 

林：市長主導と行政主導 

 

佐治：どう違うのか 

 以前は竣工期限ありき 

 文化庁の基準に基づき 

 地元有識者理解 

 変わりないという認識 

 有識者から反対意見があったのでは 

 本丸整備基本構想定めた 

 一定のご理解をいただいたと理解 

 全体整備検討会議の合意を得ている 

  

村木：御深井丸石垣 

 戦災で石垣も火を受けている 

 石材も劣化 

 割れている 

 間に詰めていたまず間詰石 

 来場者通路  

 破損状況 補強検討 

 現在調査を進めている 

 全体の状況がとりまとまってから対応方法を 



 有識者と相談したい 

 クレーン 構台設置方法 

 石垣どう保存するかと合わせて検討 

  

名古屋城：消防「地震後の火災は考えなくていい」 

 私どもの理解 木造復元 防災計画 火災の計画 

 火の元 天守に持ち込ませない 徹底 

 火の元ない以上出火しようがない 

 普通に立てる 地震と火災とは同時に発生しないと想定 

 地震後火災 阪神大震災住宅地で火災 

  器具類 電気器具 停電も起きた 

  復旧したとき 電気器具 通電した際火が回ったと言われている 

 名古屋城 火の元設けない  

  地震でも火災は起きない 

 はしご車 怖くて動けないのでは 

  想定人員と避難時間 

 5 階の想定人員 入場 1 時間 2500 人 

  単純に 6 フロア 417 人 

  面積按分 100 人台 

 防災評定 システム評価 第三者機関をとった 

  専門家のチェックを受けている 大丈夫と考えている 

 今の段階で人数、時間はわからないとしか言えない 

 

林：想定時間を超えた コロナ禍でもあるし打ち切り 

（拍手） 

 

最後に河村市長から一言 

 

河村：外は寒い 

 和歌山城復元どうしよう 空襲で燃えた 

 沖縄首里城 焼けた 

 僕の理解 コンクリートで復元はないと思う 

 木造でやっていこう 

 国宝第 1 号 なんと名古屋城であった 

  丁寧なうえにも丁寧にやらさせてくださいよ 

 ぜひまあちょっとだけ生きていないと 

 世界の宝に 

 ヨーロッパ パルテノン神殿 石なら残る 



 木ならなくなる 文化的遺産はなくならない 

 復元は可能 文化庁 

 ・同じ真上 

 ・資料 

 ・材料も極力同じ 

 ちゃんと伝えていけるんだ 

  奈良ドキュメント 

 輝かしい 

 千年後の子どもが喜ぶように 

 

林 以上で終わり 

早めに帰って 

20：28 

 


