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「千種図書館の改築」を求める請願は「保留」
東山公園との一体改築計画が破綻して以来、進展せず

8月25日の教育子ども委員会で、「千種図書館の新築

を求める請願」の審査を行いました。

千種図書館は、東山動植物園再生プランの一環とし

て移転改築する計画で2008年度に実施設計まで進めて

いました。地下鉄東山公園駅から正門までの間に伊藤

圭介記念館と併設する形で建設し、屋上部分はデッキ

として東山動植物園の正門とつながる計画で、09～11

年度で建設工事を実施する予定だったが、09年度に市

長選があり、大きな事業は立ち止まって考えることに

なり、東山再生プランも見直しすることになったため、

事業を中止していました。

高橋議員は、老朽化も進んでいるので早急に実施で

きるよう求めました。

自民党や民主党の議員

は、河村市長が止めた

事実は指摘していまし

たが、請願は「保留」

となりました。

8月25日 教育子ども委員会（くれまつ順子議員・高橋ゆうすけ議員）

教育子ども委員会での請願審査の結果（2015年8月25日）

請願名（請願者） 請願項目 結果

千種図書館の新築を求
める請願（千種図書館
を考える会））

千種図書館の新築に当たっては
（1）耐震で安全・安心な建物に （2）安心のバリアフリーに
（3）建物全体を広く。常設の自習室、会議室、親子室、機器活用スペースなどの設置を
（4）駅に近い場所に設置を （5）意見や要望が反映されるワークショップを

市の動向を見守るとし
て「保留」に

「相生山道路の中止を」の陳情は「聞き置く」

8月25日の都市消防委員会で、「名古屋市都市計画審議会

で審議し、速やかに相生山緑地の道路建設中止を決定するこ

とを求める陳情」の審査を行いました。

土木交通委員会にも同趣旨の請願が出され、河村市長の年

末記者会見を踏まえて対応することを見守るということで

「保留」となっていましたが、この陳情も同様の対応がなさ

れ「ききおく」となりました。

ささしまライブ２４地区を現地調査
委員会は陳情審査

後、ささしまライブ

２４地区の街路事業

などの進捗状況を調

査しました。

都市消防委員会での陳情審査の結果（2015年8月25日）

陳情名（陳情者） 陳情項目 結果

名古屋市都市計画審議会で審
議し、速やかに相生山緑地の
道路建設中止を決定すること
を求める陳情（天白区住民）

速やかに都市計画
審議会で審議し、
相生山緑地の道路
建設中止決定を

共産党が採択を求め
ましたが、「ききお
く」になりました

8月25日 都市消防委員会（江上博之議員・青木ともこ議員）

ささしまライブ２４築の開発動向

土地所有者 面積 開業（予定） 施設名称(主な用途)

① 日本郵便(株) 約1.0ha (平成27年度) THE ART GRACE(結婚式場、ホテル、商業)

② 名古屋市 約1.0ha 平成17年3月
ﾏｰｹｯﾄｽｸｴｱささしま、Zepp Nagoya(映画
館､アミューズメント、ライブホール等)

③
独立行政法人国際
協力機構

約0.6ha 平成21年6月 JICA中部国際センター(国際交流･研修施設)

④
ささしまライブ24特
定目的会社

約1.7ha (平成29年度)
グローバルゲート(事務所､商業､ホテル、コ
ンベンション等)

⑤
名古屋市

約1.0ha 平成24年4月
愛知大学名古屋キャンパス

⑥ 約0.5ha (平成29年4月)

⑦ 中京テレビ放送(株) 約0.7ha (平成28年秋) 中京テレビ放送社屋

⑧ 大和ハウスエ業(株) 約0.8ha 平成27年3月 ﾛｲﾔﾙﾊﾟー ｸｽＥＲささしま(賃貸マンション等)

ささしまライブ２４地区

ささしまライ
ブ２４土地区
画整理事業

施行面積 22.1ha

施行期間 平成11年度～平成33年度

全体事業費 374億5千万円

進捗率 69.10%

椿町線街路
事業

延長
南工区 186m

北・中央工区 369m

施行期間
南工区 平成12年度～平成28年度

北・中央工区 平成20年度～平成28年度

全体事業費 83億4700万円

進捗率 74.70%

（注）進捗率は平成27年３月31日現在

１９６８年開館の千種図書館
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