明大通り・プラタナス並木

News

私たちのプラタナスが戻ってきます。

最終号
2022.1.11

たくさんのご支援、ありがとうございました。

署名の要求のうち、４分の３が実現されました。
千代田区の明大通り沿道協議会、植栽計画と維持
管理の協議を終了。第２期工事は２月開始予定。

第１区間

地元の意向を受けて「花の咲く樹木（桜）」を植える。

第２区間

１期工事で伐採されたプラタナスのうち、樹勢が回復したプラタナスが
戻ってくる。２期工事で移動されるプラタナスが植えられる。

第３区間

リバティ前の公開空地前のプラタナスがそのまま残る。植樹帯も一部、
残る。

第４区間

道路拡張の際に、プラタナスを車道側の植樹枡へ移動し、保全する。

1 期工事で、伐採されたプラタナスが戻ってきます。二期工事でも、ほとんど
のプラタナスが切られません。明大通りの 4 分の３は、プラタナス通りになりま
す。
土壌をしっかり確保して、丁寧な剪定をすれば、見違えるほど、豊かな並木に
なるそうです（専門家のお話）。これからも見守りのほど、お願いします。
「ただいまー」「お帰りー」「ありがとう」「よろしくね」
4 年半の記録をふりかえります。本ニュースもいよいよ最終号です。
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2017 年 8 月、プラタナス伐採計画
を知る。10 月に 33 本が伐採され、
署名活動はじまる。

多くの教員の共感を呼び、学生や家族の署名も集

2017 年 8 月、千代田区が行う明大通りの拡幅計

大学前で行った署名集めは、ホームカミングデ

画でプラタナスがすべて伐採され、低木のマグノ

ーにも取り組まれました。千代田区役所前では、

リアに植え替えられるという情報が入ってきまし

ずぶ濡れの雨で署名の文字がにじみました。私大

た。身近な教員の間で「猛暑に日影は要らないの？」

教連をはじめ労働組合や所属する学会・研究会に

「大学時代の思い出がなくなる」
「 乱暴なやり方は

もお願いをするなど、さまざまな場所で集められ

非教育的、学生に対して恥ずかしい」という声が

ました。

メールボックスを通じて配布された署名用紙は、
まりました。ゼミまるごとの署名もありました。

高まりました。さっそく千代田区に対して、説明

署名集めは、千代田が進める強引な計画に危機

を求める取り組みが始まりました。

感をもつ、区民の間にも広がっていきました。最

10 月初旬より、第 1 期工事として、御茶ノ水駅

終的に 1200 名を超えた署名は、千代田区を動かす

前から大学会館までのプラタナス 33 本が伐採さ

最大の力になりました。

れ、真っ二つに切られてトラックに載せられる姿

専教連主催の連続シンポの成功で、
自信とはずみがつきました。

に、憤りはさらに大きなものとなりました。千代
田区に対する署名運動にも力が入りました。
厳しい批判にさらされた区は、切られたプラタ
ナスのうち 29 本を埼玉の畑に植えました。その後

明治には、専任教員のほとんどが所属してい

も、区民や区議が監視を続け、2 期工事で 18 本が

る専教連という組織があります。専教連は、2017

明大通り他に、戻ってくる予定です。

年 10 月「景観と街路樹」、12 月「プラタナスで
はだめなのか」の連続シンポジウムを主催しま

署名が掲げた要求は三つ。1200 を
超えた署名数が最大の力に。

した。
報告は水準も内容も素晴らしく、大学の内外
合わせて 150 名の参加があり、この成功は始め

＜千代田区に対する三つの要求＞

たばかりの運動を元気づけました。ご報告をい

①多くのプラタナスが現在の姿のまま残れるよ

ただいた 4 名のみなさま、ありがとうございま
した。

う、最大の努力をしてください。

専教連は翌年 5 月の総会でもプラタナスの存

②工事に伴い、プラタナスが撤去された場合で

続を求める方針を承認し、後押しを続けました。

も、多くが明大通りに戻ってこられるように、大
切に保管してください。

学長の「プラタナスを切るな」の意
見表明、教員理事の賛同を得て、大
学内の合意形成すすむ。

③今後とも、マグノリアの並木ではなく、プラタナ
スの並木が存続することを約束してください。
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こうしたなかで土屋学長が、『学長だより』

協議会は、都市計画の専門家が座長、街路樹専

（2018 年 3 月）「プラタナスがそこに立ってい

門家、街路樹整備の事業者がアドバイザーとして

る」を発表し、
「 樹を伐ってはいけない。それは、

入り、地元町会、沿道関係者、陳情を提出した区

人々の生きた記憶を伐ることだからだ」と熱く語

民、明大通りの利用者などがメンバーに、傍聴も

りかけました。

自由でした。
「存続を願う会」からも 2 名が正式に

4 月には、教員理事から「プラタナス存続を求

参加し、発言しました。

める声を重く受け止める」との表明があり、理事

プラタナス 1 本ごとの扱いが検討され、
要求の 75％が認められる。

会でもこの方向について報告がなされ、明大は「マ
グノリアではなくプラタナス」との学内合意が形
成されていきました。

9 回にわたって行われた協議会の検討の結果、4
つの区間ごとに異なる植栽計画とすることで、合

議会が、沿道協議会新設という方
向性で、意見集約を行う。

意しました。第１区間を除く３つの区間はプラタ

前後しますが、
「存続を願う会」は、工事を強

特徴は、①第 2 区間には、第 1 期工事で移植さ

行しようとする千代田区に対して、署名を持参

れたプラタナスが再移植されること、第 2 期工事

し、何度も申入れ活動を行う一方、区議会への

でやむをえず、撤去されるプラタナスが移植され

陳情を行いました。その結果、区議会は、2018

ること、②第 3 区間は、可能なかぎり現在のまま

年 1 月 5 日付で、「プラタナスについては、明大

保全されること、③第 4 区間は、道路拡張と移植

通り沿道一帯の協議会で話し合い、拡大協議会を

を同時に行うことで、プラタナスを現地に残すこ

開催すること」との意見集約を発表しました。マ

とができること、です。

ナス並木となります。

グノリアへの植え替えを決めてきた既存の組織で

1 本ごとの検討を踏まえた複雑・緻密な植栽計

はなく、署名を提出した明大教員や陳情を行った

画には、専門家の高度な知見、現地調査が欠かせ

区民、明大通りを利用している市民、沿道の関係

ません。専門家の全力投球に、感謝申し上げます。

者が広く参加できるという光が見えてきました。

このような経過を通じて、明大通り・街路樹に
ついての区民、明大関係者の声を受け止めること

街路樹の権威による現地調査とワー
クショップを開催。

となった区の担当者の皆様にも、感謝いたします。
また 区民 で もな い明 大 関係 者の 陳 情を とり あ

2018 年 7 月、都市緑化・環境植栽学の専門家

げてくれた区議会・企画総務委員会および応援し

である藤井先生にお願いして、現地調査と検討

てくれた議員の皆様、ありがとうございました。

会を行い、アドバイスをいただきました。

剪定と土壌の確保で見ちがえるほど
葉を広げた、涼やかな並木になる

① 1 期工事で、植樹帯を無くしたのは、実に残念。
② 植え枡の土壌の質は良くない。百年後を見据
えて深く、広い土壌が必要。12 ㎥。
③

協議会では、今後の工事と整備について、①枝

１期工事の遮熱性舗装は、夏の路面温度を 10

葉を広げ、地表を覆うような剪定を行うこと、②

度下げる。プラタナスなら 20 度下げる。

倒木や根上がりすることなく健やかに成長できる

④ 現存のプラタナスは、1 本残らず健全。

ため 12 ㎥の土壌の確保されること、③車道に拡張
した歩道の地面にも根が伸びるように工事を行う

沿道協議会は専門家が入った公平な
ものに。「存続を願う会」も正式参加。

こと、が合意されています。
今後も注目・監視してください。

第 1 回の沿道協議会が開かれたのは、区議会の
意見集約から 2 年後の 2020 年 1 月でした。
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今後の課題

工事の監視、市民による街路樹管理、駿河台再開発について
本会代表： 大森 正之

2022 年 2 月からプラタナスの移植・新植作業とリバティタワー前の「プラタナスを残
した」歩道拡張工事が始まります。工事の監視をお願いします。特に「植えます」の深さ
と広さの確保やガードレールの再工事は、手抜きがないか監督し、必要な改善策を実行さ
せなければなりません。教職員の皆様からの「タレコミ」は大森までお願います。
今後は、街路樹の管理主体を沿道の全利害関係者（地域住民、沿道地権者、通勤通学利
用者、自然愛好家など）とし、街路樹を区から「養子」として預かり育成するアダプト制
度（管理費用は区が助成）の導入に着手したいと思います。気候危機のなか、樹冠によっ
て地表が十分に覆われるようにする剪定やツツジなどの低木との一体的な管理が課題で
す。
最後に、猿楽町校舎群の再開発に際しては、明大のみならず、地域の自然資産でもある
樹々の保存と生物多様性の保護、そして地域住民と民主的な合意形成などが必要です。こ
れら知の共同体である大学の責務を担うため、教職員や OB/OG の再結集を強く求めます。

寄せられた喜びの声
2017 年大雨の中、無我夢中の区役所前の署名活動、記憶が蘇ります。一生懸命やって良かった。（KS）／明治
のシンボルとして残ってくれたプラタナスには、今後 200 年、300 年と見守り続けて欲しい。（KM）／帰ってきてくれた
プラタナスたち、ありがとう。この運動に携わって頂いたすべての方々に感謝です。私たちも温かく見守っていきたい。
（MY）／みなさまの熱意に応えて、プラタナスもよく頑張ってくれました。私にとって 40 年以上の教員生活の心に残
る風景です。（HY）／駿河台、明治大学、プラタナス、三点セットの復活。ご苦労さまでした。（KK) ／天高く繁る
プラタナス、わくわくします。卒業しても会いに行きたい。（YM）

ニュース編集後記

野中 郁江（商学部教授）

区の姿勢は厳しく、リバティ前のプラタナスの「肩」を何度も叩いて、励ましあいました。「権利・自
由、独立・自治」に支えられ、奇跡が起こせた気がします。多くのご支援、本当にありがとうございまし
た。
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明大通り・プラタナス並木の存続を願う明大関係者の会
大森正之（明治大学政治経済学部教授）omori@meiji.ac.jp 研究室 03(3296)2138
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