
ちよだの声
区政報告

千代田区に暮らす みなさんの声が届く区政 に変えませんか

縦糸＝歴史をつなげる、商売をつなげる。横糸＝コミュ
ニティをつなげる、多様な価値観をつなげる。神田警
察通りで街路樹を守ること、早４ヶ月。 まちを大切
にしたい思いを、すれ違いにしてしまった。私も含
め、政治に携わったものの責任は重い。行政もいい
加減に変わらないといけない。どうしたら、対話の
まちづくりになるのか。力で押し通すのはやめて欲
しい。 神田警察通り、外神田一丁目、番町まちづく
り、陳情、請願、傍聴者の列は、長くなるばかり。
安心して住める千代田区になるのはいつだろうか、
行政はまだまだ「お上」のような遠い存在、前区政
の負の遺産でもある。

基本構想は、10 年後あるいは 20 年後の未来を住
民と共有するためのもの。これに長期計画が示さ
れて、千代田区がどこに向かうのかが見えてくる。
ところが、今回は、目標年次も示さず、基本計画
も作らないと言う。これでは私たちの「千代田丸」
は漂流してしまう。今度こそ、区民の知恵が反映
され、皇居を要する町ごと文化財のような千代田
区が未来に向けてポテンシャルを維持するために
何を優先させるべきか、どんどん声を上げて欲しい。
今ならまだ間に合います！

101-0064 東京都千代田区神田猿楽町 2-4-7-101
TEL/ FAX：03-3291-2290 ( 変わりません )。

携帯：090-5506-1516

                         近年の工事計画は、変更
事例が多い。住民の思い（民意）を反映する
仕組みがあれば節約できる出費もある。

　
   4 回の変更 平成 29年  6 億 7000 万円で当初契約
　→ 現在、10億 7000 万円に。
　原因：近隣住民から「街路樹を残して」と多数の陳情、
　土壌の中から鉛が検出など。

第 4 次基本構想について
1981年（昭和56年）加藤区長は第1次基本構想で、
教育と文化を掲げ千代田区を守ろうとした。1989
年（平成元年）木村区長は第 2次基本構想のもと公
適配を進め人口回復をめざした。2001 年（平成
13年）石川区長は第3次基本構想で「千代田市構想」
を宣言し、100 万人都市を打ち上げた。　コロナ・
戦争・経済危機にあるいまだからこそ、子どもたち
に恥じない、利権や経済に翻弄されない、千代田区
の礎を、みんなの力で創りませんか？！
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ふるさとを守りたい！！
という声に応える責任がある。

さて、新区長のもと、
第 4 次基本構想の策定がはじまった。

千代田区は「つなぐまち神田」
「つなぐまち千代田」を掲げている。

千代田区には約 1,100 億円余の基金があります。
千代田区の未来を決める「第 4 次基本構想」で優先して
欲しいと思う事に○をつけてください。

・地球環境（　　　）・教育（　　　）・介護（　　　）
・文化（　　　）・住民参加（　　　）・住宅（　　　）
・まちづくり（　　　）・商工支援（　　  ）
・コミュニティ（　　　）・男女平等・平和（　　　）
・公園や運動場など公有地を増やす（　　　）
・その他（給食の無償化・屋上菜園の充実など）

第７回 「ちよだの声」はがきアンケート

ぜひご意見をお書きください。

● 東郷元帥記念公園の場合　

　７月２６日　都市計画審議会を傍聴。　
富士見の再開発を決定する日でした。
公募で参加された飯田橋地区ママさんのビル風
の意見に共感。「さくらテラスのビル風は、
子どもを乗せて自転車で走っているとき、強風
を避けきれなくて 2 人で転倒、区から示され
たデータとは違うなと感じる。」と発言されて
いて、子育て中のうちの娘も同じことを言って
いた。子供の遊び場、高齢者の居場所
など、住民目線に変えて欲しい。

　８月３日　環境まちづくり特別委員会を傍聴。
外神田一丁目計画の陳情がたくさん。
まだ築 29 年しか経っていない万世会館を再開
発のために建替えるなんて住民は聞いていませ
ん。行政は説明会も公聴会も開かないで、住民
が知らないうちに、生活道路の区道まで廃止し
て、等価交換しようとしている。都心の新規開
発の空室率は４割近く、賃料も 25ヶ月連続下
落、建築コストの高騰の中、地権者の半分近く
が納得していないのに、無理に進めて
ほしくない。区民の税金無駄遣いは、
やめて欲しいです。

区民から頂いた傍聴記をご紹介します

〒102-8688 千代田区九段南 1-2-1
千代田区役所７階　ちよだの声
TEL:     03-3264-2111( 代表）
Mobile: 
FAX:   
E-mail:  

090-5506-1516

sumikokoeda@gmail.com
03-3237-9805 

この議会報告は公選法に基づき、有権者名簿を閲覧して送らせていただきました。
ご不要の方はお手数ですがお知らせください。

※必要やむを得ざるものもあります。

● 麹町仮住宅の場合
　2 回の変更 平成 30 年 15 億 6800 万円で当初契約
　→ 最終、21億 7500 万円に。
　原因：近隣町会より永田町 4 番出口の混雑緩和の
   ための出入り口を求める要望など。

● お茶の水橋の場合
　3回の変更、平成 29年 15億 5000 万円で当初契約
　→ 現在、30億8300万円に。文京区と半額ずつ負担。
　原因：工事日程、橋梁灯位置・形状変更、交通誘導員の
    増加など。

神田神保町在住の女性 (20 代）が、
「小枝さん、千代田区は何をしているの、
私のふるさとの景観が台無しだよ」と言う。
麹町在住の女性 (20 代）は、
「男女平等も住民自治もない千代田区、おかしい、
悲しい、恥ずかしい」と。
我が家の子たちと同じような年代。
このような若い人たちが、
区政の舞台に躍り出る日が近いと夢見ている。

＋４億 円

＋6 億 円

＋15.3 億 円
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 知って欲しい

< 新居前にて＞

日比谷エリアマネージメント住民訴訟
傍聴に行きませんか。
9月 8日（木）１１時～（約３０分）
東京地方裁判所１０３法廷にて

突然ですが、

引越しました。

新住所

転居の
お知らせです。

心機一転
がんばります！

千代田区議会議員

小枝すみ子

ちよだの声ニュース
バックナンバーはこちら
「ちよだ自分ごと化プロジェクト」HPへ

【解説】これらはごく一部の事例に過ぎない。平成
28 年明大通りと神田警察通りは、街路樹保存等をめ
ぐり、それぞれ 1 回の契約変更をした。これを税金の
無駄使いという議員がいるが、それぞれ 5 千万円～1 億
円に過ぎない。計画策定段階での丁寧な調査や、民意の
把握に努めない議会、議会の力を背景に、民意がどこに
あるかを掴もうとしないまま進む行政、そういう時代を
終わらせるのがこれからの10年になるものと信じたい！



2022 年７月１日第二回定例会　一般質問より

東京ミッドタウン日比谷
公共施設の区民利用について

    平成３０年、グラウンドオープンから４年。    
広くお披露目して、地下の自転車置き場・会議
室など無償で区民の皆さんに利用ができるよう
に協議を進めてはいかがか。

       無償の区民利用については、施設の収益を施
設管理の運営面や将来の維持管理コストに充当す
る必要があることから、慎重な検討が求められる。
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千 代 田
区 議 会

  小枝すみ子より、1～６の質問と回答をご報告致します。

第 4 次基本構想で、
まちづくり基本条例等の検討を

         このたびの反省からも、情報公開と参画ルー
ルを現在策定中の第４次基本構想の議論の中に落と
し込んでいくべきと考えるが。   

            懇談会でご指摘の「まちづくり基本条例」等
合意形成に関わるご意見を頂戴した場合は、議論
の経過を共有する。
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      そのような意見があることは承知している。

Q

A

      樹木がバリアフリーを妨げているというより、  
Ⅰ期工事においては、この「ポール群」がバリアフリー
を阻害していると言われている。

神田警察通りについて

祖父が明治３４年この地で創業以来住み続けて
おります。  戦後祖母の背中に背負われて戻りま
したが、一面の焼け野原、瓦礫の寂しい光景は
頭の隅から消えることはありません。   ここ錦町
３丁目はいち早く復興し、このイチョウの木を
どんなに励みに、ここまで築いてこられたかなっ
て思うと、イチョウが愛おしく感じられます。
私たちを見守ってくれたイチョウの木は先祖の
魂や、心を残してこの地を去った方々の思い、
住み続くであろう子供や孫たちの文化遺産とし
て、やはり残していただきたいと思います。    
まちづくりというのは、みんなでまちをよくし
ていこう、というのが一番の趣旨だと思うんで
す。ところが、この問題が起きましてから、    
だんだん地域が分断していかれるような気がして、
それがとっても寂しいです。   こんなにみんな仲
よく生活してきたのに、この問題でどうしてい
がみ合わなきゃいけないのか、一番悲しいとこ
ろです。  残された命は、未来のためにも、もう
一度神田をよくしたい、そう願っております。

3 ヶ月、木に寄り添い見守りをなさった
最高齢の住民の言葉より一部抜粋

      平成 30 年に完成した共立前Ⅰ期工事のデザイン
について。   千代田区は当時、繰り返し反省の弁を述
べていたが、また同じことになってる。  この出来事
について、区はどう総括をしているのか？
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左側のデザインは当時区が予定していたもの。
イチョウは伐採され、直射日光をさえぎる木陰はない。

      街路樹の説明が不足していた。駐車帯と植栽帯を 
なくすことでイチョウを残すことができたと認識。

番町の街並み特性

        番町の地域特性。超高層 ( 高さ 60m 以上 )
が一つもないこと。歴史ある学校が数多く存在す
ること。これまで先人たちがつないできた価値を
台なしにすることはすべきではない。

※その後、日テレより高さ 90mの計画が示され、
アンケート調査では、住民は『納得できない』が
上回り、行政の思惑との食い違いを見せた。

Q

A

4

       第１１回協議会において、日本テレビから、
二番町整備計画について課題解決（身近な緑、歩
行空間、生活利便性、駅からのバリアフリーなど）
に向けた整備をしていきたい旨、説明があった。
区としては地域課題の解決につながる日本テレビ
の提案を確実に具現化する手法として「再開発等
促進区を定める地区計画」を制定することは有効
であると認識している。　　 

2万世会館建て替えの必要性
         築 29 年でまだまだ使える建物を取り壊す理
由がない。 コロナにより、会館利用は減っている。
この計画は、どの段階にあるのか。需要把握された
のか。

Q

A     オープンハウス型説明会で意見を聞いた。

         今はどの段階にあるのか、テニスコートは
どこに何面残るのか。   多種多様な樹木群が伐採さ
れるようなことはあるのか。    都民区民に向けて説
明会の予定は？

「日本で一番古い洋風近
代式公園」であり、現
在の風情を残して欲し
いという声がある。

         一昨年１２月の東京都公園審議会「日比谷
公園再生整備計画中間まとめ」のとおり。球技広
場を柔軟に運営することでテニス等の球技にも対
応するとしている。今後も情報収集する。
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日比谷公園の今後3
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イチョウを残した
現在の共立学園前

※説明会・アンケート・需要把握も一切する気は
ない。再開発で建て替える事のみ決定している。
その後、説明会を求める陳情が区議会に提出された。

Ⅰ期工事現在

※平成 23 年前区長は合意形成のルールとして「自治
基本条例」「住民投票」の検討予算を 600 万円計上し
たが、区民に知らせることなく議会が潰してしまった。

中止になった
一期工事デザイン

7105

差出有効期間
202 4年8月
31日まで
〈切手不要〉
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神田局
承認
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千代田区神田猿楽町
2-4-7-101

千代田区議会議員
小枝 すみ子     宛

ご意見ご要望をお聞かせください

あなたのお名前：

ご住所：

お電話：

Eメール：
裏面をご覧ください

※住民訴訟がおきている。４ページ参照

※住民訴訟が複数おきている。　

このポール群が
邪魔をしているのでは

〔質問動画〕


