
千代田区議会議員　小枝すみ子

千代田区は、平成 30 年より、東京ミッドタウン日比谷
における区有地及び建物（255 億円相当、平成 30 年
度においては賃料収入等により2億7千万円を売り上げ、
6200 万円の純利益を得ている）を 20 年間、無償で
貸付つけることを議会にも報告せず区役所内の手続きも
省いて決定し、現在も放置し、住民訴訟が起きました。
保育園や介護施設、病院等からは賃料をとっているのに、
巨額の富を生み出すところが無償というのはどうしたこと
でしょう。皆さんのご意見を伺います。

●「その通り」と思う項目にチェックを入れてください。
　（複数回答可）

○区有地貸付のルールを、条例で議会の議決事項にす
るべき
○民間開発に区有地を活用するには、公平公正な手続
きが必要である。
○多額の利益が明らかになった時点で、適正な賃料を
設定すべき
○保育園や介護施設と同様に土地賃借料をとるべき
○保育園や介護施設こそ区民のためのサービスなのだか
ら無償貸付とするべき
○その他

第6回　「ちよだの声」はがきアンケート

編 集 後 記
●「ちよだの声ニュース」に、区民の声コラムとして投稿
いただいていた「神田　平山みどりさん」が今年の 4月
86 歳で亡くなられた。
　令和元年 8 月号「前車の覆えるを見て、後車の戒め
とす」同年 12 月号「木を育てられない人は人を育てる
ことはできない」令和 2 年 7 月号「コロナの置土産」、
ご商売をされていたので、経済の面から、ウイットにと
んだ表現で、テンポ良く、行政のあり方を批判する語り
口が好評でした。ペンは剣よりも強し、この方の出す陳
情は、大きな杭となって、議会を揺るがし、今でも行政
の決定に大きな影響を与えています。
　私にとっては、神田に生きるオンナの師匠でもあり道
標でもありました。彼女が眠る
谷中の墓地に詣でて、ここで
「神田の地霊」として私たちを
厳しく見守っているなと感じた
次第。

合掌

ミシン

千代田区議会定例会録画を
ご覧ください。
右のQRコードを読み込んで
いただくと視聴できます。

➡

2021年（令和 3 年）10月15日
都政新報より

１． 千代田区におけるゼロ
カーボン（CO2排出実質
ゼロ）をどう実現するか

２． 気候危機にクール効果
が明らかな、街路樹の
「樹冠拡大」に本腰を
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　前回第5回はがきアンケートでは「外神田一丁目再開
発」に清掃事務所が入ることについて伺いました。
計画をご存知の方は1割、そして、返信くださった方全員
が、清掃事務所が再開発に入ることについて反対の意見
をいただきました。外神田一丁目計画は、地権者も半数
近くが賛成していないことから、行政の無理強い計画で
あると感じます。
【 区 民 の 声 】
●区議会だより拝見しました。なんと、前区長は不起訴
で、不服申し立てもやらない。残念です。小枝さんはしっ
かりと請願に賛成だったと知って、信念を感じました。
●前略、政治の世界に身を投じる事がいかに大変なこと
か、この20年小枝さんを見ていてつくづく思います。
　尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。

アンケートの報告

１０月１３日（水）第3回定例会最終日
 『新たな副区長選任・同日、区民の請願は否決』が
意味するところは?!

　樋口区長の副区長人事提案と採決の様子
議事日程第1：録画０分１５秒より１３分４７秒まで約１３分
●区長提出議案（可決成立・無記名投票）賛成17票、
　反対6票

　下記請願について小枝の賛成討論
議事日程第16：録画２６分０６秒より４８分３８秒まで約２４分
●請願審査（委員長報告・討論・採決）賛成1票　反対21票　棄権1票
請願3－1 「東京地方検察庁がした不起訴処分に対する検察審査
会への不服申立てを求める請願」否決

（ ）

持続可能な東京へ❗

✁

天

困りごと・気がかりなこと、遠慮せずご連絡を
　「相談をいただくことは私たちの力になります！」
うまくいくことも、行かないこともあります。
おかしいね、困ったねと、いただく相談から、共に怒った
り、考えたり、解決できた時は大喜び、できなかった時は
いっしょに悲しむ。個人のことから大きなまちづくりのこ
とまで、相談をいただくことは議員の仕事として最も手
応えを感じる部分です。遠慮なくご連絡ください。

　 090－5506－1516 コエダ

東京破壊　もはや暴力
　私も大好きな「赤いスイートピー」などのヒット曲で有
名な東京生まれ育ちの作曲家が「変わり続けるのが東京
の宿命だけど、壊しすぎだよ。ここまでくると、もう暴力
だね」と新聞紙上で語っているのをみて、まさにその通り
だと思いました。

　つながりのある、文化のある、お稲荷さんや神社が
ある東京の風景が台無しです。あせり、苛立ち、それで
もここは子どもたちの故郷。首都の風格はどうしたの
か。愛情のない開発、デベロッパーへの過剰な優遇、大
盤振る舞い、人口が増えればいいのではない、つなが
りある人口が防災や地域文化の核なのだから、根本か
ら東京政策を変えないと間に合わなくなってしまいま
す。（３・4ページ参照）

コロナをきっかけに
　１年前の新年号で、コロナ給付金をきっかけに「支え
合いちよだ」スタートと書きました。
名称は「ちよだリユニオン」、区内のシングルマザーの
会や子ども達の居場所を運営しているところに寄付を
したそうです。１２月の晴れた日の午後「街路樹がつく
るちよだの街」と題する街歩きイベントの案内をいた
だき、参加しました。２０２２年は、障がいがあってもな
くても地域の学校で学ぶドキュメンタリー映画「みん
なの学校」をみんなで見ようと企画が持ち上がってい
るそうです。
　あきらめず、根気よく、今日より明日きっと良くして
いきましょう！
　私的にも、公的にも、激動の１年、コロナの中、言葉
もかわせずにお別れとなった方も多く、心がしめつけ
られます。いのちあるものの責任を精一杯果たさね
ば・・と思います。

P2、特集「あの計画は今」お茶小・東郷公園ほか
P3、内幸町一丁目計画・「江戸東京を愛するちよだの会」始動
P4、区議会本会議のポイント・読者の声・編集後記

つくろ

増やしませんか?!
女性議員を

環境派

１２月５日　ちよだリユニオン　明大通りにて
千葉大名誉教授　藤井英二郎先生に学ぶ

ニュース
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2022年、明大通りにプラタナスが
帰ってきます!
日本初、12リューべの植栽基盤が実現
「樹冠が豊かな街になります」
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神 田 局
承 認

● 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
 

電話：　　　　　　　　　　

E-mail：

✁

特集あの計画は今 内幸町一丁目北地区再開発

大神宮通り無電柱化　

和泉橋公園道路
「バリアフリー化」

錦華公園リニューアル

神田警察通り自転車道
整備Ⅱ期工事

令和 4 年12 月完了予定
（令和3年12月～約1年）
工事費：約2億5000万円
施工会社：未定（都道路
整備保全公社へ委託）
　　自然石平板風舗装仕上げ

令和５年３月末完成予定
（令和4年3月～約1年）
施工会社：未定
工事費：未定　　
　 30 年前の面積に復
原・樹木類は保存
参加型で部分改修

令和 5 年 2 月末完了予定・・（令和 3 年 12 月～約 1年 3ヶ月）
工事費：約 3億 8000 万円（Ⅱ期工事のみ）
施工会社：大林道路

令和５年３月末完了予定
（令和 3 年12 月～約 1年
４ヶ月）
工事費：約3億2000万円
施工会社：常盤工業
　オウゴンモチ・常緑ヤ
マボウシを交互に

令和 6 年 3月末完了予定
（平成29年10月～6年5ヶ月）
工事費：約 10 億 7400 万円（令
和 3 年 3月変更時点の額）
施工会社：富士・日産緑化 JV

令和８年８月末完了予定
（令和 2 年 3月～6 年 5ヶ月）
施工会社：大成建設（株）JV
工事費：約 94億円＋約38億円

令和５年５月末完了予定（令和4年2月～約1年４ヶ月）
工事費等：約 6 億 4000 万円（Ⅰ期 250m含む）
施工会社：大林道路　　プラタナスとサクラに

お茶の水小学校・幼稚園
新築工事

令和５年９月末竣工予定
令和元年 10 月解体契約～
約 4 年）
工事費：約 90 億円
施工会社：戸田建設 JV

他に、仮保育園＋仮図書館＋仮職住＋仮
住宅で総計132億円
　コロナの中、高齢居住者の転居の目処
も立たず、計画が延長になるのが明らか
なのに、解体と新築工事を同時契約（極

めて異例なこと）を強行して、新築工事費・電気・空調・給排水など全て一括で
契約した。コロナやアスベストで待たせた分だけ全てに追加料金が発生し、10 数
億円の追加となった。議会がこのことに対して一言の指摘もないことには違和感。
意見を述べてここは反対。

日比谷公園、帝国ホテル巻き込む巨大開発、
もともとこの辺は日比谷入江、東京湾の入江だった

高さ２３０メートル　46 階　3 棟　145 棟　29 階　1棟
容積率 1340%    900%＋440%緩和
●賛成：自民13・公明 2・至誠 1・立民 1・・17名
●反対：声 1・立民 1・紡ぐ 1・共産 3・・6 名

「江戸東京を愛するちよだの会」始動
デベロッパーに大盤振る舞い
時価 255 億円の土地建物の無償貸付を密室で決めた千代
田区。年間 6200 万円の収益は区民のために使われるべき
もの。

区内の特養ホームや民間保育園は、区有地に対して賃借料を
払っています。
にもかかわらず、高額収入が得られる日比谷のエリアマネージ
メントには無償で貸し付けられていること、そのことが明らかに
なってもなお是正することなく、「外神田一丁目計画」他の事
例にに見るように、区有地の扱いがさらにルーズになってきて
います。「区民の財産（区有地）は区民のためにあるのではな
いか」と、住民訴訟が起きました。残念なことに、議会に任せ
ていては、区民の財産は守れないというのが現実であるため、
私はこの訴訟を応援します。

工事完了予定が早い順に並べました

いつまで

いくらで
どこが

1

2 6

東郷公園
リニューアル工事7

四番町公共施設
（保育園・児童館・図書館・住宅等）
8

3

4

5 明大通りバリアフリー化
Ⅱ期工事　

桜（ヨウコウ）に植え替える案
・・・協議会はこの案で決定

　現在のイチョウを残す案・・
（私の意見）街路樹を残し、桜
を増やしてはどうかと

　地下の構造物や文化財の出現により工期延長九段の仮校舎で長らく不自由
をお掛けすることになった、先生方、子どもたち・保護者の皆さんのご苦労と
ご努力に、ひたすら感謝とお詫びの気持ち。

　計画発表後に異論多々。
参加型で再協議により現在
のプランに。その後、土中から
鉛が出たため、計画変更と工
期延長、一部公開しながら今
日に至る。
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　　　が一期目の時、1998 年（平成 10 年）「今、千代田区に起きていること、
パート2～遷都への布石～」を住民の皆さんとまちづくり漫画を作りました。
皇居の江戸城本丸天守台のところから見ると東京ミッドタウン日比谷（１９０
m）がひときわ高く聳えて見えます。そこに２３０mの超高層が３棟並ぶという
ことが、どのような将来を意味するのか、大人たちは、一度真剣に考える必要が
あるのではないでしょうか

私

「ちよだ自分ごと化プロジェクト」 https://www.chiyoda-fund.com

区も議会も、『ビル風』『暑さ』
という新たなバリアーに
気づいて欲しい !!

第一回弁論期日は、以下の通り。
一人でも多くの方の傍聴を呼びかけます。
令和４年１月２６日（水）午前１１時３０分～
東京地裁５２2法廷にて


