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こんにちは、長谷川みえこです。
   新しい年を迎えました。今年は卯年。長引く
コロナ禍を跳ね除け、皆様におかれましても  
健やかな良い年になりますよう祈念しております。
さて、私は議員１期目の締めくくり、今年も  
区民の皆さまの福祉充実のために全力で取り  
組んでまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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物価高騰による子育て世帯への支援として、自治体判断で継続的に、
未来を担う児童・生徒に大切な食事のうちの 1 食である学校給食を無
償化してはいかがか。保護者負担総額約2億5千万円は十分負担可能。

これまでも、学校給食の一部補助を行い、物価高騰対策では１食３
０円の補助に１５円増額した。さらに、子育て・教育応援給付金を
補正予算で提案しているので、現在のところ無償化は考えていない。

文部科学省は学校給食法について「自治体が学校給食費の保護者負担を妨
げるものではない」との見解。来年度から葛飾区が無償化、他に検討して
いる区もある。来年度の千代田区の区立小中学校給食費の保護者負担総額
は約２億５千万円との試算。昨年度決算繰越金を鑑みても可能なはず！跡
見学園女子大学マネジメント学部教授の、鳫 咲子 ( がん さきこ ) 氏は、
学校給食の無償化について、「方針への影響がいちばん大きいのは、各自
治体のトップの意識」とコメントしている。 まさに樋口区長の子育て支援
の意識の高さが問われている。長引くコロナ禍による収入回復も厳しい中
での物価高騰。継続的な支援を訴えましたが否決されました。

①台帳に登録されている避難弱者に漏れがないか、確認が必要では。
②緊急時に様々な対応ができるよう、対象を広げては。
③登録の際に動物の飼育状況や緊急時預け先等の情報も記載してはいかがか。

①台帳更新時期に向けて登録を促す。
②登録対象の拡大は台帳整備の目的に沿って登録可能
③自由記述欄のその他に情報を活用し、使いやすさの向上に努める。

　今回の質問で、安心生活見守り台帳の更新時に支援を必要とする方
の掘り起こしをするとともに、登録対象の拡大は可能との答弁。おか
らだの具合、家庭環境などにより、災害時等に支援を必要とする方は
登録できます。お一人暮らしで動物を飼育されている方は、緊急時の
預け先も台帳に記載できます。動物を飼育する方の責任として緊急時
の預け先を考えておくことも大切ですね。

「見守りシール」と見守りシールが貼れる「おくすり手帳カバー」を配付
します。この取り組みは、薬の受け渡しなどの際、薬剤師の方が訪れた高
齢者の異変に気付いたとしても、個人情報の観点から困難な情報提供を、

児童・生徒の政治参画に向けた教育について、未来を担う世代の参画
意識を早 い時期から醸成することは、将来の区民参画の推進につな
がり、住民自治の充実に資する。本区では昨年度、区内中学校、中等
教育学校の生徒に対し、区政に関心を持ってもらうことを目的に、日
頃生徒たちが思っていることを聞く場として「千代田の未来について
語る会” 座談会”」として ICT 教育や生活環境などに関する意見交換
を実施。児童・ 生徒の生の声を聞くことで、子どもたちが抱える問題
を『見える化』し、課題解決につなげていく効果も期待し、今後も児童・
生徒が行政や議会に対して意見を述べる機会の創出を検討。 

区民の参画推進のために、児童・生徒との意見交換の場を作ってはいかがか。 ディスレクシアとは：
知的に問題がなくても、読み・書き・計算など、特定のことについて困難が生じること。

　ヤングケアラーなど、子どもたち
の抱える問題の発見・解決と、暮ら
しやすい環境づくりのために、たく
さんの意見があがることを期待して
います。

［児童・生徒への特別支援教育体制について］
千代田区では学校・園に心理・医療の専門家である巡回アドバイザーを派
遣し、専門的な見地から助言を行い、学校全体で適切な指導、必要な支援
が実施できるような体制を整えているとの答弁でしたが…。
学校によってはまだノート提出による評価をしている学校がまだあると聞
いています。例えば、板書は書くことが苦手な子どもたちにとって苦痛で
しかありません ( 書くこと =覚える ( 理解 ) ではない )。専門的な知見から
のサポートが必要です。コロナ禍で 1 人 1 台タブレットが貸与されている
のだから、カメラ機能を使うなど、工夫ができているのか、引き続き調査
していきます。

第４回 定例会 一般質問
長谷川みえこは「千代田区の福祉充実をめざして」をモットー
として、以下の質問をしました。

問

答

 安 心 生 活 見 守 り 台 帳 の 拡 充
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給 食 の 無 償 化
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個人ごとに割り振られた番号が書かれた「見
守りシール」をおくすり手帳など、日常的
に使用されるものに貼っていただくことで、
緊急時に迅速・適切な対応ができます。す
でに安心生活見守り台帳に登録されている
方には発送済みです。 見守りシールとおくすり手帳カバー

千代田区ホームページ
安心生活見守り台帳

伸ばしていた髪を切り、ヘアドネーションに送りました。
がん治療で頑張っている子どもたちのウイッグ ( かつら )
の一部となって応援できたらと思います。がん治療により
ウイッグや補装具を購入した時、千代田区では一部助成を
行っています。治療で免疫を失った場合のワクチン接種の
助成についても引き続き訴えてまいります。

編集

後記

※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
頂きました。ご不要の方はお手数ですがお知らせください。 

080-3915-0385  Mobile:   

議員提出議案第 9号 長谷川みえこ賛成討論
「千代田区学校給食費の助成に関する条例」について

 給食費は無償になりませんでしたが…

23区初、高齢者を見守る新たなサービス
「見守りシールとお薬カバーを配布」

第 3回定例会ではディスレクシアについて質問しました

第４会定例会補正予算「子育て・教育応援給付金」を全会一致で可決
物価高騰に直面する子育て世帯の経済的負担を軽減、子育て・教育に関わ
る経費サポートのため、区独自の給付金として０歳から 18 歳までの子ど
も１人につき５万円が支給されます。



 委員の質問に陳情者の考えを述べていただきました
問：経済的負担に対する懸念
       建て替わるまで法定再開発で家賃相当分の補償があり、全くなくなる事ではない。
問：開発を進めることの課題、不安なことは
      空室率はグラフのどこをスタート終わりにするかで様々な見方ができる。
      都内で大きなビルのテナントがいなくなり廃墟になった事例はあまり聞
      いたことない。過去を学ぶ限り悲観はしていない。
問：区の施設、国の施設が入る再開発に対して感じていることは   
      国、千代田区の意見を尊重し、最適な場所に最適な機能を持って内在する。 
       これを機会に公共的な施設は閉じるということであればありがたい。
問：再開発で共有になった後の建て替え・修繕、合意についての策は
      運営に係る修繕等は管理組合を組成しコスト、内容を精査し、区分・
      権利に応じた費用負担を要する。区分所有法で議決件数が定められ議
      決して決める。好き勝手にできないところは残るが建物全体の価値を
      高める観点から合議制で決める。
問：公有地が一定割合占めている。説明と情報公開のお考えは
      個別の権利変換の内容は、組合設立、権利変換計画がまとまった段階で、
      縦覧という手続の中で公開。確定していないモデル権利変換を公開する
　　と数字が独り歩きする懸念がある。準備組合主催、千代田区主催で地域
      への説明会は十分やった。地域住民の声が多ければ考える。
問：鉄やコンクリートの高騰。算定して共有をされているか
      鋼材価格は値下がりが始まった。超物価高騰のときに造ったビルも価
      格吸収し、テナント料に反映させ立派な業績を上げている。
問：現状として大変なこと、具体的に何か 
      躯体がくっついた長屋ビルで、地権者もテナントもばらばら。個別建て
      替えは到底無理。やるのかやらないのかはっきりしていただきたい。

 陳情の理由
・意見聴取手続を再度実施　住民の意見反映のために必要な措置を
・容積も高さも2倍～３倍の大規模再開発　地区計画決定で個別建築は原則不可
・万世会館や区道は区民みんなの財産　区道は一度手放せば元に戻せない
・説明会は白紙に戻せる段階で開催を　ビル風で幼い子どもや高齢者に危険が及ぶ
・公共施設は自前で建て替えて 清掃業務は全区民の生活に直接関わる行政問題
・当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全との言葉の理解に苦しむ
・今回の地区計画案に対して、自ら意見を述べる十分な機会が確保されなかった

  再開発計画をどのように評価しますか
・地域の利害関係者の声が反映された地区計画が作成されるべき
・大規模改修や建て替えは共有者の合意が必要　事業見通しの不安
・小規模の建物が建ち並ぶ良さを失う　オフィスビル増加で生活環境が悪化
・震災被災後建て直すか大規模修繕をしなければ使えない可能性
・区道廃止、容積緩和で170メートル級のビルの建築は評価できない
・千代田区初の区道宅地化が前例となり安易な区道廃止をもたらす
・再開発によってかえって苦戦を強いられているビルが見受けられる
・安心安全の確保や違法風俗の排除は再開発でなく行政・警察の役目
・地域を担う人が賛成しない再開発は肯定できない 

ずっとありますから、どこかへやってくれとかない。全然気にはしていない。 

  陳情の理由
・建物の老朽化・魅力の劣化・治安の悪化・悪質な客引き行為が増加
・魅力ある商業地域を目指す 修繕判断が厳しい 今のままでは一帯が寂れる
・秋葉原の活気は裏通りに移った 個別の建て替えでは状況は変わらない
・風俗化はさらに加速 過去最悪住みづらいまち 建物は古くなり設備も故障
・観光客や近隣住民に不安を与える 秋葉原は常に変化し続けるまち
・安心・安全なまちづくり 隣の建物とくっつき過ぎ 次世代に先送りしない
・防犯面が心配垣根を越えて一致協力してやり遂げるべき

まちづくりに関する公聴会・説明会の開催のご案内

外神田一丁目南部地区再開発は区有施設が含まれる再
開発です。区有財産は全区民が地権者。ぜひご参加を。

  再開発計画をどのように評価しますか
・観光・祭り・水辺・安心の四つがキーワード 水運が発達した都市
・安全・安心なまちづくりに寄与 広場にイベント会場などを設置
・何回も練り直しをして計画が出来上がった 交通手段としての神田川
・楽しみながら学べる仕組みなども施設に内蔵 地域貢献できる防災機能
・秋葉原は海外に観光地としてPRする力がある 他地区への波及効果
・インバウンド需要が見込める 秋葉原全体のパイロットプロジェクト
・ビルのテナントの収益を利用しタウンマネジメント機能 船着場の設置
・再開発計画で準風営法の制約がかかる活性化の起爆剤潜在的な観光資源

【区民有志勉強会のお知らせ】　
～公聴会・説明会前の勉強会開催～
　　　　　　　　　　　　

環境・まちづくり特別委員会でそれぞれの
立場からのご意見をうかがいました。外神田のまちづくり

日時：2023年 1月 26日（木） 18 時より
場所：区民ホール（区役所１階）

詳細は千代田区役所地域まちづくり課まちづくり推進係までお問い合わせください。

　1月 27日 ( 金 )・28日 ( 土 ) に開催

11月 18日　再検討を求める意見10月 24日　早期推進を求める意見

　外神田一丁目南部地区のまちづくり説明会
　外神田一丁目南部地区の再開発、区有地等に関する説明会

二番町地区に関する都市計画の公聴会
二番町地区地区計画の変更、二番町D地区地区計画の決定 都市計画に関する公聴会が

千代田区で開催されるのは
区政史上初め初めてです。
生活・働く環境に大きく

関わる外神田の再開発について
区民有志が勉強会を開催します。

ぜひご参加ください。

場所：神保町ひまわり館　
                            2 階 A.B 室
　千代田区神田神保町 2丁目 40

日時：2023年 1月 17日 ( 火 )　
                              18 時より

☎ 03-5211-3617    FAX 03-3264-4792  メール chiiki-machi@city.chiyoda.lg.jp

初期から清掃事務所と葬祭会館は書き込まれていた。いいか悪いかの
尋ねは地元（住民）に対しては無い。（再開発を）やるかやらないか
検討したとき原因分析をしないと大変なことになる。専門家の人を
雇って研究してほしい。我々区民にも情報提供を。

地区計画については自治体がやるもの。解釈、運用に当たっては、区、
あるいは最終的に決定をする都道府県の裁量の範囲として、きちんと
住民の意見を聞くようにとなっており、法律上求められる都市計画法
における公聴会と同種同程度の住民参加の機会が確保されるべき。内
容を区民に広く広報・周知をさせ、そこで出た意見を計画に反映する
ものとしては、極めて不十分。

法律上最低限の説明だけで済ませようとする態度はとても不誠実なや
り方。誠実な話し合いを賛成派も反対派も交えて一から率直に話し合
う機会があるとよい。 （説明会を開いた既成事実の）情況証拠を残す
ためのオープンハウスと感じるような内容だった。

住民の意見を反映させる感じではなかった。大きな模造紙に付箋で意見を
書いて貼るとか、描かれている絵にどちらがいいかシールを貼るとかそん
な記憶。

問：公有地を含む開発、公聴会、説明会が必要。判断できるだけの情報の提供は

問：清掃事務所と万世会館を率直にどういうふうに感じているか

問：区の説明会は、法の運用指針に当てはまる十分な説明会であったか 

問：地権者、テナント、区民の意見を反映させるための説明会として十分だったか 

問：ほかに何かありますか

 委員の質問に陳情者の考えを述べていただきました

申込み：chiyoda.yuushinokai@gmail.com


