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児童館12館つぶした「施設再編整備計画」

「財政負担軽減」のはずが
公共工事増大

右表の通り、杉並区は児童館を親のカタキの

ように片っ端からつぶしています。その根拠は

「施設再編整備計画」。区財政が厳しいから施設

を減らさなければならない！という論理です。

ところが同計画の実績は「財政負担の軽減」ど

ころか、建設工事費を膨張させるためのものに

なっています。

「区はお金がないんでしょ？」と心配して下

さる区民の皆様の優しさにつけこむ杉並区のウ

ソを、11月18日の一般質問では

区の記述を用いて証明しました。

以下は質疑応答をふまえたま

とめです。

１．「財政が厳しいから施設面積を減らす」

（ウソです。全然減っていないどころか増やし

ています。施設延床面積は83.6万㎡から85.9万

㎡へと約2.3万㎡も増えました。）

２．「そのために児童館は廃止する」

（ウソです。廃止した児童館12館の合計面積は

7400㎡。他方､同じ期間に区立施設総面積の増

加は77000㎡。焼け石に水です）

3．「財政効果額が200億円以上になる」

（架空の数字です。実績は？との質問には「実

績金額は出せない」との答弁）

４．「杉並区に建築コスト削減のルールはない」

（これはホント。青天井です。ちなみに、世田

谷区、板橋区などでは、施設管理計画に「簡素

で低廉な施設」や「部材の再利用」など節約す

るためのルールが書かれています。）

＜結論＞

施設再編整備計画の本質は建設利権

財政負担軽減に本当に取り組むためなら、一

部の施設の廃止もやむを得ないかもしれません。

しかし、杉並区は財政の節約どころか、施設再

編整備計画により統廃合、複合化を口実に建設

工事を増やして建設利権を確保する一方、児童

館やゆうゆう館等福祉施設を廃止、人員削減を

進めています。計画は全面的な見直しを！

杉並区は全ての児童館を廃止する計画
昨年度までですでに12の児童館が廃止されまし

た。最後は41館全てを廃止する方針です。

いま計画が明らかになっている館は

・2022年3月廃止（決定）西荻北、善福寺

・廃止計画中：下高井戸(2023年)､方南･高井戸

西･高井戸･阿佐谷南(2024年)､阿佐谷(2028年)

児童館の「機能移転」…現実は？
杉並区は「児童館の事業は廃止しない。学校は児童館よりも

広く活動が広がる！」「広い校庭や体育館を使える」「図書室、

音楽室、図工室も使える！」と説明してきましたが、現実は…

・校庭・体育館遊びは学校の授業が終わったあと45分間だけ。

・自由遊びはできない。 ・泥団子、砂場遊びはできない。

・児童館では図書室、音楽室、図工室は自由に使えていたが

学校は授業優先のため使えていない。

・児童館と違い、自転車、お菓子、ゲームは禁止。

東原Ｑかいぎ（旧東原学童クラブ保護者の
会)のホームページに紹介されている子
どもたちの声をぜひご覧下さい。
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阿佐ヶ谷駅前再開発は今どうなっているの？

●けやき屋敷の大木は半数を伐採

400年続いた「けやき屋

敷」は病院用地とするため

樹木の伐採が進み、はたか

ら見てもスカスカになって

いて寂しいです。大木だけ

で100本以上ありましたが、

半分は伐採されてしまいま

した。環境破壊が問題となるなか、区が音頭を

とって貴重な森をなくしてしまったことは取り

返しがつきません。

●東京都自然保護条例の条件は

けやき屋敷にはツミ（小さなタカの仲間）が

飛来していることが観察されています。こうし

た場合、東京都は環境省の「猛禽類保護の進め

方」に従うことを定めています。「最も高い樹高

と同じ幅の緑地帯を確保すること」「人工物を高

木や壁面緑化で隠蔽すること（タカの目から森

に見えるように）等が開発の際の条件ですが、

河北病院が昨年発表した設計ではこれらは満た

されていません。区はツミが生きられる環境を

確保するよう病院に指導すべきです。

●杉一小の跡地は…？

杉並区は「にぎわいの拠点」などと説明し、

商業施設ができるの？という観測もありますが、

いま各地で学校跡地が再開発され、大手不動産

会社の食いものになっている例が見られます。

例えば、中野区の旧東中野小学校は敷地の約

６割が不動産会社に売却されて100戸もの巨大

マンションに。企業側は小学校跡地の価格が「割

安だった」と述べ、販売面で有利だったと認め

ています。杉一小の土地は高さ制限が緩和され

て60m（20階建て）まで建築可能となりました。

東中野小のようにマンション開発に利用される

可能性が高いのではないでしょうか。

●杉一小新築工事の問題点

移転先の河北病院敷地は、辺野古基地と同じ

軟弱地盤かつ汚染地（病院跡地のため）であり、

汚染除去や基礎工事のために20億円程度余分に

かかる（建築費が1.5倍以上に）という試算も

あります。

老朽化した杉一小は現地で建て替えるはずだ

ったのに、突然移転が発表されたのは5年前で

した。現在の杉一小敷地を手放し、地質条件の

悪い場所に移転する必然性はありません。誰の

ための移転なのか。少なくとも杉一小児童のた

めでないことは確かです。

阿佐ヶ谷駅北東地区区画整理事業
2022年4月 阿佐ヶ谷児童館を新阿佐ヶ谷地域区民

センター内に移転。河北病院新築工事開始(2025

年まで）

2025年 現河北病院を解体。

2026～2028年 病院跡地に杉一小新築工事

2028年 杉一小移転（河北病院跡地へ）。阿佐谷児

童館廃止。

2028年～ 杉一小校舎解体、跡地開発。

★杉一小跡地に何が建つかはいまだ闇の中。

●工事用通路の危険性

杉一小北側に河北病院などの工事専用

通路が作られました。今年4月からいよ

いよ工事用車両が通ります。

左図のように既存道路に対して右側通

行するような変則的な動線となり、また

世尊院前交差点が混乱することが予測さ

れ、大変心配です。しかも、この通路は

杉一小の移転改築が完了するまで７年間

ずっとこの形態で使われるのです。

世尊院

杉一小
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日中不再戦 平和共存のアジアへ
「対中国外交の転換を求める緊急共同」開催

米中対立が深まり、中国に対するネガティブ

な報道がメディアにあふれます。中国に対する

戦争の危機を自ら招き入れる愚を、日本は避け

なければなりません。

去る10月9日「対中国外交の転換を求める緊

急共同」（自主・平和・民主のための広範な国民連

合主催）が開催されました。私は当日司会をし

ながら先生方の発言を聞いていました。多くの

示唆に富むお話の中でも特に印象に残った発言

をご紹介します。（文責は松尾ゆり）

日中共同声明に立ち戻れ

最初に元総理大臣の鳩山友紀夫さんは1972

年の日中共同声明（注）の精神に戻ることがで

きれば日本と中国は平和的な関係を築くことが

できる。東アジア共同体、特に若者が国境を越

えて学び合える環境をつくるべき。来年共同声

明50周年を迎える。首相は習近平国家主席を国

賓で招くなど努力すべきと発言されました。

Don’t make us choose

新外交イニシアティブ（ND）代表の猿田佐

世さんは、東南アジアに注目。ASEANはDon’t

make us choose＝「我々に米か中かを選ば

せるな」といっている。しかし、日本は仲間に

なりうるこうしたASEANの国々を無視してい

ると指摘。また、日本の世論は反中国一色とい

うイメージだが、実は日本の世論調査で、半数

は「米中同じくらい重要」と回答している、こ

うした声を活かす政治をと指摘されました。

めざすべき市場は中国

経済面からの指摘もありました。谷野作太

郎さん（元中国大使）が、日中関係は安保だ

けでなく経済でもある。今後めざすべき市場

は中国。今日すでに収益率も非常に高い。な

ぜこういう寒々とした日中関係に経済界は声

を上げないのかと発言。

丸川知雄さん（東京大学教授）は、アメリ

カが中国に対し貿易規制を強めながら、他方

では対中輸出を急速に回復していることを指

摘、また、中国のTPP参加申請は難題もあるが、

受けとめてみるべきと述べられました。

アジア人どうしを戦わせる米国

羽場久美子さん（青山学院大学名誉教授）

は、現在の緊張はアメリカの経済的衰退から

きていること、また、アメリカの考えは自ら

中国と戦わず、日本と中国、アジア人どうし

を戦わせることであり、日本はロシア、北朝

鮮、中国の防波堤にされると警告。

元内閣官房副長官補(安全保障)の柳澤協二さ

んは、台湾が攻撃されたら日本も協力しなく

てはと日本の政治家がいうが、台湾を防衛す

るということは中国と戦争するということ、

軽々しく語ってはならないと指摘されました。

東アジア不戦の宣言を

最後に、元早稲田大学総長の西原春夫さん

は、戦争を知っている長老18人で「東アジア

不戦推進プロジェクト」を提言したことを紹介。

対立超克の理論にたち、戦争を避けること

を提案。どこの国も攻めてこないように、と

いうと、100％攻めてこないのか、という反論

があるが、独仏を見れば、いまやＥＵの中に

あって、戦争することは（100

％とはいえなくても）現実には

ありえない状態になったのでは

ないかと指摘されました。

（注）日中共同声明（1972年9月29日）抜粋

日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の
唯一の合法政府であることを承認する。
中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和

国の領土の不可分の一部であることを重ねて表
明する。日本国政府は、この中華人民共和国政
府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言
第八項に基づく立場を堅持する。
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田中区長

軽井沢ゴルフ場で会食」問題

昨年7月、緊急事態宣言が出た2日

後、田中区長が「軽井沢ゴルフクラ

ブ」へ出かけ飲酒を伴う会食をして

いたことが9月の議会で問題になり

ました。

緊急事態宣言下、飲酒を伴う会食

7月12日東京都に「緊急事態宣言」が出され、

都県境を越える不要不急の移動の自粛が求めら

れる中、県境を2つも越えて群馬県まで行った

区長。夜は十数人で飲酒を伴う会食。区長は翌

朝帰宅したものの、同行した区民生活部長と産

業振興センターの課長は、翌日のゴルフコンペ

に参加したということが発覚したのです。

群馬での会食は「不要不急ではない」？

当時は新型コロナの感染が急速に拡大してお

り、特に東京では皆ががまんして外出を控え、

仕事もままならず困っている時期。なのに区は

「群馬に行ったのは東京商工会議所杉並支部の

毎年恒例の夏の研修会に区長や部長が講師とし

て参加したもの。不要不急ではない」と開き直

り。

しかし、杉並区の団体の会合なら杉並区で行

えば良いのでは？また、会議は行うとしても、

会食、まして飲酒はまさに「不要不急」です。

入札企業と担当部長がゴルフ

さらにもっと深刻な問題が発覚しました。そ

れは、研修会翌日のゴルフでした。

阿佐谷地域区民センターの運営事業者に応募

している「Ｈ植木」の社長と、事業者を選ぶ側

（選定委員）の区民生活部長が「同じ組で回っ

た」ことが明らかになったのです。

入札*企業と選定委員の部長が仲良くゴルフ。

これは癒着といわれても仕方ありません。

（＊このケースは「プロポーザル方式（企画競争）

入札」）

公正な選定ができるのかと区議会は大騒ぎに

なりましたが区長らは開き直り。

肩書き違えば別の人？

「Ｈ植木の社長としてではなく、東商杉並支

部の会長として主催した会合だから利害関係者

にはあたらない」（総務部長答弁）との珍答弁ま

で出ました。肩書きが違えば別人格で、社長で

はない？？

「ルールには意味がない」？

「国家公務員の倫理規定に反する行為だ」と

指摘されると、区長は「それは杉並区の規定で

はないから問題ない」、さらに「国はいろいろ問

題を起こしたから倫理規定をつくったが、杉並

区では問題は起きていない」とまで開き直り、

そのあげく「ルールをいくら作っても意味がな

い。結局はその人を信頼するかどうかだ」など

とルールそのものを否定する始末でした。杉並

区は法治を否定？

過去にも区長のゴルフコンペが問題に

数年前、田中区長の後援会主催で区の仕事を

受注している企業関係者が一堂に会してゴルフ

コンペが行われていることが区議会で追及され

たことがありました。

しかし、田中区長はこりずに受注企業とのゴ

ルフや会食を繰り返しています。

私は決算特別委員会でこの問題を追及「他自

治体の多くが倫理規定・指針を定め、たとえば

新宿区はゴルフについては明確に項目を設けて

禁止と定めている。

今回このように、選定の公正さが疑われるよ

うなことが起きている。杉並区も倫理規定を定

める必要がある」と指摘しました。

新しい年を迎えました。杉並区では今年６月に区長選挙が行わ

れます。昨年は衆議院東京８区でベテラン自民党議員が落選し、

新しい風が吹きました。今年は区政を転換する良い年にしまし

ょう。

杉並区議会議員 杉並わくわく会議代表

松尾 ゆり2022年
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