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“はけ”と野川を壊す道路はいらない
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元小金井市議会議員 ／ チェンジ東京！ 小金井の会代表
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小金井の南側に東西に広がる“はけ”、
湧水、野川、雑木林、坂道などがつくりだす里山的景観が、
東京都の２本の都市計画道路によって破壊されようとしています。

都へのパブリックコメントでは2,000を超える反対意見が

提出されましたが、その声は無視され、昨年3月、10年以内の

事業化が決まってしまいました。 その後も、9,000近くの反対
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署名が集まり、市議会も「見直し」の意見書を都へ送りました。
知事選アンケートで「現地を視察し、見直しも検討する」と

都議選

答えた小池知事は、今も現場には来ていません。小金井の声を

都政に届ける役割の小金井選出の都議会議員は期待に応えて

投票に行こう

チェンジ東京！
漢人あきこ 5 チェンジ

くれていません。

漢人あきこは、小金井と都政をつなぎ、“はけ” の豊かな生態

系をみなさんといっしょに守っていきます。

市民のチカラで
か ん ど

つの
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旧態依然の

都議会

都庁は伏魔殿！
広がる貧困、
格差、

暮らしの不安
開発優先の

都市計画
強まる不寛容

緊急提言

市民に開かれた議会へ

委員会もインターネット中継／市民の意見表明の機会／
議会基本条例／議員報酬２割削減を１年だけで終わらせない／
海外視察の中止／議員公用車の廃止／女性議員を増やそう／

かんど

小金井の実績で都政を変える
「はけと野川をこわす都市計画道路」

の動きや「築地・豊洲移転問題」……、市
民ともっと向き合う都議がいたら、知らな

いうちに進んでしまうことはなかったはず。

とことん「見える化」

大切な課題は多いのに注目度の低かっ

情報公開・市民参加の推進／
予算編成の透明化でムダ削減／女性管理職を大幅アップ

福祉を都政のど真ん中に

た都政に、小池知事はスポットライトを当
小金井市議として4期16年

ててくれました。この間の改革や議会へ
の姿勢も賛同できます。でも、都議会が野

待機児童ゼロ・給食無償化／給付型奨学金の拡充／
地域で暮らせる介護サービス

党ならなんでも反対、与党ならなんでも賛成になってしまったら、

生活・環境優先のコンパクトシティへ

育所で働き、子育てし、さまざまな活動にかかわってきました。

歩いて暮らせるまちづくり／里山的景観・都市農業を守る／
空き家・空き店舗の有効活用

人権、多様性が響きあう社会へ

みんな違ってみんないい／
性的マイノリティなどの差別を禁止／多文化共生の国際都市へ

❶ 豊洲移転は中止、築地再整備で

❷ はけ と野川を壊す道路はいらない

都議会はブラックボックス化してしまうのではないでしょうか。

漢人あきこのプロフィール
1960年 静岡県生まれ。1980年 東京学芸大学入学。
1983〜95年 本町「どろんこ保育所」で働く。
1986年 小金井市にチェルノブイリ原発事故による食品放射能測定
を求め、放射能測定室を実現、全国の先進例となる。
1992〜95年 小金井女性フォーラムで副委員長・委員長を歴任。
1995年 緑小PTA副会長。
1997〜2013年 小金井市議（無所属）を４期16年務める。
著書

「内部被ばく」
こうすれば防げる！
放射能を 21 年間測り続けた女性市議からのアドバイス
監修：菅谷昭（長野県松本市長）発行：2012 年２月

文芸春秋社刊

応援します！

37 年前に学芸大学に入学して以来、小金井で学び、暮らし、保

「エコでピースでフェアな未来へ」を掲げた４期16 年の市議の活

動で、特に力を入れた議会改革や市民参加は、いまの都政に必須
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秋葉忠利
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の課題です。小金井で培った経験と実績を活かします！
かんど

漢人あきこ
チェンジ東京！小金井の会
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築地再整備で

漢人あきこは3つの理由から、築地ブラントを守り、
築地再整備を進めるべきだと考えます。

① 都民の66％は汚染地への移転に反対
地下水汚染はベンゼンが最大100倍、検出されてはいけ

ないシアンが２割近くで検出など、環境基準値以上の汚染
のままで移転が検討されています。大気経路による汚染や
地震の液状化による土砂の噴出などが心配されます。

４月の新聞社の調査では都民の多くが不安を感じ、
「移

転賛成」はわずか16％、現状では「安全対策が不十分」も

都民の「安全・安心」への意向
今の
状態で

移転
16％

含めると「移転反対」が66％です。
「十分な安全対策＝汚

充分な安全対策で

移転

築地維持
移転中止

その他
回答なし

37％

29％

18％

7 割近くが現状での移転に反対

染の無害化」がいつ実現できるかについても、専門家会議

出典：朝日新聞 2017.4.1

は「分からない」と述べています。
「安全・安心」の確保の

ためには、80年の実績がある築地の再整備がベストです。

② 豊洲移転で負担は５倍に

維持管理費は、築地の年約16億円に対し、豊洲は約77

億円と、61億円も増えてしまいます。順次回収する築地再

整備は780億円程度。増加した維持管理費61億円×13年
分です。築地再整備の方がコスト的にも妥当です。

アクセスが便利な地域にある築地市場

③ 市場で働く人の9割近くが反対
昨年４月の市場関係者へのアンケートでは、
「築地で営

業を続けたい」が82.9%でした。水産仲卸業者の70％以

上の「移転反対」署名が3月に都に提出され、署名数は現
在90％近くになっているそうです。
「安全・安心」
「市場の

あなたはどう思いますか？

豊洲移転は中止

ご意見をお聞かせください︒

食の安全と安心を脅かす

なくそう！議員特権キャンペーン
漢人も事務局として参加した 10 年前

の「なくそう！議員特権キャンペーン」は

マスコミも大きく報 道。都議会はワース
ト１に選ばれ、都議会へ申し入れを行い
ました。費用弁償１万円、議員表彰の肖

像画やダイヤモンドのバッチなど多くの

ムダ使いの廃止を求めました。今 年の２
月、やっと廃止になりました。

ら移転に反対している市場関係者の意向を尊重すべきです。

改革 市民に開かれた議会へ
❶ 年間 10 分の質問時間の大幅拡大を
●

一般質問が少ないのでは困ります。小金井は１人当たり年間４時間で
すが、都議会はたったの10分。大幅な拡大が必要です。

❷ 議会のネット公開（委員会）を
●

10 分

小金井市議会 年間で

4 時間

市民の関心の高い具体的な課題は委員会で審議されます。小金井はネットで公開、都道府県

❸ 議会報告会の開催と市民の意見表明の場を
●

小金井では議会報告会が行われていますが、都議会ではまだ実施の方向性が打ち出されて

いません。議会にとって市民や当事者の意見や提案を効くことは大切なこと。小金井では市民
の陳情・請願の時に意見表明ができますが、都議会では保障されていません。

削減

議員へのムダな税金投入は削減を

小金井市議の報酬は約 820万円、都道府県議の全国平均は約1300

議員報酬の比較（年収）
約

約

1320

〜︶
2018.4

︶
2018.3

は廃止を。飲食のための利用も可能な公用車も廃止すべきです。

〜
2017.4

中町4-17-13 ル・シエ・ソワ1F

小金井は海外視察なし。１人当たり150〜250万円もかけた海外視察

︵

会場

●

万円

１年後には元にもどる ？

福祉会館前

❸ 海外視察と公用車の廃止

万円

約

1330
２割削減だか１年間だけ！

連雀通り

もの予算が計上されます。

約

820

万円

東京都議

農工大通り

年 70 万円、都道府県の平均は年 180 万円、東京都は年に 1000 万円

万円

東京都議

日時：6月4日（日） 18：00〜 参加費：200円
会場：チェンジ東京！小金井の会事務所
お話：高橋金一さん（市内農業者） 大河原まさこさん（元参議院議員、元都議会議員）

武蔵小金井駅

議長交際費は必要ですが、都議会はあまりにも多すぎます。小金井は

1700

万円

減が実現しましたが、１年間だけの限定でした。恒常化を求めます。

●

毎回、どなたでもご参加いただける
オープンカフェです。
お誘いあわせてお気軽にどうぞ！

約

1700

東京都議 ︵

万円。都議会は約 1700 万円でした。今年の２月に議員報酬の２割削

❷ 議長交際費の大幅削減を

緑中央通り

都市農業とまちづくり

年間で

東京都議会

は 57％がすでに実施、都議会は依然として非公開です。

●

小金井街道

第2回

（議員１人あたり）

都道府県議の全国平均

どうする「築地・豊洲」学習会

議員の仕事は行政のチェックです。都政全般に関する質問ができる

本会議の一般質問の質問時間

小金井市議

第1回

みのもんたの「朝ズバ」で報道される漢人

行政をチェックできる議会へ３つの改革
議員のムダには３つの削減

築地市場の「鈴友三浦水産」の三浦さんと

日時：6月4日（日） 10：00〜 参加費：500円
会場：チェンジ東京！小金井の会事務所
お話：水谷和子（一級建築士）『築地移転の闇をひらく』（大月書店）共著

都議会に議員特権廃止を要請する漢人

❶ 議員報酬の２割削減は１年だけで終わらせない

機能性」
「行政への不信」
「経済的な見通し」などの理由か

漢人あきこと都政を語り合うカフェ

かんど

漢人あきこの 10 年前の提言が、やっと実現！

