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日本共産党中野区議会議員 あなたの声を、区政に活かす

羽鳥だいすけの区政報告
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　この基金積立額は史上最
大で、基金残高も約629億
円にまでなりました。区は
区債残高の減少を評価し、
「安定した財政運営を行う」
ためにさらなる積立を行っ
ていく予定です。しかし、わ
ずかな予算でできるささや
かな区民施策には背を向け
続けています。

　この年度に中野駅周辺の大型開発に本格的に足を踏み出し
ました。中野駅周辺まちづくり費で27億円支出し、今後の中
野駅西側南北通路・橋上駅
舎整備には区負担額はこれ
までの1.4倍の119億円かか
るとされています。

　長年にわたる区民運動の
歴史と利用者・区民の願い
を無視し、バーベキューサ
イトまで設置するという再
整備計画の強行に加え、示
されていた概算整備費55
億円が108億円と倍になっ
たことも重大です。

　2015年度決算は史上最高の約1313億円になりました。
「アベノミクス不況」が語られる中、自治体の最も大切な
「住民の福祉向上」という立場に立つことがこれまで以上に
求められています。日本共産党の決算認定への反対討論の
中身から、決算の特徴についてご紹介をしていきます。

相談・ご意見お待ちしております
生活のこと、地域のこと、
なんでもご相談ください
議員団控室／電話：3228-8873
　　　　　　FAX：3389-8657
携帯電話：090-4607-7889

「南スーダンは永田町に比べれば危険だ」とい
う安倍首相の発言には、自衛隊員を「死」と隣り合わせの危
険な地域に派遣する責任者としての自覚も誠実さも感じられま
せん。戦争が人をどう変えるのか、ベトナム戦争の体験をつづ
るこの作品で描かれる現実はあまりに過酷です。

人を人でなくする戦争

★このコラムでは、地域のこと、私のことなど、雑多な中身をご紹介していきたいと思っています。

羽鳥だいすけの

日々雑感

三枝義浩
『ネルソンさん、あなた
は人を殺しましたか？』

踏切渋滞が激しい
新宿線沿線
　現在、区内には多くの踏切があり、
ラッシュ時には長時間交通が遮断さ
れ、通過の際には車と自転車と人が
混然一体となって大変危険な状態に
あります。中井─野方駅間の地下化
工事は始まっていますが、野方以西
についてはまだ工事時期だけでなく、
高架にするか地下にするかも決まって
いません。

区民の願いは
西武線の地下化
　この間、地下化を求める区民の運
動も行われてきました。「西武線利用
者の会」などの住民団体の立ち上げ
や、町会連合会は6万9千人
の署名とともに地下化を求め
る請願を都議会に提出。中野
区・区議会も参加した「踏切
渋滞解消促進期成同盟」とい
う早期地下化実現をめざす取
り組みも行われてきました。

議会質問から見える
中野区の立場
　そのような中で中野区は2014
年、野方―井荻間の連続立体交差
化の構造形式の調査検討を発表し、
高架案が最適としました。今議会
での質問で「地下化推進に足を踏
み出すべき」と求めても、地下化の
「ち」の字に触れることもありませ
んでした。

西武線の複々線化＆急行
線地下化の事業計画が認
定を受ける

事業実施のため運賃に10
円を上乗せが始まる

西武鉄道は計画の延期を
発表

6万9千人の署名とともに
区内全線地下化の推進を
趣旨とする請願が都議会
に提出される

区民・区議会・中野区が
一体となり区内全線地下
化を目的とする「西武新
宿線踏切渋滞解消促進期
成同盟」が結成

中井─野方駅間が地下方
式により都市計画決定

・	中井─野方駅間の工事
が開始される

・	野方以西の立体交差構
造について「高架案が
最適」と区が発表

地下化で夢あふれる
まちづくりを
　高架化では北側に側道を設ける
必要があり、住民の立ち退きが多く
発生してしまいます。また高架下の
利用方法も限定されます。各地では
地下化した跡地を緑道にしたり、菜園
や公園を設置したりと、住民の憩い
の場としている例がたくさんあります。
豊かなまちづくりが
可能となる地下化を
進めていきましょう。

　  西武新宿線の地下化推進で
まちづくりをすすめよう
地下化した跡地を住民の憩いの場などに活用して、
豊かなまちづくりを進めていきましょう。

約174億円もの
巨額積み立てを行う

不要不急の大型開発に
本格的に踏み出す

区民合意のない
平和の森公園へ

の支出

就学援助基準
引き下げ

1500万
円

遠足代公費
負担の廃止

2300万
円

保育所運営費
加算の縮小

275万
円

高齢者会館での
入浴事業廃止

410万
円

区が削減した施策と削減額
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西武新宿線地下化の経過

「はばたき通信」へのご意見お待ちしています。

中野区決算

について

西武新宿線

について

　  基金総額は629億円に！
2015年度は100億円、3年間で200億円の積み増し

基金残高も
約629億円に

中野駅
西側南北通路・橋上駅舎
整備の区負担額は
約119億円に

概算整備費

55億円➡108億円に

中野区の基金総額
（単位：億円）

地下化した線路跡地を活用した緑道

新しい中野駅舎の建設予定地

野球場の拡大と体育館の
建設、陸上トラック設置が
公園の姿を大きく変える

期成同盟は地下化を目的に設立されました

朝の鷺ノ宮駅前踏切の様子

1.4倍の

2013年度

439
億円

527
億円

629
億円

2014年度 2015年度



一般質問について

　議会の中身は公開が原則です。しかし共
産党以外の賛成により、2つの議案審議の
様子が非公開とされました。議会改革が叫
ばれる時代での出来事に残念な思いです。

　10月16日に鷺宮区民活動セン
ターで「対話のつどい」を行いました。
区政報告とともに、植木都議から
は今話題の豊洲市場について報告。

ぜひ次回の
「つどい」に
もご参加く
ださい。

区政史上初の
「秘密会」！？

「対話のつどい」
行いました

これで

いいのか

中野区政

9月12日に本会議において質問に立ちました。その内容の一部について
ご紹介いたします(西武新宿線については次項)。

区は不動産会社になったのか！？
決算の審議に引き続き、各委員会では様々な報告がなされました。
「民間活力の活用」の名の下の開発優先・民営化路線のあり方が問われています。

中野駅前に約200メートル
超高層ビルと1万人収容
大規模アリーナ！？
　今定例会に、区役所サンプラザ地区再開発の事業協力者(野村
不動産など)から出された「提案」が報告されました。(図参照)
　出された提案は、約200メートルの超高層ビルと現状の
2000席をはるかに上回る1万人の収容を可能とするアリーナを
建設するというものです。アリーナは民間運営を謳っていますが、
採算性の問題から手を挙げる事業者が現在想定できず、直接・間
接による区所有・運営もありえます。

保育園のさらなる
民営化は許されない！
　区立保育園の全園民営化を進める中野区から、
今後5年間の新たな民営化スケジュールが示されま
した。この計画を実行すれば、最大41園あった区
立保育園は11園にまでなってしまいます。保育の公
的責任を後退させる政策は許せません。

「区立幼稚園を存続
させて」の陳情が
採択される！
　10月14日の本会議最終日において、
「新しい中野をつくる10か年計画(第3
次)」で示された区立幼稚園廃止方針
を見直し、存続させることを求める陳
情が採択されました。この間、運動が
大きく広がり、13371筆もの署名が
議会に届けられ、審議の際には委員
会室からあふれるほどの傍聴者が来ら
れていました。区は陳情採択を受け止
め、「区立幼
稚園の役割は
終わった」と
する方針を見
直すべきです。

誰もが暮らしやすい中野を

安心できる介護保険制度を
　来年度から始まる新総合事業により、要支援
の方は介護保険制度からはずされます。そのよ
うな中でも利用者と事業者に影響が出ないよう
に求める立場から質問を行いました。
Q.	要支援1・2の方の介護報酬の引き下げを行
わないべきでは。

A.	要支援の方の利用時間は想定よりも短い。
それに基づき判断する。

Q.	サービス切り捨てを招きかね
ない国による新総合事業費
の上限枠撤廃を求めるべき。

A.	求める考えはない。

地球温暖化対策の推進を
　パリ協定の発効も決まり、具体的な行動を取ることが世界
に求められています。中野区の目標のさらなる引き上げと具
体的な政策の充実を求めました。
Q.	区のCO₂削減目標はパリ協定の目標と照らして低いのでは
ないか。

A.	整合性が取れた目標と認識。
Q.	太陽光発電機器設置助成を行う
べきでは。

A.	行う考えはない。
Q.	区有施設の新築・建替えの際に地
中熱利用設備を導入すべきでは。

A.	初期費用が高く、考えていない。

①9月9日/本会議：浦野議員本会議
質問。平和の森公園再整備事業費
が108億円へと約2倍に膨らむ。
区の計画強行姿勢は変わらず。
②9月12日/本会議：羽鳥議員本会
議質問。詳細は別項で。
③9月16日/決算特別委員会：長沢
議員総括質疑。中野区が基金を史
上最高の約629億円にまで積み上
げつつ、さらに積み増すと答弁。
④9月20日/決算特別委員会：いさ
議員総括質疑。視覚障害者対策と
して、産業振興センターへの道路
のカラー舗装化を今年度にやると
答弁。
⑤9月21日/決算特別委員会：広川
議員総括質疑。認可保育園に申
し込みながら入園できなかった
子どもが644人に上ることが明ら
かに。
⑥10月3日/本会議：中野区政史上
初の「秘密会」が開催。議員が特
定の議案について公表することが
禁止される。反対は共産党のみ。
⑦10月5日/子ども文教委員会：十
中・三中統合新校の学校図書館と
合築される一般利用もある区立
図書館の仕切りはロープのみで安
全性に不安高まる。
⑧10月14日/本会議：区議会閉会。
区立幼稚園の存続を求める陳情
が採択される。

第3回定例会日誌
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区有施設の充実を
Q.	公衆トイレの設置・改修は一定範
囲内には行うなどの基準を持っ
て進めるべきでは。

A.	利用状況を勘案し、今後検討。

Q.	公園にボール遊びができるス
ペースを一定範囲内に配置し
ていく必要があるのでは。

A.	公園の機能や魅力を高めてい
きたい。

今の街の様子
と全然違う！

●区立保育園民営化のスケジュール

既存の道路も作り直すビル計画

中野通り側から今の駅方向を見上げた図

かみさぎ幼稚園

環境のことが
心配だわ

本会議での一般質問
に立つ羽鳥区議

地中熱利用設備の図
住宅・ビル等の冷暖房など

外
気

地下に埋設した
パイプを通して
地中で熱交換


