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最近、「誰かいい人がいたら紹介してください」このように頼まれることが多々あります。

日頃、もし同じようにお考えの男性・女性がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡を

ください。微力ながら、お手伝いをさせていただきます。

「誰かいい人」を紹介します。
☎ 03-3248-0888（平日9時～18時）

お名前、ご住所、電話番号をご記入の上、
「月刊田中けん」への投稿をお待ちしています。
原則、実名紹介です。
希望者のみ、匿名扱いといたします。
ただし、紙面の都合上、短文化をします。
掲載できない場合もあります。ご了承ください。

区長の回答

弁護士の無料相談を受付中
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を取り上げます。

　京葉道路は、靖国通りより連続する東京都墨田

区両国1丁目から江戸川区篠崎町2丁目までの一

般道路の東京都通称道路名及び東京都江戸川区一

之江1丁目から蘇我インターチェンジの東日本高

速道路管理の有料道路の道路名である、このよう

に定義します。江戸川区と関係する首都高は、首

都高速7号小松川線です。首都高速7号小松川線は、

都心から東へと移動してきた場合、一之江にて終

点を迎えます。その場所は同時に京葉道路の起点

でもあり、首都高速7号小松川線は一本の道路で

ありながら、一之江を境にして別の道路へと名称

が変わる道路です。ここに問題が二つあります。

京葉道路と首都高のそれぞれの有料区間の部分です。

　まず、政権交代が行われ、民主党政権の目玉政策

である高速道路の無料化に関する質問です。

　選挙中、民主党は、首都高と阪神高速を除く高速

道路を原則無料化すると訴えてきました。大枠はこれ

だけです。詳細はまだ何も決まっていません。このよ

うなときだからこそ、東京都と千葉県の境に位置する

江戸川区にとっては、関係する高速道路が有料か無料

かは、その動向が直接的な利害と絡みます。

　さて、ここでは具体的に京葉道路と首都高の問題

　お答えをいたしますが、なかなかお答えができないよう

な御質問でありますので、いつも当惑するのでありますが、

高速道路の無料化の問題は、今国家的なもちろん課題と

してさまざまな論議が行われておりまして、これは私ども

も成り行きを見なければなりませんが、いろいろな角度か

ら環境問題その他、いろいろ産業界の問題を含めて問題

提起がなされているわけでありまして、どちらに落ちつく

か私もわかりませんけれども、それは見守るしかないと、

こういうことだと思います。今おっしゃったある部分だけ、

江戸川区の部分だけとにかく改善しろということを国へ行っ

て要請してこいと、党にも行ってこいと、そういうことをも

しやれば、あいつ、気が狂っているんじゃないかと多分言

われるでしょう。ですから、そういうことは私はいたしま

せんが、今いろいろ江戸川区の道路環境の話をしてくださ

いましたけれども、まだこのあたりの道路環境は計画どお

り整備されておりません。ですから、中央環状もまだ未完

成でありまして、平成25年に羽田のところまでいって完成

するということですが、それだけでも相当な条件は変わり

ます。小松川ランプの問題もありまして、あれもできれば

相当条件が変わる。それから、外環も今、千葉のほう、

買収が進んでおりますが、あれもできますと相当に江戸川

区の交通環境は変わるはずであります。もっといい環境に

なっていくと、こういうことだと思っております。

　私どもは、たびたび政府や東京都に対しても要求してき

ておりますが、新政権もたしか3環状はやると、こういう

ことを言っておりますので、これは既定方針どおり進める

ことになるんだろうと思います。そして、この東京周辺の

環状線を整備して都心の負担を減らすと、こういうことに

なってくると思いますが、そういうことで、当面私は、先

ほどの陳情の気持ちは全くないと、そのことだけまず申し

上げておきます。

　それから、30人学級に絡んで学校のお話ですけれども、

30人学級にするかどうかということは、これは究極的には

国民のコンセンサスですから、つまり国民がそのことでい

いでしょうといえばそうなるという問題だと思います。その

ための法改正が行われると。少子化の世の中であります

から、子どもたちが減っていく中ではそういうことも、全

国的に見れば可能な条件が出てくるということは考えられ

ます。しかし、当区のように非常に子どもの多い特異な区

については、環境が整わないという問題が出てきますので、

それはつまりお金の問題とか、あるいは土地の問題とか、

施設の問題とか、そういうことになるわけで、それが非常

に困難な課題ということになるわけで、そんなこと言って

いないで、できる条件探せということでありますけれども、

そういうことであれば、昔のように二部授業をやるとか、

いろいろそういうことをやってしのぐとか、いろいろなこと

をやることになるだろうと思いますが、つまり、それは非

常に現実的でないお話でありますから、そのことを今どう

するんだと迫られても、こういう手だてがありますなどとい

うことは私には見当たりません。

　それから、集合住宅を建てさせないための、つまり高

規格の住宅だけを建てさせるというような施策をとれと言

ったって、今の法制の中で何をお考えかわかりませんが、

それを御存じなら教えてください。できるんですよ。です

から、とっくりと私も勉強します、教えてくだされば。そ

んなことできるわけないから、こういうふうに今の状況に

なっているわけですよ。ですから、そういうふうに思います。

　それから、たばこの問題でありますが、これは総務部

長からお答えをいたします。

総務部長 ：職員の喫煙の問題でございますけれども、当

然のこと職務放棄というようなお話もありましたけれども、

業務だとか職務に支障を来すというようなことは、これは

許されるべきものではないと、そのように考えております。

喫煙に関しましては、周りの方々への配慮、それから、マ

ナーだとかエチケット、こういうものは当然のこと守るべ

きものがありますので、そういう点では節度を持って、マ

ナー、そういうものを十分自覚をしながら、最小限の利用

をすべきだと、そのように今現在考えているところでござ

いまして、職員のほうにもそれをさらに徹底をしていきたい

と、そのように考えております。

　また、愛煙家にとっては非常に厳しい喫煙環境にもなっ

ているところもございますので、社会通念、社会常識等も

変化をしてきておりますので、そういう推移は十分見てま

いりたいと、そのように考えております。

http://twitter.com/edoken
皆様のご意見をお待ちいたします。

http://twitter.com/edoken
皆様のご意見をお待ちいたします。

ツイッター始めました。ツイッター始めました。

（平日9時～18時）まで

第４期 vol.07（通巻39号）

田中けんは、タバコ1箱1,000円を支持します。

平成22年3月1日発行
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　まずは、京葉道路です。

　江戸川区民が京葉道路を使って千葉方面に行こうと

した場合、主に二つの料金所と関係します。それは、

一之江から幕張インターチェンジ間に存在する船橋料

金所と原木インターチェンジの料金所です。現在、船

橋料金所では200円、原木料金所では100円の通行料

金が必要となります。この京葉道路は、1990年に償

還を完了し、本来ならば無料開放されるはずの道路で

した。しかし、千葉プールと称する千葉県限定の千葉

プール制の創設によって京葉道路の無料開放は延長さ

れ、京葉道路利用者が支払っている通行料金が千葉

東金道路や東京湾アクアライン等の建設費償還に流用

されているのです。この事実から、京葉道路を利用

する江戸川区民は千葉方面に行く場合、建設費償還

が終わってもなお20年間、自分たちが直接使わない

道路の建設費までも余計に支払わされてきました。し

かも、この状態は今後も続く可能性があります。

　また、首都高速7号小松川線については、錦糸町

出入り口から一之江までのたった5.6キロメートルが有

料道路設定とされています。通告料金は通常の700円

です。割引はありません。これによって、千葉方面か

ら江戸川区に向けて走ってきた乗用車は、700円の通

行料金を払いたくない場合、篠崎出口から無料の京葉

道路におりて東京都心方面を目指すことになります。

これでは、江戸川区に用事はなくとも、単なる通過目

的だけの車両が京葉道路にあふれ、区民の生活道路

である京葉道路は渋滞し、環境悪化はより大きくなっ

ています。

　京葉道路における信号の数を数えてみましょう。江

戸川区内だけで16個、江戸川区から錦糸町までで12

個、合計で28個の信号があります。仮に都心部に向

かう車両が篠崎出口ではなく、錦糸町出口でおりよう

とすれば、28個の信号によってその都度停止する可能

性がなくなります。東京都心に向かう車両にとっても、

江戸川区民にとっても、高速道路の有効利用が促進さ

れれば、それだけお互いの移動時間が短縮されます。

民主党政権は、首都高速道路は無料化の対象外だと

していますが、詳細は白紙です。本格的な高速道路

無料化時代を前にして、無料化と有料化のはざまにあ

る江戸川区の地政学的な見地に立てば、今こそ江戸川

区は区民の共通の利益のために、大いなる自己主張を

すべきです。

　共同通信社のアンケートでは、高速道路の無料化

に賛成したのは、岩手、徳島、沖縄の3知事だけだっ

たそうです。これとは別に、富山県知事が前原国土

交通相と会談し、東海北陸自動車道を無料化するよう

要望書を提出しています。もし私が民主党政権におけ

る実力者であり、無料化する優先順位を決められる立

場ならば、地元知事が賛成した県から順々に無料化を

実現します。地元知事が反対した県の高速道路は後

回しです。こうなれば、反対していた知事も我先にと

賛成に回って、せめて自分たちの地域だけは無料化に

してもらえないだろうかと率先して願い出てくるのでは

ないでしょうか。何も決まっていない白紙の今だから

こそ、声に出して主張した自治体の高速道路の無料化

は実現化する可能性が高いと言えましょう。

1、首都高速道路は有料化維持とはいえ、錦糸町出

入り口から一之江までの首都高はたった5.6キロメ

ートルしかない。このことから、錦糸町出入り口

から一之江までの区間に関しては無料化を求める。

2、京葉道路の有料部分については、1990年に既に

償還が終わっている。このことからも、船橋料金

所と原木料金所の撤廃を求める。

　この2点の趣旨を要望書にまとめて、富山県知事が

したように多田区長が前原国土交通相を訪ね、もう一

方では民主党本部の幹事長室へ行って、小沢幹事長

に会って陳情をしていただきたいのです。江戸川区民

を代表して、区民利益追求のために新政権に対して頭

を下げてきてほしいわけです。

　これは、民主党政権が好きとか嫌いとかというので

はなく、時代の変化に対してより的確に、柔軟に対応

できるかどうかが試されているテストだと考えてくださ

い。このような提案に対して、区長はどのようにお考

えでしょうか。

　次に、30人学級とそれに関連する人口問題について

質問します。

　前回、共産党が質問した件に関して、区長答弁では、

増築費用だけでも111億円を超える多額の財政負担が

必要となるので、30人学級はできないという回答があ

りました。しかし、区民はできない理由を聞きたいの

ではありません。いかにして実現するのかという方法

を聞きたいのです。民主党は、緊急課題として30人

学級の実現をマニフェストにうたい、政権を奪取しま

した。区長は、これに対して明らかに逆らい、反対す

るという立場なのでしょうか。

　前回の教育長の答弁によると、30人学級を現状で

実現しようと思えば、384教室の増設が必要とのこと

です。単純計算では、30人掛ける384教室は、11,520

人の子どもたちが教室に入れず、余ってしまいます。

現在の江戸川区における小学校と中学校に通うだろう

7歳から15歳までの人口が57,400人です。約20％の子

どもたちに教室がないという計算です。待ったなしの

課題に対して、財政負担が大きいから実現不可能では、

区民に説明がつきません。これからは、いかにして30

人学級を実現するのかという意識で教育行政に取り組

んでほしいのです。

　そのときぜひお考えいただきたいのは、江戸川区の

人口政策です。30人学級の実現は、学級数増だけで

対応しようとするから無理なのです。江戸川区の人口

を減らせばいいのです。私が昔からお伝えしていると

おり、江戸川区の人口過密は区民の不幸です。適正

人口という哲学に基づき、しっかりと江戸川区の人口

を増やさない対応をしていれば、このようにはならな

かったはずです。少子化の時代であっても、東京都

江戸川区はいまだに人口が増えています。これは決し

て喜ばしいことではなく、不幸なことだという認識を

持ってください。価値観の逆転が必要なのです。30人

学級に対応できないという具体例がその証拠ではあり

ませんか。

　何度でも言いますが、人口過密は都市住民の住環

境を悪化させ、住みにくくさせます。近隣住民のトラ

ブルも増えます。騒音、交通渋滞、満員電車、すべ

てが人口過密によって引き起こされています。マンシ

ョン等の集合住宅が増え、日照権など日が当たらない

土地が増えます。限られた場所に多くの人たちが住む

わけですから、居住面積の狭い住宅が多くなります。

街全体が監視社会となって、街中設置の監視カメラの

有無に関係なく、住民の一人ひとりが監視カメラの役

割を果たすため、プライバシーの侵害も多発します。

人口過密の問題は、相手が人間なだけに過疎よりも自

治体経営上は厄介な問題なのです。日ごろから人口が

増え過ぎないような意識を都市自治体の首長にはしっ

かりと認識してもらわなければなりません。そのため

にはどうするか。江戸川区に住む人は、だれもが家に

住みます。そのままホームレスになるという人はごく

わずかです。それならば、住宅政策をしっかり行って

高規格住宅の建設を奨励し、狭い土地で多くの人たち

がひしめき合って暮らすような集合住宅を立てさせない

ようにすべきです。ゆとりある生活空間の実現とは、

このことです。それには、緑地帯をどれだけ多くつく

らせるとか、駐車場をどれだけ多くつくらせるとか、住

宅建設に当たっては、このように居住空間以外の部分

にも目を向ける必要があります。地味で細かい作業に

なりますが、細かい規定を積み重ねて高規格住宅の

建設だけを認めていくことによって、江戸川区の人口

は確実に適正化へと向かうことでしょう。

　今からでも遅くありません。これからの江戸川区は、

ゆとりある生活空間を実現すべく、住宅建設には厳し

い規制をかけて過剰な流入人口を防ぐ対策が必要かと

思いますが、区長の御意見をお聞かせください。

　最後に、区職員による庁舎内喫煙室の利用につい

てお尋ねします。

　役所の中を歩いていると、休憩時間でもないのに

喫煙室に入っていく区職員を見かけます。休憩時間な

らばいざ知らず、勤務時間中に喫煙目的のために喫煙

室に行くというのは職務放棄です。たばこ1本吸い終

わるのに5分だと仮定しても、10本吸いに行けば、そ

れだけでも50分の時間外休憩時間となってしまいます。

これは公務員の態度としていかがなものでしょう。つ

まり、勤務時間中の喫煙室を使っていいのは、役所

に来られたお客様だけというのが私の認識です。それ

に、勤務時間中に喫煙室に行けば、その部屋を出て

からも、肺に残る残留呼気の関係から、以後5分程

度はたばこの煙を吐き続けるとも言われています。こ

れでは接客や同僚との共同作業には不的確です。実

際私も、区職員による残留呼気によってたばこの被害

を受けました。熱心に説明されれば説明されるほど、た

ばこくさくて私は不愉快になるというわけです。区職員

が喫煙室を利用する場合は、休憩時間と勤務時間が

終わった後だけとして、それ以外の時間帯では区職員

による喫煙室利用を禁止してはいかがでしょうか。中長

期的には、喫煙室の廃止も含めて検討していただける

よう、区長の見解を求めます。（次ページ区長の回答に続く）
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　まずは、京葉道路です。

　江戸川区民が京葉道路を使って千葉方面に行こうと

した場合、主に二つの料金所と関係します。それは、

一之江から幕張インターチェンジ間に存在する船橋料

金所と原木インターチェンジの料金所です。現在、船

橋料金所では200円、原木料金所では100円の通行料

金が必要となります。この京葉道路は、1990年に償

還を完了し、本来ならば無料開放されるはずの道路で

した。しかし、千葉プールと称する千葉県限定の千葉

プール制の創設によって京葉道路の無料開放は延長さ

れ、京葉道路利用者が支払っている通行料金が千葉

東金道路や東京湾アクアライン等の建設費償還に流用

されているのです。この事実から、京葉道路を利用

する江戸川区民は千葉方面に行く場合、建設費償還

が終わってもなお20年間、自分たちが直接使わない

道路の建設費までも余計に支払わされてきました。し

かも、この状態は今後も続く可能性があります。

　また、首都高速7号小松川線については、錦糸町

出入り口から一之江までのたった5.6キロメートルが有

料道路設定とされています。通告料金は通常の700円

です。割引はありません。これによって、千葉方面か

ら江戸川区に向けて走ってきた乗用車は、700円の通

行料金を払いたくない場合、篠崎出口から無料の京葉

道路におりて東京都心方面を目指すことになります。

これでは、江戸川区に用事はなくとも、単なる通過目

的だけの車両が京葉道路にあふれ、区民の生活道路

である京葉道路は渋滞し、環境悪化はより大きくなっ

ています。

　京葉道路における信号の数を数えてみましょう。江

戸川区内だけで16個、江戸川区から錦糸町までで12

個、合計で28個の信号があります。仮に都心部に向

かう車両が篠崎出口ではなく、錦糸町出口でおりよう

とすれば、28個の信号によってその都度停止する可能

性がなくなります。東京都心に向かう車両にとっても、

江戸川区民にとっても、高速道路の有効利用が促進さ

れれば、それだけお互いの移動時間が短縮されます。

民主党政権は、首都高速道路は無料化の対象外だと

していますが、詳細は白紙です。本格的な高速道路

無料化時代を前にして、無料化と有料化のはざまにあ

る江戸川区の地政学的な見地に立てば、今こそ江戸川

区は区民の共通の利益のために、大いなる自己主張を

すべきです。

　共同通信社のアンケートでは、高速道路の無料化

に賛成したのは、岩手、徳島、沖縄の3知事だけだっ

たそうです。これとは別に、富山県知事が前原国土

交通相と会談し、東海北陸自動車道を無料化するよう

要望書を提出しています。もし私が民主党政権におけ

る実力者であり、無料化する優先順位を決められる立

場ならば、地元知事が賛成した県から順々に無料化を

実現します。地元知事が反対した県の高速道路は後

回しです。こうなれば、反対していた知事も我先にと

賛成に回って、せめて自分たちの地域だけは無料化に

してもらえないだろうかと率先して願い出てくるのでは

ないでしょうか。何も決まっていない白紙の今だから

こそ、声に出して主張した自治体の高速道路の無料化

は実現化する可能性が高いと言えましょう。

1、首都高速道路は有料化維持とはいえ、錦糸町出

入り口から一之江までの首都高はたった5.6キロメ

ートルしかない。このことから、錦糸町出入り口

から一之江までの区間に関しては無料化を求める。

2、京葉道路の有料部分については、1990年に既に

償還が終わっている。このことからも、船橋料金

所と原木料金所の撤廃を求める。

　この2点の趣旨を要望書にまとめて、富山県知事が

したように多田区長が前原国土交通相を訪ね、もう一

方では民主党本部の幹事長室へ行って、小沢幹事長

に会って陳情をしていただきたいのです。江戸川区民

を代表して、区民利益追求のために新政権に対して頭

を下げてきてほしいわけです。

　これは、民主党政権が好きとか嫌いとかというので

はなく、時代の変化に対してより的確に、柔軟に対応

できるかどうかが試されているテストだと考えてくださ

い。このような提案に対して、区長はどのようにお考

えでしょうか。

　次に、30人学級とそれに関連する人口問題について

質問します。

　前回、共産党が質問した件に関して、区長答弁では、

増築費用だけでも111億円を超える多額の財政負担が

必要となるので、30人学級はできないという回答があ

りました。しかし、区民はできない理由を聞きたいの

ではありません。いかにして実現するのかという方法

を聞きたいのです。民主党は、緊急課題として30人

学級の実現をマニフェストにうたい、政権を奪取しま

した。区長は、これに対して明らかに逆らい、反対す

るという立場なのでしょうか。

　前回の教育長の答弁によると、30人学級を現状で

実現しようと思えば、384教室の増設が必要とのこと

です。単純計算では、30人掛ける384教室は、11,520

人の子どもたちが教室に入れず、余ってしまいます。

現在の江戸川区における小学校と中学校に通うだろう

7歳から15歳までの人口が57,400人です。約20％の子

どもたちに教室がないという計算です。待ったなしの

課題に対して、財政負担が大きいから実現不可能では、

区民に説明がつきません。これからは、いかにして30

人学級を実現するのかという意識で教育行政に取り組

んでほしいのです。

　そのときぜひお考えいただきたいのは、江戸川区の

人口政策です。30人学級の実現は、学級数増だけで

対応しようとするから無理なのです。江戸川区の人口

を減らせばいいのです。私が昔からお伝えしていると

おり、江戸川区の人口過密は区民の不幸です。適正

人口という哲学に基づき、しっかりと江戸川区の人口

を増やさない対応をしていれば、このようにはならな

かったはずです。少子化の時代であっても、東京都

江戸川区はいまだに人口が増えています。これは決し

て喜ばしいことではなく、不幸なことだという認識を

持ってください。価値観の逆転が必要なのです。30人

学級に対応できないという具体例がその証拠ではあり

ませんか。

　何度でも言いますが、人口過密は都市住民の住環

境を悪化させ、住みにくくさせます。近隣住民のトラ

ブルも増えます。騒音、交通渋滞、満員電車、すべ

てが人口過密によって引き起こされています。マンシ

ョン等の集合住宅が増え、日照権など日が当たらない

土地が増えます。限られた場所に多くの人たちが住む

わけですから、居住面積の狭い住宅が多くなります。

街全体が監視社会となって、街中設置の監視カメラの

有無に関係なく、住民の一人ひとりが監視カメラの役

割を果たすため、プライバシーの侵害も多発します。

人口過密の問題は、相手が人間なだけに過疎よりも自

治体経営上は厄介な問題なのです。日ごろから人口が

増え過ぎないような意識を都市自治体の首長にはしっ

かりと認識してもらわなければなりません。そのため

にはどうするか。江戸川区に住む人は、だれもが家に

住みます。そのままホームレスになるという人はごく

わずかです。それならば、住宅政策をしっかり行って

高規格住宅の建設を奨励し、狭い土地で多くの人たち

がひしめき合って暮らすような集合住宅を立てさせない

ようにすべきです。ゆとりある生活空間の実現とは、

このことです。それには、緑地帯をどれだけ多くつく

らせるとか、駐車場をどれだけ多くつくらせるとか、住

宅建設に当たっては、このように居住空間以外の部分

にも目を向ける必要があります。地味で細かい作業に

なりますが、細かい規定を積み重ねて高規格住宅の

建設だけを認めていくことによって、江戸川区の人口

は確実に適正化へと向かうことでしょう。

　今からでも遅くありません。これからの江戸川区は、

ゆとりある生活空間を実現すべく、住宅建設には厳し

い規制をかけて過剰な流入人口を防ぐ対策が必要かと

思いますが、区長の御意見をお聞かせください。

　最後に、区職員による庁舎内喫煙室の利用につい

てお尋ねします。

　役所の中を歩いていると、休憩時間でもないのに

喫煙室に入っていく区職員を見かけます。休憩時間な

らばいざ知らず、勤務時間中に喫煙目的のために喫煙

室に行くというのは職務放棄です。たばこ1本吸い終

わるのに5分だと仮定しても、10本吸いに行けば、そ

れだけでも50分の時間外休憩時間となってしまいます。

これは公務員の態度としていかがなものでしょう。つ

まり、勤務時間中の喫煙室を使っていいのは、役所

に来られたお客様だけというのが私の認識です。それ

に、勤務時間中に喫煙室に行けば、その部屋を出て

からも、肺に残る残留呼気の関係から、以後5分程

度はたばこの煙を吐き続けるとも言われています。こ

れでは接客や同僚との共同作業には不的確です。実

際私も、区職員による残留呼気によってたばこの被害

を受けました。熱心に説明されれば説明されるほど、た

ばこくさくて私は不愉快になるというわけです。区職員

が喫煙室を利用する場合は、休憩時間と勤務時間が

終わった後だけとして、それ以外の時間帯では区職員

による喫煙室利用を禁止してはいかがでしょうか。中長

期的には、喫煙室の廃止も含めて検討していただける

よう、区長の見解を求めます。（次ページ区長の回答に続く）
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最近、「誰かいい人がいたら紹介してください」このように頼まれることが多々あります。

日頃、もし同じようにお考えの男性・女性がいらっしゃいましたら、お気軽にご連絡を

ください。微力ながら、お手伝いをさせていただきます。

「誰かいい人」を紹介します。
☎ 03-3248-0888（平日9時～18時）

お名前、ご住所、電話番号をご記入の上、
「月刊田中けん」への投稿をお待ちしています。
原則、実名紹介です。
希望者のみ、匿名扱いといたします。
ただし、紙面の都合上、短文化をします。
掲載できない場合もあります。ご了承ください。

区長の回答

弁護士の無料相談を受付中
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を取り上げます。

　京葉道路は、靖国通りより連続する東京都墨田

区両国1丁目から江戸川区篠崎町2丁目までの一

般道路の東京都通称道路名及び東京都江戸川区一

之江1丁目から蘇我インターチェンジの東日本高

速道路管理の有料道路の道路名である、このよう

に定義します。江戸川区と関係する首都高は、首

都高速7号小松川線です。首都高速7号小松川線は、

都心から東へと移動してきた場合、一之江にて終

点を迎えます。その場所は同時に京葉道路の起点

でもあり、首都高速7号小松川線は一本の道路で

ありながら、一之江を境にして別の道路へと名称

が変わる道路です。ここに問題が二つあります。

京葉道路と首都高のそれぞれの有料区間の部分です。

　まず、政権交代が行われ、民主党政権の目玉政策

である高速道路の無料化に関する質問です。

　選挙中、民主党は、首都高と阪神高速を除く高速

道路を原則無料化すると訴えてきました。大枠はこれ

だけです。詳細はまだ何も決まっていません。このよ

うなときだからこそ、東京都と千葉県の境に位置する

江戸川区にとっては、関係する高速道路が有料か無料

かは、その動向が直接的な利害と絡みます。

　さて、ここでは具体的に京葉道路と首都高の問題

　お答えをいたしますが、なかなかお答えができないよう

な御質問でありますので、いつも当惑するのでありますが、

高速道路の無料化の問題は、今国家的なもちろん課題と

してさまざまな論議が行われておりまして、これは私ども

も成り行きを見なければなりませんが、いろいろな角度か

ら環境問題その他、いろいろ産業界の問題を含めて問題

提起がなされているわけでありまして、どちらに落ちつく

か私もわかりませんけれども、それは見守るしかないと、

こういうことだと思います。今おっしゃったある部分だけ、

江戸川区の部分だけとにかく改善しろということを国へ行っ

て要請してこいと、党にも行ってこいと、そういうことをも

しやれば、あいつ、気が狂っているんじゃないかと多分言

われるでしょう。ですから、そういうことは私はいたしま

せんが、今いろいろ江戸川区の道路環境の話をしてくださ

いましたけれども、まだこのあたりの道路環境は計画どお

り整備されておりません。ですから、中央環状もまだ未完

成でありまして、平成25年に羽田のところまでいって完成

するということですが、それだけでも相当な条件は変わり

ます。小松川ランプの問題もありまして、あれもできれば

相当条件が変わる。それから、外環も今、千葉のほう、

買収が進んでおりますが、あれもできますと相当に江戸川

区の交通環境は変わるはずであります。もっといい環境に

なっていくと、こういうことだと思っております。

　私どもは、たびたび政府や東京都に対しても要求してき

ておりますが、新政権もたしか3環状はやると、こういう

ことを言っておりますので、これは既定方針どおり進める

ことになるんだろうと思います。そして、この東京周辺の

環状線を整備して都心の負担を減らすと、こういうことに

なってくると思いますが、そういうことで、当面私は、先

ほどの陳情の気持ちは全くないと、そのことだけまず申し

上げておきます。

　それから、30人学級に絡んで学校のお話ですけれども、

30人学級にするかどうかということは、これは究極的には

国民のコンセンサスですから、つまり国民がそのことでい

いでしょうといえばそうなるという問題だと思います。その

ための法改正が行われると。少子化の世の中であります

から、子どもたちが減っていく中ではそういうことも、全

国的に見れば可能な条件が出てくるということは考えられ

ます。しかし、当区のように非常に子どもの多い特異な区

については、環境が整わないという問題が出てきますので、

それはつまりお金の問題とか、あるいは土地の問題とか、

施設の問題とか、そういうことになるわけで、それが非常

に困難な課題ということになるわけで、そんなこと言って

いないで、できる条件探せということでありますけれども、

そういうことであれば、昔のように二部授業をやるとか、

いろいろそういうことをやってしのぐとか、いろいろなこと

をやることになるだろうと思いますが、つまり、それは非

常に現実的でないお話でありますから、そのことを今どう

するんだと迫られても、こういう手だてがありますなどとい

うことは私には見当たりません。

　それから、集合住宅を建てさせないための、つまり高

規格の住宅だけを建てさせるというような施策をとれと言

ったって、今の法制の中で何をお考えかわかりませんが、

それを御存じなら教えてください。できるんですよ。です

から、とっくりと私も勉強します、教えてくだされば。そ

んなことできるわけないから、こういうふうに今の状況に

なっているわけですよ。ですから、そういうふうに思います。

　それから、たばこの問題でありますが、これは総務部

長からお答えをいたします。

総務部長 ：職員の喫煙の問題でございますけれども、当

然のこと職務放棄というようなお話もありましたけれども、

業務だとか職務に支障を来すというようなことは、これは

許されるべきものではないと、そのように考えております。

喫煙に関しましては、周りの方々への配慮、それから、マ

ナーだとかエチケット、こういうものは当然のこと守るべ

きものがありますので、そういう点では節度を持って、マ

ナー、そういうものを十分自覚をしながら、最小限の利用

をすべきだと、そのように今現在考えているところでござ

いまして、職員のほうにもそれをさらに徹底をしていきたい

と、そのように考えております。

　また、愛煙家にとっては非常に厳しい喫煙環境にもなっ

ているところもございますので、社会通念、社会常識等も

変化をしてきておりますので、そういう推移は十分見てま

いりたいと、そのように考えております。

http://twitter.com/edoken
皆様のご意見をお待ちいたします。

http://twitter.com/edoken
皆様のご意見をお待ちいたします。

ツイッター始めました。ツイッター始めました。

（平日9時～18時）まで
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