48 年目の庁舎を
庁舎問題その後 築考える

●今年に入って関係者の間で話
題になっている “文書” がある。
「或る都議」の支援者がバラし
た選挙やおカネにまつわるス
キャンダルで、関係者に郵送等
で配りまくっているという●支
援者とは建設会社の経営者で高
齢をおしてこれまでのあれこれ
を告白している●ゼネコンに選
挙事務所を提供させたり、政治
昭和３年に落成した世田谷町の庁舎、昭和７年
献金等のピンハネ、都庁役人を
から区庁舎に。現在の環七の家電のコジマ付近
使っての業者いじめ、区議の奥
（若林５丁目４１番）にあり昭和 20 年戦災で消失。
さんへの罵倒等●まさにカネ ↑
前川國男の意図

●現在の第一庁舎が竣工し
たのが 1960 年10月 31 日
のこと。築 48 年目に突入
する●実は決算委員会に先
立ち、会派でこの第一庁舎
を設計した前川設計事務所
を訪れ、現在の代表である
橋本功氏に話を伺った●橋
本氏は前川國男建築を守る
立場にあるが、忌憚のない
話をしてくれた●現在世田
谷区と前川設計事務所とは
関係がないということ、それは前川事務所が前川國男の遺志で入札を拒否
する契約方法をとっているから●従って、前川國男設計の庁舎であるが、
改築、改修の意見は基本的に控えたい、とのこと。ただし一般論として鉄
筋コンクリートの建物は築 50 年が限界である（物理的寿命、
経済性の寿命、
機能性の寿命の３つから）
●その場合、仮に改修としても第一庁舎であれば
大がかりな免震工法で地盤そのものから建物を守るしか方法はないだろう
とのこと●一般的に庁舎問題は考えなくてはいけない時期（築 48 年なら）
であろうという認識は述べていた●特に印象深かったのはできれば建物を
残すことに越したことはないのだが、
「前川國男の設計の意図」は是非残し
て欲しいということだった。それは何かと言うと、“中庭” だそうである●
中庭を自由に通過できる庁舎、庁舎から中庭に自然と通じる。中庭はコミュ
ニティーの象徴で人が集う所に庁舎があると云う意味らしい●確かにそう
だ。四谷駅からすぐの、庁舎と同じ感触の事務所から会派一同納得しなが
ら辞去した。
（前川事務所の方、橋本代表に取材に応じていただき感謝）

早くても８年後の話

2016 年以降

決算委員会で答弁

●10 月議会で区長は「改築の方向で検討」のもと審議会を作りそこで専門
的な検討をさせることを表明●もちろん審議会が「改築は時期尚早」とい
う結論を出すことも考えられるが、仮に改修であっても 100 億円単位の支
出となる●改築、改修どちらにしても相当の財政的負担は避けられない●
決算委員会での質疑では仮に改築となっても最短でも８年後ということで
ある●
『せたがや政策会議』としては、区が現在取得を目指している “都立
梅ヶ丘病院跡地”（２万 5 千㎡）に移転する案（小田急線梅ヶ丘駅 5 分）
、
三茶のキャロットタワー移転案（キャロットタワーの 42％は世田谷区の所
有）等々、庁舎問題の固定観念を破る提案をした●それぞれ交通の至便性、
現在ある施設を転用で経費節減といった●さらに上述の前川事務所での考
えをヒントに、現庁舎の敷地を東西に分断している区道を廃止できないの
か道路部に迫った●その結果、可能という見解
を得た。つまり前川國男の “中庭構想” を残す
意味でも敷地の一体的な利用が必要で、この区
道を廃止する提案は議会では初めてのことだっ
た●いづれにしても最後は財政的な負担が最大
の懸案となることは間違いない。走り出したら
止まらない、そんなことはあってはならない。
とにかく色々な角度から考えねばならない。

敷地の↑真ん中に区道が

区長付属の審議会メンバー決まる
●本庁舎審議会の（公募以外の）メンバーが決定。来年８月に向
けて 10 回の審議会を開き庁舎建設の方向性を区長に答申する。
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（10 月 17 日現在、公募の 5 名は後日決定）

まみれで片時もカネの算段から
頭が離れない「或る都議」の姿
が生々しく描写されている●も
ちろん支援者も「或る都議」も
実名で書かれている●要するに
内輪もめの産物なのだが、事実
ならトンでもない「カネ亡者」
が都議として都政や予算を食い
物にしていることになる●有権
者にとってその活動がわかりに
くいのが都議の存在。しかしそ
の権限とは区議は比べものにな
らないといわれている。

どろどろの都政？
●そんな都議がいるとしたら新
銀行東京は「猫にカツぶし」で
ある。本来の設置目的が歪めら
れ、食い物にされているという
構図はわかりやすい●すでにマ
スコミ報道も始まっている。お
カネに窮しているから融資を受
けるのであって、そこから献金
を受けるとは “吸血鬼” である
●今後「新銀行東京問題」に取
り組まない都議は不思議と言わ
ざるをえない。都議は予算チェ
ックが仕事である。
※あやしい都議の情報お待ちし
てます。おおば区議または後藤
都議までお寄せ下さい。

あとがき
●まだまだお伝えした
いことが山ほどありま
すが限られた紙面では
これが限界です。字が
細かく時代に逆行しているかも
知れませんがどうかご容赦のほ
どを●リサイクルの問題は複雑
さに加えて専門コトバが登場し
本当にわかりづらいです。しか
も今回は半分くらいが製鉄所の
話になってしまいました●要は
10 月からの世田谷区のリサイ
クルは法的にも技術的な面から
も他区に比べて負けていないと
いう結論です●“燃やすな”と言っ
て廃プラを全部集めても今の技
術では結局ばく大な経費をかけ
て “燃やす” ことになってしま
うのです●特に現在の廃プラは
構造が多層化するなど普通の生
活者にとって分別はかなり困難
です●結果、世田谷全体で廃プ
ラを収集した場合、ムラのある
分別になり、一部の人だけがど
れだけ精密な分別を行っても全
体とすれば質の悪い分別になっ
てしまいます●とは言っても無
闇に捨てることに、抵抗がある
のも事実●そこで分別が苦手な
人は区の変更通り廃プラを燃や
すごみにして、これも発電の資
源になるわけで、立派なサーマ

朝日新聞９月 17 日

ルリサイクル●さらにそれ以
外にも区は分別が常にできる
人向けの、品目を絞って、例
えばシャンプー容器とか決め
て、精度の高い分別の拠点回
収をやるべきだ、というのが
『せたがや政策会議』の主張で
あり提案です●庁舎問題は最
後は財源問題。それにはどう
作るか、どこにつくるか、具
体的なものが見えないと選択
および決断はできません●た
だし今秋に表面化した金融不
況はいろいろな意味で政策の
再検討を迫られることは明ら
かです●また総選挙の影響も
あるでしょう。そう言えば今
回の決算議会で民主党会派の
影は薄かったなぁ・・・●な
お前号で述べた月刊化につい
てはコスト的な問題でちょっ
と手がつけられず平謝りです
●それ
でも工
夫して
なるべ
く発行
できる
ように
します
●毎日世田谷のどこかで頑
張っておりますので見掛け
たら声かけて下さい！
【世田谷区議 おおば正明】

