江東区を夢の舞台に！
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江東区民必読！

競技会場
プランつき！

（ちなみにIOC 会長選はドイツのトーマス・バッハ氏が当
選しました。
）
当初はイスラム圏初のオリンピックを目指すイスタンブール

❸

❹

が最有力と言われましたが、終盤にさしかかり、国内の反
政府デモや近隣国のエジプトやシリアの情勢悪化が不安
材料として指摘されるようになりました。一方、欧州経済
危機の打撃を受けたスペインのマドリードは「オリンピック

オリンピック・パラリンピック招致活動レポート

どころではない」と当初から厳しい見方をされてきました

昨年12月の衆院選でも「江東区を愛しています」というメッセージを
前面に押し出した柿沢未途。その江東区の発展を大きく左右すると
ともに、日本に夢と活力を取り戻す一大プロジェクトが、2020 オ
リンピック・パラリンピック東京招致でした。超党派の招致議員
IOC 委員への最後の働きかけ
連盟の役員を務め、世界を舞台とした招致レースを戦ってきた の場となったアルゼンチン・ブ
エノスアイレスのヒルトンホテ
柿沢未途ならではの、
最前線レポートを皆様にお届けいたします。 ルにて。

が、終盤になってスペイン国王や皇太子が活発な「王室
外交」を展開、急速にIOC 委員の支持を広げつつあると
言われていました。

❺

❻

❼

❸世界水泳の表彰式、ガッツポーズの萩野公介選手の隣には「巨大ヤクルト」が！
❹世界陸上男子 200m 決勝、ウサイン・ボルト選手のゴールインも「キャノン」「セ
イコー」の看板が迎える ❺世界水泳でのパーティー、シンガポールのセルミャン・
ウンIOC 副会長と。竹田恒和 JOC 会長の姿も ❻世界陸連のラミン・ディアック
会長はセネガルの IOC 委員でもある ❼IOC 次期会長選の立候補者でもある「鳥
人ブブカ」ことセルゲイ・ブブカIOC 理事（ウクライナ）

プレゼンテーションでも示された東京の強い熱意と一致団
結したチームワークが他都市に優ったゆえだと強く感じま

国を挙げた「オールジャパン体制」が
2016五輪招致活動との大きな違い

した。山あり谷ありでつかんだ勝利だけに招致関係者の

ボール、バレーボールはじめ実に15 競技の会場が立地する

感激もひとしおです。
江東区ではオリンピック28 競技中、水泳、体操、バスケット

その瞬間、歓喜に沸いた
「シティ・オブ・トーキョー」

致ブースでは競技会場立地図の模型が展示され、招致委

その中で東京は「スポーツの力」による震災からの復興、

員会の都職員が訪れた世界各国の選手や大会関係者を

そして緻密な開催計画、確実な大会運営能力をセールス

予定です。7 年後のオリンピック・パラリンピック開催時に私

迎えていました。
（写真❷）

ポイントとして、猪瀬直樹都知事を先頭に招致活動を進め

は49 歳。夢は大きくふくらみます。皆さんに、
そして子ども達

南米アルゼンチンの首都・ブエノスアイレス。2020 年のオ

それ以上に目に付いたのは大会スポンサーである日本企業

ました。IOC 総会のブエノスアイレスには安倍総理もG20

に一生の宝物をお届けできるよう今後も全力で頑張ります。

リンピック・パラリンピック開催都市を決めるIOC 総会が

の存在です。世界水泳の表彰台の近くには1.5ｍほどもあ

首脳会議から直行のハードスケジュールで駆けつけ、ご皇

９月７日、この地で開催されました。

る大きなヤクルトが。会場を訪れた日には日本の萩野公介

室からも高円宮妃久子さまがご参加され、震災復興の支

当日のブエノスアイレスは雷とともに激しい雨の降り続く、

選手が銀メダルを獲得しましたが、表彰セレモニーの脇で

援の御礼のスピーチを流暢な英仏両語でされました。この

嵐のような一日でした。固唾をのんで見守った決定の瞬間。

は
「巨大ヤクルト」がいつも祝福してくれる訳です。
（写真❸）

ように今回はオールジャパンの招致活動となりました。

ジャック・ロゲ IOC 会長が「シティ・オブ・トーキョー！」

モスクワの世界陸上でもスポンサーの過半数は日本企業。

現地入りしてから東京電力福島第一原発の汚染水漏出問

と読み上げると、歓喜の声が爆発しました。今から７年後

陸上競技場のゴール地点にはキャノン、セイコーの看板が。

題が海外メディアで大きく報じられ、招致への悲観論も流

に東京が、江東区が、夢と感動の舞台となる事が決まっ

ウサイン・ボルト選手はじめ全てのトラック競技の選手が

れていました。それでも勝つ事ができたのは、IOC 総会の

たのです。

ゴールインする際にこれらの日本企業名が世界中に流れま

この間、2020 東京オリンピック・パラリンピック招致議員

す。かなりの影響力だろうと感じました。
（写真❹）

連盟の役員として、超党派の招致議員団に参加し、世界

これらのスポンサーやテレビ放映権の交渉を行なっている

中を回ってきました。大詰めの終盤戦となった7月、8月

のが日本最大の広告代理店である電通です。電通主催の

にはスペイン・バルセロナでの世界水泳、そしてロシア・

パーティーには多くのIOC 委員らが出席し、ここが事実上

モスクワでの世界陸上に相次いで出張し、IOC 委員が集

の招致活動の場になっていました。世界水泳での電通パー

まる世界規模のスポーツ大会の現場での招致活動に携わ

ティーにはIOC 副会長であるセルミャン・ウン委員（シン

りました。
（写真❶）

ガポール）
（写真❺）
、世界陸上ではIOC 委員でもある世

世界水泳のバルセロナの会場には、2020の立候補都市
であるイスタンブール（トルコ）
、マドリード（スペイン）
、
そして東京の招致ブースが設置されていました。東京の招

界陸連（IAAF）のラミン・ディアック会長（セネガル）
（写

真❻）
、
「鳥人ブブカ」の異名を取ったセルゲイ・ブブカ
IOC 理事（ウクライナ）
（写真❼）が来られていました。

セルミャン・ウン氏、セルゲイ・

❶

ブブカ氏は同時並行で展開されて
いるIOC 次期会長選の立候補者
でもありました。
こうしたパーティー

❷
❷バルセロナ世界水泳の会場内に設けられた東京招
致ブース

室伏広治選手と東京五輪招
致成功を誓う。

❶世界陸上の会場であり、1980モスクワ五輪のメイ
ン会場ともなったルジニキ・スタジアムにて

は彼らの“ 選挙運動 ”の場でもあ
る訳です。彼らも真剣です。こうし
た様々な要素が複雑に絡み合って
招致レースは進められたのです。

競技会場 PLAN
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★
16 フェンシング、
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★
5 自転車（ロードのスタート） 19 カヌー（スプリント）

6 重量挙げ

▼祝勝会、猪瀬直樹知事と

…仮設

★
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4 柔道

▶フェンシング太田雄貴選手、
滝川クリステルさんと
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28 水球

※★は江東区で実施が予定されている競技
（水泳は競泳・飛び込み・シンクロ・水球で一競技、馬術は総合・障害・馬場で一競技、自転車はBMX、
トラック、マウンテンバイクで一競技となります）
※上記以外 9 会場で、サッカー、ゴルフ、射撃などの競技が予定されています。

羽田空港

24

皆様へ

このところ、テレビや新聞で私をめぐるニュースでお騒が

今、一人で党の外に出る事となりました。

せいたしており、少なからぬ皆様にご心配をおかけいたし

かくなる上は、自らが語ってきた「大義」

ております。大変、心苦しく、
また申し訳なく思っております。 の実現に向けて、先頭に立つ役割を天か
ら与えられたと考えたいと思います。私と同

属していたみんなの党を心ならずも離れる事となりました。

様の時局認識を持つ議員は自党にも他党にも

私自身、みんなの党の政策を掲げて、国会論戦の最前線

数多くおり、その方々が後に続いて行動をされ

で誰よりも働いてきたと自負をしてきました。
「国会質問ナ

る可能性もあると私は思っております。

ンバーワン」は私の誇りであります。その私が党を離れざ

今や一人の脱藩浪士となりました。

るを得なくなった事は、はなはだ不本意であり、極めて無

しかし振り返れば、幕末の転換期に

念であります。まさに「断腸の思い」を今、味わっています。

も脱藩浪士の活躍があって、あの回

しかしながら、「無念だ、無念だ」といくら下を向いてうな

天の大業が成し遂げられました。歴

だれていても、政治家はつとまりません。いついかなる時に

史の歯車を回していく時に、一人か

あっても、どんな苦難に遭ったとしても、歯を喰いしばって、 らでもできる事はあるはずです。

高知・桂浜︑龍馬像を前に︒
︵ 月 日︶

報じられております通り、この度、私、柿沢未途は、所

国民の皆様に新たな希望と展望を指し示して、前を向い

口で言うのは簡単だが、たやすい道

て歩んでいく、それが政治家としての責任を全うする事だ

ではないと、私自身も覚悟しています。

と思い直しました。

しかし私に与えられた役割を果たす

私が国民の皆様に示すべき新たな希望と展望とは何か。

べく精一杯、働いて、それをもって皆様のご期待に応えた

8

27

新しい大きな政治の流れを作り出す事だと思っております。 いと思います。同時に江東区選出の衆院議員として、愛す
安倍政権が高い支持率の下、順調な政権運営を続ける

る江東区の発展のために力を尽くすのは、たとえどんな立

一方で、それと競い合うべき野党勢力は、民主党、維新

場になろうとも何ら変わるも

の会、みんなの党とそれぞれバラバラで、国民の期待を

のではありません。オリン

集められる状況になっていません。ですから既存の政党の

ピック ・ パラリンピック招

枠にとらわれず、理念と政策の一致を前提に、新しい大き

致もその一つです。

な政治の流れを作り出す必要があるとこれまでも語ってま

皆様の変わらぬご指導ご鞭

いりました。この点に関する渡辺代表との意見の相違が、
私が党を離れる事を求められるに至った原因となったのも
事実です。

日本記者クラブでの記者会見（9 月 2 日）。
この記者会見で柿沢未途は〈平成の大同
団結運動〉
の構想を発表しました。詳しくは、
柿沢未途公式 WebSite をご覧ください。

柿沢未途

国会最前線報告
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ますよう、心よりお願い申し
上げる次第です。
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