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〜2017年の年頭にあたって〜

【プロフィール】3期／都議会・総務委員会／江東区富岡／立教女子学院中・高、
東京文化学園ビジネスアカデミー

早稲田大学政経学部経済学科卒（社会人から転身、26歳で大学入学）、中高等・社会科公民科教育免許取得。
松下政経塾出身。

しま
都知 事の 誕生 によ り、都議 会を めぐ る空 気は 一変
新年 あけ まし てお めで とう ござ いま す。小池
いく 、そう した 都
んで 、鉄の カー テン の裏 側で 物事 を決 めて
した 。都議 会自 民党 が公 明党 とが っち り組
十問 も出 し
す。都議 会自 民党 が「通 告な し代 表質 問」を何
政の これ まで の風 習が 壊さ れよ うと して いま
変化を象
質問で前向きの答弁を得たのは、都政の構図の
て小池都知事を苦しめ、他の会派は通告ありの
徴していると思います。

ら外部からの職員へ
「陳情政治」をガラス張りにするため、議員
私達が提案して実現した事もあります。
一つ です 。いわ
都民 に公 開す る制 度を 導入 した のは 、その
の働 きか けを 記録 し、情報 公開 の対 象と して
務める民進党
れ、都民の目にさらされます。私が幹事長を
ゆる「口利き」行為も今後は文書として記録さ
ープ ン」をめ
スタ ート しま した 。何事 にお いて も「フ ルオ
都議 団が 都議 会で 提案 し、11月 から さっ そく
ったと評価しています。
ざす小池都知事らしいスピーディーな対応だ
「 有言 実行 」で都
、
を条 例提 案し 、すぐ さま 実行 に移 した のも
選挙 で公 約し た「都 知事 給与 50％ カッ ト」
提案 して い
都議 の報 酬に つい ても 同様 の見 直し を私 達は
政改 革に 挑む 強い 姿勢 の表 れだ と思 いま す。
止等 、議員
る日 当と して １万 円も らえ る「費 用弁 償」の廃
ます 。加え て、都議 会に 出席 する だけ でい わゆ
くべきだと考えています。
特権と見なされるものは聖域なく見直してい
「改 革を とも にめ ざす 仲間 」という評価を
小池 都知 事は
こう した 姿勢 を取 って いる 私達 に対 して 、
都議会自民党
で開いた私の都政報告会でも、代表質問での
しています。１２月に柿沢未途代議士と共催
との対決を翌

ざ駆けつけ、私へのエールを頂き
日に控えた小池 都知 事が 多忙 の中 でわ ざわ

ました。豊洲新市場の問題はじめ、小池

ものもありますが、
都政で江東区が受けている影響はマイナスの
す。
直な対話をしていく必要があると思っていま

は率
だからこそ江東区の代表として、小池都知事と
蓮舫 代表 、私
都知 事で ある 小池 都知 事、民進 党で も女 性の
今年 は都 議会 選挙 の年 にな りま す。初の 女性
的で 古い
るベ テラ ン男 性議 員が 取り 仕切 って きた 、閉鎖
も負 けて はい られ ませ ん。 ドン と呼 ばれ
いと思います。
体質の都議会を、私が先頭に立って変えていきた
東京都議会議員
民進党 都議団 幹事長
日
月吉
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野上ゆきえ

都政で実行されることになった提言
●都庁内や現場で起こる、セクハラ・パワハラ・汚職等に関し、 ●議員のあっせん収賄や利益誘導に繋がり兼ねない「役所
職員が安心して通報を行えて、通報の処理の適正が担保さ
への口利き」の弊害の防止として、議員らの「口利きの文
れる「完全な外部通報窓口」を早急に設置すること。
書化と公開」の制度を「条例」で定めること。
新たに弁護士による外部窓口を設置するとともに、広く法令違
反行為を対象として都民からの通報も受け付け、対応状況を公
表する。新たな制度は、準備が整い次第、速やかに実施する予定。

職員や職員OBらの「口利き文書化と公開」する。外部
関係者と接触のルールを制度化し、要綱として昨年
11月から施行。

小池都政を
「評価」する
衆議院議員

柿沢未途

小池百合子都知事が誕生し、
江東区は、
にわかに都政にお

ける対立の焦点になりました。
言うまでもなく、
豊洲新市場
も、
見直し対象となった五輪施設予定地も、
いずれも江東
区に立地しているからです。

すと規定されており、
最終判断は国が行なう事になります。
また、
2020年のオリンピック・パラリンピック東京大会は、
担当大臣を置いてまで取り組んでいる世紀の祭典であり、
国としても他人事と言う事はできません。
それだけに、
私も
江東区選出の国会議員として、議論の推移を注目して見
守ってきました。
まず五輪施設見直しですが、
海の森ボート会場、
水泳会場
となる辰巳のアクアティクスセンター、
そしてバレーボー
ル会場
（パラリンピックでは車いすバスケットボール会場）
の有明アリーナの３施設が名指しされました。
とりわけ海
の森ボート会場は、
宮城県登米市の長沼ボート場への移転
開催が提案され、
宮城県知事と小池都知事が一緒にボート
に乗って水上視察する姿がテレビで大きく報道されまし
たので、
｢復興五輪｣の象徴として移転されるのではないか
という観測が一気に高まりました。
これまでの施設整備計画を作り上げてきた組織委員会の
森喜朗会長は、
見直しに強い反対。
国際基準の施設を作っ
てもらいたい競技団体も反対。
そこでＩＯＣのバッハ会長
ました。
そして協議の結果、
３施設とも当初の予定通りの

各会派に割り当てられる
公用車を返上し、使用し
ていません。

会議に出席するごとに支払
われる費用弁償（いわゆる日
当）を受取拒否しています。

企業・団体献金は受け取ってい
ません。特定の団体の組織内候
補でもありません。

■1971年生まれ。江東区立数矢小、麻布中・高、東大法卒
■NHK記者として長野五輪報道に携わる。都議2期
■2012年、2014年の解散総選挙で東京１５区（江東区）で
2期目、3期目の小選挙区連続当選
■2009年からの1期目では、260回以上の国会質問で
ナンバーワン
■NPO万年野党「国会議員３つ星ランキング」で、質問回数、
質問力、総合のトリプル★★★３つ星議員として計４回の
表彰を受ける
■「文藝春秋」2016年新春号にて、有識者の選ぶ「日本を元気
にする逸材125人」に選ばれる

発行：衆議院議員 柿沢未途

〒135-0047 江東区富岡 1-26-18-6F
卸売市場法によれば、
新市場の開設認可は農水大臣が下ろ TEL 03-5620-3104 FAX 03-5620-3105

が乗り出し、
ＩＯＣ、
国、
都、
組織委員会の４者協議が始まり

会派結成以来、実行している
唯一の都議会議員会派です!

柿沢未途（かきざわ・みと）/衆議院議員

場所で施設整備が行なわれる結論になりました。
結局、
元
通りになってしまった格好です。
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310kakizawa.jp
@310kakizawa

センセーショナルに始まった会場見直しがめぐりめぐって
元通りの結論となり、
マスコミからは「大山鳴動して鼠一
匹」
との冷ややかな論評を浴びています。
しかし私の評価
はそれとは違います。今回の問題提起があった場合とな
かった場合で比較して考えてみるべきだと思います。
場所がどこになったかはさておいて、
小池都知事の問題提
起があってから、
何が起きたでしょうか。
施設整備費の大
幅な見直しが、
次々と都から提案されました。
海の森ボー
ト場については、
立候補ファイルで69億円だった施設整備
費が一時は1000億円を突破し、見直しを行なった上でも
491億円と、
当初の7倍にも膨張していました。
ところが今
回、
小池都知事が宮城県への移転をチラつかせたとたん、
都は一転して
「一部を仮設施設に変更すれば更に200億円
近く削れる」
と追加削減の試算を出してきました。
これによ
り海の森での施設整備が決まったのです。
アクアティクスセンターも、
観客席数を20000席から15000席
に減らし、
大会後の追加工事を不要とした結果、
154〜169億
円程度の追加削減が可能との試算が出てきました。
有明ア
リーナについても65億円程度の削減が可能と言われていま
す。
となると、
全部合わせると、
3施設で計420億円ものコス
ト削減が、
この短期間の議論で実現した格好になります。

匹？

大山鳴動鼠一

五輪施設見直しを検証する
見直し前

〜169

億円

億円

404

億円

339 -約65
-約420億円ものコスト削減！

有明アリーナ

（バレーボール／車いすバスケ会場）

共通に背負った存在であるという自覚を持つべきです。

に立って、
必要な改革を提案し、
進めていく。
そうした立場

大会経費のコンパクト化に取り組まないと、
これから先、
オ

小池都政の評価すべきところは後押しし、
言うべき事は真

で
「選挙イヤー」
とも言うべき1年に臨んでまいります。
今年

リンピック・パラリンピックの開催自体が危ぶまれる状況

正面から問題提起する。
江東区民の代表として、
国民目線

るからこそ、
今回の4者協議に臨んだコーツ副会長は
「2兆
武藤事務総長に真正面から苦言を呈したのです。
こうした

江東から

世界的な流れを押さえないと、
今回の小池都知事の問題提

東京大改革を発信

起の真の意味を読み違えてしまうと思います。
一方、
豊洲新市場の問題ですが、
11月7日の移転開業直前に
なって、
今まで闇の中だった事実が次々と明らかとなりま

ま施設整備費に消えていたはずのおカネです。
そして言う

した。
土壌汚染のモニタリングの問題、
あげくには盛り土を

までもなく、
それは都民の税金です。
これだけの巨額の財

せずにコンクリートの地下空間を作っていた問題、
テレビ

源を浮かせた事で、
この420億円を不足している待機児童

で大きく報じられるたびに騒ぎが全国に広がり、
今や「豊

対策の保育園の整備に回したら、
一体、
都内にどれだけの

洲」
という街のブランドイメージに傷をつける結果ももた

数の保育園が作れるだろうか、
と考えれば、
「大山鳴動して

らしています。
高層マンションが建ち並び、
子どもの数も増

鼠一匹」
といった冷ややかな評価は、
とても口にできないの

えて、
目ざましい発展と変貌をとげてきたはずの豊洲の住

ではないでしょうか。

民は、
今回の思いがけない事態にショックを受けています。

私も招致活動にかかわり、
ブエノスアイレスＩＯＣ総会で

「食の安全」
にかかわる問題に目をつぶって、
豊洲新市場へ

の決定の瞬間に立ち会った一人ですから、
東京オリンピッ

の移転開業を無理やりに押し進めるのが困難である事は

ク・パラリンピックの開催を喜び、
心待ちにしています。
け

分かります。
これだけの騒ぎを収めて、
土壌汚染等の懸念

れども、
オリンピック・パラリンピックだからといって、
税

を完全に払拭するための徹底調査と対処をした上でなけ

金を野放図に湯水のごとくつぎ込む事はできません。
立候

れば、
豊洲新市場は消費者から受け入れられるものにはな

補段階で8000億円だったはずの大会経費が、
いつの間にか

らないでしょう。
しかしこれにより移転開業を前提に準備

とめどなく膨張し、
2兆円、
3兆円、
最終的にはいくらになる

を進めてきた魚河岸関係の事業者の経営が悪化し、
廃業に

か分からない、
というのでは、
とても納税者の理解は得られ

追い込まれるような事態になれば、
それは紛れもなく都に

ません。

よるズサンな仕事の責任と言うほかありません。
そうした

そもそも大会経費の肥大化によって、
世界的に見ても、
オ

事態が起きないよう、
零細事業者の多い築地の水産仲卸の

リンピック・パラリンピックの開催に名乗りを挙げる都市

小池百合子都知事

円でも高すぎる。
ＩＯＣは同意していない」
と組織委員会の

この420億円は、
小池都知事の問題提起がなければ、
そのま

当面の経営支援を万全にしなければなりません。
「都民の
台所」
を守るのが小池都政の責任です。

京とカザフスタンのアルマトイの２都市だけとなり、
雪の

しかしだからといって、
「いつ」
「誰が」
「どこで」
「何を」
決め

ほとんど降らない北京が冬季大会を開催する事となりま

たか分からない意思決定のブラックボックス、
落札率99％

した。
東京大会の次の2024年夏季五輪は、
イタリアのロー

を超える工事発注やゼネコンによる受注調整の疑い、
こう

マは女性の新市長が立候補からの撤退を宣言、
ドイツのハ

した追及は別問題として行なっていかなければなりませ

ンブルグも住民投票で否決、
米国のボストンも支持の低さ

ん。
私達は選挙で皆さんから選ばれた納税者の代表なので

熱気あふれる会場

柿沢未途衆議院議員

各地域後援会が勢揃い

手作りのクリスマス ソリ

深川の福住太鼓さん

2016年12月6日（火）の夕刻、年末恒例と

すから。
党派がどうであれ、
私達は 江東区を守る責任 を

なった「柿沢未途君を励ます会&野上ゆき

小池百合子東京都知事

え都政報告会2016」が、ホテルイースト
21東京の大ホールにて開催されました。
蓮舫民進党代表、江田憲司代表代行、野田佳
彦幹事長らに続き、小池百合子東京都知事
がサプライズ登場。1500名を超える参加
者の熱気は最高潮にー。

蓮舫民進党代表

長谷川健治連合後援会長

野上ゆきえ東京都議会議員

私には、江東区を守る責任がある!

江東区議会議員

福馬えみ子

江東区議会議員

いたつ道也

江東区議会議員

鈴木きよと

江東区議会議員

鬼頭たつや

江東区議会議員

鈴木あやこ

江東区議会議員

吉田要

江東区議会議員

白岩忠夫

江東区議会議員

やしきだ綾香

前江東区議会議員

新島つねお

前江東区議会議員

伊藤よしひろ

前江東区議会議員

甚野ゆずる

江東区を守る
責任がある ！

が急速に減っています。
2022年冬季大会は立候補都市が北

から立候補取りやめ、
今やロサンゼルス、
パリと、
ハンガ

も宜しくお願い申し上げます。

になっているのです。
そこにＩＯＣは危機意識を持ってい
億円

〜529

億円

683

億円

（水泳会場）

298 -約193
514 -約154
億円

アクアティクスセンター

491

億円

（ボート・カヌー会場）

億円

海の森水上競技場

4者協議後

リーのブダペストの3都市しか残っていません。

私には

