４年ぶりとなる
『神田祭』は
もうすぐです！

内田直之オフィシャルサイトが新しくなりました！

内田直之が、
「考えたこと」
「感じたこと」
「学んだこと」
「行動したこと」
を皆様にお伝えする紙上ブログです。

Think
Sense
Study
Action

インターネットやソーシャルネットワークを使って、
さらに情
報発信を充実させていきたいと思います。ぜひ新しいホー
ムページにアクセスして下さい！
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Think

内田直之が考えたこと

Study

内田直之が学んだこと

曾祖父はなんと政治家だった！
NHKの家族史に焦点をあてた番組『ファミ
リーヒストリー』が好評です。そこで私も、
少しだけ家族のルーツを探ってみたら驚い
たことに、曾祖父にあたる高木第四朗が政
治家だったことがわかりました。
高木第四朗は、文久２年に熊本市で生ま
れました。父は明治維新の先駆者横井小楠

東京を持続可能な
エコ･コンパクトシティへ！
世界の都市総合力ランキングとは

門下の宮崎真雄でした。獣医生となった後、
明治１６年熊本で初めてとなる乳業会社を
設立、明治２２年には２７歳の若さで市議
会議員に当選し、郡議会、県議会を経て、
大正９年からは２期にわたり衆議院議員
（立憲政友会）を務めています。また、大
正４年からは、九州新聞（熊本日日新聞）
社長として３０年余にわたり言論報道界に
尽くし、昭和２７年に９０歳で生涯を閉じ
ています。高木第四朗の末っ子が祖父の凱

新・修繕などの老朽化対策に最大９１００億

生物多様性の保全など、自然との共生が重要

三で、建築家として熊本県庁に勤め、主に

円必要と試算されています。首都高速同様、

です。また、持続可能とは、環境共生だけで

旧制中学校の建築に従事しましたが、昭和

先ごろ、「世界の都市総合力ランキング

高度経済成長期に一斉に建設されたオフィス

はなく、社会、経済、伝統、文化など多様な

２０年にルソン島で戦死（享年３９歳）し

２０１２」が発表されました。これは、地球

ビルや橋梁など多くの社会資本ストックも、

側面においても、豊かさや活力を維持できる

ています。そして、祖母静江との子どもが

規模で展開される都市間競争下において、よ

対応年数を超え更新の時期を迎えることとな

ことが重要です。例えば、都心部では高層

私の父至孝となります。

り魅力的でクリエイティブな人々や企業を世

ります。

化・高密度化により、空地を創造し緑や公園

界中から惹きつける力こそが「都市の総合

一方、切迫する首都直下型地震では、最も

を創ることや、首都高速都心環状線の高架橋

力」であるとの観点に立ち、世界の主要４０

被害が大きい東京湾北部地震の場合、建物倒

の撤去により、親水性の高い水辺を復活する

都市を選定し、森記念財団都市戦略研究所が

壊が約１２万棟、火災焼失が約１９万棟と予

事が可能です。大手町、丸の内に勤める外資

独自の調査を行い、評価・ランク付けしたも

想されています。政治、経済、情報が一極集

系ビジネスマンが生活できるような機能を整

のです。

中する首都圏が壊滅的なダメージを受けた場

備すれば、徒歩圏内である神田地区は世界

総合ランキングトップ４の都市は、１位ロ

合、それは国家存亡の危機ともなりえます。

トップクラスの良質な居住エリアとなるで

ンドン、２位ニューヨーク、３位パリ、４位

高度防災都市を実現する為には、緊急道路沿

しょう。

東京となっています。これまでトップだった

道建築物、保育所、幼稚園、小中学校、病院、

ニューヨークに代わり、ロンドンが１位へ躍

社会福祉施設などの耐震化を１００％実現す

進する結果となりました。これはニューヨー

ることや、木造住宅密集地域において耐震化、

であり、合理主義をもって長い人生を貫い

クの総合力が減退したのではなく、ロンドン

不燃化を推進し、延焼を防ぐ都市計画道路の

た。彼こそ明治、大正、昭和の三代を生き

の成長が著しかったため、両者の順位が逆転

整備など、防災まちづくり対策が急務となり

ぬいた

したものでした。２０１２年オリンピック開

ます。

な典型的市民

『つねに感覚的に新しく、そして実行的

催に向けての事前活動が評価に表れたと分析
されています。東日本大震災の影響がありな
がらも、４位を維持した東京は、経済分野で

持続可能な
「エコ・コンパクトシティ」へ

偉大な平凡人

善良にして忠実

』と熊本人物鉱派に書かれ

ています。曾祖父は政治家で祖父は建築家、
なんとも感動的なルーツ探しでした。
激化する国際都市間競争や地球環境問題へ

田
2012.10.27 ベルサール神

トップを維持し、環境分野でも６位からトッ

人口減少時代を迎え、高齢化問題、環境問題、 の対応、災害対策や都市インフラの更新、行

プへ上昇しています。経済、環境の双方で上

住民の価値観の多様化、ライフスタイルの変

政コストの効率化など、東京は多くの課題へ

位となっている都市は東京だけであり、大き

化など、都市を取り巻く環境は大きく変化し

の対策を必要としています。最も大切なこと

今回も沢山の皆様にお越し頂き､本当にあ

な強みとなっています。全体的にバランスが

ています。国土交通省は、「一定程度集まっ

は、地域のグランドデザインをどのように描

りがとうございました。来賓の中川雅治参議院

取れている一方、弱みとしては、文化・交流、 て住み、そこに必要な都市機能と公共サービ

くかだと思います。これまでの行政主導では

議員､丸川珠代参議院議員､内田茂都連幹

交通・アクセス分野が挙げられています。

スを集中させ、良好な住環境や交流空間を効

なく、地域住民が主体となり、町会やNPO、

事長からのご講演に続き、私からは活動状況､

区政報告会2012を開催しました！

グローバル化の進展により国家の力は、そ

率的に実現する集約型都市構造を持つコンパ

大学、企業など民間の担い手が協働できる体

千代田区の財政状況、重点課題「首都直下

のまま、その中心となる大都市の持つ力の優

クトシティを目指すべきである」とした「エ

制が必要となります。都心に緑や水辺を再構

型地震対策」
「 幼児期教育」について、
ご報告

劣で決まる時代に突入しています。成長著し

コ･コンパクトシティ」の実現を提唱しまし

築し、物質的豊かさより心の豊かさを大切に

させて頂きました。私の政治活動の基本である

い東アジアの大都市との都市間競争が激化す

た。

した、ひとが主人公の「持続可能なエコ・コ

タウンミーティングと区政報告会を、今後とも続

ンパクトシティ」を、千代田区は先導して

けて参ります。皆さま、是非遊びに来て下さい！

るなか、これからの東京には、如何に人々を

「持続可能なエコ・コンパクトシティ」で

惹きつけ、居住者にとって、また海外企業、

は、温室効果ガスの削減や、資源の有効利用、 創って行くべきであると考えています。

旅行者にとっても魅力ある都市となれるかが

Sense

求められています。

老朽化した都市インフラと
切迫する首都直下型地震
首都東京の都市の骨格を形成している大動
脈である首都高速は、老朽化の進展や都市環
境への影響、緊急輸送道路としての耐震対策
など、多くの課題を抱えています。総延長約
３００kmのうち、経過年数４０年以上の構
造物が約３割、３０年以上が約５割となって
います。建設から４０年以上経過し老朽化が
著しい都心環状線など４７kmで、大規模更

forward4入稿.indd 1

世 界 の 街 歩き

ンナータイ王国の首都として栄えまし
た。お堀に囲まれた旧市街には城壁
や城門が残り、市内には３００を超え
チェンマイ
る寺院が点在し、
タイ北部独自の文
（タイ王国）
化・伝統にふれる事ができます。
人口２７万人
面積１５２k㎡
市内の移動には、
トゥクトゥク
（オー
立憲君主制
ト三輪）
やソンテウ
（小型トラック）
が、
初めてチェンマイを訪れたのは
庶民の日常的な交通手段として利用
２００１年、赴任先のバンコクからバス されています。ソンテウならひとり２０
で１０時間位だったと思います。ゆっく Ｂ〜３０Ｂ
（６０円〜９０円）
位なので本
りと時が流れる美しい街に魅せられ、 当に安価で便利な乗り物です。
また、
それから幾度となく訪れました。
「北方
チェンマイで最近特に有名なのが、
のバラ」
と称され、色白のチェンマイ コムローイ
（熱気球）
です。大晦日に、
美人が有名なこの古都は、
かつてラ
数千個ものコムローイがチェンマイ

の 夜 空をゆっ
くりと飛んでい
く様子は、本当
に幻想的で感
動的です。独自
の文化・伝統に
誇りも持ち、
気さ
くで心優しい住
民と、
日本にどこか似ているよ
うな懐かしさに引かれ、
これか
らも、美しい古都チェンマイを
訪問したいと思っています。

恋人らしき若い二人が
願いを込めてコムローイ
を飛ばしていました。
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Action

平成24年 第4回区議会定例会にて、一般質問を行いました。
１．
２０２０年の東京計画と街づくりについて
●老朽化した首都高速道路の再生
【問題の背景】 中央環状線・外環・圏央道の
いわゆる３環状道路は、
２０１３年度末で４８％の

す。日本橋川にかかる首都高速の高架撤去に
より、開放される水面面積は約１６㌶となり、
日
比谷公園と同じくらいの空間を創出することが
できるのです。

整備率にとどまっています。一方、
首都高速の大

首都高速の高架に覆われている日本橋川に

きな課題は老朽化問題です。総延長約３００キ

かかる橋は千代田区内だけでも１７にのぼりま

ロのうち経過年数３０年以上の構造物は約５割

す。常盤橋や空襲の跡が残る鎌倉橋、復興橋

であり、特に千代田区内にある延長１０キロは、

である錦橋など、
素晴らしい橋が幾つもあり観光

ほぼ全てが経過年数４０年を超えており、
大規模

資源も少なくありません。東日本大震災で多くの

な更新が迫っています。首都直下型地震に備え

帰宅難民が出た東京では、水上交通が注目さ

る上でも老朽化した首都高速の再生は重要課

れています。都内には６１カ所の防災船着き場

題となっています。昨年「首都高速の再生に関

があり、千代田区も３カ所を管理しています。是

する有識者会議」
（国土交通省）
は提言書にて、

非、
日常的な活用も検討して頂きたいと思いま

老朽化対策が喫緊の課題とし、都心環状線は

す。東京湾からの海風を都市の内部に導く風

高架橋を撤去し地下化などを含めた再生を目指

の道への貢献も期待でき、
千代田区をはじめ都

すとしました。
しかし、提言書にある首都高速の

心部のヒートアイランド現象を抑える効果も期

地下化には大きな課題があります。都心環状線

待できそうです。

及び関連する環状３号線内側の首都高速３８キ
ロの建設費は約３兆８,０００億円と試算されてい

Sense

水と緑の回廊を千代田区に創ることが出来ま

【質問】

水辺の魅力を向上させる
ことは都市環境の改善だ
して、首都高速撤去と水辺環境の復活整備に
けではなく、生物多様性
関する費用は約３,５００億円と試算されています。 や観光推進による経済の
中央環状線が完成すれば、
都心３区を通過する
活性化、防災にも貢献で
だけの車６１％が排除できます。
きそうです。具体的な事
私は、
それを契機に都心環状線と環状３号線
例も含めた見解は？

東京国立近代美術館
１９５２年開設された日本で最初の国立美術館で
す。
そして１９６９年、
現在の北の丸公園にブリジストン
創業者の石橋正二氏のご厚意により、
建築家谷口
吉郎の設計による本館が再開館しました。
谷口吉郎
は、
帝国劇場や東京国立博物館東洋館の設計で
も有名です。
昨年開館６０周年を迎えて、
所蔵品ギャラリーがリ
ニューアルされ、
素敵な空間に生まれ変わっています。
美術館の
最上階に位置する休憩スペース
「眺めのよい部屋」からは、
皇居
や丸の内のビル群を一望することができます。
本館から徒歩５分のところにある工芸館は、
１９１０年に近衛師
団司令部庁舎として陸軍技師田村鎮の設計により建築されま
した。
赤煉瓦造・ゴシック様式の建物は、
貴重な明治時代の洋風建築として重要文化財に指定されています。
１９４５年８月１４日、
終戦を阻止しようとした将校らが、
森近衛第一師団長を殺害し、
偽の命令を出して近衛師
団を出動させた「玉音盤クーデター未遂事件」が起こったことで有名です。
近くに、
この様な素晴らしい美術館があるのも、
都心の千代田区ならではですね。
私もトステム
（現LIXIL）勤
務時代は工業デザインに携わっていたので、
もっとデザインに触れ、
感性を豊かにしたいと思いました。

ますが、
整備に必要な空間もなく大規模更新は

極めて困難と思われます。一方、
同区域におきま

内側の首都高速は廃止し、
あわせて都心に水辺

を再構築し、
人が主人公の持続可能なエコ・コン
パクトシティーを創るべきと考えます。

【区（執行機関）の答弁】

護岸緑化や水質改善など、水辺の魅力向上
につながる環境整備をこれまでも進めている。

【質問】

【質問】

【質問】

就学前教育が教育的効果だけでなく、社会
的・経済的効果を有すると報告されていま
す。我が国における就学前教育の重要性を
どのように認識し、基本理念にどう反映さ
れているのか？

千代田区で解決すべき問
題を明確とし、地域特性を
生かした独自性の高い教
育・保育プログラムが求め
られています。また、小１問
題対策や保護者向けの普
及啓発活動も必要では？

【区（執行機関）の答弁】

幼児期は生涯にわたる人格形成の基礎が培

神田川や日本橋川には、区役所、和泉橋、三

われる極めて重要な時期である。知的、感情

崎町の３カ所に区の防災船着き場が整備され

的な面でも、また人間関係の面でも、日々急

ており、防災利用以外にも、河川環境啓発や

速に成長する時期でもある。文部科学省でも、 園が２園、区立幼稚園が６園、私立保育園

町会、団体等による地域活性事業などの非営

幼児教育の重要性が科学的にも裏づけられて

が１園、認証保育所が１０園、認可外保育

利活動等に利用されている。今後、隅田川を

いるとし、我が国においても幼児期の教育と

施設３園の計２６園、１６００名の子ども

中心に、神田川、日本橋川も含めた船や船着

その後の学力、生活実態との関連についての

が多様な施設に通園している。就学前の子

き場を使った水辺の関心を喚起する取り組み

調査・研究を行い、科学的な検証が更に必要

どものための教育・保育プログラムは、こ

ご指摘のとおり、景観や水辺を大切にする

も想定されている。更に大手町で進行してい

との見解を示している。

うした子どもの施設の現状を踏まえて、各

という社会の流れそのものは同感である。首

る連鎖型再開発の中では、日本橋川沿いに緑

こうした幼児教育の重要性と基本理念への

園の特色は尊重しつつ、設置主体別や認可

都高速環状線はかなり老朽化をしているが、 豊かな歩行者専用道路を整備するなど、限ら

反映については、連続性を意識した計画的か

形態の違いにとらわれず、子どもたちが小

中央環状線の完成を受けて、千代田区内の
首都高速の撤去を提案します。また、国土交
通省や首都高速道路㈱からの情報収集や、
中央区・港区との協働も必要では？
【区（執行機関）の答弁】

【区（執行機関）の答弁】

区内には区立保育園が４園、区立こども

地下化に３兆数千億という財源はひねり出せ

れた都市空間の中で水辺を意識したまちづく

つ意図的な指導上の工夫を行う必要がある。 学校に進学する前、最低限身につけてもら

ない。今の日本の税収等を見ると、都心部に

りも進んでいる。東京都や関係区で設置して

いたい教育・保育の内容を明確とし、健全

ストップすると考えると、将来的には内田議

さらには、家庭教育との連携が特に求められ
いる「日本橋川に関する連絡会」を活用し、 る。保護者と園等における保育者とが互いに
河川利用団体への支援検討や河川環境整備に
信頼関係の中で情報を共有し、子どもの成長

員の指摘する方向になるだろうと思う。その

関する情報交換などを積極的に行いたい。

在問題とはなってはいない。

このお金を投入すれば地方の道路行政は全部

場合に都心部のまちの姿、又は交通需要、そ
の予測が非常に難しい。従って、国土交通省
や首都高から様々な情報をとって行きたい。
しかし、これらは需要が非常に多い数値が

２．
子どもの教育・保育プログラムについて
●就業前の子ども育成の基本理念

を支援していくことも重要となる。これらを

育成に資する事を目的としている。また、
いわゆる小１問題については、本区では現

基本理念とし、幼児教育の充実に取り組むこ

次に、就学前の子どものための教育・保

とで、幼児教育の重要性の具現化と子ども一

育プログラムは、幼稚園教諭や保育士等を

人ひとりの育ちの保障につなげたい。

対象に編集しており、直接的に家庭の教育
力向上を意図していないが、保護者にとっ

出てくる可能性があるので、それらを十分に

【問題の背景】 幼稚園や保育園などの就学

踏まえながら、実証的、科学的に確認ができ

前教育は
「教育基本法第１１条」において、生

た段階で都心部の関係自治体と行動をとって

●千代田区独自の教育・保育プログラム

て有用と思われる事例も数多く掲載されて

涯にわたる人格形成及び義務教育の基礎を培

【問題の背景】 千代田区における就学前の

保護者向けの概要版を作成するなど普及啓

いきたい。今、なかなか動くことは難しいが、

う重要なものであると明確に位置づけられてい

子どものための教育・保育プログラムは、保育

大きな方向としては十分に理解をしている。

ます。

所保育指針、幼稚園教育要領を受け、東京都

●千代田区における水辺の魅力向上

就学前教育の教育的・経済的効果に関して

教育委員会が作成した就学前教育プログラム

は、
多くの国で研究・検証が行われており、
アメリ

を踏まえ作成されています。一方、子どもたちを

カにおけるペリー・プレスクールなどの研究結果

取り巻く環境は、親の就業環境によって保育・

として、就学前教育が教育的効果だけでなく、

教育が平等に受けられない現実や待機児童問

犯罪の減少や所得の増大など社会的・経済的

題など、課題は山積しています。就学前教育や

埋め立てによる居住地造成などの都市機能整

効果も有すると報告されています。ペリー・プレス

保育の質の向上を図り、幼児の良好な育成環

備から始まり、
１８５０年頃には網の目のように運

クールＰＪとは、
年齢が３〜４歳、
アフリカ系アメリ

境を整えることは基礎自治体としての責務であ

河が巡る持続可能なコンパクトシティーである

カ人で貧困層の子どもたち１２３名に対し、少な

ると考えます。

水の都「江戸」
が完成していました。

いクラス編成で毎日２時間半の授業や毎週家

東京都の就学前教育プログラムは、
２５％の

【問題の背景】 ここ東京では、
１５９０年徳川
家康の入府以来、
水路の整備と干潟や浅瀬の

庭訪問を行うプログラムを提供し、
同様な子ども

割合で発生している小１問題と言われる児童の

中、首都高速の高架を撤去し、

たちと比較し成果を測定したものです。この卒

学校生活への不適応状況を問題とし、重点対

日本橋川の整備を行えば、

業者は、学校中退や留年が少なく、多くが大学

策として小学校との連続性を踏まえた就学前

貴重な水辺資源を生かした

に入り、雇用されました。犯罪を起こしたり生活

教育の充実を位置づけ、
具体的なプログラムの

素晴らしいまちが出来るので

保護を受ける人数も少なく、結果としてプログラ

開発が行われています。一方、小１問題は、
ここ

はと思います。親水性の高い

ムの初期コストは多額ですが、約７倍の投資対

千代田区では大きな問題とは聞いていません。

水辺の修復を図り、遊歩道や

効果を生んだと推計されています。

もし解決すべき問題が東京都と違うのであれば、

中央環状線が完成し圏央道の整備が進む

緑地、
自転車専用道な

日本では、小・中学校、
さらには高校までも授

どを整備する

業料が無償化されているにも拘らず、最も教育

ためのプログラムを作成すべきと考えます。
また、

ことにより、

に重要な時期である就学前の費用が有償と

家庭での教育力向上を目指すのであれば、広く

なっている矛盾は国家としての大きな問題だと

保護者にもご理解いただくことが大切です。

考えます。
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千代田区としては、最も重要な問題を解決する

いる。従って、ご指摘の趣旨を踏まえて、
発にも努めていく。

働く街から、
いきる街へ。
内田直之（うちだ なおゆき）
１９６４年、
熊本市生まれ B型。
１９８４年国立有明高専建築学科を卒業、
トステム株
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