あさが 来た 主
題歌「365日の紙
飛行機」で今日も
元気！
！

Think
Sense
Study
Action

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。

ボランティアスタッフを募集しています！
政策や活動に共感して頂けるボランティアスタッフを募集
しています。
ご都合の良いお時間だけで結構です。
メールやお電話で､お気軽にお問い合わせ下さい!!
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naoyuki
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Think

内田直之が考えたこと

花小金井運動施設

撮影：内田

Action

内田直之が行動したこと
被災地のいわき市を訪問！

東日本大震災直後、放射能の風評被害で
物資が全く届かないいわき市に、友人達と
ワゴン車2台で救援物資を運んでから、早く

も5年が経ちました。ゴーストタウン化した

市街地と津波で壊滅した小名浜港周辺を、

２０２０年東京五輪・パラリンピック大会開催
まで、
あと４年となりました。
そして、
この夏には
リオジャネイロ大会が開催されます。JOCは
日本でのスポーツ文化の確立を目指していま
す。個人的には、卓球の石川選手、
ゴルフの

スポーツ政策と
千代田のまちづくり
スポーツとは何か？

文化的な生活を営む上で欠かすことが出来な

国はスポーツ立国の実現を目指した「スポー

いものであり、現代社会においては、政治的、

ツ基本法」を、都は「東京都スポーツ推進計

経済的にも影響力を持つまでになりました。

画」を策定し、千代田区でも平成25年「千

これら社会的意義のなかで、私が特に注目

代田区スポーツ振興基本計画」が改定され、 しているのは、スポーツを通じた地域コミュ
国から地方自治体に至る国家戦略として、ス

ティの活性化です。人口減少や人口流動、職

ポーツの推進が位置付けられました。平成

住分離、価値観の多様化といった社会的変

27年には、スポーツ政策を総合的に推進す
るスポーツ庁が創設され、金メダリストの鈴
木大地氏が初代長官として就任されています。
現代社会において、なぜ、ここまでスポー
ツが重要視されているのか、スポーツとは何
か？について調べてみました。スポーツとは、
元々の語源はラテン語のdeporatareであり、
日常生活の労働から離れた、遊びの時間、余
暇といった意味だそうです。明治初期、東京
大学に赴任した英国人のストレンジ教授が、
「Outdoor Games」という本の中で、陸
上や水泳、フットボール、野球、テニスなど
をスポーツと称して紹介し、日本語では「遊
戯」と表現されました。
一方、それらスポーツ（特に陸上・体操・
水泳）が、兵隊の訓練や男子学生の心身鍛練
として活用されるようになると「遊戯」では
不適当という事で、「運動」とか「体育」と
いう言葉が用いられ、我々日本人の間に「ス
ポーツ＝体育」が定着し現在に至ったそうで
す。身体運動の実践を通して行われる教育で
ある体育と余暇や遊戯であるスポーツは、本
来別物だったのです。

化に伴う地域コミュニティの衰退は、大きな

スポーツの社会的意義
スポーツは人生をより豊かにし、身体的・
精神的な欲求を満たす、誰もが楽しめる世界

松山選手、
そしてサッカーに注目しています。

今でも鮮明に覚えています。
地震、津波、原発事故と多重に被災され
たいわき市を、少しでも応援したいと毎年
訪れています。今年は自民党会派での訪問
として、清水市長との懇談を始め、小名浜
港の復興状況やいわき芸術文化交流館など
精力的に視察しました。被災地は復興半ば
であり、「風化させない」「出来ることを

近年スポーツには、多くの個人的、社会的
な役割が期待されています。そこで今回は、

継続する」と、改めて心に誓った訪問とな
りました。

スポーツについて考えてみたいと思います。

区立スポーツセンター

開設から４０年が経過し、
施設全体の老朽化が
顕著です。現地建替えが最も現実的ですが、
併
せて他候補地も検討すべきと考えます。
メイン競
技場は確保し、区民が気軽に親しめ、交流を図
りながらスポーツを楽しめる施設を推進します。

外濠公園総合グランド

Study

内田直之が学んだこと
明治大学の客員研究員へ

昨年より、明治大学危機管理・コミュニ
ティ持続研究クラスター客員研究員として

います。またスポーツは、社会的地位や年代

区内唯一の屋外施設である外濠公園総合グラ
ンドは、年間１５０日間も利用できない状況です。
人工芝化により利用日数を１７０％まで拡大し、
併せて区民ニーズに合った多目的運動施設へ
の整備を推進します。

から解放され、純粋な交流を育むこともでき

児童遊園（２５か所）

に焦点を当てながら、連携・協働方法の先

社会問題となっています。スポーツを通じて
人々が交流を深めていく事は、地域における
連帯感や活力の醸成に大きく貢献できると思

るのです。

く環境はどうでしょうか。これまでの世論調

児童遊園は貴重な共有財産であり、
子ども達の
身近な遊び場として整備されました。地域ニーズ
や立地状況を勘案し、
サッカーやキャッチボール、
介護予防等の機能を有したスポーツ公園への
再構築を推進します。

査では、整備・充実すべき施設として「スポ

総合型地域スポーツセンター

千代田区の課題とスポーツ政策
それでは千代田区にけるスポーツを取り巻

ーツ施設」がほぼ毎年1位であり、いかに熱
望されているかが伺えます。また、東京都に
よる児童・生徒の体力・運動能力調査では、
残念ながら千代田区は、多くの項目で都の平
均を下回っています。要因としては、日常的
に運動を行う環境がない事は明らかです。都
心に位置する千代田区では、スポーツの場を
確保する事は何よりも困難であり、施設の取
り合いも大きな課題となっています。

2020年東京五輪・パラリンピック大会を
契機に、生活に密着したスポーツが更に普及
し、スポーツ文化が確立されていくと思いま
す。私はこれからも、未来を担う子ども達が
身近でスポーツに親しめる環境づくりに、貢
献したいと考えています。

活動を始めました。地域コミュニティの安
心安全の確保における自治体・民間組織・
住民の連携に関する研究を行っています。
異なるコミュニティ構成員によるつながり
駆的なモデルの構築
を探りたいと思って
います。

『 区 政 報 告 会 ２０１５ 』を 開 催！

地域住民が主体となって運営する
「富士見ス
ポーツ・文化クラブ」
が平成２４年に設立されまし
た。活動場所の確保や人材不足、会員数の停
滞等の課題を解決し、
多様性のある開かれたク
ラブ運営を支援します。

アキバキッズリーグ（Ｕ−８）

ご来賓の丸川珠代大臣、中川雅治議員､

サッカー協会主催による８歳以下のサッカー大
会として、
８チームによる年間を通したリーグ戦
が開催されます。スポーツに親しむ機会づくりと、
ご父兄や関係者の交流を通して、地域コミュニ
ティの活性化を推進します。

山田美樹議員､浦安商工会議所柳内光子会頭

その他

についてお話させて頂きました。また今回

衆議院宿舎跡地の有効活用や、
九段小・富士
見小校庭、
神田児童公園の人工芝化に取り組
みます。

から温かいご激励を頂きました。私からは
活動報告､千代田区の財政、そして重要課題
として「洪水対策」「待機児童対策」「積
立基金の再編」「ふるさと納税の問題」等
は、日本の伝統文化に触れる特別企画とし
て､一龍斎貞鏡さんによる講談も楽しんで頂
けたと思います。

共通の文化です。子どもにとっては、体力の
向上や責任感、規律、コミュニケーション能
力を育成し、豊かな人間性や思いやりの心を
育みます。また、成人・高齢者にとっても、
健康の保持増進や体力の向上、ストレス発
散、そして生活習慣病の予防、生きがいとし
て貢献しています。今やスポーツは、健康で

Sense 世 界 の 街 歩 き
フエ

（ベトナム社会主義共和国）
人口 50.5万人
面積 83ｋ㎡
社会主義共和制

２０１０年秋、
１０年ぶりにベトナムを訪
れました。ホーチミンは高度経済成長中で
あり、高層ビルが立ち並ぶ近代都市へと
変貌していました。そこから豪雨の中飛行

forward10.indd 1

機で１時間３０分、ベトナム中部の古都
フエに到着しました。

国映画に出て来そうな世界にタイムスリッ
プしたようでした。

フエは、ベトナム最後の王朝「阮朝」の
都が置かれ、
フォーン川のほとりに点在す
る王宮や寺院などの歴史的建築物は、世
界遺産に登録されています。歩いて回れる
程の小さな街は、本当に静かで、阮朝王
宮や有名な帝廊でさえも人影はまばらでし
た。一方、
ドンバ市場やアンクー市場など
庶民が集まる場所は熱気に溢れ、昔の中

余談ですがベトナム語は、
７０％が漢字
を基にした言語です。街中に漢字が溢れ
ていますし、
日本語と同じ単語も沢山
あるそうです。例えば、古代はコーダ
イ、注意はチューイー、感動はカムド
ン等々。ベトナム人と知り合えたら、
色々試して下さい。意外と通じるか
もしれません。

2016/02/20 15:44

Action

「外堀公園総合グランドの人工芝化」
「無料Wi-Fiの整備」
「財源の偏在是正」について、代表質問を行いました。
１．
社会的包容力を持ったまちづくり
【問題の背景】 アメリカの社会起業家である
ロザンヌ・ハガティ氏は、
アメリカで１０万人のホー
ムレスに住まいを提供するプロジェクトを展開さ
れています。
２０１２年にニューヨークのブルックリ
ンにあるブラウンズビル地区のプロジェクトを視
察させて頂きました。このブラウンズビルは、
ニューヨークで最も低所得者の割合が多く、最
も危険な地域の１つです。
このプロジェクトでは、
健康的で持続可能なコミュニティづくりを目的と
し、物理的なものだけでなく、経済効果も提供さ
れており、
１０００室のアパートがつくられ、
住宅建
設と小売店招致により、
新たに７００人以上の雇
用を生み出しました。
ハガティ氏の話の中で度々登場する言葉が
「ソーシャル・インクルージョン」
です。
これは、
「人
が何らかの理由によって排除されることのないよ
う取り組む社会的な努力」
を意味し、
「社会的包
容力」
と訳されます。
「民族、宗教、文化、性別、
貧困、
障害などを理由として社会から排除するこ
となく、
社会的に活躍できるよう教育、
職業訓練、
住居、雇用などの政策的な努力をする社会が、
社会的包容力がある社会である」
と、明治大学
の青山佾先生は指摘されています。
【質問】

豊かな地域社会や共生社会を実現する中
で、人々が何らかの理由により排除される
ことがない社会的な努力である「社会的包
容力」を持ったまちづくりが、千代田区にも
必要である。
【区（執行機関）の答弁】

ご指摘の「ソーシャル・インクルージョ
ン」は、ともに生きる「共生」の理念と相通
ずるものであり、さらに言えば、別の質問に
もある「ユニバーサルデザイン」の理念とも、
根本的なところで共通するものだと思う。と
もに生きるという「共生」の理念のもとに、
「豊かな地域社会」の実現を目指し、2020
年の東京五輪・パラリンピックに向けて、
「ユニバーサル社会」の実現を目指している
千代田区においては、「社会的包容力」を
持ったまちづくりは極めて重要な視点である。
その具体的な道筋は、言葉で言うほど簡単で
はないが、鋭意これから取り組んで行く。

２．
外堀公園総合グランドの人工芝化
【問題の背景】 区内唯一の屋外施設である
外濠公園総合グラウンドですが、実態は、有効
に活用されていないのが実態である。年間のグ
ラウンドの休業状況を調べてみると、芝生の養
生期間により１１０日間が利用不可。
さらに、雨
天後のグラウンドコンディション不良が５日間で、
合計１１５日間が利用不可という驚くべき実態が
明らかになりました。雨天の３５日を加えると、
年間
１５０日間、
４０％以上が活用されていない事とな
ります。
新宿区との協議が必要であり、
国有地である
ことや、文化財保存の観点から、慎重な対応が
必要なことも承知しています。
それらの諸問題を
勘案した上で現実的な提案が、
人工芝化による
多目的用途への整備です。人工芝はほとんどメ
ンテナンスが不要であり、雨が降っても使用可
能です。野球以外にも、競技人口が多いサッ
カーや、
子どもから女性まで一緒に楽しめるフット
サル、人気急上昇のラグビーなど、多様な用途

に対応できるようになります。大きな構造物を新
たにつくる訳でもなく、花小金井運動施設の成
功事例もあります。
【質問】

区内唯一の屋外施設である外濠公園総合
グラウンドを人工芝化することで、利用日
数を最大約１７０％まで拡大することが可
能。併せて、区民ニーズに合った多目的運
動施設への整備を提案する。
【区（執行機関）の答弁】

現在の外濠公園総合グラウンドは、年間
150 日 程 度 に わ た り 使 用 で き ず 、 屋 外 ス
ポーツに親しむ貴重な場でありながら、十分
な活用が図られていない実態であることは、
議員ご指摘のとおりである。
この外濠公園は、グラウンド部分を含む公

Sense
矢口書店
神田神保町二丁目にある矢口書店は、
大正７年創業の映
画・演劇・演芸・戯曲・シナリオの専門店です。
私が大好きな堀
北真希さんが出演した東京メトロのＣＭでも有名です。
関東大
震災後の昭和３年に建てられた木造３階建の建築物は、
洋風
なファサードが特徴的で、
靖国通り側に古代ギリシャの神殿建
築の三角破風（ペディメント）
が施されています。
このような震災復興期に建てられた店舗兼住宅は、
建築家の藤森照信氏により
「看板建築」
と命
名されました。
当時のすずらん通りや表猿楽町の古い写真には、
この看板建築が軒を並べています。
看
板建築の前面は軒の出ない壁面ですが、
これは大正８年に制定された市街地建築物法により、
建物
は敷地の境界線からの突出を禁止されたためでした。
矢口書店を始め、
神保町の靖国通り沿いは、
第２次世界大戦中空襲を受けませんでした。
それは、
ロシア人初の東京大学生で、
日本学者のエリセーエフがマッカーサーに空爆しないように進言したとも
言われています。
さて真実は如何に。
地方分権の流れに大きく逆行するものであ
り、大変遺憾である。真の地方創生は、都
市と地方が税源を奪い合う事ではなく、連
携し、共存共栄を図るべきである。この観

園全体が国指定の史跡「江戸城外堀跡」に含
まれているほか、敷地は財務省所管の国有地
であり、一部区域は新宿区となっており、グ
ラウンドの整備に際しては、文化庁や財務省、
新宿区との協議に加え、現在の利用団体等の
調整など多岐にわたり必要である。
しかしながら、外濠公園総合グラウンドは、
都心における限られた貴重な屋外スポーツ施
設であることから、区民の利便性の向上を図
るべく、多目的利用や人工芝生化の実現に向
Wi-Fiの整備に取り組む方針を明らかにする
けて、関係団体等との協議を積極的に進めて
必要がある。
行く。
年内に本庁舎とかがやきプラザ及び遊歩
道に無料Wi-Fiスポットを設置する。また年
３．
無料Wi-Fiの整備
度内には、千鳥ヶ淵ボート場や出張所等に
もスポットを設置し、接続時間の制限など
安全対策などの課題を検証する。本格的な

【問題の背景】 観光庁が外国人旅行者を対
象にアンケート調査を行った結果、
日本で困った
整備を平成28年度から開始できるよう、現
ことの第１位は無料Wi-Fi環境で３６.７％、第２
在検討を進めている。
位がコミュニケーションで２４％と報告されていま
は会員限定が多く
、
外国人
す。
日本では、
Wi-Fi
観光客はほとんど利用できません。
もし３Ｇで接
４．
理不尽とも言える財源の偏在是正
続すると、高額な通信料が発生します。千代田
【問題の背景】 国の税財政制度改革により、
区でも、東京駅や丸の内以外では外国人観光
法人住民税の一部が国税化されるなど、
大都市
客がインターネットや電子メールを利用しづらい
の財源を地方へ移転する事で財源偏在を是正
環境と言えます。
する動きがあります。一方、都区財政調整制度
また災害時には、電話回線のパンクにより、
により、
区民の方が納税した固定資産税や法人
家族等の安否確認や情報の取得・発信ができ
住民税は、
たった４％程度しか還元されておらず、
ないなど、
区民や在勤者にとっても大きな課題と
ま
さ
に千代田区は二重苦を課せ
られています。
ま
なっています。
まずは、千代田区における無料
た
「ふるさと納税」
を受益と負担を考えた地方税
Wi-Fi環境の現状把握を行い、整備するエリア
の原則に照らすと、
ふるさと納税をした人は、今
を選定し、将来的には区内全域への拡大を視
住んでいる自治体の行政サービスを受けていな
野に入れ、事業所や商店街への参画を呼びか
がら、
税の一部を負担していない事となります。
こ
け、
無料Wi-Fi環境の更なる拡充を図っていくべ
れも同じような税源偏在の是正策であり、応益
きだと考えます。
性の原則に反し、
地方分権に逆行するものです。
【質問】
一方で、本区はエネルギーや食料など、経済
活動、生活全般にわたり地方に支えられ、成り
千代田区での「外国人旅行者の利便性向
立っているという地域特性も忘れてはなりません。
上」や「地域・観光情報の発信」
「災害時の
東京ｖｓ地方という対立構造ではなく、地方との
情報共有」を目的とした無料Ｗｉ−Ｆｉの整備
連携を促進し、
お互いの魅力を高め合いながら、
を、早急に行うべきである。
共存共栄を目指すべきであると考えます。
【区（執行機関）の答弁】

無料Wi-Fiの整備については、ご指摘通り 【質問】
である。訪日外国人の増加への対応と同時に、 理不尽とも言える財源の偏在是正について、
発生が懸念される首都直下型地震等の災害時
また、千代田区の地域特性を踏まえ、地方と
に有効な情報伝達手段として早急に整備する
必要がある事、国や都も各自治体の整備を促
進するために補助制度等の充実を図っている
事、既にWi-Fiスポットを整備している店舗
や企業等の参加協力を得た面的整備が進めら
れる事などから、可能な限り早期に無料

の連携を促進し共助共栄を目指すべきと考
える。

【区（執行機関）の答弁】

国は地方財政の衰退を、都市と地方の財
政力格差問題にすりかえている。これは、

活動フォトギャラリー

点から現在、国が進めている税源の偏在是
正は撤廃すべきであり、23区の区長会、東
京都とも歩調を合わせて、反論の要請行動
を繰り返し行っている。また、都心区の財
源を周辺区に分配する「都区財政調整制
度」や「ふるさと納税」についても財源偏
在是正であるとの議員ご指摘も、全くその
通りだと思う。
千代田区はとして「地方との連携」への
取り組みは、基本計画にも明確に位置づけ
ている。更に、地方との連携を推進するた
め、自治体間の連携について、成功事例の
分析等の調査研究を行うとともに、より効
果的な連携事業を区から積極的に発信し、
地方との共存・共栄を目指して取り組んで
行く。

その他、千代田区が果た
すべき役割と地方版総合
戦略、ユニバーサルデザイ
ンによるまちづくり、高齢者
サポートセンターの
運用と課題、予算
編成の基本方針、
新公会計制度の
導入について、
指 摘と提 言を
行いました。

街づくりへ、
プロの視点。
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
式会社
（現LIXIL）
入社。総合企画室主任、海外赴
任
（バンコク）
を経て商品企画室長となり、主力商品
の経営戦略・商品戦略、多くの開発プロジェクトに携
わる。働きながら明治大学公共政策大学院を修了。
２０１１年より千代田区議会議員。一級建築士。

●学歴
国立有明高専建築学科 卒業
明治大学公共政策大学院 修了
●職歴
トステム株式会社（現Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ）
●所属団体
千代田区サッカー協会 会長
明治大学 校友会千代田区地域支部 副支部長
明治大学 危機管理・コミュニティ
持続研究クラスター 客員研究員
千代田区都市計画審議会
社団法人 東京建築士会
NPO法人 Football Community 千代田 顧問
NPO法人 神田学会

内田直之事務所

・柏崎刈羽原子力発電所視察
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・千代田区サッカー大会 2015

・神田一八エリア野球教室

・明治大学校友会都南部支部総会 ・内田茂政経フォーラム
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Tel/Fax 03-5212-5222
Web
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