
 
 

＜2018 年２月７日 第 25１５回例会 No.53-29＞ 

251５回例会「卓話：都政について」 

 

 

 

 

司    会： 小倉 裕美 会員 

開・閉会点鐘： 小島 馨 会長 

ソングリーダー： 清水 博雅 会員 

ロータリーソング（『国家』『奉仕の理想』）斉唱 

 

 

東京日野ローターアクト幹事 金子 裕史 君 

 

 

１．会長挨拶：小島会長 

会員の間でもインフルエンザが猛威を振るっておりま

すので、皆さんも十分気を付けてください。 

日本海側の豪雪について、函館にいる友人から連絡があ

ったのですが、雪の捨て場もなく、お金を払ってとしても

運んでもらうにも難しい。店のシャッターがあかないなど

のレベルです。私も幼少期に経験したことがあるのですが、

最近はそういう記憶がないのですが、函館では悲鳴を上げ

ており、生活に苦慮している状態とのことです。こちらで

も寒波の予報がまた出ていますが、我々はまだ恵まれてい

るのかなぁと思います。週 1 回の例会を笑顔で過ごせるよ

うに元気でお願いします。また、高幡不動尊の例会場がま

だ使えない中で、土方さんには御多忙の中、また、お休み

の期間中もお店をお借りして、例会を行うことができてい

ます。深く感謝申し上げます。 

 

２．幹事報告：田中幹事 

・4/18 に植樹をいたします。正式な例会として行います

ので、直近の 4/15 のクリーン大作戦はＭＵ等でお使い

ください。 

・川澄御前様の本葬が 3/16 に行われます。 

・ロータリー手帳の予約が始まりました。 

・各クラブより会報・報告書が来ているのでご覧ください。 

 

 

１．ニコニコ 

後述します。 

 

２．月例祝賀 

後述します。 

 

３．青少年奉仕委員会 横倉委員長 

第 15 回 BH 国内留学 報告会が 2/17（土）報告会

14 時からとなっています。当日はブレザー、ロータリー

のエンブレムをつけてお越しください。 

 

４．会員増強小委員会 小峯委員長 

先日行われました地域交流会について、多くの皆様のご

協力をいただきありがとうございました。 

 

５．青少年交換小委員会 松浦委員長 

ジャミー君が森原会員宅にホームステイを始めました。

今、インフルエンザで寝込んでおりますが、早く良くなっ

て引き続き、日本の生活を楽しんでもらえるといいですね。

イベント事等も引き続き行っていけるといいと思います

ので、その際は森原会員を通してご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京日野ロータリークラブ 

本日の例会＠大政鮨 坊ホール 

役 割 分 担 

本日のゲスト 

例 会 進 行 

各委員会等報告 

本日のメインプログラム  

「 都 政 に つ い て 」 

卓話講師 ： 菅原 直志 会員 

卓話講師： 

菅原 直志 会員 

・東京日野ロータリークラブ所属 

・職業分類；社会福祉 

・都議会議員 

 



卓話内容（概要） 

東京都も大きい社会なもので

すので、半年間ではありますが、

戸惑いながら議員を務めさせて

いただきました、その中で報告

できそうなものがありますので、

お付き合いいただければと思い

ます。併せて、ラグビーのワールドカップをご紹介したく、

そのチラシ、バッジをご用意いたしました【上図：バッジ】。 

 

築地・豊洲市場問題 

 この問題はよく話題に上がりますが、報道ですとセン

セーショナルに伝わりやすいですね。中央卸売市場は全国

67 か所あり、その中の一つが築地です。卸売市場全国の

売上げは４割減っています。理由は卸を経ないでスーパー、

ネットで販売しているから。また、衛生的なもの、老朽化

での問題で、実際に築地が豊洲へ移転すると決定して、そ

こで問題が浮上し「待った」がかかったわけです。 

移転の障壁になっているのは盛り土で、盛り土の中にい

ろいろな物質が出てきたからです。移転後にこの問題が発

覚したらもっとダメージが大きかったと思われますので、

移転前に発覚しまし、事前に対策を練れたのは賢明な判断

だったと言われます。しかしながら、移転をする前提で考

えると根本的な問題は解決していません、それでも、環境

基準はある程度満たしており（東京都は基準が中でも厳し

めだから）、一定の理解は得られるような状態ではありま

す。 

さて、なぜ移転を急いでいるかというと、それは当面の

用途としてオリピック、パラリンピックで、会場と選手村

をつなぐ駐車場として使うからです。現在、道路の整備等

の関係で、ギリギリ整備が間に合うかといった状態です。

当初は売る話がありました。都知事は活かすと言っていま

す。しかし、売るにも売らないにしても道路などの付加価

値が必要になるでしょう。 

 

多摩格差 

始まりは昭和 50 年代の話で、市長会で多摩格差という

言葉を使い、８項目の是正改革で都に申し出ました。学校、

下水道の整備等の予算が少ない等で問題提起されました。

現状はその８項目がほとんど解消されていますが、私は

「新しい多摩格差」を提言する必要があると考えています。 

例えば、消防団の整備：23 区は都のほうで統括してい

ますが、多摩は各市でまとめて運営しているため、多摩各

市全体で格差になります。また、死因究明の仕組み：病気

や事故等以外で亡くなる人以外のグレーな人の死因究明

体制が多摩地区では不十分です。23 区は 6～7 人、専門

設備で若手も導入して専門的に検案が行えますが、多摩で

は警察に届け出て大学病院で高齢の医師が行っています。

その他ＮＩＣＵ（新生児の集中治療室）、シルバーパスの

利用、等々があります。 

 

多死社会と看取り 

日本で年間 130 万人亡くなっています、これが 160

万になる日も遠くはありません。また、現在、亡くなった

人の８割は病院で亡くなられています。これはあくまで文

化的な問題でしょうが、実際、先ほどの死亡者数の増加と

併せて考えると、現代において全員が病院で亡くなれるの

かというとそうはい

きません。自宅で最期

を迎えたい人も多く

いるでしょうし、病院

の病床数も足りませ

ん。これは早急に対策

を練るべき話だと考

えます。 

 

保育園の待機児童の問題 

日本の待機児童の９割は東京都での問題です。細かく言

えば、都の０、１、２歳の子どもの問題です。昔は専業主

婦の家庭がおおく、共働きの家庭は３割程度でしたが、現

代で共働きの家庭は７割を超えます。根本的に世帯の構造

が変わっているので保育園の需要が高まるのは当然の話

です。実際に、受け入れ枠を都で10万増やしたのですが、

まだ足りません。足りない理由は①土地・スペースがない。

②働き手がいない、保育士の待遇が悪い。都心で保育士を

務めるには家賃が高すぎる。５万の補助でようやく都心で

保育士の仕事がしようかな、と思える状況で「子供と向き

合う仕事をしたいが生活ができない」というのが問題でし

ょう。 

 

東京都 2020 オリパラについて 

東京都 2020 オリパラ計画について、「ホップ」・「ステ

ップ」・「ジャンプ」３要素を提示しています。 

「ホップ」として、今年の 9 月に国際水協会（ＩＷＡ）

が行われます。日本でようやく誘致できた、世界から水に

関する学術関係者が一堂に会する大きなイベントです。地



球は水の星として言われますが、実際に我々が飲み水とし

て使える水は 0.1%以下です。将来的な水の確保、奪い合

い等の問題を解決すべき、会議が行われます。日野市は特

に清流、用水の町で小水力発電なども活用され始めている

ので、その場で提言できたら面白いのではないかと思いま

す。その他、「ステップ」として、ワールドカップラグビ

ーが行われ、最後の「ジャンプ」でオリンピック・パラリ

ンピックが行われるということです。 

ラグビーからオリンピックまで一連の流れでボランテ

ィアも募集されますので、興味のある方は参加いただけれ

ばと思います。併せて、ホストシティとしての各区市町村

での関わり方も日野市として考えねばと思います。 

 

議会改革 

都の方では様々な議会改革を進めておりますが、実は議

会の改革は議員全員が同意しなければ進みません。すなわ

ち、改革は議員が足並みを揃えて改革を進めており、議会

の質を変えていくのはこれからのことです。個人的なテー

マとして自殺貧困問題を進めていきたいと思います。 

 

最後に、皆様ご存じのとおり、明治維新から 150 周年

となりますが、日野市では明治維新を「瓦解」と呼んでい

た歴史もあります。立場が変われば言葉も変わります。勝

った側の歴史だけではなく、両面から物事を見て仕事をし

ていくことが私自身、大切だと思いますので、引き続き頑

張ってまいります。 

 

 

 

菅原会員、勉強になり

ました！都政に限らず

様々なお話をいただき

ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 出席奨励委員会より 

事前ＭＵ：黒川会員、成田会員、小田原会員、山口会員、山下会員 

日 会員総数 (出席免除数) 出席総数 (免除者出席数) ＭＵ 欠席 出席率 

本日報告（２/7） 35（3） 22（2） 事前 5（0） 7 79.41 % 

前回訂正（1/31） 35（3） 25（3） 1 + 0 9 74.29 % 

前々回訂正（1/24） 34（3） 21（1） （6）+ 0 + 0 5 84.38 % 

（発行人：会長：小島馨、幹事：田中くに子、公共イメージ会報委員長：西山尚之／制作：東京日野ＲＡＣ：金子） 

小 島会 長  菅原さん今日楽しみに致しておりました。 

田 中幹 事  菅原さんの卓話たのしみにしています。冷えますねー。 

みんなで集まって温まりましょう！！ 

 

ニコニコ報告 親睦委員会より 

17-18年度 ニコニコ 合計 

本日のニコニコ：   4,000 円  

累計    483,322 円 

ビジターフィー：        0 円  

累計      27,000 円 

本日のスナップ 

 

☆２月誕生日記念☆  

清水会員 

 

月 例 祝 賀 親睦委員会より  

高幡不動尊 節分   

部外活動報告 

 

おめでとうございます！！ 
 

 


