
 ８月８日（木）、都議会臨時会が開かれ、議長・副議長を選出し、監査委員についての選任に同意しま
した。また、常任委員長には、民主党から都市整備委員長に斉藤あつし氏（民主・３期）が就任しました。 
 臨時会開会にあたり、猪瀬知事より「「安心・希望・ 
成長」の３つを軸に都政運営を行います」「２０２０年 
のオリンピック・パラリンピック東京招致を何としても 
実現したい」との挨拶がありました。 
 私たち都議会民主党は、これからも猪瀬知事とは 
「是々非々」の関係を貫いてまいります。 

   大西 さとる  
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 【大西さとる プロフィール 】 

●1961年  サラリーマンの家庭に次男として生まれる。 

●1986年  立命館大学経済学部卒業。 

       富士通株式会社入社。社長賞２度受賞。 

●1997年  自ら政治改革を志し、富士通株式会社を退社。 

●1998年  衆議院議員細川律夫公設第一秘書として立候補    

       29,129票得るも次点で惜敗。 

       森ビル株式会社で働きながら、次期都議選を目 

                 指し活動再開。 

●2004年  森ビルを退社し、都議選準備に専念。 

●2005年  東京都議会選挙に初当選。 

●2008年 早稲田大学大学院公共経営研究科（修士）卒業 

●2009年 東京都議選挙2期目。文教委員会委員長、    

                 都議会民主党幹事長代行、オリンピック招致委 

       員会理事、経済港湾委員会理事など。 

●2013年 東京都議選3期目当選 環境・建設委員会 

〔家族〕西新井栄町１丁目に妻と3人の男児と在住。 

〔趣味〕旅行、スポーツ、読書 〔座右の銘〕至誠通天 

■所属委員会・評議会  

◇文教委員会委員長(21年～22年） ◇文教委員会副委員長
(20年～） ◇ 公営企業委員会理事（～20年） ◇都議会民
主党副幹事長(18年～19年）◇オリンピック招致特別委員
会 ◇平成18年度各会計決算特別委員 ◇平成１９年度公営
企業決算特別委員 ◇都議会議員の調査活動等に関する調査
特別委員会理事(～21年） ◇東京都中央卸売市場取引業務
運営協議員 (～21年）◇東京都住宅供給公社評議員  都議会
民主党幹事長代行(23年～24年)青少年健全育成審議会委員 

ふじお直樹弁護士が所属する 

こもれび総合法律事務所もここです。↓ 

新役員、猪瀬知事を表敬訪問 

 ８月１日に選任された新役員は、知事室を訪れ、猪瀬知事に就任挨拶を行いました。石毛幹事
長より就任挨拶を行うととともに、新役員を紹介しました。懇談の中で、石毛幹事長などは、オリン
ピック招致に向けた提案や、米軍横田基地へのオスプレイの配備検討に関する要請への対応を
求めました。猪瀬知事からは都政運営への民主党の協力を求められました。 

 終了後、記者会見室において、新役員就任の記者会見を行いました。 

 記者からは都議会民主党の姿勢を問われ、石毛幹事長が従来からの立場であった「是々非々」
の立場を今後もとり続けていくと説明しました。 
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９月８日オリンピック 

開催地発表！ 

 ＜裏面につづく＞ 

都議会議員選挙後 初の定例議会(第3

回都議会定例議会）が終了しました。 

 ８月１日に選任された都議会民主党新役 

員は、知事室を訪れ、猪瀬知事に就任挨拶 

を行いました。石毛幹事長より就任挨拶を 

行うととともに、新役員を紹介しました。懇談 

の中で、石毛幹事長などは、オリンピック招 

致に向けた提案や、米軍横田基地へのオス 

プレイの配備検討に関する要請への対応を 

求めました。 

 猪瀬知事からは都政運営への都議会 

民主党の協力を求められました。 

新役員、猪瀬知事を表敬訪問 

第１９期初となる本年第３回定例議会日程決定しました。 

   皆様の大きなご支援のおかげで逆風吹き荒れる中、３期
目の当選を果たすことが出来ました大西さとるの都議会活
動が始まりました。ご支援いただきました多くの皆様のご期
待に応えるため、精一杯頑張って参ります。 

 平成25年第3回都議会定例会が、10月11日に閉会しました。 
 都議選後初となる今定例会では、2020年オリンピック・パラリンピック大会の東京招
致が成功したことから、猪瀬都知事に対し、大会時には「全ての人に優しい東京」を
実現することや、「おもてなし」の心をどのように都民に残していくのかを質しました。 
また、震災対策や子育て支援策、障害者施策など、都民生活に関わる諸問題を取り
上げて、東京都に効果的な対策を強く求めました。 

★東京オリンピック・パラリンピック開催決定！ 

    防災・子育て・障害者対策を求める 

 2020年オリンピック・パラリンピックの東京開催が決定したことから、都議会民主党
は、東京大会がオリンピックとパラリンピックが最も一つに統合された一体的な祭典と
なるとともに、大会時にパラリンピアンや障害者にもやさしい東京を実現して                             
                        いくべきと質問しました。 
                         猪瀬知事は、「2020年に向け、障害の有無 
                        に関わらず全ての都民がともに暮らす心の 
                        バリアフリー社会の実現を目指し、オリン 
                        ピック・パラリンピックを一体感ある最高の 
                        祭典にする」と答弁しました。 
  

★東京オリンピック・パラリンピックを最高の祭典に 

また、都議会民主党は、これを契機に公共
交通や観光基盤整備などでユニバーサル
デザインのまちづくりを進めることや、大会
ボランティアだけでなく都民の外国語習得
機会を広げること、留学生受け入れ体制を 
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●1961年   サラリーマンの家庭に次男として生まれる。 

●1986年   立命館大学経済学部卒業。 

                  富士通株式会社入社。社長賞２度受賞。 

●1997年   自ら政治改革を志し、富士通株式会社を退社。 

●2001年   衆議院議員細川律夫公設第一秘書を経て、東京 

                  都議会議員選挙に挑戦するも次点で惜敗。 

        森ビル株式会社で働きながら、次期都議選を目 

                  指し活動再開。 

●2004年   森ビルを退社し、都議選準備に専念。 

●2005年   東京都議会選挙に初当選。 

●2008年   早稲田大学大学院公共経営研究科（修士）卒業 

●2009年   東京都議会議員2期目。文教委員会委員長、    

                  都議会民主党幹事長代行、オリンピック招致委 

        員会理事、経済港湾委員会理事など歴任。 

●2013年   東京都議選3期目当選 環境・建設委員会（平成 

        25～）東京都国民健康保険委員会（平成24 ～）  

      東京都青少年健全育成審議会（平成21～） 

〔家族〕西新井栄町１丁目に妻と3人の男児と在住。 

〔趣味〕旅行、スポーツ、読書 〔座右の銘〕至誠通天 

■所属委員会・評議会  

◆都議会民主党幹事長代行（平成23～24）◇都議会民主党副
幹事長（平成18～19）◆文教委員会委員長(平成21〜22)◇
文教委員会副委員長（平成20～21）◇経済・港湾委員会理事
（平成24～25） ◇オリンピック・パラリンピック招致特別委
員会理事（平成23～24） ◇総務委員会理事（平成24）◆東
京都住宅供給公社評議員会（平成17～18、19～23）◇東京
都中央卸売市場取引業務運営協議会（平成17～19、20～21） 
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２０２０年東京オリンピック・ 
パラリンピック招致出陣式が開催 

 ８月２３日（金）、東京都庁大会議場において、２０２０年東京オリンピック・
パラリンピック招致出陣式が開催されました。 

 まず最初に、東京都立深沢高等学校和太鼓部の皆さんによる「勇猛心」
をテーマにした演奏が行われ、「東京での（オリンピック・パラリンピック）開
催を心より願っています」とのエールが送られました。 

 招致委員会会長である猪瀬直樹都知事からは「文部科学省の調査によ
るとオリンピック招致を国民の９２％が支持しています」「皆さんの声がブエ
ノスアイレス（開催都市を決めるIOC総会が行われるアルゼンチンの都市）

に届いてくれることを願っています」といった決意表明が行われました。出
陣式の終わりには、国内各界の代表者が壇上に立ちエールを送りました。 

 都議会民主党は、２０１６年のオリンピック・パラリンピック東京招致に際し
て、大会後における運営維持への懸念などもあり、メインスタジアムを東
京・晴海に都が新設するのではなく、１９６４年東京オリンピックのメインスタ
ジアムであった神宮外苑の国立競技場を活用することを求めてきました。２
０２０年オリンピック立候補ファイルにおいては、この新たに整備された国立
競技場をメインスタジアムとする計画になりました。また、サッカー会場に宮
城スタジアムを使用するなど、東日本 

大震災の被災地とともにオリンピック 

を開催する予定となっています。 

  

２０２０年東京オリンピック・ 
パラリンピック招致出陣式が開催 

招致出陣式に出
席 

構築するといった都市交流を推進することなど、ハード・ソフト両面でのオリンピッ
ク・パラリンピックのレガシーを後世に伝えていくことを求めました。 
  

 猪瀬知事の下で、東京都の新たな長期ビジョン策定と平成26年度予算編成が、本
格化します。 
   オリンピック・パラリンピック招致が実現した今、その開催までの7年と後3年の東京
の姿をしっかりと示さなければなりません。 木造密集地域の不燃化や交通円滑化、
ユニバーサルデザインの社会など、東京の姿をどのように描くのか知事に質しました。 
   知事は、「耐震化、不燃化推進による高度防災都市の実現、ユニバーサルデザイ
ンに配慮した都市の実現など、今後の政策展開を明らかにしたい」と答弁しました。 
  

★新たな長期ビジョンはオリンピック後も見据えよ 

  東京都は、発災首都直下地震等対処要領（仮称）を年度内に完成させるとしていま
す。これは、発災時の初動対応を定めるものです。 
   発災後72時間以内の救助活動は、生存率を大きく左右します。そのため、都議会
民主党はこれまでも、広域応急体制をシュミレートし、首都直下地震に備えるべきと
求めてきました。今回の代表質問では、木密地域、山間部などの地域特性を踏まえ、
実践的な訓練の成果や改善点などを取り入れ、実効性の高い対処要領とするよう求
めました。東京都は、「今年度の総合防災訓練では、地域特性を踏まえた各機関の
連携による救出救助活動等を実践する。これらの成果を検証し、関係機関と綿密に
協議し、実効性ある対処要領を策定する」 
と答弁しました。 
  

★震災時の広域応急体制、実効性高め万全の備え求める 


