あなたと政治をつなぐ窓口、区議会議員に、ご意見・ご要望をぜひ寄せてください。

h ttp : / / j i m i n - s e t a g a y a .j p
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中継

〒154-0011 上馬4-2-5
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せたがや

http://jimin-setagaya.jp
日頃より︑皆様には多大なご指導︑ご支援を賜り︑

心より御礼を申し上げます︒

昨年は新型コロナウイルス感染症の流行により︑区民生活︑

Mail:info@akutsu.net

経済活動そして教育など︑あらゆる分野において大きな影響を受け︑

Mail:info@naomi-ishikawa.com
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のマスクを外し
に感染防止用
的
時
一
、
め
た
※撮影の

ししど
さぶろう

としひろ

宍戸 三郎

こうの

かとう

河野 俊弘

加藤 たいき

おぎの けんじ
〒158-0093 上野毛4-13-11

〒154-0017 世田谷1-28-13

〒154-0023 若林1-16-1

〒156-0043 松原3-42-2 4階

Tel:6809-7120 Fax:6809-7120

Tel:6674-2391 Fax:6674-2395

Tel:6805-4054 Fax:6805-4056

Tel:3323-7223 Fax:3323-7222

Mail:ogino@oginokenji.jp

Mail:taiki-info@katotaiki.com

Mail:info@kouno.tokyo

Mail:shishido4410@cello.ocn.ne.jp

自由民主党世田谷区議団の重点政策
現在のピンチを、未来のチャンスに変える区政へ

1 新型コロナウイルス
感染症対策

コロナ対策下での区議会

区民の安心・安全を最優先に、PCR検査拡充や
ワクチン体制の整備など、先手必勝で取り組みます。

2 産業政策
自民党会派総会も、
コロナ対策を万全にして開催

特別号

未だ︑その収束の道筋は見えていません︒

Mail:@wadahidetoshi.com

我々自民党世田谷区議団は︑

Mail:yoshiyuki.manabe@nifty.ne.jp

区民の皆様の命と財産を守ることを第一に︑

Tel:080-3464-2911 Fax:6310-3880

感染症拡大の影響により深刻な影響を受けている介護施設や︑

〒57-0073 砧8-2-24

Tel:5942-1285 Fax:5942-1285

医療機関への支援を拡充するとともに︑

〒156-0056 八幡山3-23-26-102

Tel:3720-3542 Fax:3720-6928

地域経済の力強い循環に向けて

こう

〒158-0083 奥沢1-40-2

Tel:3300-3940 Fax:3300-3973

区内産業の活性化に全力を尽くし︑

あくつ

阿久津 皇

いしかわ

石川 ナオミ

わだ

和田 ひでとし

まなべ

真鍋 よしゆき

〒157-0063 粕谷4-20-18-206

コロナ禍からの早期脱却を目指します︒

Mail:info@kamishima.info

また感染症という新たな視点を取り入れた災害対策や︑

Mail:hiro1211@dh.mbn.or.jp

行政・教育におけるデジタル化の推進にも

Mail:39shin1008@gmail.com

スピード感を持って確実に取り組む所存です︒

Tel:6356-4344 Fax:6314-9565

Mail:info@suganuma-tsutomu.com

本年も区民の皆様からいただく声に

Tel:3702-1819 Fax:3702-1819

真摯に耳を傾け︑

〒156-0052 経堂1-21-16-3F

Tel:3466-7005 Fax:3466-3383

世田谷区政に届けてまいります︒

〒158-0082 等々力5-4-2-602

Tel:3428-2161 Fax:3425-5666

引き続き︑変わらぬご指導︑

〒156-0041 大原1-16-3-112

ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます︒

かみしま

上島 よしもり

やまぐち

しんいち

山口 ひろひさ

すがぬま

はたけやま

畠山 晋一

菅沼 つとむ

〒154-0015 桜新町1-14-18

マスクと換気を行った上での会議

新春

Tel:3418-2869 Fax:3418-2449
Mail:yoshio4112@shimoyama.jp

議場での３密を避けるため、一部議員は
議員控室で中継の視聴出席

令和 3 年

迎春

T E L : 03-5432-2783 FAX: 03-3413-7751

世田谷区議団

しもやま

自民党は、あなたの声に耳を傾け、政治に届けます。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

下山 よしお

世田谷区議団

感染防止対策を徹底した上で、元気な経済を
取り戻し、区民の生活を守ります。

3 子ども・高齢者・教育政策
子どもや高齢者への徹底的なケアと、全国をリードする
オンライン教育体制を目指します。

２０２１年の世田谷区
一年延期となった東京2020オリンピック・パラリンピックの馬術競技開催自治体とし
て、コロナ対策に万全を期します。また区民の目線に立って、区内のＤＸ・デジタル化
を進めるとともに、本庁舎改築では、区内産業の好循環につなげ、災害対策の拠点
としても、万が一の時に区民の日常生活の維持に役立てます。

*DX とは・・・「デジタル・トランスフォーメーション」の略で、データやデジタル技術を活用して新たな価値を生み出す社会に変革すること。

世田谷区の課題

自由民主党世田谷区議団の重点政策
1

世田谷区の歳入は数年間減少へ
新型コロナウイルス感染症による経済への影響で税収減が見込まれ、
区財政は厳しさを増します。無計画な区政を正し、更なる行財政改革を
推進します。
決算額

（億円）
3,300

3,295

新型コロナウイルス感染症対策

◆ 迅速なコロナ対応を求めて要望

◆ 新型コロナウイルス感染症対策を万全に

新型コロナウイルス感染症が拡大を続けた昨

子どもと高齢者が新型コロナウイルス感染症に感染するリスクを下げるため、高齢

年４月と５月、自民党世田谷区議団は区長へ

者施設や学校での感染防止対策強化を求め続けます。

い上げて行政の早急な対応を求めました。感

3,277

◆ 認知症とともに生きる希望条例

染症対策は時間との勝負。今後も必要に応じ

また、昨年10月に成立した「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」制定によ

果敢に提言を行います。
3,155

3,100

タートと捉え、区が責任を持って様々な事業や区民啓発を進めることを求めました。

◆ PCR検査の充実強化
3,063

3,028

◆ オンライン授業の
環境整備を早期実現

区長が進めたＰＣＲ検査の社会的検査は想定通り進ま
ず、ずさんな見通しが明らかになりました。一方、自

2,984

3,000

り、区民意識の向上と認知症患者への積極的な関与が期待されます。条例制定をス

区長への要望書提出

3,094

民党世田谷区議団が求め

子ども教育では、一人一台タブレット等の

たＰＣＲ検査（行政検
2,900

査）は、着実に能力を高

0

大約６００件の検査が可

ＧＩＧＡスクール構想を早期に完了させる
ことを訴えています。また教職員のＩＣＴ

め、現在は一日当たり最
平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

子ども・高齢者・教育政策

の緊急要望を２度に渡り行い、地域の声を吸

見込額

3,200

3

令和4年

教育の指導力向上を促すとともに、オンライ
ン授業コンテンツを他自治体にさきがけて充

能になりました。

世田谷区歳入見通し

実させることを目指します。

教育長への要望書提出
要望書

区民人口が、
2020年7月をピークに減少

2

増加を続けてきた区内人口は、２０２０年７月をピークに５か月連続で減
少しました。新型コロナウイルス感染症による転出増が推察されます。
また、人口減にともなう区財政への影響が懸念されます。

産業政策

◆「せたがやペイ」の創設
商業振興のため、個店応援券とともに「せたがやペイ」の創設を推進しました。
30％のプレミアムが付いた世田谷初の地域QRコード決済システムで、消費者は小
銭、お釣りが不要。区内イベントやお得なキャンペーン情報もお知らせが届きま

（千人）
93,000

す。店舗も決済端末の設置は不要で、QRコード表示を置くだけ。区民のお買い物に

2021年の世田谷区
◆ 東京2020オリンピック・パラリンピック
開催が決定した場合、馬事公苑での
馬術競技開催、アメリカ選手
団受入等で、感染症対策
に万全を期した、安心・
安全な環境の確保を
目指します。

メリットが多く、地域経済を
元気にしていきます。

923,594
92,250

920,918

◆ ＤＸ・デジタル化推進
「特別定額給付金」の払込遅延、マイナンバーカードの取得率の低さに象徴されるよ
うに、世田谷区役所の DX 化・デジタル化への対応は大幅に遅れています。

91,500

マイナンバーカードの取得率を確実に上げ、区民の利便性が向上し、デジタルを活
用した産業、生活様式が当たり前になる世田谷を目指します。
90,750

90,000

1 2
令和元年

◆ 本庁舎整備
いざという時の災害拠点機能や、ＤＸ・デジタル化による新庁舎のスマート化を推進
3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1 2
令和２年

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12（月）

します。また建設段階では、区内事業者育成、地産地消の観点から地元企業と連携
するよう働きかけます。

