新年を語る
ˋԧૼˊ⒍
⅙ↄ↸↙↺ܤμ↔←↭࣎ܤⅾ↹↧

会派等の抱負
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都民ファーストの会・民主

本区は更に活気づくでしょう︒
一方で︑痛ましい事故や自然
災害が相次いでいます︒先述し
た意見書は後を絶たない悲惨な
交通事故への更なる対策を求め
たものです︒千葉県に大きな被
害を与えた台風 号︑広範囲で
深刻な爪痕を残した台風 号な
ど︑自然災害も頻発しています︒
今後も更なる交通安全への取組
み︑治安面の向上︑防災対策に
取組む所存です︒
平成から令和への御代替わり
と同日に任期が始まった私たち
は︑新たな時代が平和で実り多
きものになるよう︑都政と緊密
に連携し区政に臨む覚悟です︒
本年もよろしくお願いします︒

◎幹事長
○副幹事長

昨年は東アジア文化都市が文
化発信のイベントの軸となり︑
ハレザ池袋や池袋西口公園など
の地域のにぎわい創出と文化の
発信拠点が相次いでオープンし︑
イケバスの運行も始まりました︒
今年はトキワ荘マンガミュージ
アムや造幣局地区の﹁としま
みどりの防災公園︵イケ・サ
ンパーク︶﹂のオープンを控
え︑東京オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催と共に︑

せません︒消費税は﹁社会保障
のため﹂と言っていたにもかか
わらず︑２０２０年度も国保料
の値上げ︑介護保険︑後期高齢
者医療の窓口の負担増が検討さ
れています︒

日本共産党

⅙⅙⅙ⅾ↸ↆ⒍ᅦᅍᇹɟ↝ ғ↚
新年あけましておめでとうご
ざいます︒
昨年 月から消費税が ％に
値上げされました︒世界経済の
減速︑景気の後退傾向︑実質賃
金や年金が減る下での強行は許

め合い︑困った時に寄り添い︑
お互い様に支え合う社会﹂の実
現のために誕生した党です︒
﹁まっとうな政治﹂﹁ボトム

立憲としま
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謹んで新年のご祝詞を申し上
げます︒
立憲民主党は﹁立憲主義に基
づく民主主義﹂と﹁多様性を認
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無所属元気の会
稼げる豊島区として︑にぎわ
いの創出が区民サービスの向上
に還元されるよう努め︑特にお
母さん︑お父さん達が暮らしや
すく︑住み続けていきたいと実
感できる街づくりを目指します︒
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豊島ネット
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自民党豊島区議団
新年あけましておめでとうご
ざいます︒都民ファーストの会
豊島区議団・民主の会は︑都民
ファーストの会豊島区議団６名
と永野裕子議員が政策協定を締
結して発足した政策集団です︒
会派発足後︑﹁高齢運転者の
交通事故防止対策﹂﹁園外での
保育活動の安全確保﹂など数々
の区への要望書提出や議会から
の意見書提案など︑政策の実現
に向けた活動を行ってきました︒

中澤まさゆき

地球温暖化の影響もあり︑大
規模な自然災害が繰り返し起き
ています︒新年を迎え︑誰もが
平和で安全に住み続けられる豊
島区を︑区民の皆さんと共につ
くる決意を新たにしています︒

元谷ゆりな

アップの政治﹂を目指し︑私た
ち立憲としまは︑議員一人一人
の専門性を活かした活動と提案
を重ねております︒
誰もが安心して暮らし続けら
れる豊島区へ︒安心が人々の活
力を生み︑活力が街の魅力とな
る︒今後も皆様の声に︑そして
心に寄り添い︑忠実に議員の役
割を果たして参ります︒

ᝅғⅺ↸≱≫≮ો᪃⇁≆
しきしま会
ＮＨＫを解約したい・ＮＨＫ
集金人がしつこい・滞納金を一
括請求され困っているなどＮＨ
Ｋに関するお悩みは︑くつざわ
亮治０８０︲１６７２︲６９６
９にお気軽にご相談ください︒

ᛡ↱ⅻ⇧⒬∙⇟⇁↓ⅺ↰↺ᝅғ↧≆
あたらしい豊島の会
初めての事が多くあっという
間に新年を迎えてしまいました︒
皆さんの生活がより良くなりま
すように一人一人の声を大切に
しながら全力で頑張ります‼
あなたの声を届けて下さい‼

小林ひろみ

ています︒具体的には︑風水害
時の情報伝達周知方法の提案や
救援センター設備の充実︑ペッ
ト同伴者への対応︑職員のみな
らず町会︑消防団︑ との協力
体制の構築等︑優先課題に着実
に取組み︑地震や台風対応に限
らず︑極めて蓋然性の高い災害
対策に果敢に取組んで参ります︒
本年夏にはいよいよ東京オリ
ンピック・パラリンピック大会
が行われます︒大会を本区の成
長するチャンスと捉えソフト・
ハード両面の投資を行って参り
ました︒これを区民生活の向上
に繋げ︑大会後も経済や社会状
況を見極めながら︑行政と議会
の信頼関係のもと︑区民の皆様
の声に耳を傾け︑その責任を全
うして参ります︒
本年もご指導ご鞭撻を賜りま
すようお願い申し上げます︒

裕子

ғൟ↚݃↹ชⅳ⒍

永野
地方自治体の仕事は︑
くらし・
福祉が第一です︒
ところが︑区は︑国際アート・
カルチャー都市を口実に池袋駅
周辺の再開発︑電気バスの運行
など︑来街者を呼び込むための
街づくりに大変熱心です︒
日本共産党は︑区民のみなさ
んと力を合わせて︑救援センタ
ーの拡充︑学校給食費の無償化︑
国保料の引き下げ︑公営住宅の
増設などに全力を尽くします︒

郁男

清水みちこ

故を契機として︑二度とこのよ
うな交通事故が起きないよう︑
安全運転の支援に取組んで参り
ます︒９月︑ 月には大型台風
や豪雨が日本列島を襲い︑日常
生活を脅かしました︒近年の気
候変動の影響で︑地震や酷暑の
みならず様々な災害の教訓を活
かし︑自然災害にどう備え︑ど
う対処するのかという﹁防災・
減災﹂の視点がますます欠かせ
なくなって参りました︒
自民党豊島区議団は︑関東地
方に到来した台風 号で︑本区
の対応を検証し︑課題や教訓を
今後に活かすべく対策を提案し

明 党

○里中
10
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新年あけましておめでとうご
ざいます︒皆様におかれまして
は︑お健やかに新春をお迎えの
こととお慶び申し上げます︒
平成 年４月の地方統一選挙
では︑多くの皆様のお陰様で︑
自民党豊島区議団は新人１名を
含む９名の議員構成でスタート
を切らせて頂きました︒平素よ
り自民党豊島区議団へのご理解
とご協力に重ねて衷心より感謝
申し上げますと共に︑今後も尚
一層の研鑽を積み重ねて参る所
存でございます︒
昨年は︑４月に東池袋で痛ま
しい交通事故が起きました︒事

ᝅૼˊ⇁ᡇⅷ↕
公

京子
○渡辺くみ子

PTA

昨年の４月︑区内で発生した
事故を受け︑区民の皆様から多
くのお声を頂きました︒二度と
このような悲惨な事故が起こら
ないよういち早く議会で取り上
げ︑﹁豊島区高齢者安全運転支
援装置設置促進事業補助金﹂を
区初で実現︒東京都の９割補
助と合わせ︑区が１割補助を行
い︑区内の全ての高齢ドライバ
ーが︑実質無償で安全装置が設
置できるようになりました︒
公明党は区民生活の向上と安
全・安心な街の更なる構築︑福
祉と教育の充実になお一層取り
組んで参ります︒
本年もどうぞ宜しくお願い致
します︒
23

15

さくま一生

公園の開園など本区の未来都市
像を決定づける街の姿が次々に
出現して参ります︒
特に我々公明党が﹁大衆とと
もに﹂との永遠の原点と共に出
発した旧豊島公会堂が新時代の
文化芸術の発信拠点に生まれ変
わり︑決意を新たにしておりま
す︒
私たち公明党は︑どこまでも
地域に根差し︑区民の声を形に
して参りました︒

星

○川瀬さなえ

新春を寿ぎ︑謹んでご祝辞を
申し上げます︒いよいよオリン
ピック・パラリンピックイヤー
の幕が開きました︒本区は︑文
化芸術劇場と新区民センターの
オープン︑赤いバス運行や池袋
西口公園の開園と内外に大きな
話題を集め︑百年に一度のプロ
ジェクトが大きく花開き実を結
び始めました︒
本年は︑トキワ荘マンガミュ
ージアムやとしまみどりの防災

 ↝؏עႏↄ↭↗σ↚ഩ↯
無所属の会

正博
◎古堺としひと
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とが出来︑より多くの立場の方が︑
希望の架け橋がかけられると実感
出来る豊島区を描きながら︑地域
の皆さまと共に歩みを進めて参り
ます︒
本年も宜しくお願い致します︒

◎細川
◎儀武さとる

31

より多くの区民の皆さまの現場
の声を伺い︑地域の課題を直視し︑
問題提起や課題解決に向けて提案
して参ります︒﹃政治は草の根か
ら﹄を肝に銘じ︑豊島に住む一人
一人が︑少しでも安心感を持つこ

弘明

くつざわ亮治

根岸 光 洋

正史
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松下 創一 郎
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