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岡みちるの重点政策
日々の活動や議会での議論を繰り返し、一歩ずつ推進してきました。
希望みちる街・渋谷の実現に向け、これからも粘り強く提言していきます！

ご相談・ご要望などありましたら、岡みちるにお気軽に御連絡ください！

岡みちる事務所 連絡先　〒151-0066 渋谷区西原 1-12-5

mail : oka@shibuya-jimin.jp ☎050-5361-8129　Fax050-5805-6939
討議資料

避けよう三密

■公式HP　http://oka.shibuya-jimin.com

安心みちる街 元気みちる街 幸せみちる街

年間活動報告　特別号

2019年統一地方選挙で渋谷区議会議員に初出馬し初当選。
マスコミ業界で勤務後、東京都庁に事務Ⅰ類職として倍率約100倍中4
位で入庁し、在職中に知事表彰を受賞。東京大学大学院ではバックパッ
カーとして43カ国を訪れた経験から途上国の貧困問題のCSVによる解
決をテーマに修士号を取得。
中・高教員Ⅰ種免許、学芸員免許、東京シティガイド検定、上級救命
技能認定、JSBAスノーボード2級、書道八段、薬膳コーディネーター、等。

■主な役職
・自治権確立委員会 副委員長
・文教委員会 委員
・消防団運営委員会 委員
・渋谷区土地開発公社 評議員
・自民党渋谷総支部 組織広報 副委員長

Michiru’s　Profile

　この一年を振り返ると、まさに無我夢中という言葉がぴったりの日
々でした。区議会では自治権確立委員会副委員長や文教委員会委員
として、重責を改めて感じつつ慎重に審査・調査を行い、秋には代表質
問に登壇しこれまで温めてきた政策の実現に向けて討論させていた
だきました。手探りながら全力で走り続けてこられたのも、支えてくだ
さった皆様のおかげです。一年間の活動を経て後援会も設立いただき
、心強い気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。
　本来であれば直接皆様にお会いし、一年間の活動や区政の報告を
するとともに御意見や叱咤激励をいただきたかったのですが、新型コ
ロナウィルス感染症の影響から予定していた区政報告会は中止にせざるをえませんでした。出席を予定い
ただいた方々には大変申し訳ございませんでした。今後は世情を鑑みつつリモートも視野に入れ、皆様の
声を区政に届けてまいります。
　withコロナ・afterコロナの社会に突入し、ニューノーマルと呼ばれる新常態が生まれています。コロナ
禍もマイナスに考えるだけでなく、腰を据えた学びのチャンスだと捉え、二年目は皆様のお困り事の解決
や政策の実現に向けて、自力や経験値を高めるよう精進していきます。これからも御理解・御指導いただ
けますようよろしくお願いします。

・新型コロナ対策
　新型コロナウィルス感染症の感染拡大に
備え、検査体制や備蓄確保、リモート環境の
整備、学校教育のハイブリッド化を推進

・地域防災力の強化
　避難所運営委員会へ
の予算実現。避難所の
感染症対策や災害時
要配慮者参加の訓練
等を実施

・シティネットワークの形成
　周辺区や都・国との連携を強化し、児
童虐待防止にも繋がる相互支援連携ネ
ットワークを形成

・防犯カメラの増設
　犯罪抑止による治安向上とビッグデー
タ解析による都市問題の解決を目指す

・QRコードによる多言語対応
　公共サインへのＱ
Ｒコード設置を実
現。低コストでの多
言語対応を進め来
街者満足度の高い
国際都市を目指す

・多世代共生型の暮らし方
　多世代共生型住宅を整備し、助け合いによる暮
らし方を選べる次世代型地域コミュニティを実現

・スーパーシティの実現
　全国に先駆けて体現し、未来都市創生によ
り少子高齢化や都市問題の解決を図る

・起業家支援ネットワークの形成
　ソーシャルビジネスやCSVを志すスタート
アップ企業等の支援ネットワークを形成

・デジタルディバイドの解消
　タブレット貸与やセ
ミナーの開催のみなら
ずマンパワーを活用し、
誰も取り残されないデ
ジタル社会を実現

・地域包括ケアシステムの推進
　専門人材の活用や連携により口腔内環境
の向上や予防医療を推進し、認知症予防や健
康増進によるQOL向上を目指す

・渋谷カルチャーの発信
　文化財のアーカイブ化や文化人の活動を助
成し、渋谷ならではの文化を守り発信していく

・子育て支援の拡充
　専門人材の整備・育成により発達障害
支援の推進や、ママ・パパ交流の場形成

○
○
学
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新人議員　岡みちる
渋谷区議会議員一年間の活動レポート
渋谷区議会議員 岡みちるの初年度の活動を報告します。新人議員として、区議会や地域活動に参加しました。
これからもよりよい渋谷の街づくりのため、精一杯尽力します！

区議として初登庁5 月

自民党代表質問に登壇9月

新年を迎え各所では新年会が開かれます。4 日の渋谷区賀
詞交換会では、各種団体のリーダーや地域で活躍されている
方々に新たな気持ちで御挨拶。
13 日には昨年完成したばかりの
LINE CUBE SHIBUYA で開催さ
れた「新成人を祝う会」に出席。
晴れ着ではしゃぐ初々しい新成人
の姿に20歳の頃の自分が重なり、
改めて初心を思い返しました。

新年を迎え初心不可忘1 月

　緊急事態宣言下の 11日、コロナ対策
補正予算を審議するため、出席者全員マ
スク着用で臨時会が開催。議案は一律
10 万円の特別定額給付金や子育て世
帯への臨時特別給付金などで、合わせて
テナント賃料支援制度の早急な創設を
求める意見書の国への提出を決定。難局
に機動的に対応しコロナ禍に苦しむ皆
様の力になれるよう働きます。

緊急事態宣言下の臨時会5月 第二回定例会6月
国会で第二次補正予算が成立したの

を受け 20日、第二回臨時会が開催され
ました。避難所の感染症対策備蓄品整備
やひとり親世帯臨時特別給付金、渋谷独
自のクラウドファンディング事業等を
審議。区内対象店舗でキャッシュレス決
済をした場合ポイントが付与される
キャンペーンには 2 億円を計上し、縮
小した地域経済の活性化を狙います。

第二回臨時会7月

代々木八幡宮では３日に節分祭が行われ、１日には祭でま
かれる福餅の準備にもちつき大会が
開催されます。この餅をこねる作業
の時に唄われるのが「代々木もちつ
き唄」。渋谷区指定無形民俗文化財
になっていますがまだアーカイブは
整備されていません。「よいしょ！」
の掛け声に合わせて餅を搗き伝統の
灯を守りたいと杵音に誓いました。

節分祭ともちつき大会2月
文教委員として令和二年度予算を審
議。新型コロナ感染症対策など区民が直
面する難局に果敢な対応を要望し、一般
会計予算 1052 億 4900 万円（前年度
比 13.9％）を可決。9月の代表質問で提
案した公共サインへの多言語対応 QR
コードの設置完了報告を受けました。低
コストで柔軟に、これからもインクルー
シブな社会の実現を目指します。

予算特別委員会3月
渋谷のラジオに出演。いつもはオー
プンなスタジオは道行く人が立ち止
まらないようカーテンを閉め、スタジ
オはアクリル板で仕切って対策。パー
ソナリティも出演者もマスク着用で
収録は行われ、渋谷区の新型コロナ対
策や各種補助金の説明をさせていた
だきました。自粛の最中、皆様に情報
を伝える良い機会になり感謝です。

渋谷のラジオ出演4月

台風 15 号で甚大な被害を受けた新島の被災状況を視察。
区の青少年センター付近は竜巻が発生したそうで植え込みは
なぎ倒され、屋根は吹き飛ばされ、
室内の床はベコベコに。海沿いの
まだ新しい道路は崩落していまし
た。9月の代表質問では区民の福
利厚生施設として整備すると答弁
を受けていますが、より良い形で
守り引き継いでいきたいと決意。

新島の被災状況視察11月
年の瀬が近づくと町会等の夜警が行われます。街を練り歩き
拍子木を打ちながらこだまする「火の用心」の声は寒さが増す
ほどによく響きますが、「ご苦労
様」と声をかけられると心は
ほっこり。大みそかの夜は氏子
青年会の方々と代々木八幡宮で
参拝客に甘酒の振る舞いをしま
した。令和二年も皆様にとって
良い年になりますように！

年末夜警と八幡参拝12月渋谷の伝統的ハロウィン10月

　今年は夏祭り、盆踊り、花火大会といったイベントは全て中止。
夏らしいことは何もできない静かな夏になって寂しい限りです
が、自力を磨くチャンスと考え
様々なオンライン研修会に参加。
住民の皆様からのご要望を受け、
区の担当者による説明会やオン
ラインでのリモート開催もサポー
ト。密を避けた新しい情報発信方
法を模索していきます。

説明会リモート開催8月

　令和初の区議会に出席。自治権確立委員会副委員長、文教委員
会委員に就任しました。1 月に建替えが完成したばかりの新庁
舎は新しい香りで背筋が伸びる
思いです。議場には電子採決シ
ステムを取り入れ、車椅子利用
者スペースや乳幼児連れでも傍
聴できる防音の「親子傍聴席」が
設けられており、私も区民に開
かれた場の形成を目指します。

初の区議会出席6月
梅雨明けの頃、区内各地では夏祭りが開
催されます。私も各地域の祭りや盆踊りの
練習会に参加し踊りの輪にも加えていただ
きました。街往く人の愉し気な笑顔の中、
揃いの浴衣の踊りの列は提灯の明かりに照
らされ、幻想的な夜が繰り広げられます。
季節感のある伝統や行事を維持し、皆様の
笑顔を守りたいと想いを強くしました。

夏祭り ・盆踊り
自民党青年部の一員として海外研修に参加し台湾を訪問。
自民党では昭和 40 年代から日中国交正常化後の関係維持を
模索し青年局が歴史的に交流を続けています。全国から集まっ
た約 100 名の訪問団と、総統選を控える蔡英文総統や高雄市
の韓国瑜市長、台北市の
柯文哲市長らを表敬訪
問。国交のない国とも地
域間交流で絆を繋げ、日
本の未来を守りたい。　

7 月 青年部で台湾訪問8月
　初出馬の統一地方選挙で当選させていた
だき、令和の御代の始まりとともに渋谷区
議会議員として初登庁。任期は5月1日から
ですが、当選証書と議員記章を付与される
と初めて実感が沸いてきます。多くの方々
からの御支援と、皆様から託された1139
票の重みをしっかり受け止め、これから4
年間、気持ちを引き締めて職務に邁進して
いきます！

　第三回定例会初日に自民党を代表して質問。演壇に立ち議場
全体を見渡すと、身が引き締まる思いがします。約60分間に
亘り、福祉・教育・地域課題の他、
CSVやスーパーシティ、渋谷区なら
ではのエコシステム形成など、これ
まで温めてきた区政策や新たな概念
も討論。多世代共生型住宅は代々木
の取得予定地で整備との答弁を受け
実現に向け大きく一歩前進。

　3 日から約 2 週、第二回定例会が開
催されコロナ対策を主に補正予算や条
例 10 件等を審議。街の人の様子を見聞
きすると、昨年の台風 19号時の避難所
開設時やコロナ禍といった緊急事態で
は、特に高齢者が情報から取り残される
デジタルディバイドが顕著で、私は解消
のための対策を提案。誰も取り残されな
い社会の実現を引き続き目指します。

　ハロウィンとは欧米では子供が仮装
してお菓子をもらいに家々を練り歩く
もの。渋谷では駅前の騒ぎが話題になり
がちですが、日本でブームになる前から
伝統的なハロウィンが普及していまし
た。見慣れた家々がデコレーションされ
た宵闇の街はまるでおとぎの国のよう。
私も商店街でお菓子を配りましたがみ
んなキラキラの笑顔です。


