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◆9 月 10 日～10 月 11 日の会期で令和元年第３回定例会を開催。
◆平成 30 年度渋谷区各会計歳入歳出決算を賛成多数で認定。
◆ハロウィーン対策として計上された 1 億 292 万 5000 円の補正
予算案を全員賛成で可決。
◆10 月 11 日の本会議で平成 30 年度渋谷区
各会計歳入歳出決算を賛成多数で認定。
全議員が所属する決算特別委
員会では、決算審査項目が膨大
なため、総務・区民環境・文教・
福祉保健の各分科会を設けて、
予算執行が適切に行われたかを
厳しく審査しました。

介護保険事業会計
予算現額

１４９億７５１５万２０００円

歳入決算額

１４７億８５４５万８７５８円

歳出決算額

１３７億４５１１万９９７３円

差引残額

１０億４０３３万８７８５円

（予算執行率：歳入９８.７％、歳出９１.８％）

後期高齢者医療事業会計
一般会計

予算現額

５５億２６０４万８０００円

予算現額

１０４１億４３９２万４１５２円

歳入決算額

５３億９０１１万７７９０円

歳入決算額

１０６９億３２１０万６２２８円

歳出決算額

５３億４７４７万４８８９円

歳出決算額

９６３億９００４万５６７０円

差引残額

１０５億４２０６万０５５８円

差引残額

４２６４万２９０１円

（予算執行率：歳入９７.４％、歳出９６.５％）

（予算執行率：歳入１０２.７％、歳出９２.６％）

上記４会計の歳入歳出決算合計額
特別会計
国民健康保険事業会計

予算現額

１４８９億８２３９万４１５２円

歳入決算額

１５１２億５３６１万９１６１円
１３９１億２８５７万６９１７円

予算現額

２４３億３７２７万００００円

歳出決算額

歳入決算額

２４１億４５９３万６３８５円

差引残額

歳出決算額

２３６億４５９３万６３８５円

差引残額

１２１億２５０４万２２４４円

（予算執行率：歳入１０１.５％、歳出９３.４％）

５億００００万００００円

※予算現額･･･当初予算とその年度の補正予算を合計した額。

（予算執行率：歳入９９.２％、歳出９７.２％）

※予算執行率･･･予算現額に対する歳入・歳出決算額の割合。

テリーやタイヤの管理を徹底するとともにポー

◆決算特別委員会において渋谷区に対して
指摘した主な項目は下記の通りです。

トも増設し、区民の利便性向上に努められたい。
〇渋谷川の臭気問題については、原因を究明し問題
解消のための対策を図られたい。
〇環境基本計画推進については、プロモーション動
画を積極的に活用し周知されたい。

●文教分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
〇いじめ対策については、教職員の気づきと学校で
の初期対応が大切であるため、学校と教育委員会

決算特別委員会で区民環境分科会の主査として審査報告

との連携協力を一層強化されたい。またＩＣＴの

平成 30 年度予算に基づき、渋谷
区は区政を執行しました。区議会で
は区民生活がより良いものとなるよ
う、各分科会審査の中で予算執行や
事業内容について、区長・副区長・
教育長・部長・課長に対して数々の
指摘や要望をしました。
その一部をご紹介します。

活用がいじめや犯罪行為に結び付く可能性があ
るため、情報モラルの授業を推進されたい。
〇特別支援学級展覧会については、通常学級の展覧
会と同時期に同じ会場で開催されるよう図られ
たい。
〇区が指定した有形・無形文化財については、映像
等を活用するとともに、解説版等はＱＲコード・

●総務分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

音声コード等による多言語対応を進め、区民や来

〇職員研修については、おもてなしの心と正しい介

街者がいつでもどこでも文化財に接することの

助技術を学ぶため、サービス介助士研修を窓口等

できる環境を整えられたい。

の職員全員に受講させるなど、職員の人財育成を

〇松濤美術館の一階にモニター等を設置し、映像に

進められたい。

よる解説や広報などを検討されたい。

〇防犯カメラについては、設置場所や機能向上など
区民要望に柔軟に応えられるよう努められたい。

●福祉保健分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〇自動通話録音機については、渋谷区から特殊詐欺

〇民生委員については、承継の課題等を考慮し、そ

被害を根絶するため、高齢者のみならず、家族や

の役割を広く区民に理解してもらえるよう工夫

友人を含め、区民全体に対してアプローチするこ

されたい。

とで更なる利用促進を図られたい。

〇子どもの学習支援事業については、家庭の事情で

〇防災行政無線については、災害時の重要な情報伝

子どもが辛い思いをしない配慮とともに、学習意

達手段であるので、聞き取りやすい機器への改善

欲を支援する制度として、更なる充実と周知にも

等を急がれたい。

努められたい。
〇敬老大会については、より多くの方が参加できる

●区民環境分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

よう、周知方法を工夫されたい。

〇町会掲示板については、貼付物を風雨から守る保

〇移動支援事業については、多くの希望者に対し支

護ボード付の設置を促進されたい。

援者の不足や移動手段の確保等が困難な状況も

〇渋谷駅周辺地区バリアフリー基本構想に基づく

あるため、総合的に課題の解決を検討されたい。

整備については、民間小規模事業者のバリアフリ

〇ネウボラについては、支援の計画全体をわかりや

ー化に対しても支援を推進されたい。

すく示し、利用者だけでなく、広く事業の周知に

〇建築物の耐震促進補助事業については、耐震化促

努められたい。

進のため貸付制度の創設や助成額の増額など、支

〇そ族昆虫対策事業については、特にネズミについ

援策の強化を検討されたい。

て、庁内横断的に大きな課題として捉え、周辺事

〇コミュニティサイクル運営事業については、バッ

業者等とも連携し、対策を一層強化されたい。
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３令和元年度一般会計補正予算（第３号）

◆１０月１１日に開かれた本会議において
天皇陛下御即位に当たっての賀詞の決議を
全議員起立賛成で決定しました

○：可決(全員賛成)
歳入歳出にそれぞれ１億２９２万５千円を増
額し、予算総額を１００３億４８８９万４千円と
するもの。歳出内容は次の通りです。

天皇陛下御即位に当たっての賀詞決議

①安全対策推進事業に１億２９２万５千円。
天皇陛下におかせられましては 風薫るよき日に

ハロウィーン対策として、道路封鎖のための

御即位されましたことは まことに歓喜に堪えない

バリケード等設置、監視カメラの設置、警備員

ところであります

配置、マナー啓発フラッグ等作成、仮設トイレ

天皇皇后両陛下のいよいよの御清祥と 令和の

の設置等の経費を計上。

時代の末永き弥栄をお祈り申し上げます

歳入財源は繰越金を計上。

ここに渋谷区議会は 謹んで慶祝の意を表します
審議の中で、ハロウィーン期間に
自然発生的に集まる人たちのマナー
違反やほぼ区外からの来街者である
ハロウィーン対策のために予算を増
額することは本意ではないが、昨年
のような事態を鑑みるとやむを得な
い面もある。来年度以降はこの予算
を執行しないで済むよう要望する。
等の意見がありました。

令和元年十月十一日
渋谷区議会

◆今定例会の主な議案と採決の結果は次の
通りです。
★各議案横の○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決結果

１渋谷区副区長の選任の同意について
４平成３０年度渋谷区各会計歳入歳出決算
○：認定(賛成多数)

○：同意(賛成多数)
澤田 伸 氏（広尾４丁目在住）再任

前述の通り。(１～２ページをご覧ください）

経歴：ＵＣＣ上島珈琲㈱、㈱博報堂、パシフィ

５印鑑条例の改正

ックゴルフマネージメント㈱、㈱ロイヤ
リティマーケティング、渋谷区副区長。

○：可決(全員賛成)

旧姓でも仕事をしやすくする等、女性活躍推進
の観点から、住民基本台帳法施行令が改正され

２令和元年度一般会計補正予算（第２号）

希望すれば住民票に旧氏(きゅううじ・旧姓)が併

○：可決(賛成多数)

記できます。今回の条例改正により「併記された

歳入歳出にそれぞれ６５億３７００万１千円

旧氏」での印鑑登録が可能となります。

を増額し、予算総額を１００２億４５９６万９千
円とするもの。歳出内容は次の通りです。
①区議会特別委員会設置運営等経費に８２０万
９千円。
②都市整備基金積立金に６０億円。
③幼児教育無償化に伴う保育利用料助成及び私
立幼稚園教育振興事業に３億２６万６千円。
④千駄ヶ谷駅前公衆便所新設改良事業に１億２

本会議採決にあたり、区民環境委員会の審査経過と結果を報告

５６６万４千円。

６保育料等徴収条例・幼稚園条例・幼保一元化
施設条例の改正
○：可決(全員賛成)

⑤分煙対策推進事業（宇田川町と千駄ヶ谷に新た
に設置するコンテナ型喫煙所）に３５６３万５

子ども子育て支援法施行令の改正に伴い、保育

千円。

所・幼保一元化施設における３歳児及び４歳児以

⑥超過交付となった国庫及び都支出金返還金に

上の保育料を無償化、幼稚園における入園料及び

６７２２万７千円。
歳入財源は国庫支出金、都支出金、繰越金を計上。
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保育料を無償化するもの。

７固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継
続を求める意見書

薬丸義人プロフィール

○：決定(全員賛成)

昭和３９年６月２３日

東京都知事に対し、中小零細企業者等の経営基

(東京オリンピック)

渋谷区広尾の日赤にて誕生

盤の強化支援を図るため、小規模住宅用地・小規

（かに座、Ｂ型）

模非住宅用地・商業地等に対する固定資産税・都

渋谷同胞幼稚園

市計画税の軽減措置を令和２年度以降も継続す

渋谷区立臨川小学校

ることを強く求める。

明大中野中・高（剣道部）

☆その他の議案等については「しぶや区議会だより」
「渋谷区議会ホームページ」をご覧下さい。

明治大学政治経済学部 卒
昭和６２年 東京トヨペット㈱入社
渋谷営業所配属

◆令和元年度 都区財政調整について

翌年、人事部へ異動
平成 ４年 中央商工㈱を継承

都区財政調整とは通常市町村に納める固定資産

（民間車検工場）

税・市町村民税法人分・特別土地保有税の３税につ
平成１７年

いて、例外として東京都が賦課・徴収し、５５％を

＊

２３区に、４５％を東京都に配分する制度です。

第１０回自動車整備技能競技東京大会で金賞受賞

＊

＊

＊

＊

＊

＊

平成１９年 渋谷区議会議員選挙にて初当選

２３区への配分は「基準財政需要額」（人口３５
万人規模の架空の『標準区』を想定して、必要とな

平成３１年 ４期目当選

る経費を設定し、これを基準に人口・道路面積・児

区議会 会派・委員会等所属

童数等に応じて増減させて各区の必要額を積算し

シブヤを笑顔にする会

た額）と「基準財政収入額」
（区民税・軽自動車税・

区民環境委員会委員長 ／ 自治権確立特別委員会委員

たばこ税・地方消費税等）の差額から算定します。

渋谷区土地開発公社評議員／区民のひろば実行委員

こうして２３区の財源の均衡を図っているのです。
渋谷区の令和元年度の基準財政収入額は５０７

◆区議会の傍聴にいらっしゃいませんか

億５９７３万円、基準財政需要額は５３２億３４４

議場には車いすスペースに

５万円で普通交付金は２４億７４７２万円でした。

加え、ベビーベッドを備え

区

名

千代田区
中 央 区
港
区
新 宿 区
文 京 区
台 東 区
墨 田 区
江 東 区
品 川 区
目 黒 区
大 田 区
世田谷区
渋 谷 区
中 野 区
杉 並 区
豊 島 区
北
区
荒 川 区
板 橋 区
練 馬 区
足 立 区
葛 飾 区
江戸川区
計

令和元年度 都区財政調整普通交付金

た防音の親子傍聴席もあり

３１億７２５８万円
１４２億１３１１万円
※収入額＞需要額
０円
２７１億０１２７万円
１８７億７７９９万円
２７４億２８２７万円
４０４億８８３８万円
６０３億０３６８万円
４００億４０３６万円
１５８億４９４９万円
７０６億２３２５万円
４９６億２１４０万円
２４億７４７２万円
３４４億６８７２万円
４４６億７３４７万円
３０６億６９５５万円
５１６億５６１６万円
３８２億５５７３万円
７１７億９７３２万円
８６１億０６８８万円
１０６２億７４６１万円
７４４億４８７５万円
９３８億２０７１万円

ます。ぜひお子様とご一緒
に区役所１３階の区議会フ
ロアにお越しください。

★次回の渋谷区議会
令和元年第 4 回定例会は
11 月 21 日(木)からの予定です‼

ホームページ

フェイスブック

薬丸よしとホームページ
http://yakumaru.info

１兆００２２億６６４０万円
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