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《区役所》 渋谷区宇田川町 1-1   

TEL 03-3463-1211(代表）   

《自  宅》 渋谷区恵比寿 2-17-20 

TEL 03-3444-7575   

FAX 03-3444-7578 

 

シブヤを笑顔にする会 

 

薬 丸 義 人 

＜平成３１年第１回定例会号＞ 第５５号     

 

 

 

 

 

 

◆一般会計９２３億９５００万円ほか三特別会計当初予算を可決 

渋谷区議会平成３１年第１回定例会（２／２５～３／２６）最終日の本会議において各会 

計予算案を賛成多数で可決。特別会計を含む予算総額は１３７０億８６１５万３０００円 

 

◆平成３１年度 各会計当初予算財政規模（単位：円） 

 

◆平成３１年度各会計予算案を賛成多数で

可決。一般会計は９２３億９５００万円 

平成３１年度当初予算は、一般会計※１が前年度に

比べ１.５％減の９２３億９５００万円です。共産

党から修正案が提出されましたが否決し、２６日の

本会議において原案を賛成多数で可決しました。 

特別会計※２を含めた予算総額は、前年度に比べ

０.９％減の１３７０億８６１５万３千円です。 

 

 

 

 

 

◆一般会計財政規模の推移  （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                平成３１年度 平成３０年度 増減額 増減率 

一  般  会  計 923億 9500万 0000 937億 6800万 0000 △13億 7300万 0000 △1.5％ 

  特  別  会  計 446億 9115万 3000 445億 9720万 8000 9394万 5000  0.2％  

 

国民健康保険事業会計 235億 0250万 4000 240億 9600万 8000 △5億 9350万 4000  △2.5％  

介 護 保 険 事業会計 155億 9058万 1000 149億 7515万 2000 6億 1542万 9000  4.1％  

後期高齢者医療事業会計 55億 9806万 8000 55億 2604万 8000 7202万 0000  1.3％  

総    額 1370億 8615万 3000 1383億 6520万 8000 △12億 7905万 5000  △0.9％  

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

940

26年度

827.10

8.2％

27年度

857.60

3.7％

28年度

845.52

△1.4％

29年度
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30年度

937.68

1.2％

31年度

923.95

△1.5％

※１ 一般会計とは 
福祉・教育・土木・環境衛
生など、渋谷区の行政運営
の基本的な経費を計上し
た会計です。収入としては
区民税や、国・都の交付
金・支出金などがあります 

※２ 特別会計とは 
特定目的の為の収入を、そ
の目的の支出に充てる会計
で、渋谷区では①国民健康
保険事業会計、②介護保険
事業会計、③後期高齢者医
療事業会計の３つあります 伸び率 

予算

額 

渋谷区議会議員 

渋谷区監査委員 
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◆区民１人あたりの予算の使い道は？ 

 

 

 

  

 

 区民１人あたり予算 約４０万７千円の使い道  

 

○子育て支援、高齢者・障がい者 

 支援など福祉の充実に   

    約２０万６千円 

 

○区の運営などに   

約６万５千円 

 

 

○教育や文化の振興などに    

約４万４千円 

 

 

○道路や公園、住宅などの整備に   

約３万７千円 

 

 

○環境の向上に   

約２万円 

 

 

○区民の健康増進などに  

約１万９千円 

 

 

○区債の返済に  

約８千円 

 

 

○中小企業や商店街の振興に 

約４千円       

 

○議会の運営に   

   約３千円 

○その他 約千円 

◆一般会計当初予算の内訳  （単位：百万円） 

歳　入 予算額 ％ 歳　出 予算額 ％

特別区税 50,835 55 総務費 14,631 15.8
地方消費税交付金 6,936 7.5 民生費 46,836 50.7

特別区交付金 3,000 3.3 衛生費 4,313 4.7
分担金・負担金 1,015 1.1 環境費 4,463 4.8
使用料・手数料 5,996 6.5 産業経済費 838 0.9

国庫支出金 12,514 13.5 土木費 8,477 9.2

都支出金 6,900 7.5 教育費 9,939 10.8

繰入金 0 0 議会費 765 0.8

繰越金 1,140 1.2 公債費 1,782 1.9

特別区債 0 0 諸支出金 151 0.2

その他 4,059 4.4 予備費 200 0.2

合　計 92,395 100 合　計 92,395 100

 

◆当初予算における主な事業と予算額 

★防犯カメラの設置拡充 (１億４６００万円) 

  これまで小・中学校通学路を中心に１４０台の

防犯カメラを設置済み。今年度は１００ヶ所の区

立公園に約３００台のほか、学校・地域の要望箇

所に５０台のカメラを設置、さらに９商店街に６

５台分のカメラ設置を補助。 

★路上・公園等の喫煙対策 (１億２１００万円) 

  東京 2020 大会の開催に伴い、国内外から多く

の来街者が予想されるため、『きれいなまち渋谷

をみんなでつくる条例』を改正し、路上・公園を

全面禁煙とする。分煙指導員を増員し３０名体制

とする。７月より違反者には「過料」を課す。 

★待機児童対策 (２７億４００万円) 

  新規保育施設６園を整備し、保育定員を４３６

人拡大。賃借物件を活用した保育施設への賃借料

補助も拡充。その他、新設園の空きスペースを活

用した期間限定型保育、ベビーシッター派遣、企

業主導型や認可外保育施設における待機児童枠

の確保等、多様な手法で待機児童対策を進める。 

★渋谷区子育てネウボラ (４億７８００万円) 

  妊娠期から１８歳まで切れ目のない支援をす

るための第１ステップ。地区担当保健師が全ての

妊婦と面接することで、出産前から相談しやすい

保健相談所を目指す。面接はＬＩＮＥの公式アカ

ウントからの予約システムを導入。いつでも手軽

に予約が可能。また、育児に必要な衣類や体温計

一般会計当初予算 923 億 9500 万円を 

区民１人あたりに換算してみました。 

※人口 226,985人(H31.3.1現在)で計算 

http://www.fumira.jp/cut/keirou/index.htm
http://i-ichiba.designpocket.jp/search/detail.aspx?from=search&id=40125556
http://www.microsoft.com/global/ja-jp/business/industry/gov/publishingimages/community/clip/02/ss_23.jpg
http://www.microsoft.com/global/ja-jp/business/industry/gov/publishingimages/community/clip/02/ss_62.jpg
http://i-ichiba.designpocket.jp/search/detail.aspx?from=search&id=40101057
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本条例採決には、充分な周知と経過措置等

を求める意見があり附帯決議を付しました 

1.加熱式たばこの扱いについては、科学的

に無害が立証された場合には、柔軟な対

応をされたい。 

1.指定喫煙所については、受動喫煙対策を

万全にしたうえで、条例に関する充分な

周知と、経過措置を講じられたい。 

1.東京都受動喫煙防止条例施行にあたって

は、実情を踏まえた対応に努められたい。 

などを詰め合わせたギフトパッケージを贈呈。 

★区立小・中学校のｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ化 (１２５０万円) 

  全ての学校に保護者・地域の方々を構成員とす

る学校運営協議会を設置し、学校に係る様々な課

題をより幅広い視野で考え、教育活動の支援を進

めることで、より「開かれた学校」作りを目指す。 

★渋谷生涯活躍ネットワーク・シブカツの開設  

                (６０５０万円) 

  人生１００年時代を展望し、渋谷区に暮らす概

ね５５歳以上の方を対象に生涯活躍できるよう、

新たな活動の場へのマッチングを行う。渋谷ヒカ

リエ８階に情報発信、マッチング、講座開催機能

を備えた「シブカツ」を開設。区内８大学・民間

企業・ＮＰＯとの連携を図り、新たな学びの場と

して「ハチコウ大学」を設置。 

 

◆今定例会の議案と採決の結果(一部抜粋) 

（○賛成,×反対,△退席はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決結果） 

１人権擁護委員の候補者について（諮問） 

               ○：支障のない旨 答申(賛成多数) 

 中馬  民子 氏 （元小学校長）  <再任> 

 若江  健雄 氏 （弁護士）      <再任> 

 木村千鶴子 氏 （民生児童委員）<再任> 

 松居  智子 氏 （弁護士）      <再任> 

 野中  智子 氏 （弁護士）      <新任> 

２平成３０年度一般会計補正予算（第３号）             

○：可決(賛成多数) 

  歳入歳出にそれぞれ２５億１９７５万円を増 

 額し、予算総額を１０３７億２１５３万円とする 

 もの。歳出内容は次の通り。 

 ①都市整備基金積立金 ２５億円 

 ②渋谷駅周辺公共サイン整備工事 １９７５万円   

 歳入財源は特別区税、特別区交付金、国庫支出金、 

 都支出金、繰越金を計上。 

３震災対策総合条例の改正 

             ○：可決(全員賛成) 

  渋谷区地域防災計画の改定（震災復興の充実、

震災復興本部の設置、復興計画の作成等を記載）

に伴い、条例に震災復興対策を追加するとともに

「避難行動要支援者名簿」を定義。 

  また、新庁舎の完成に伴い、医療救護本部を区

民健康センター桜丘から新庁舎に変更。 

４きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例の 

 改正          ○：可決(全員賛成) 

  道路・公園・広場等区内全域の公共の場所につ

いて「全面禁煙」とする。違反者は過料(2000円

を予定)に処する旨の規定を追加。 

 

 

 

 

 

 

 

☆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。 

 

◆表決システムによる採決を導入しました 

 これまでは起立表決(賛成者起立)でしたが、今回 

より表決システム 

が導入されました。 

賛成者は青ボタン 

反対者は赤ボタン 

を押します。結果 

は議場のモニター 

に反映されます。 

 

 

 

 

◆羽田飛行計画に対し意見書を提出しました 

羽田空港増便による都心低空飛行計画の見直しを国に求める意見書 

国が進めている羽田空港の機能強化に伴う新飛行計画は、私たちの頭

上を低空で飛行することとなり、落下物や騒音、大気汚染など区民生活

に大きな影響が想定される。 

渋谷区内では数カ所の教室型説明会が開催されその場で多くの区民

から計画に反対する声、不安の声が上がったが、国からは明確な返答が

得られていない。安倍首相は平成 30年 1月の国会で「地元の理解を得て

から実施する」と発言しているが、未だ渋谷区内では充分な理解が進ん

でいる状況には至っていない。 

よって渋谷区議会は国会及び政府に対し、区民の生活を守るために計

画の見直し等を強く求めるものである。 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

平成 31 年 3 月 26 日        渋谷区議会議長名 

衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・国土交通大臣 あて 
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討議資料 

◆監査報告書を区長に提出しました 

 平成３１年３月４日、監査委員３名が区長室に出

向き、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づ

き、平成３０年度の「行政監査」「工事監査」「財政

援助団体等監査及び随時監査」の各報告書を長谷部

区長に提出し、それぞれ意見を述べました。 

 行政監査は「歳入歳出外現金」について、ほぼ全

ての部局（５１課・室・局）を対象に、各所管によ

る収納(受入)から支出(払出、振替)までの一連の事

務執行についての事務手続きを確認しました。 

 工事監査は笹塚第二保育園複合施設(仮称)建設

の各工事等が適法かつ合理的、効率的に執行されて

いるか、また、その事業目的が達せられているかに

ついて、書類審査・現場実査を行いました。 

 財政援助団体監査は補助金等交付団体・出資団

体・指定管理者について、渋谷区の支出に関わる出

納、精算、その他これに関する事務について書類審

査・実地監査を実施しました。 

 監査の結果や要望・意見を記載した「監査報告書」

は、区政資料コーナーおよび区立図書館で閲覧でき

るほか渋谷区ホームページでもご覧いただけます。 

渋谷区 監査結果について 検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から 薬丸、長谷部区長、神田代表監査委員、國貞監査委員 

 

◆選挙ポスター公営掲示板の数について 

 選挙ポスターを貼る公営掲示板が区内２４９ヶ 

所に設置されています。（前回は２４３ヶ所でした） 

 この数は各投票所を中心とした投票区毎に法で 

定められています。投票区内の有権者が５千人未満 

だと７ヶ所、５千人以上だと８ヶ所設置します。渋 

谷区の場合、３２投票区のうち７ヵ所が７投票区、 

８ヶ所が２５投票区です。選挙権年齢が２０歳から 

１８歳に引き下がって有権者が増えたため、公営掲 

示板の数は６ヶ所増えました。 

薬丸義人プロフィール 

昭和３９年６月２３日 (東京オリンピック) 

渋谷区広尾の日赤にて誕生 

（かに座、Ｂ型） 

渋谷同胞幼稚園 

渋谷区立臨川小学校 

明大中野中・高（剣道部） 

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 

翌年、人事部へ異動 

平成 ４年 中央商工㈱を継承 

     （民間車検工場） 

平成１７年 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 

平成２３年 ２期目当選 

平成２７年 ３期目当選 

平成２９年 渋谷区監査委員（議員選出）就任 

区議会役職 

シブヤを笑顔にする会  ／ 渋谷区監査委員 

総務委員会委員 ／ 交通･公有地問題特別委員会委員  

渋谷区清掃･リサイクル審議会委員  ※委員会所属は H31．3 現在 

 

★４月２１日(日)は区長及び 

区議会議員選挙の投票日です 

 

★投票日前でも期日前投票ができます。 

※投票所入場整理券（投票券）をご持参下さい。 

○期間 ４月１５日(月)～２０日(土) 

８:30～２０：００ 

○期日前投票所 区役所、 リフレッシュ氷川、 

地域交流センター上原、 幡ヶ谷社会教育館、 

  千駄ヶ谷社会教育館 の５ヶ所です。         

 

          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 


