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◆一般会計１０５２億４９００万円ほか三特別会計予算案を可決
今定例会では臨時の議会運営委員会を開き、新型コロナウイルスによる不測の事態に備えて
日程調整を行い、審議に時間を要する予算案以外は議案の大半を中間本会議で議決しました

◆令和２年度 各会計当初予算財政規模（単位：円）
令和２年度

平成 31(令和元)年度

増減額

増減率

一

般

会

計

1052 億 4900 万 0000

923 億 9500 万 0000

128 億 5400 万 0000

13.9％

特

別

会

計

465 億 7359 万 1000

446 億 9115 万 3000

18 億 8243 万 8000

4.2％

国民健康保険事業会計

246 億 2317 万 2000

235 億 0250 万 4000

11 億 2066 万 8000

4.8％

介 護 保 険 事業会計

160 億 4327 万 2000

155 億 9058 万 1000

4 億 5269 万 1000

2.9％

59 億 0714 万 7000

55 億 9806 万 8000

3 億 0907 万 9000

5.5％

1518 億 2259 万 1000

1370 億 8615 万 3000

147 億 3643 万 8000

10.7％

後期高齢者医療事業会計
総

額

◆令和２年度の各会計予算案を賛成多数で
可決。一般会計は１０５２億４９００万円

◆一般会計財政規模の推移
1050

令和２年度当初予算は、一般会計※１が前年度に比

1000

べ１３.９％増の１０５２億４９００万円です。

950

共産党から出された予算修正案は否決、２３日の

900

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、前年度に比べて

850

１０.７％増の１５１８億２２５９万１千円です。

800

※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

（単位：億円）

※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

750
700
予算
伸び率

額
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27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 R2年度
857.60 845.52 926.52 937.68 923.95 1052.49
3.7% △1.4% 9.6% 1.2％ △1.5％ 13.9%

◆一般会計当初予算の内訳

◆区民１人あたりの予算の使い道は？

歳 入
特別区税

予算額
53,172
地方消費税交付金
8,581
特別区交付金 2,500
分担金・負担金
845
使用料・手数料
6,044
国庫支出金
13,368
都支出金
8,840
繰入金
5,500
繰越金
1,722
特別区債
0
その他
4,677
合 計
105,249

一般会計当初予算 1052 億 4900 万円を
区民１人あたりに換算してみました。
※人口 230,158 人(R2.3.1 現在)で計算

区民１人あたり予算 約４５７,300 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 225,000

円

○区の運営などに
約 71,300 円

％
50.5
8.2
2.4
0.8
5.8
12.7
8.4
5.2
1.6
0
4.4
100

（単位：百万円）

歳 出
総務費
民生費
衛生費
環境費
産業経済費
土木費
教育費
議会費
公債費
諸支出金
予備費
合 計

予算額
16,428
51,783
5,125
4,847
830
11,591
12,194
779
1,442
30
200
105,249

％
15.6
49.2
4.9
4.6
0.8
11
11.6
0.7
1.4
0
0.2
100

◆当初予算における主な事業と予算額
○教育や文化の振興などに
約 53,000 円

★渋谷区ふるさと納税 (4,800 万円)
ふるさと納税制度を活用した寄附受付を開始
します（７月開始予定）。人気レストラン体験や
ホテルスイートルーム宿泊体験、あるいはイベン

○道路や公園、住宅などの整備に
約 50,300 円

ト参加など、渋谷区ならではの返礼品を開発する
ことで、産業・観光の一層の活性化を図ります。
平成３０年度は１７億４４００万円、令和
元年度は２３億３５００万円、令和２年度
は約２８億円、
、
、ふるさと納税による本区
の減収額です。区政運営にも大きな影響が
生じ、看過できる状況ではありませんでし
た。令和２年度は寄附金１億円が目標です。

○環境の向上に
約 21,000 円

★待機児童対策 (26 億 7,200 万円)

○区民の健康増進などに
約 22,400 円

新規保育施設４園を整備し、保育定員を３１９
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

○区債の返済に
約 6,400 円

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ます。

★インクルーシブ公園＆新プレーパーク整備
(1 億 600 万円)

○中小企業や商店街の振興に
約 3,700 円

障がいのある子もない子もみんな楽しく遊べ
る公園、それがインクルーシブ公園です。車いす
でも安全に移動できる園路を確保し、誰もが安全

○議会の運営に
約 3,200 円
○その他

約 1,000 円

に楽しむことのできる遊具を設置します。まずは
『恵比寿南二公園』からスタートします。
また『はるのおがわプレーパーク』事業を拡大

（予備費など）
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し、区内２ヶ所目のプレーパークを整備します。

◆今定例会の議案と採決の結果(一部抜粋)

プレーパークの基本理念は「子どもが自由な発想

（○賛成,×反対,△退席はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決結果）

により自分の責任で自由に遊ぶ」ことです。

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(全員賛成)
森下

利江 氏 （民生委員）

<再任>

竹内

淳 氏 （弁護士）

<再任>

浅野

明子 氏 （弁護士）

<新任>

２令和元年度一般会計補正予算（第５号）
○：可決(賛成多数)
歳入歳出にそれぞれ７４億１８００万円を増

インクルーシブ公園遊具イメージ（渋谷区ＨＰより）

★分煙対策推進事業 (3 億 2,700 万円)

額し、予算総額を１０７９億５１９５万４千円と

昨年４月から路上や公園を全面禁煙としてい

するもの。歳出内容は都市整備基金の積立金に

ますが、さらに分煙対策を推進するため、煙の漏

７０億円、学校情報通信ネットワーク環境整備の

れない『コンテナ型路上喫煙所』を設置するとと

ための校内ＬＡＮ設置に４億１８００万円。

もに、コンビニ等に対して公共喫煙室の設置及び

歳入財源は特別区税、特別区交付金、国庫支出

管理運営をするための補助金制度を設立します。

金、繰越金を計上。

３職員の特殊勤務手当条例の改正
○：可決(全員賛成)

分煙対策に３億円以上も？と思われるか
もしれませんが、本区の令和２年度の「特
別区たばこ税」の歳入(収入)は３１億円
余を見込んでいます。これは区内でのた
ばこ販売による税収です。この１割です。

児童相談所に勤務する職員が、一時保護あるい
は家庭訪問、指導、相談等の業務に従事した場合

★複合施設整備 (62 億 6,300 万円)

特殊勤務手当を支給するもの。

●高齢者ケアセンター跡地複合施設(仮称)

※渋谷区では現在、児童相談所は未設置です。

特別養護老人ホーム、デイサービス、地域包括
支援センター、介護予防事業･多目的ルーム等。
令和３年５月開設予定。

４地域交流センター条例の改正
○：可決(全員賛成)
地域からの要望を受け、地域交流センター西原
の休館日のうち、第２日曜日を開館とするもの。
改正後の休館日：月曜、第４日曜日、年末年始

５成年後見制度利用促進審議会条例（制定）
○：可決(全員賛成)
成年後見制度を周知し、利用促進を図るために

高齢者ｹｱｾﾝﾀｰ跡地施設(左)と恵比寿西二丁目施設(右) 渋谷区ＨＰより

●恵比寿西二丁目複合施設(仮称)

審議会を設置するもの。学識経験者、弁護士・司

区営住宅、認可保育所、認知症高齢者グループ

法書士・社会福祉士、医療関係者等で組織する。

ホーム、看護小規模多機能型居宅介護事業所、

委員は１０名以内で任期は３年。

地域包括支援センター、障がい者通所施設、知

６障害者福祉施設条例の改正
○：可決(全員賛成)

的障がい者グループホーム。
令和３年３月より順次開設予定。

障害者福祉センター代々木の杜において行う

★介護人材確保・人材育成事業 (3,050 万円)

事業に「保育所等訪問支援に関すること」を追加

介護事業者が介護職員向け宿舎を借り上げた

するもの。保育所・幼稚園・小学校などを訪問し

場合、費用の一部を助成します。また、外国人介

子どもへの支援の他、保育者・教員、保護者への

護職員や管理者を対象に研修を実施します。

支援も実施。

★令和２年度当初予算案の概要は区ホームページ
に掲載しています（報道資料

★その他の議案等の結果は「しぶや区議会だより」

ＰＤＦファイル）
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「渋谷区議会ホームページ」をご覧下さい。

◆新型コロナウイルス感染症への対応

薬丸義人プロフィール

新型コロナウイルス感染症関連については、区ホーム

昭和３９年６月２３日

ページに｢感染症への対応｣｢イベント等の中止・延期」
「休

(東京オリンピック)

渋谷区広尾の日赤にて誕生

園・休校」｢休館・休業｣｢中小企業者ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証｣｢緊急

（かに座、Ｂ型）

経営支援特別資金融資｣等の情報を掲載しています。

渋谷同胞幼稚園

最新の情報をご確認ください。

渋谷区立臨川小学校

渋谷区

検索

明大中野中・高（剣道部）
☆手洗いや咳エチケットなど、感染予防に努めましょう

明治大学政治経済学部 卒

新型コロナ感染症についての相談・受診の目安

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社
渋谷営業所配属

※厚生労働省・東京都・渋谷区の情報を統合（3/23現在）

１．相談・受診の前に心がけておくこと

翌年、人事部へ異動

○発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休

平成 ４年 中央商工㈱を継承

み外出を控える。

（民間車検工場）

○発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定し

平成１７年

て記録しておく。

＊

第１０回自動車整備技能競技東京大会で金賞受賞

＊

＊

＊

＊

＊

２．帰国者・接触者相談センターへの受診相談の目安

平成１９年 渋谷区議会議員選挙にて初当選

①風邪の症状

平成３１年 ４期目当選

②３７.５℃以上の発熱

区議会 会派・委員会等所属

＊

③強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)

シブヤを笑顔にする会

上記の症状が４日以上続く場合は相談してください。

区民環境委員会委員長 ／ 自治権確立特別委員会委員

ただし、妊婦や高齢者または基礎疾患（糖尿病、心不全、

渋谷区土地開発公社評議員／区民のひろば実行委員

COPD等の呼吸器疾患）のある方、透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は症状が２日程

◆区議会の傍聴について

度続いたら相談してください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当分の間、本会議

・小児については４日以上続く場合は相談してください。

及び委員会等の傍聴はできる限りお控えくださいますようお

・感染者と濃厚接触して症状が出た方はすぐに相談です。

願いいたします。なお、傍聴にお越しの際は感染症予防対策と

新型コロナ受診相談(帰国者・接触者相談センター)ＴＥＬ

して、手洗い、咳エチケットにご協力ください。また、本会議

【平日8：30～17：15】各保健所※渋谷区は03-3463-3650

の模様は会議の概ね一週間後にホームページにて録画中継の

【土日祝・17:00～翌9:00】03-5320-4592※都内全域対象

配信を行っております。ご理解ご協力をお願いいたします。

※医師の検査の必要ありと判断された場合は電話担当者
の指示に従い、指定された医療機関で受診してください。

★次回の渋谷区議会

３．上記２には該当しないが、不安に思う方

令和２年第２回定例会は

東京都新型コロナコールセンターに電話してください。
ナビダイヤル 0570-550571【9：00～21：00 土日祝含む】
※専門的な助言が必要と判断した場合、受診相談窓口を

６月３日(水)からの予定です‼

ご案内します。
４．聴覚に障がいのある方など電話での相談が難しい方
ホームページ

ＦＡＸによる相談を『東京都新型コロナウイルス感染症

フェイスブック

相談窓口（帰国者･接触者相談ｾﾝﾀｰ）』で受けています。
専用票を相談窓口ホームページからダウンロードして相
談・問診を記入の上、03-5388-1396 にＦＡＸして下さい。
薬丸よしと

※回答に日数を要することがあります。

ホームページ http://yakumaru.info
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