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◆１１/２４から１２/８の会期で令和３年第４回定例会を開催
◆子育て世帯への臨時特別給付金支給の補正予算を可決（２面）
◆渋谷図書館の廃止に関する条例案は 継続審査と決定（３面）
◆「 子宮頸 が んワク チン 接 種に 関す る 意 見書」他を 決 定（ ４ 面）
◆今定例会の議案と採決の結果 (一部抜粋)

「議員報酬及び区長等給料等審議会」の答申を受
け、区長・副区長・教育長・議員の期末手当の支給

（各議案の ○ × はシブヤ笑顔の賛否、右側は議会採決の結果）

月数を引き下げるもの。

３職員の給与に関する条例の改正 他２件
○：可決(全員賛成)
「特別区人事委員会」の勧告を受け、職員・会計年
度任用職員・幼稚園教育職員の期末手当の支給月
数を引き下げるもの。

１手数料条例の改正

４令和３年度一般会計補正予算（第４号）

○：可決(全員賛成)

コンビニ等に設置されている多機能端末で扱う

○：可決(全員賛成)

証明交付に「戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）」「戸

歳入歳出にそれぞれ 20 億 7,030 万 3 千円を

籍個人事項証明書（戸籍抄本）」「戸籍の附票の写

増額し、予算総額を１,090 億 7,136 万 5 千円と

し」を追加するもの。料金は謄本・抄本が３００円

するもの。歳出内容は次の通りです。

（窓口交付は 450 円）、附票の写しが２００円（窓口

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保として

交付は３００円）

１２億２,４００万円。感染症予防費（入院患者公費負

※利用にはマイナンバーカードが必要です。

担金）として６,０００万円。感染症対策事業として
飲食店・理美容室等への対策グッズの配布（１店舗

２区長・議員等の給料に関する条例の改正他２件

当たり４万円分の希望グッズを選択できる。既に

○：可決(全員賛成)

配布を受けた事業者も対象）・ライブハウスへの空
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気清浄機設置（区内約１００施設のうち５０施設を

⑧特別養護老人ホーム けやきの苑・西原

想定）・換気工事等に２億５,６００万円。渋谷本町学

・指定管理者：社会福祉法人 武蔵野療園

園第二グラウンド複合施設（仮称）の設計変更（屋

⑨特別養護老人ホーム 総合ｹｱｺﾐｭﾆﾃｨ・せせらぎ

上緑化、展望デッキ設置、体育館アリーナ増床）と

・指定管理者：社会福祉法人 奉優会

して２,４４９万７千円。ふるさと納税事務費として

⑩グループホーム笹塚

７,９００万円。都市計画道路整備事業として補助第

・指定管理者：社会福祉法人 中都

１８号線用地取得に４億２,６８０万６千円。
歳入財源は寄附金（ふるさと納税）、国庫支出金、

６令和３年度一般会計補正予算（第５号）

都支出金、繰越金を計上。

○：可決(全員賛成)
歳入歳出にそれぞれ７億８,３５７万７千円を増額

ふるさと納税は８,０００件の見込

し、予算総額を１,09８億５,４９４万２千円とするも

みを１４,０００件に上方修正。歳入見

の。歳出内容は全額が新型コロナウイルス感染症

込みも約２億５,０００万円から約４億
円と１億５,０００万円の増としまし

対策として、子育て世帯等臨時特別支援事業です。

た。約半分が歳出となりますが、内

内訳は給付金７億８,０００万円（５万円×１５,６００

容は返礼品送付やクレジットカード

人）、年内案内通知作成・封入・封緘委託９９万４,０

決済料、納税サイトの利用料等です。

００円、郵券１７５万６,０００円、口座振替手数料４７

一方、渋谷区民による他自治体へ

万１,０００円、用紙代１０万円、職員時間外勤務手当

のふるさと納税による税の流出は

２５万６,０００円です。

令和元年度約２０億円、令和２年度

歳入財源は全額国庫支出金です。

約２２億円、令和３年度約２８億円と
増え続け、令和４年度は３０億円を
超えそうです。区民サービスへ影響
を及ぼしかねない状況です。

５指定管理者の指定について
○：可決(賛成多数)
「指定管理者選定委員会」の審査を経て決定。
指定期間は令和４年４月１日～令和９年３月３１日。
国は１２月１５日「１０万円の現金一

いずれも現指定管理者の継続となりました。

括給付も認める」と各自治体に通達

①文化総合センター大和田

を出しましたが、既に補正予算案は

・指定管理者：しぶや文化創造グループ

１２月８日に可決しており、渋谷区も

②けやきの苑・西原高齢者在宅サービスセンター

これを受けて、当初の国からの通達

・指定管理者：社会福祉法人 武蔵野療園

に従い先行５万円を１２月２３日に振

③ｹｱｺﾐｭﾆﾃｨ・原宿の丘高齢者在宅サービスセンター

り込む旨のお知らせを対象者へ発送

・指定管理者：株式会社 やさしい手

済みです。各自治体はこの時期の方

④総合ｹｱｺﾐｭﾆﾃｨ・せせらぎ高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

針転換に大混乱となっています。
１２月振込は、渋谷区が口座情報

・指定管理者：社会福祉法人 奉優会

を把握している「児童手当受給者」

⑤ひがし健康プラザ高齢者在宅サービスセンター

の方です。高校生の保護者や公務員

・指定管理者：社会福祉法人 奉優会

は「申請」が必要となります。詳しく

⑥ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ笹幡高齢者在宅サービスセンター

は区ホームページをご覧ください。

・指定管理者：社会福祉法人 奉優会
⑦ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ笹塚高齢者在宅サービスセンター

★その他の議案等の結果は「しぶや区議会だより」

・指定管理者：社会福祉法人 中都

「渋谷区議会ホームページ」をご覧下さい。
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◆区立図書館条例の改正（渋谷図書館の廃止）議案は「継続審査」と決定しました

。

図書館地下にある旧式のガス冷暖房機の故障により空調が効かなくなり、今夏は複数の職員が熱中症にな
るなどしたため、一時臨時休館としていた渋谷図書館。旧式すぎて修理もできず、雨漏りや壁面剥がれなど建
物の老朽化も激しいため、今年度末で閉館との議案が提出されました。しかし、閉館後の施設計画が全く未定
であること、地域住民への説明が一切されてこなかったことなどを踏まえ、所管の文教委員会では現地視察も
したうえで、「継続審査」と決定しました。 ※建物外観写真は薬丸撮影。内部写真は視察時に神薗麻智子議員が撮影。

◆令和４年度「予算要望書」を提出しました
１０月２８日、「シブヤを笑顔にする会」の
メンバー８名は、区長・副区長・教育長と面
談し､来年度の渋谷区当初予算編成にあた
り、会派からの「予算要望書」を提出、概要
を説明しました。
コロナ禍での区政の舵取りは大変厳しい
状況ですが、様々な諸課題の解決は待った
なしです。会派及び各議員が日頃の活動を
通して受けた陳情や要望、さらに渋谷区が
抱える課題を精査し、１６８項目から成る要
望を所管別にまとめました。
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◆定期接種の機会を逃した女性に対するヒトパピ

薬丸義人プロフィール

ローマウイルスワクチン接種機会の確保ならびに

昭和３９年６月２３日(東京オリンピック)

より効果の高いがん予防対策を求める意見書

渋谷区広尾の日赤にて誕生
（かに座、Ｂ型）

ヒトパピローマウイルス（HPV）ワクチンは定期接種であるにも
かかわらず、２０１３年６月以降、積極的勧奨を差し控えたまま８

渋谷同胞幼稚園

年が経過した。これに伴い、２０００年４月～２００５年３月生まれ

渋谷区立臨川小学校

の女性のほとんどが、接種機会を逃した。大阪大学の研究グルー

明大中野中・高（剣道部）

プの研究によれば、このまま接種がなされなければ、全国で約２
２，０００人の女性が防げたはずの子宮頸がんに罹患し、約５，５０

明治大学政治経済学部 卒

０人の女性が子宮頸がんで命を落とすと推計されている。

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社

定期接種を受けていない女性のうち、自ら希望し任意接種を

渋谷営業所配属

受ける女性は、高額な費用を自己負担しなければならず、万一副

翌年、人事部へ異動

反応が発生した場合の補償にも公的接種での補償との差が発生
する。経済的理由により任意接種ができない場合、がん予防に経

平成 ４年 中央商工㈱入社 （家業・民間車検工場）

済的格差が発生し、これから妊娠・出産を考える女性の選択肢が

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

失われることは、公衆衛生上重大な問題である。

平成１９年 初当選、 平成２３年 ２期目、 平成２７年 ３期目

２０２１年１１月２６日、厚生労働省より、積極的勧奨を再開する
旨が通知され、積極的勧奨差し控えの期間に定期接種の期間が

平成２９年 渋谷区監査委員 （議員選出） 就任（～R 1.5）

重なった１９９７～２００５年生まれの９世代を対象としたキャッチ

平成３１年 ４期目当選、区民環境委員長就任（～R3.5）

アップ接種も検討されている。９価ワクチンも承認されたことか

令和 ３年 副議長就任（R3.5.24～）

ら、早急に予防接種法施行令を見直し、８年間の遅れを取り戻し

会派・委員会等所属

た上でがん予防対策をより強化する必要がある。

シブヤを笑顔にする会

よって渋谷区議会は女性の命と健康を守るため、国会及び政
府に対し、HPV ワクチンの任意接種を希望する女性への負担を

総務委員会委員 ／ 交通・公有地問題特別委員会委員

軽減するための措置をより広く行うこと、及び早期に９価の

清掃・リサイクル審議会委員 ／ 区民のひろば実行委員会委員

HPV ワクチンを定期接種の対象に加えることを強く求めるもの
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。
令和３年１２月８日

◆区議会の傍聴にいらっしゃいませんか

渋谷区議会議長名

議場には車いすスペースや
親子傍聴席もあります。
傍聴ご希望の方は庁舎１３
階の区議会フロアにお越し
ください。手指消毒･マスク
着用をお願いします。

提出先 ／ 衆・参両院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

◆全てのアスベスト被害者の早期救済制度創設と被
害拡大を防ぐ抜本的対策とを国に求める意見書
建物の改修、解体に伴うアスベスト（石綿）の飛散によって、現
在でもアスベスト被害は続いており、被害を受けた建設業従事者
と遺族による集団訴訟では、令和３年５月１７日の最高裁判決に

親 子 傍 聴 席

おいて、国と建材企業の責任が認定された。

★次回の渋谷区議会

これを受け、同年６月９日には未提訴者への賠償も含めた「特
定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する

令和４年第１回定例会は

法律」が成立し、国による賠償が図られている。一方、建材企業の
賠償は進まず、また「屋外作業者」等、国の責任は認められなかっ

２月２２日(火)からの予定です‼

たものの健康被害に苦しむ被害者もいる。
よって、渋谷区議会は、国会及び政府に対し、国と建材企業の
拠出金を原資とした補償基金制度など、全てのアスベスト被害者
が早期救済される制度の創設を検討するよう求めるとともに、
アスベスト被害拡大を防止するための抜本的対策を講じるよう
強く要請する。
以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
令和３年１２月８日

渋谷区議会議長名

ホームページ

提出先 ／ 衆・参両院議長、内閣総理大臣、総務大臣、

フェイスブック

薬丸よしとＨＰ http://yakumaru.info

厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣
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