＜令和４年第１回定例会号＞ 第６７号

薬 丸 義 人

渋谷区議会 副議長

シブヤを笑顔にする会
《区役所》 渋谷区宇田川町 1-1
℡ 03-3463-1211
《自 宅》 渋谷区恵比寿 2-17-20
℡ 090-1551-5667
yakumaru@sky.plala.or.jp

◆２/２２から３/２５の会期で令和４年第１回定例会を開催
◆一般会計１，０６２億６，７００万円等各会計予算案を可決（１-３面）
◆ロシアによるウクライナ侵略等に関する決議２本を決定（４面）
◆令和４年度 各会計当初予算財政規模

（単位：円）

令和４年度

令和３年度

増

減 額

増減率

一

般

会

計

1062 億 6700 万 0000

994 億 4900 万 0000

68 億 1800 万 0000

6.9％

特

別

会

計

489 億 5421 万 9000

455 億 5889 万 7000

33 億 9532 万 2000

7.5％

国民健康保険事業会計

254 億 8518 万 0000

239 億 8850 万 1000

14 億 9667 万 9000

6.2％

介 護 保 険 事業会計

167 億 5187 万 2000

155 億 9306 万 6000

11 億 5880 万 6000

7.4％

後期高齢者医療事業会計

67 億 1716 万 7000

59 億 7733 万 0000

7 億 3983 万 7000

12.4％

1552 億 2121 万 9000

1450 億 0789 万 7000

102 億 1332 万 2000

7.0％

総

額

◆一般会計財政規模の推移

◆令和４年度の各会計予算案を賛成多数で
可決。 一般会計は１,０６２億６,７００万円
令和４年度当初予算は一般会計

※１

1100

が前年度に比べ

1050

６.９％増の１,０６２億６,７００万円です。

1000

共産党から出された予算修正案は否決、３月２５日

950

の本会議において原案を賛成多数で可決しました。

900

特別会計※２を含めた予算総額は、前年度に比べて

850

７.０％増の１,５５２億２,１２１万９,０００円です。
※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・都からの交付金・支出金
などがあります。

（単位：億円）

800

※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会計があります。

750
700
年 度
予算額
伸び率
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H29
H30
R1
R2
R3
R4
926.52 937.68 923.95 1052.49 994.49 1062.67
9.6% 1.2％ △1.5％ 13.9% △5.5％ 6.9％

◆区民 1 人あたりの予算の使い道
一般会計当初予算１,０６２億６,７００万円を
区民１人あたりに換算してみました。
※人口 2２８,６４４人（R４.3.1 現在)で計算

区民１人あたり予算 約４６４,８00 円の使い道

〇子育て支援、高齢者・障がい者
支援など福祉の充実に
約 2１３,１00 円
〇区の運営などに
約８０,６00 円

〇道路や公園、住宅などの整備に
約５２,２00 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
53,471 50.3 総務費
18,422
地方譲与税
416 0.4 民生費
48,730
地方消費税交付金 7,865 7.4 衛生費
6,495
特別区交付金 2,500 2.4 環境費
5,522
分担金・負担金
813 0.8 産業経済費 1,748
使用料・手数料 6,089 5.7 土木費
11,944
国庫支出金 16,619 15.6 教育費
11,167
都支出金
7,934 7.5 議会費
725
繰入金
2,500 2.4 公債費
1,072
繰越金
1,780 1.7 諸支出金
42
その他
6,280 5.8 予備費
400
合 計
106,267 100 合 計
106,267

％
17.3
45.9
6.1
5.2
1.6
11.2
10.5
0.7
1.1
0
0.4
100

◆当初予算における主な事業と予算額
●デジタル地域通貨を導入 (2 億 7,1００万円)
渋谷区内の店舗で使用

〇教育や文化の振興などに
約 48,８00 円

できる、区独自のデジタ
ル地域通貨を９月に導入
しま す。 利用者に様々な
特典を用意するとともに

〇区民の健康増進などに
約２８,４00 円

地域活動や区の事業に参
加した場合にもポイントを
付与していきます。

〇環境の向上に
約 2４,２00 円

イメージ （区 HP より）

●プラスチックの資源回収 (３億８,８００万円)
ごみ減量と温室効果ガス排出の削減のため、本年
7月１日より、家庭から排出されるプラスチックを
「 可燃ごみ 」から「 資源 」へ変更します。

〇中小企業や商店街の振興に
約７,７00 円

ペットボトルを除くプラスチックを一括して回収し
ます。週１回の「資源」の日に、普段利用している集積
所に出してください。
※３０ｃｍ角を超える物は「粗大ごみ」です。

〇区債の返済に
約４,７00 円

※食品トレイは拠点回収も続けます。

〇議会の運営に
約 3,２00 円
〇その他

約１,９00

円 （予備費など）

詳しくは ↑
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●重層的支援体制の整備 (5０００万円)

●図書館条例の改正

これまでの支援体制では対応困難だった複雑

○：可決(賛成多数)

※令和３年第４回定例会からの継続審議

化・複合化した課題に対し、属性や世代を問わな
い「相談支援」、地域・社会
との繋がりを作る「参加支
援」、属性・世代を超えて交
流できる場や居場所を整
備する「地域づくり支援」
の３つを一体的に実施する
ことで包括的な支援体制
を整備します。

地下設置の旧式大型空調機の故障、雨漏りや壁
イメージ （区 HP より）

面剥がれ等、建物の老朽化に伴い、渋谷図書館を
廃止するもの。新たな図書館は住所地が変わり、

●ふるさと納税 (歳入７億円、歳出３億６０００万円)

名称変更の可能性もあるため、条例上廃止とする。

令和３年度の歳入当初予算は２億５０００万円で
した。令和４年度は７億円の寄付金歳入を予算計

図書館閉館後のロードマップが示されていない
こと、事前に近隣住民や議会への説明もされなか
ったことなどから継続審議となっていました。
この間、教育委員会から地域への説明が重ねら
れ、議会でも問題解決のための精力的な審議が続
きました。その結果明らかになったことは、渋谷図
書館に代わる地域図書館を、早期に建替えを検討
している広尾中学校に複合化した形で令和８年度
末を目途に整備すること。また、地域の図書館機
能の維持のため、渋谷図書館のサービススポット
をゴールデンウィークを目途に白根記念郷土博物
館・文学館の１階に開設すること。そして現在の図
書館跡地については、常盤松小学校の建替え時期
も考慮しながら検討を進めることなどです。

上しています。これに対して返礼品がその３割の
２億１０００万円、その他クレジット決済料やふる
さと納税サイト利用料などの事務費を合わせる
と、半額の３億６０００万円が歳出となります。
現在渋谷区が用意している返礼品は１５０種類。
コロナ禍で実現していませんが、プロ棋士との対
局や LINE CUBE SHIBUYA コンサートへの招
待など、渋谷区らしい返礼品も検討中です。
一方、渋谷区民による他自治体へ
のふるさと納税による税の流出は、
令和元年度約２０億円、２年度約２２

上記を踏まえ、本条例改正案についてはシブヤ
を笑顔にする会から伊藤毅志議員が討論に立ち、
定期的な施設メンテナンスを怠ったことにより、老
朽化を早めてしまったことへの苦言を呈した上
で、新図書館が区民の文化と教養を担保するコミ
ュニティ施設として、また、レファレンス機能を駆
使し、区民が調査研究にいそしめる場となること。
スペシャルニーズがある子供たちに図書を親しん
でもらうための「りんごの棚」を設置すること。サ
ービススポットには雑誌を置き、座っての閲覧が
できるような配慮と、親子で楽しめるスペースを
確保すること。現在の渋谷図書館の跡地について
は丁寧に地域の意見を聞きながら進めていくこと
などを強く求め、条例改正案に賛成しました。

億円、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。令和に入ってからだけでも１００
億円以上の税の流出となると、区民
サービスや区施設の建替えなどにも
影響を及ぼしかねない状況です。

◆今定例会の議案と採決の結果 (一部抜粋)
（各議案の ○ × はシブヤ笑顔の賛否、右側は議会採決の結果）

-3-

●組織条例の改正

○：可決(賛成多数)

薬丸義人プロフィール

デジタルサービス部を新設。情報システムの管理

昭和３９年６月２３日(東京オリンピック)

運営・企画開発、スマートシティ推進、広報、広聴、

渋谷区広尾の日赤にて誕生

区民相談（現在は経営企画部）を所管します。

（かに座、Ｂ型）

財務部は廃止し、経営企画部がその事務（予算、

渋谷同胞幼稚園

財政、財産、営繕等）を所管します。

渋谷区立臨川小学校

産業観光文化部を新設し、産業、観光、消費生活、

明大中野中・高（剣道部）

国際交流、文化振興（現在は区民部）及び文化財、

明治大学政治経済学部 卒

図書館、郷土博物館・文学館、美術館（現在は教育

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社

委員会）を所管します。

渋谷営業所配属

生涯活躍推進部を新設し、生涯活躍（現在は福

翌年、人事部へ異動

祉部）、生涯学習、社教館（現在は教育委員会）を所

平成 ４年 中央商工㈱入社（家業・民間車検工場、現不動産賃貸業）

管します。

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

まちづくり推進部を新設し、都市開発、協働型ま

平成１９年 初当選、 平成２３年 ２期目、 平成２７年 ３期目

ちづくり（現在は都市整備部）を所管します。

平成２９年 渋谷区監査委員 （議員選出） 就任（～R 1.5）

●その他の議案等の結果は「しぶや区議会だより」

平成３１年 ４期目当選、区民環境委員長就任（～R3.5）

「渋谷区議会ホームページ」をご覧下さい。

令和 ３年 副議長就任（R3.5.24～）
会派・委員会等所属

シブヤを笑顔にする会

◆ロシアに対する決議２本を全会一致で決定

総務委員会委員 ／ 交通・公有地問題特別委員会委員
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

●ロシアによるウクライナ侵略に抗議する決議
３月８日の中間本会議にて全会一致で決議
渋谷区議会はロシア政府に対して、軍を即時に完全か
つ無条件で撤退させるよう強く求めるとともに、我が国
政府に対して、邦人の確実な保護と、ロシア政府に対し
制裁を含め毅然たる態度で臨むよう強く求める。（要旨）

◆区議会の傍聴にいらっしゃいませんか
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。

●ロシア政府に対し核兵器の使用と威嚇を
中止することを求める決議
３月２５日の本会議にて全会一致で決議
ロシアによる核兵器使用の示唆によって、世界は深刻
な核戦争の脅威にさらされている。我が国は原爆投下
の惨状を身をもって体験した国として、再び広島、長崎
の惨禍を繰り返すことは絶対に許さない。よって渋谷区
議会はロシア政府に対し、ウクライナからの即時撤退と
核兵器の使用と威嚇をやめるよう強く求める。（要旨）

親 子 傍 聴 席

★次回の渋谷区議会
令和 4 年第 2 回定例会は
6 月 1 日(水)からの予定です‼

◆デフリンピックの東京開催を求める意見書を決定
令和７年に開催される聴覚障がい者の国際スポーツ
大会 『デフリンピック』 の日本初開催に向け、招致活動
が進められている。デフリンピックの開催は、渋谷区が
進める多様性を尊重する社会の推進においても重要な
意義を持つと考える。東京２０２０大会のレガシーの活
用や様々な国際大会の開催実績などを踏まえ、渋谷区
議会は東京都に対し、東京招致を強く求める。（要旨）

ホームページ

フェイスブック

薬丸よしとＨＰ http://yakumaru.info
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