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◆6/１から６/1５の会期で令和４年第２回区議会定例会を開催
◆松下 義男 氏 を渋谷 区名 誉 区民に 選 定す るこ とに 同 意 （１ 面）
◆渋谷区『新しい学校づくり』整備方針を発表（２面）
◆定例会初日の本会議で「松下義男」氏を渋谷区名誉区民に選定することに同意しました
●松下 義男 氏 （R４.6.1 区議会同意、 R４.7.7 顕彰）
本区に在住し、恵比寿地区町会連合会会長及び渋谷区町会連合会副会長として
永年にわたって地域社会の振興に多大な貢献をされるとともに、恵比寿新栄会会
長及び渋谷区商店会連合会副会長として、商店街活性化と商業文化の発展向上に
尽力されています。また、恵比寿盆踊大会実行委員会、恵比寿・代官山地区美化推
進委員会、渋谷区清掃協力会連合会、渋谷防火防災協会、渋谷防犯協会など、幅広
く地域の活性化や安全・安心なまちづくりに多大な貢献をされました。
これら各般に亘る公的・公共的活動を通し、本区の公共福祉の増進、地域コミュ
ニティの発展に著しく貢献された功労者として、その功績は卓越しており、正に区
民の範たるもの、区民の誇りとするものであります。

R4.7.7 区役所にて名誉区民顕彰式

●これまでの渋谷区名誉区民の方々
氏 名

（※は故人）

功

績

区議会同意

顕

彰

本橋 兼義 氏

※

各般にわたる公的及び公共的活動により本区発展に貢献

S59.11. 7

S59.11.20

織田 幹雄 氏

※

世界的なスポーツ功労者、本区の社会文化興隆の功労者

〃

〃

H17.11.30

H18. 1. 4

町会連合会会長として、地域の活性化・振興に貢献

〃

〃

文化功労者、区民文化振興の功労者

〃

〃

H20.11.27

H21. 1. 5

ファッション・デザイン文化の振興・発展、地域活性化に貢献

〃

〃

松﨑 キミ代 氏

地域のスポーツ振興に貢献 （卓球世界大会で 7 個の金メダル）

R 1.11.21

R 2. 1. 6

井上 順 氏

文化功労者、区民文化振興の功労者

〃

〃

黒栁 勝太郎 氏
山下 廣光 氏

※

平岩 弓枝 氏
齊藤 政雄 氏
大沼 淳 氏

※

※

※

区内工業の発展・活性化、地域の活性化・振興に貢献

教育文化の振興・発展、地域の活性化に貢献
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◆渋谷区 『新しい学校づくり』 整備方針

●渋谷区立小学校・中学校建て替えロードマップ

～学校施設の未来像と建て替えロードマップ～
渋谷区では、学校施設の老朽化対策が大きな課題
となっています。令和２年度に「渋谷区学校施設長寿
命化計画」を策定しましたが、『未来の学校』をつくる
ためには長期的な視点から、より具体的に、これから
の学校施設の考え方を示すことが必要です。
そこで、具体的なイメージや整備水準、ロードマップ
（行程表）などを整備方針としてまとめました。今後、
適宜改善や見直しをはかりながら
『未来の学校』を実現していきます。
詳細は右の QR コード、または
区 HP でご覧いただけます。
整備方針の根底となる考え方の３つの柱は、「新た
な学びの場」「環境への配慮」「地域コミュニティの拠
点」です。

※第 2 期については適宜見直しを行います。

【凡例】
： 青山病院跡地に仮設校舎を建設し活用。詳細は検討中。
： 猿楽小は、鉢山中新校舎で小中一貫校となる予定。（★1）
一貫校に移転後の猿楽小を仮設校舎として活用。

セキュリティを確保しつつ、児童・生徒から活動が見えてコミュニケーションがとれる風景

： 千駄谷小は、原宿外苑中新校舎で小中一貫校となる予定。（★2）
一貫校に移転後の千駄谷小学校を仮設校舎として活用。
： スポーツセンター内のテニスコート等に仮設校舎を建設し活用。
笹塚小は、笹塚中新校舎で小中一貫校となる予定。（★3）
： 自校運動場に仮設校舎を建設し活用。
： 建設後、20年目に改修工事を行います。
： 工事期間。（解体１年間及び建築２年間の合計３年間を見込み）
： 基本計画・設計期間。 （令和１０年度以降は今後検討）

区では今後２０年間を目標に、区立小・中・幼
稚園の建て替えを順次実施していきます。小学
校１８校、中学校８校（※小中一貫校１校含む）、
独立幼稚園２園の計２７施設の内、今後２０年間
の建て替え対象校は２２施設にのぼります。

自主的・主体的深い学びの中心となるラーニング・コモンズ イメージスケッチ
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◆今定例会の議案と採決の結果 (一部抜粋)

●令和４年度一般会計補正予算（第１号）
○：可決(全員賛成)

（各議案の ○ × はシブヤ笑顔の賛否、右側は議会採決の結果）

歳入歳出にそれぞれ５億６,２９８万４千円を増額
し、予算総額を１,0６８億２,９９８万４千円とします。
歳出内容はコロナ対策として子育て世帯生活支
援特別給付金給付やＨＰＶワクチンのキャッチアッ
プ接種、幡代小学校小体育室の教室化工事等です。
歳入財源は国庫支出金・都支出金・繰越金・諸収
入を計上します。

●恵比寿南一公園の指定管理者の指定
※今定例会より「議場モニター」及び「議会中継」映像

○：可決(賛成多数)

に『手話通訳』が付きました。 ※これまでは傍聴席に配置。

サッポロ不動産開発㈱を指定管理者として指定

※写真は議会中継映像より （議長に代わり、議事を進行）

するものです。期間は令和４年９月１日から令和９

●商工会館、消費者センター、はつらつセンター、
男女平等ダイバーシティセンター、地域交流セン
ター、代々木八幡区民施設、スポーツ施設、社会
教育館の各条例の改正
○：可決(はつらつセンターまでは全員賛成、他は賛成多数)

年３月３１日まで。同社は南一公園のパーク PFI 事
業者として選定を受けている事業者でもあります。

●羽田新飛行ルート下における氷塊落下の原因
究明を求める請願
○：採択(全員賛成)

施設利用要件を緩和し、一部の施設を除き、区
(請願要旨)

外団体や未登録団体も利用できるようにします。

国に対し、氷塊落下※の原因究明をす

るために、国側・住民側がそれぞれ推薦する専門家

（ゲスト利用は希望日の５日前に空室がある場合、

によるプロジェクトチームを設置して原因解明する

通常利用料の 1.5 倍の料金で利用できます）

よう、渋谷区議会から求めてほしい。

４２施設統一の新施設予約システムを導入して

※3/１３渋谷区本町１丁目のテニスクラブのコート内に氷塊が落下。

一元的にオンライン予約等ができるようにします。
※新施設予約システムのイメージ（今秋開始予定）

交通・公有地問題特別委員会の事
前の審査の中で、「今回の氷塊落下
は人的被害に繋がりかねず、新飛
行ルートの運用停止を求めてきた
住民の不安が現実化したものであ
る。氷塊落下について住民が納得
できる調査・説明・対策を意見書等
により国へ求めるべきである」との
意見や、「氷塊が存在していない現
状では、プロジェクトチームを組ん
での原因究明は難しいので、地域
住民の安全・安心を担保するため、
氷塊を含めた、航空機からの落下
物防止を求める意見書を提出すべ

区施設の利用率・利便性の向上

きである」等の意見が出ました。

につながるものです。

委員会では意見書の文章は調整

従来の登録団体の優先利用を確

が必要だが、請願を採択して意見

保すること、予約方法変更の周知

書を国に提出すべきと全員一致で

徹底、オンライン予約に不慣れな

決定しました。

方への対応を求め賛成しました。
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●羽田空港新飛行ルート運用に対する地域住民の

薬丸義人プロフィール

不安を解消する策を講じることを求める意見書

昭和３９年６月２３日(東京オリンピック)

(要旨) 令和４年３月に渋谷区内のテニスコートに

渋谷区広尾の日赤にて誕生

氷塊が落下したとされる問題に関して、国土交通

（かに座、Ｂ型）

省は航空機から落下した可能性は極めて低く、氷

渋谷同胞幼稚園

塊も溶けて無いため、調査を打ち切ると表明した。

渋谷区立臨川小学校

この新飛行ルートについては、運用開始前から

明大中野中・高（剣道部）

現在に至るまで、飛行経路下の住民から落下物事

明治大学政治経済学部 卒

故のリスクを不安視する声が区議会に寄せられて

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社

おり、渋谷区議会ではこれまでに４回、意見書を国

渋谷営業所配属

会・政府へ提出してきた。

翌年、人事部へ異動

しかしながら、新飛行ルートに対する地域住民の

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）

不安を解消するには至っておらず、同ルートでの

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

運用は現在も継続されている。

平成１９年 初当選、 平成２３年 ２期目、 平成２７年 ３期目

よって渋谷区議会は国会・政府に対し、落下物事

平成２９年 渋谷区監査委員 （議員選出） 就任（～R 1.5）

故リスクへの地域住民の不安を解消する策を講じ

平成３１年 ４期目当選、区民環境委員長就任（～R3.5）

るよう要請する。

令和 ３年 副議長就任（R3.5.24～）

令和４年６月１５日

渋谷区議会議長名

会派・委員会等所属

衆・参両院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣あて

シブヤを笑顔にする会
総務委員会委員 ／ 交通・公有地問題特別委員会委員

●その他の議案等の結果は「しぶや区議会だより」

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

「渋谷区議会ホームページ」をご覧下さい。

◆区議会の傍聴にいらっしゃいませんか
◆全国市議会議長会から表彰を受けました

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。
親 子 傍 聴 席

★次回の渋谷区議会
令和４年第３回定例会は
９月７日(水)からの予定です‼

議員在職１５年（平成１９年４月初当選）の表彰で
した。これもお支えいただいた皆様のおかげです。
初心を忘れずにこれからも皆様が、そして渋谷区
が抱える諸課題の解決のため、一生懸命頑張りま
ホームページ

す。引き続きご指導のほど、よろしくお願いします。

フェイスブック

薬丸よしとＨＰ http://yakumaru.info

※東京２３区は全国市町村の 『市』 の扱いです。
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