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◆３月４日から３１日まで、平成２２年第
１回渋谷区議会定例会が開かれました。 渋

◆予算特別委員会において指摘された項目
は下記の通りです。(一部抜粋)

谷区議会では、条例により、３，６，９，１１月の
年間４回、区議会定例会が開かれます。今定例会で
は、約１ヶ月かけて、条例審議とともに、平成２２
年度の渋谷区各会計予算についての審査を行いま
した。詳細は下記の通りです。

◆平成２２年度渋谷区各会計予算が審査さ
れ本会議において可決されました。 ５日の
本会議において、全議員３４名を委員とする予算特
別委員会が設置されました。委員長には木村正義議
予算特別委員会（中央が木村委員長と薬丸義人）３月３０日 於 議場

員(自民)が、副委員長には薬丸義人が全会一致で選
出されました。委員会の中で、総務区民・文教・都

総務区民分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市環境・福祉保健の各分科会を設置し、３０日の委

【企画部】

員会本決定に向け、各所管の部門において歳入歳出

1.公会堂地下の食堂・売店の運営については、指

予算を審査しました。各分科会の審査及び予算特別

定管理者に委ねるばかりでなく、区としての対

委員会の本決定を経て、平成２２年度各会計予算は

応も検討されたい。
2.ハチ公バスについては、高齢者・障害者の社会

３１日の本会議で賛成多数で可決されました。

参加、交通空白地域の解消という原点に戻り、

尚、日本共産党渋谷区議団から一般会計予算の修

積極的な改善に取り組まれたい。

正案が提出されましたが、否決されました。

【危機管理対策部】
1.自主防災組織については、軽可搬ポンプ基本操

【平成２２年度の各会計予算】
計

845 億 2300 万 0000 円

作技術の習熟度をより一層高めるための研修

国民健康保険事業会計

204 億 9876 万 8000 円

や情報交換の場の提供を検討されたい。

老人保健医療事業会計

3074 万 0000 円

介 護 保 険 事業会計

105 億 3403 万 6000 円

1.公共ガイドサイン(施設案内板)整備について

後期高齢者医療事業会計

42 億 6647 万 5000 円

は、新施設の開設・名称の変更等を踏まえ、年

一

般

予

会

算 合

計

【区民部】

次計画による全体の再整備を検討されたい。

1198 億 5301 万 9000 円
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都市環境分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

3.松濤美術館については、計画的な施設改修を検

【都市整備部】

討されたい。

1.私道排水設備補助事業については、区民の要望

4.小中学校の耐震補強工事に関する補助金につ

に速やかに対応できるよう努力されたい。

いては、申請金額が確実に交付されるよう国に

2.保存樹木の助成については、助成額の拡大や所

要望されたい。

有者が高齢等で管理できない場合に、区が剪定

福祉保健分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

を実施するなど、さらに検討されたい。

【福祉保健部】

【土木部】

1.シニアバス旅行については、高齢者が楽しく安

1.交通安全については、町会等の地域活動の場を

全に参加できるよう、引き続き旅行先や施設を

活用し、特に自転車走行に関する啓発に努めら

多角的に検討されたい。

れたい。

2.「ハートバレーしぶや」は、障害者の就労支援

2.区が無償でスペースを提供している民営の自

に重要な役割を担っているので、今後も更なる

転車等駐輪場については、事業者の利益を区民

充実に努められたい。

に還元できるシステム作りを進められたい。

3.障害者の補装具(義手・義足等)支給費について

3.老朽化が著しい公園の便所については、改善を

は、修理期間中の代替補装具についても手当て

検討されたい。

がなされるよう、国へ要望されたい。

【清掃リサイクル部】

4.家賃補助事業については、不公平感を与えず、

1.家庭用生ごみ処理機購入費の助成については、

利用しやすい制度となるよう検討されたい。

ごみの減量化を進める観点から、助成の再開や
新たな助成方法を検討されたい。
2.資源回収については、区委託業者が行う場合の
表示をわかりやすくするとともに、持ち去りを
見つけた際の連絡先を集積所に掲示するなど、
対応策を積極的に検討されたい。

文教分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【子ども家庭部】
予算特別委員会採決(賛成者起立)

1.新成人記念事業における記念品の選定につい
ては、成人を祝う内容にふさわしいものとする
よう努められたい。

◆今定例会の議案と結果は次の通りです。

2.青少年サポート事業については、最終的に就労

★各議案横の○×はフォーラムの態度表明、右は議会採決結果

支援に結び付くよう、関連部署とも連携しなが

議案内容の最後の<

ら事業を進められたい。

<総>総務区民、<文>文教、<都>都市環境、<福>福祉保健委員会

3.保育園の待機児解消については、地域毎にきめ

>内は事前審査した所管の各委員会。

【３月４日 本会議にて議会採決分 】
１監査委員の選任の同意
○：同意

細かく実情を把握し、待機児ゼロに向け更なる
対策を講じられたい。また、兄弟の場合、同一

く ら ば やし し ず お

監査委員の任期満了に伴い、倉林倭男氏（税理士、
渋谷区東在住）を再任。<委員会事前審査省略>

園に通えるよう配慮されたい。

【教育委員会】
1.自転車利用に関する交通安全対策については、
児童・生徒に対する教育とともに、保護者に対

【３月１２日 中間本会議にて議会採決分 】
２監査委員の選任の同意 (その２)
○：同意
た け だ ゆたか

監査委員の任期満了に伴い、竹田 穣 氏（弁護士、
世田谷区在住）を選任。<委員会事前審査省略>

する啓発にも努められたい。
2.給食の食材購入に際しては、より一層地元業者

３職員の給与条例の改正

を活用されたい。

○：可決

労働基準法の改正（時間外労働の賃金割増)に伴
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い、月６０時間を超える超過勤務の手当の支給割

付を広域連合が行い、事務を区に委託。<福>

○：可決

【３月３１日 本会議にて議会採決分 】
14 女性センター･アイリス条例の改正 ○：可決

不祥事を起こした職員の退職手当について、支給

文化総合センター大和田へ移転し、男女共同参画

制限及び返納制度を拡充し、適正化を図る。<総>

推進事業を行うことを明示する。また開館時間を

合を引き上げる。長時間労働抑制が目的。<総>

４職員の退職手当条例の改正

５保育の実施条例の改正

○：可決

午前９時から午後１０時までとし、使用料を規定

児童福祉法の改正に伴い、保育の実施が「保育所

する。(使用料の減免規定有り) <総>

15 地域交流センター条例(制定)

における保育事業」と「家庭的保育事業」に分け
て規定されたための条例の文言整理。<文>

６保育料等徴収条例の改正

ジュニアからシニアまで地域の誰もが集い、憩え

○：可決

る場を提供し、地域コミュニティの活性化を図る

５と同様。<文>
７保育園条例の改正

○：可決

ことを目的として地域交流センターを設置する。

○：可決

<総>

５,６と同様 <文>
８保育園条例の改正(その２)

○：可決

待機児解消の第３次緊急対策として、千駄ヶ谷保
育園分園(定員１歳児１６名)を設置する。<文>

９幼稚園教育職員の給与条例の改正

○：可決

完成イメージ

３と同様。<文>

10２１年度一般会計補正予算(第４号)○：可決

『地域交流センター新橋』(恵比寿 1-27-10)

歳入歳出にそれぞれ２５億９９３６万６千円を

施設内容：コミュニティホール、区民交流室、文

増額し、２１年度の一般会計予算総額を８７２億

化ふれあい広場、浴室、ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ

６８５１万４千円とするもの。主な歳出内容は財

開館時間：午前９時から午後１０時

政調整基金に２６億円を積立、渋谷保育園調理室

（日・月曜日は午後５時３０分まで）

改修等に３７８０万円、子ども手当の支給システ

浴室、ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑは午後５時まで

ム改修に１４００万円余を計上。また、旧朝倉家

休 館 日：毎月第２日曜日、年末年始

住宅擁壁改修工事を２２年度に延期するため、約

(浴室は毎週日・月曜日休場)

５２４８万円を減額。歳入財源は国庫支出金･都

使 用 料：浴室、ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾙｰﾑ以外は有料。

支出金･繰入金･繰越金を計上。<総>

減免及び区外団体割増規定有り。

11 平成２１年度老人保健医療事業会計
補正予算(第１号)
○：可決

16 二の平渋谷荘条例の改正

○：可決

区民優先抽選を実施するとともに、区民以外の利

歳入歳出にそれぞれ５８０７万３千円を増額し、

用料金を設定する。
（１０月利用より） <総>

予算総額を１億１２５万３千円とするもの。主な

区 民※ １泊大人５３００円、子供３３００円

歳出内容は過年度分の精算交付金等の一般会計

１人で利用(大人のみ)８４００円

繰出金。歳入財源は支払基金交付金・国庫支出

区民外 １泊大人７３００円、子供４３００円

金・都支出金等を計上。<福>

１人で利用(大人のみ)１２４００円

12 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更
○：可決

※区民…区内に住所を有する人、及び同行する２親等
以内の人、障害者や要介護認定者の付添１名

17 国民健康保険条例の改正

平成２２～２３年度の保険料軽減のために関係
区市町村に負担を求める割合を定める。<福>

○：可決

特別区国民健康保険の共通基準の改正に伴う、保

13 東京都後期高齢者医療広域連合葬祭費事務
の受託
○：可決

険料の料率の変更。<総>

18 宮下公園運動施設管理条例(制定)

これまで各区市町村が実施していた葬祭費の給

○：可決

現行のフットサル(サッカー)場に加え、クライミ
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ングウォール(壁上り)場とローラースケート・ス
ケートボード場、広場、エレベータ等を整備する。
ネーミングライツ(命名権)をナイキジャパンと

31 同 介護保険事業会計予算
32 同 後期高齢者医療事業会計予算

○：可決
○：可決

28～32 は１ページを参照。<予算特別委員会>

○：可決

33 恵比寿区民施設共同建替の工事費用負担
に関する協定
○：可決

電柱、電線、埋設管、広告塔、地下駐車場等の都

独立行政法人都市再生機構東京都心支社との共

市公園占用料の額を改訂する。<都>

同建替に関して、渋谷区の負担額を９億８８１５

年額約１７００万円、１０年間で締結。<都>

19 都市公園条例の改正

20 道路占用料等徴収条例の改正

○：可決

万４千円とする。<総>

34 二軒家敬老館跡複合施設の譲渡協定○：可決

道路占用料について 19 と同様。<都>

21 女性福祉資金貸付条例の改正

○：可決

建物完成時に１０億９８万４千円で東京都住宅

貸付限度額の引き上げ、貸付期間の延長(３→５

供給公社から譲渡を受け、はつらつセンター及び

年)及び貸付時の保証人を一部不要とする。<文>

区営住宅(世帯用７、単身用１６)とする。<福>

22 子ども家庭支援センター条例の改正○：可決

35 特別区税条例の改正

○：可決

センターを神南小学校から区役所神南分庁舎内

地方税法の改正に伴い、６５歳未満の年金所得者

に移設する。<文>

の徴収方法の見直し(４月１日より)と特別区た

23 図書館条例の改正

○：可決

ばこ税の税率を１０００本につき３２９８円か

新中央図書館、こもれび大和田図書館、笹塚こど

ら４６１８円に引き上げ(１０月 1 日より) 及び

も図書館を設置。<文>

扶養控除の見直しに伴う申告書の創設(２３年１
月１日より)等。<総>

36 国民健康保険条例の改正(その２)

○：可決

国民健康保険法等の改正に伴い、医療分及び支援
金分の賦課限度額の変更。保険料の変更に伴う均
等割の軽減額に新たに２割軽減を設ける。非自発

新中央図書館
完成イメージ

的失業者(リストラ等)の保険料の軽減等。<総>

※議員提出議案１３件
24 区営住宅条例の改正

×:否決

○：可決

日本共産党渋谷区議団より条例制定案５件、条例

①安心・安全な区民生活を支援するため、暴力団

改正案８件が提出されましたが、根拠や財源が不

員の入居を排除する。

明であること、現状にそぐわないこと等の理由に

②多くの子育て世代に入居の機会を生み出すた

より、賛成少数で全て否決されました。

め、定期使用(最長１５年)の申込を導入する。
③新橋区民複合施設に区営住宅を追加する。

※請願４件

×:不採択

請願の趣旨に沿い難いため、賛成少数で不採択。

名称：アクティブ新橋住宅
戸数：２７戸（一般１５、高齢者１２） <福>

25 区民住宅条例の改正

★次回の渋谷区議会第２回定例会は
６月１０日(木)からの予定です‼

○：可決

暴力団員の入居を排除する。<福>

26 地域福祉人材住宅条例の改正

○：可決

薬丸義人の質問は６月１１日(金)
午後１時からの本会議で行います‼

25 と同様。<福>

27 借上げ等高齢者住宅条例の改正

○：可決

25、26 と同様。<福>

28 平成２２年度 一般会計予算
29 同 国民健康保険事業会計予算
30 同 老人保健医療事業会計予算

○：可決
○：可決
○：可決

是非、傍聴にお越しください。
お待ちしています‼
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