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◆３月３日から３１日まで、渋谷区議会平成２１年第

◆今定例会の議案と結果は次の通りです。

１回定例会が開かれました。 渋谷区議会では、条例

各議案横の○×はフォーラムの態度表明、右は議会採決結果

により、３月，６月，９月，１１月の年間４回、区議

議案内容の最後の< >内は事前審査した所管の各委員会。

会定例会が開かれます。それ以外にも各委員会が随時

<総>総務区民、<文>文教、<都>都市環境、<福>福祉保健委員会

設けられます。その他、必要に応じて、議長招集によ

【３月１７日

り臨時議会が開かれる場合もあります。今定例会で

１監査委員の選任の同意

中間本会議にて議会採決分

1～17】
○：同意

は、約１ヶ月かけて、条例審議とともに、平成２１年

監査委員のうち１名(浅生 博介氏)の任期満了に伴い、新

度の渋谷区当初予算についての審査を行いました。詳

監査委員を選任（小林 春雄氏、税理士、代々木在住）

細は、下記の通りです。

２職員の勤務時間､休日､休暇等に関する条例の一部
改正

○：可決

勤務時間の改定(短縮)<総>

◆平成２１年度渋谷区各会計予算が審査され本会議

３職員の育児休業等に関する条例の一部改正○：可決

において可決されました。 ３月４日の本会議におい
て予算特別委員会が設置され、議長招集により全議員

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴う

を委員とする予算特別委員会が開かれました。委員会

規定の整備。育児短時間勤務制度も導入<総>

４職員の給与に関する条例の一部改正

の中で、総務区民・文教・都市環境・福祉保健の各分

○：可決

勤務時間の改定等に伴う規定の整備<総>

科会を設置し、３０日の委員会本決定に向け、各所管
の部門において、歳入歳出予算を審査しました。各分

５職員の退職手当に関する条例の一部改正 ○：可決

科会の審査及び予算特別委員会の本決定を経て、平成

準定年退職制度を廃止し、定年退職前の退職を勧奨退職と

２１年度各会計当初予算は、３１日の本会議で賛成多

する<総>

６幼稚園教育職員の勤務時間､休日､休暇等に関する

数で可決されました。

条例の一部改正

平成２１年度の各会計の予算は、次の通りです。

○：可決

特別区人事委員会勧告に基づく、勤務時間の改定等<文>

７幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正

【平成２１年度の各会計予算】
一

般

会

計

○：可決

８０９億３７００万円

国民健康保険事業会計

２０９億６０８１万４０００円

老人保健医療事業会計

４３１８万円

勤務時間の変更に伴う規定の整備<文>

８介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

平成 21 年度から実施される介護報酬の改定に際し、介護

介 護 保 険 事業会計 １０４億６４１７万５０００円
後期高齢者医療

事業会計

○：可決

保険料の急激な上昇を抑制するため、国から交付される介

４０億２３７５万６０００円

護従事者処遇改善臨時特例交付金を適正に管理するため

予

算

合

計

の基金を設置するのに必要な条例制定<福>

１１６４億２８９２万５０００円
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９平成２０年度一般会計補正予算(第３号) ○：可決

【３月３１日

本会議にて議会採決分

18～54】

18 選挙管理委員及び同補充員選挙

歳入歳出にそれぞれ６４億１０１０万２０００円を増額

○：当選

し、予算総額を８３７億９０４８万２０００円とするも

任期満了に伴う改選。指名推薦された４名の選挙管理委

の。歳出内容はライフピア西原取得割賦費繰上償還し、後

員、及び順位を決めて指名推薦された４名の同補充員を当

年度財政負担を６０億３０００万円余圧縮するもの、及び

選とすることに決定。

財政調整基金積立金に５０億円を積み増しするもの。歳入

選挙管理委員

財源は特別区税･特別区交付金･繰越金を計上。他に大和田
の繰越明許費設定と代官山施設の整備限度額の変更<総>

10 平成２０年度国民健康保険事業会計補正予算
(第１号)

○：可決

吉田 茂夫氏、

佐藤

晟氏、

三橋 勝郎氏、

山下 彰俊氏

順位別同補充員

①小林八枝子氏

②櫻井 悌子氏

（○内は順位）

③丸山多喜子氏

④小野

進氏

19 個人情報の保護 及び 情報公開審議会条例の一部

歳入歳出にそれぞれ３億７１５８万１０００円を増額し、

改正

○：可決

予算総額を２０６億６４１４万６０００円とするもの。歳

組織改正による規定の整備(所管が企画部→総務部)<総>

出内容は療養給付費と高額療養費が、当初見込みより件数

20 個人情報の保護 及び 情報公開審査会条例の一部
改正

や単価が増加したための保険給付費。歳入財源は国庫支出
金･療養給付費等交付金･都支出金を計上<総>

○：可決

19 と同じ（19 は審議会、20 は審査会）<総>

11 平成２０年度一般会計補正予算(第４号) ○：可決

21 震災対策総合条例の一部改正

○：可決

歳入歳出にそれぞれ３２億３６９万８０００円を増額し、

国･都･防災機関･鉄道機関･事業者･学校等に対し、一時収

予算総額を８６９億９４１８万円とするもの。歳出内容は

容場所確保を求めることや、新規中高層住宅に備蓄の責務

定額給付金事業、及び子育て応援特別手当事業にかかわ

を 明 確 化 す る 等 、 帰 宅 困 難 者 対 策 の 強 化 を 図 る <総 >

22 手数料条例の一部改正

るもの。歳入財源は国庫支出金･諸収入金を計上<総>

12 平成２０年度介護保険事業会計補正予算(第１号)

○：可決

薬事法改正並びに長期優良住宅の普及の促進に関する法

○：可決

律の制定に伴い、手数料の改定及び新設等を行う<総>

歳入歳出にそれぞれ１億３５３０万２０００円を増額し、

23 国民健康保険条例の一部改正

○：可決

予算総額を１０５億９２５２万８０００円とするもの。歳

被保険者としない者の対象者の追加(ファミリーホーム制

出内容は介護従事者処遇改善臨時特例基金の積立金。歳

度の児童)及び保険料率の改定等を行う<総>

24 狭あい道路の拡幅整備に関する条例

入財源は国からの交付金<福>

13 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定
の取消

狭あい道路の拡幅整備を促進するために必要な事項を定

○：可決

める条例を制定し、安全で快適な住環境の形成及び災害に

㈱ダスキンゼロケアが介護事業を譲渡し解散するため指

強い街づくりを実現させる<都>

25 教育委員会の委員の定数を定める条例

定を取り消す(ケアコミュニティ･原宿の丘)<福>

14 地域包括支援センターの指定管理者の指定の取消

○：可決

教育委員会の委員定数を現在の５名から、１名増やすため

○：可決

の条例制定<文>

26 放課後クラブ条例

13 と同じ<福>

15 高齢者在宅サービスセンターの指定管理者の指定

○：可決

放課後クラブの運営に関して必要な条例を定め、区の責任

○：可決

を明確化する<文>

27 松濤美術館条例の一部改正

ダスキンゼロケアの事業譲渡先である㈱ニチイ学館を指
定管理者に指定(ケアコミュニティ･原宿の丘)<福>

○：可決

開館時間の変更(展観<特別展示展>の期間は 10 時～18 時、

16 地域包括支援センターの指定管理者の指定○：可決

金曜日は 19 時まで。それ以外の期間は 9 時～17 時)<文>

28 区営住宅条例の一部改正

15 と同じ<福>

17 土地開発公社定款の一部変更

○：可決

○：可決

○：可決

公営住宅法施行令の一部改正に伴い、入居資格である収入

公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う定款

基準の見直し、及び必要な経過措置を定める<福>

29 介護保険条例の一部改正

の変更<総>
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○：可決

３年毎に実施される保険料率の改定及び非課税世帯への

（老人保健医療事業は､後期高齢者医療事業に変わってお

保険料段階に新段階･新区分を設ける<福>

り、２０年度までの請求遅れに対応するための予算措置)

30 区議会議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条
例の一部改正

46 平成２１年度介護保険事業会計予算

×：否決

昨年度当初予算に比べ０.１％(694 万 9 千円)増

47 平成２１年度後期高齢者医療事業会計予算○：可決

《議員提出議案》議員の費用弁償日額 5 千円を 5 百円に<総>

31 区長等の退職手当に関する条例の一部改正×：否決

昨年度当初予算に比べ０.６％(2454 万 8 千円)増

48 代官山複合施設建設建築工事請負契約

《議員提出議案》区長･副区長･教育長の退職手当の 30％減
額<総>

32 特別区税条例の一部改正

○：可決

青木あすなろ建設㈱と契約金額３億９１６５万円で、平成

×：否決

２２年６月３０日までの建築工事請負契約を締結<総>

49 新橋区民複合施設建設電気設備工事請負契約

《議員提出議案》区民税の減免制度の拡充を図る<総>

33 中小企業緊急特別対策資金貸付条例

○：可決

×：否決

○：可決

《議員提出議案》厳しい経済情勢の中、資金を必要とする中

岸野電気㈱と契約金額２億４７５万円で、平成２２年８月

小企業に対して、緊急に特別の対策資金を貸し付けるため

３１日までの電気設備工事請負契約を締結<総>

の条例制定<総>

34 道路占用料等徴収条例の一部改正

×：否決

その他 請願５件（いずれも賛成少数のため、不採択）
50 消費税の増税反対に関する請願

《議員提出議案》電柱やガス管等の道路占用料の引上げ<都>

35 保育料等徴収条例の一部改正

×：否決

51 雇用を守り、失業者に対する支援の強化を求める請
願

《議員提出議案》低所得層の世帯の保育料の軽減及び第３子

52 公的責任で放課後児童クラブの実施を求める請願

以降の保育料の無料化<文>

36 学童保育条例

×：否決

53 本町地域の学校統廃合の中止を求める請願
54 介護報酬の更なる引上げと制度改善の意見書提出

《議員提出議案》学童館を設置するための条例制定<文>

37 区立幼稚園条例の一部改正

×：否決

を求める請願

《議員提出議案》第３子以降の幼稚園保育料の無料化<文>

38 重度要介護高齢者福祉手当条例

×：否決

◆平成２１年度渋谷区当初予算の主な事業。

《議員提出議案》在宅の要介護 4.5 のかたに手当を支給<福>

39 高齢者生活支援手当条例

1.区民福祉の増進

×：否決

・新保育園開設(聖ヨゼフ保育園西原)定員 62 名

《議員提出議案》高齢者に保険料負担の一部を手当支給<福>

40 高齢者の医療費の助成に関する条例

・渋谷子育て支援センター開設

×：否決

・子ども発達相談センターの機能充実

《議員提出議案》医療費の自己負担の半額を補助する<福>

41 心身障害者福祉手当条例の一部改正

・ハチ公バス新規ルート運行(上原・富ヶ谷地区)

×：否決

・シニアクラブバス旅行充実(河津を追加)

《議員提出議案》支給対象の年齢及び所得制限を撤廃<福>

42 特定疾病患者福祉手当条例の一部改正

・高齢者生活援助サービスの対象拡大

×：否決

(要支援２以上→要支援１以上へ)

《議員提出議案》慢性肝炎、肝硬変･ヘパトームを特定疾病

・地域ネットワークサポート事業充実

に再指定する。支給される手当額を引き上げる<福>

(サポーター：8 地区 80 名→11 地区 110 名へ)

★30～42 は、財源が明確でないこと、他の制度･手当との

・特養ホーム(あやめの苑･代々木)増築 16 床増床

整合性に欠けること等から、フォーラムは反対しました。

43 平成２１年度一般会計予算

○：可決

・はつらつセンター参宮橋運営
・ケアステーション本町運営

昨年度当初予算に比べ７.９％(59 億 1500 万円)増

・親子ふれあい入浴デー拡大(年 12 回→24 回)

44 平成２１年度国民健康保険事業会計予算 ○：可決

・介護報酬改定(3％アップ)

昨年度当初予算に比べ３.３％(6 億 6824 万 9 千円)増

・妊婦検診公費助成拡大(5 回→14 回)

45 平成２１年度老人保健医療事業会計予算 ○：可決

・子どもｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成

昨年度当初予算に比べ９７.７％(17 億 9981 万 6 千円)減

・75 才以上ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ･肺炎球菌無料予防接種 継続
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・中小企業事業資金融資の小口資金の拡充

◆傍聴にいらっしゃいませんか！

・区民施設(大向・恵比寿・西原)整備

本会議および各委員会は傍聴することができます。

・旧代々木高校跡地複合施設整備(特養ホーム等)

区役所５階の区議会事務局で傍聴券をお渡ししま
す。是非お越しください。（大型の電動車椅子ご使

2.教育文化の向上
・本町地区小中一貫教育校建設工事(24 年 4 月開校)

用のかた、手話通訳の必要なかたは、あらかじめ薬

・小中学生クラブ活動推進

丸義人にご連絡ください）

・土曜学習クラブ 全小学校 20 校で実施
・放課後クラブの時間延長(午後７時まで)
・レジ袋削減啓発事業助成
・太陽光発電売電補助の実施
・1 人暮らし高齢者への火災報知器設置助成
・大型街路灯 30 基標準街路灯 5 基を省エネ型へ
◆ごみの出し方(ごみ袋)についてご案内。

東京 23 区推奨ごみ袋は、ごみの減量およびリサイク

★次回渋谷区議会第２回定例会は

ルの推進、収集作業や清掃工場における安定した焼却
管理の安全性などを目的に、23 区が一定の規格を満た

６月１１日(木)からの予定です‼

したごみ袋を認定し、使用を推奨してきました。
現在、市販されている一般的なごみ袋は、推奨ごみ袋
の規格と同程度となってきており、制度の目的を達す
ることができたため、平成２１年３月３１日で「東京
23 区推奨ごみ袋認定制度」を廃止しました。今後は、

薬丸義人の質問は６月１２日(金)

市販の中身の見えるごみ袋を使用してください。なお

午後１時からの予定です‼

これまでの推奨ごみ袋も引き続き使用できます。

◆犬の飼い主の皆様へお知らせ。
渋谷区では、平成２１年度より犬の鑑札と注射済票の

是非、傍聴にお越しください。
お待ちしています‼

デザインを一新しました。昨年６月の渋谷区議会第２
回定例会本会議において、私が代表質問で区長に質問
したことが実現しました。震災時等の迷い犬をゼロに
するためにも、装着をお願いします。

新デザイン犬鑑札

新デザイン注射済票
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