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きずな通信 
＜平成２７年第３回定例会号＞ 第４０号 

シブヤを笑顔にする会         幹事長 薬
やく

 丸
まる

 義
よし

 人
と

 

《渋谷区役所》 渋谷区渋谷 1-18-21           《自宅》 渋谷区恵比寿 2-17-20 

《仮庁舎 》  ℡ 03-3463-1046                 ℡ 03-3444-7575 

 

◆新庁舎建設に伴い、平成２７年１０月１３日より仮庁舎での業務が開始されました。 

  渋谷区役所仮庁舎前（夕やけこやけルート） 

宮下公園前（神宮の杜ルート：渋谷駅ハチ公口行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    丘を越えてルートの方は「渋谷駅西口」でお降りください 

     神南郵便局（神宮の杜ル－ト：代々木駅行）        

     春の小川ルートの方は、旧渋谷区役所⇔仮庁舎は   「夕やけこやけルート」をご利用ください。ハチ公バス乗継乗車券発行 

神宮の杜ルート、代々木方面へは仮庁舎から旧区役所まで   「夕やけこやけルート」をご利用ください。ハチ公バス乗継乗車券発行 

 

仮庁舎フロア配置 ☎ 03-3463-1211（代表）※電話番号に変更はありません。※各部署への直通番号もこれまでと変更ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企画部】文化振興課 → 文化総合センター大和田３階，  情報管理課・ＩＣＴ戦略課 → 区役所前駐車場地下１階、 

【危機管理対策部】防災計画課・地域防災課 → ヒカリエ８階  【子ども家庭部】子ども家庭支援センター → 神南分庁舎３階 

【都市整備部】環境保全課 → 神南分庁舎３階  【土木清掃部】清掃リサイクル課 → 美竹分庁舎，清掃事務所 → 清掃事務所 

【教育委員会】生涯学習・スポーツ振興部 → 神南分庁舎３階 
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◆９月８日から１０月８日までの会期で、

渋谷区議会第３回定例会が開かれました。  

今定例会では１ヶ月かけて、条例等の審議と共に

平成２６年度の渋谷区各会計歳入歳出決算につい

ての審査を行いました。詳細は下記の通りです。 

        

◆平成２６年度渋谷区各会計歳入歳出決算

が審査され認定されました。  

９月９日の本会議において決算特別委員会が設

置されました。 

委員会では審査項目数が膨大であるため、総務・

区民環境・文教・福祉保健の各分科会を設け、皆様

の大切な税金が正しく使われたかを厳しく審査し

ました。各分科会での審査及び１０月７日の決算特

別委員会での本決定を経て、平成２６年度各会計歳

入歳出決算は１０月８日の本会議で賛成多数で認

定されました。 

一般会計   

歳入決算額    ９３６億４５９３万７９３４円 

歳出決算額    ８８２億０７１９万５８９０円 

差引残額     ５４億３８７４万２０４４円 

 

特別会計 

国民健康保険事業会計 

歳入決算額    ２３２億１５２３万３６０９円 

歳出決算額    ２２７億１５２３万３６０９円 

差引残額        ５億００００万００００円 

 

介護保険事業会計 

歳入決算額    １３３億５０８３万６８９３円 

歳出決算額    １２８億０８５７万１６５２円 

差引残額         ５億４２２６万５２４１円 

 

後期高齢者医療事業会計 

歳入決算額      ４８億７９８８万７２８８円 

歳出決算額      ４８億４２２３万４８６２円 

差引残額              ３７６５万２４２６円 

 

上記４会計の歳入歳出決算合計額       

歳入決算額  １３５０億９１８９万５７２４円 

歳出決算額  １２８５億７３２３万６０１３円 

差引残額      ６５億１８６５万９７１１円 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月７日 決算特別委員会での表決の様子(賛成者起立) 

 

◆決算特別委員会において渋谷区に対して

指摘した主な項目は下記の通りです。 

平成２６年３月の区議会第１回定例会において

可決した各会計予算に基づき、渋谷区は区政を執行

していますが、区民生活がより良いものとなるよ

う、区議会として決算審査の中で、予算執行率や事

業内容について、所管の理事者に対し数々の指摘・

要望をしています。主な内容は下記の通りです。 

 

●総務分科会 

【企画部】 

 1.法律相談については、充実した相談を実施する

ために、時間枠の拡大を図られたい。 

 2.川本喜八郎人形ギャラリーについては、渋谷区

の芸術的財産として充実した展示に努めると

ともに、作品の保管には十分配慮されたい。 

【総務部】 

 1.男女平等・多様性社会推進会議については、女

性団体等の代表が参加するよう図られたい。 

 2.公契約条例については、対象となる請負工事等

の労働環境向上のため、実効性のある運用を図

られたい。 

 

●区民環境分科会 

【危機管理対策部】 

 1.区内に設置する防犯カメラについては、適切な

運用と効果的な防犯対策を進めるため、危機管

理対策部が統轄管理する方策を検討されたい。 

 2.街区消火器については、初期消火体制を強化す

るため、区民への使用方法や設置場所の周知徹

底に努められたい。 
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【区民部】 

 1.耐震補強の必要な区民施設については、年次計

画をたて、逐次改修工事を進められたい。 

 2.地域交流センター及び区民会館については、区 

  民要望が多い日曜日夜間開館を検討されたい。 

【土木清掃部】 

 1.道路維持事業については、歩行者が安心して歩

道を通行できるよう、街路樹の根上がり対策等

を着実に進められたい。 

  

●文教分科会 

【子ども家庭部】 

 1.新島青少年センターについては、エアコンを設

置し、サッシ窓に改修するなど、快適に利用で

きるよう施設の改善を図られたい。 

【教育振興部】 

 1.交通安全教育については、事故防止のため、ス

ケアード・ストレイト方式※の交通安全教室を

他の所管とも連携して行われたい。 

 

 

 

 

 

  
   ※スケアード・ストレイトとは…スタントマンによる 

     リアルな交通事故の再現を取入れた交通安全教室。 

 2.体育館については、健康面や教育効果の観点か

ら、冷房化を推進されたい。 

【生涯学習・スポーツ振興部】 

 1.社会体育一般については、地域のスポーツ振興

をさらに推進するため、必要な予算を確保さ

れたい。 

  

●福祉保健分科会 

【福祉部】 

 1.民生委員については、欠員解消に努められた 

  い。また、敬老金の配付時期については柔軟に 

  対応されたい。 

 2.コミュニティバスについては、福祉バスの視点

で運営を行うとともに、仮庁舎の利用者の利便

性にも配慮されたい。 

 3.認知症予防・相談推進事業については、認知症

初期段階以前の方への対応が効果的であるた

め、相談体制等の強化に努められたい。 

 4.障害者の移動支援事業については、対象拡大や 

 時間延長を検討されたい。 

【健康推進部】 

1.健康日本一健康づくり事業については、生活習 

 慣改善の啓発や健康診断の受診促進など、総合 

 的な施策の推進に努められたい。 

 

◆今定例会の議案と採決の結果。 

★各議案横の○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決結果 

１人権擁護委員の候補者について（諮問） 

               ○：支障のない旨 答申(全員賛成) 

 吉田 俊則氏（上原在住） <新任> 

   弁護士、渋谷区法律・交通事故相談員 

２副区長の選任の同意について  

             ○：同意(賛成多数) 

 澤田 伸氏（江東区有明在住） 

   職歴：ＵＣＣ上島珈琲(株)、(株)博報堂、 

   パシフィックゴルフマネージメント(株)、 

   (株)ロイヤリティマーケティング。 

   渋谷区で初となる民間からの副区長 

  選任です。最終職歴は、共通ポイント 

  サービス「Ｐｏｎｔａ（ポンタ）」を 

  運営する会社の執行役員でした。 

  ９月１７日中間本会議での同意を受け、 

  １０月１日より副区長としての公務に 

  就かれています。 

 

３行政手続における特定の個人を識別する 

 番号の利用等に関する条例  

             ○：可決(賛成多数) 

  いわゆる「マイナンバー」の利用及び個人情報 

 の提供に関し、必要な事項を定めるもの。 

４個人番号カードの利用に関する条例  

             ○：可決(賛成多数) 

  個人番号カード（マイナンバーカード）を印鑑 

 登録証としても利用できるようにするもの。 

 

☆その他の議案や請願等の概要と結果については 

「しぶや区議会だより」「渋谷区議会ホームページ」 

 をご覧下さい。 
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◆マイナンバーの通知が始まります。 

 マイナンバーとは、社会保障・税番号制度の導入 

に伴い、住民票のある全ての人に付けられる固有の

１２桁の番号です。 

平成２８年１月から、社会保障・税・災害 

対策について国や地方公共団体などの行政手 

続で必要になります。また企業・団体にお勤 

めの方は健康保険や源泉徴収等の手続で勤務 

先にマイナンバーの提示が必要です。 

 

今後の流れ  

１．自治体がマイナンバー通知カードを送付します 

   １０月下旬から１１月末にかけて、区市町村か 

   ら各世帯主あてに世帯人数分のマイナンバー 

   の「通知カード」を簡易書留で送付します。 

２．簡易書留を受領し、中身を確認します 

   世帯分のマイナンバー「通知カード」と「個人 

   番号カードの交付申請書」「申請書送付用封筒」 

   「説明用パンフレット」が同封されています。 

３．個人番号カードを申請します 

   申請は郵送かＰＣ・スマホ等によるオンライン 

   です。またカードの交付手数料は無料です。 

   ※カードの申請は任意ですが、是非申請しましょう！ 

４．個人番号カードを受け取ります 

   平成２８年１月以降、交付通知書を送付します 

   そこに記載の交付場所で個人番号カードを受   

   け取ります。 

       個人番号カードの見本（表面と裏面）  

 

 

 

 

 

◎通知カードは紙製のカードで氏名・住所 

・生年月日・性別・マイナンバーが記載 

されています。なお顔写真は入りません 

ので、身分証明書にはなりません。 

◎個人番号カードは顔写真が入りますので、 

本人確認のための身分証明書として利用 

できるほか、ＩＣチップが埋め込まれて 

いますで、印鑑証明書等のコンビニ交付 

や税の電子申請でも利用できます。 

薬丸義人プロフィール 

昭和３９年６月２３日 (東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ) 

渋谷区広尾の日赤にて誕生 

（かに座、Ｂ型） 

渋谷同胞幼稚園 

渋谷区立臨川小学校 

明大中野中・高（剣道部） 

明治大学政治経済学部 卒 

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社 

渋谷営業所配属 

翌年、人事部へ異動 

平成４年 中央商工㈱を継承 

     （民間車検工場） 

平成１７年 第１０回自動車整備技能競技東京大会において金賞受賞 

   ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

平成１９年 渋谷区議会議員選挙にて初当選 

平成２３年 ２期目当選 

平成２７年 ３期目当選 

区議会役職 

シブヤを笑顔にする会 幹事長 （５人会派） 

福祉保健委員会委員 ・ 議会運営委員会委員 

庁舎問題特別委員会委員 ・ 渋谷区防災会議委員 

渋谷区国民保護協議会委員 ・ 渋谷区土地開発公社評議員 

 

◆傍聴にいらっしゃいませんか！ 

本会議および各委員会は傍聴することができます。 

区役所(仮庁舎)第２庁舎２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。 

（手話通訳の必要な方は、あらかじめ薬丸義人にご

連絡ください） 

 

★次回の渋谷区議会第４回定例会は 

１１月２６日(木)からの予定です‼ 

 

 

 

 


