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きずな通信 
＜平成２８年第２回定例会 ＆ 第１回臨時会号＞ 第４４号 

シブヤを笑顔にする会         幹事長 薬
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《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 

 

◆６月９日から２２日までの会期で、渋谷

区議会平成２８年第２回定例会が開かれま

した。  

今定例会では、条例の改正案９件、平成２８年度

一般会計補正予算案１件、契約案件５件、報告案件

６件の他、請願１件、意見書１件、議員派遣１件等

について審議しました。 

６月９日の本会議において「シブヤ笑顔」からは

田中匠身議員が福祉・産業振興・災害対策・教育な

ど９点にわたり、区長・教育長に代表質問を行いま

した。内容は「しぶや区議会だより」または「渋谷

区議会ホームページ」をご覧ください。 

 

◆７月１日、渋谷区議会平成２８年第１回

臨時会を開催。都知事選挙の執行等に伴う

一般会計補正予算(第２号)を審議しました 

 区議会定例会真っ只中の６月１５日、舛添都知事

(当時)の辞任願が提出され、その日の都議会本会議

で同意議決されました。（６月２１日付 退職） 

 都知事が辞任すれば、当然選挙となります。選挙

には費用がかかり、渋谷区はその費用を補正予算と

して組み、区議会に諮らなければなりません。折し

も区議会定例会中でしたが、補正予算案を纏めるに

は時間が足りず、７月１日の臨時会開催となりまし

た。 

 補正予算額は２億８２９５万４千円です。 

歳出内容は、①都知事及び都議会議員補欠選挙

(渋谷区選挙区)の選挙執行事務費として１億１２

７０万９千円。 ②待機児解消のための賃借物件に

よる保育所整備に係る施設整備費・賃料補助金など

保育所等法外援護費に１億７０２４万５千円です。 

 歳入財源は①は全額が都支出金、②は国庫支出

金、都支出金と繰越金です。 

 本議案は全員賛成で可決しました。 

※保育所整備については、本来であれば９月末から

始まる第３回定例会で審議する予定でしたが、臨時

会の開催に合わせ前倒しの議案上程です。これによ

り施設整備は３ヶ月以上早めることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆第２回定例会の主な議案と採決の結果。 

（○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決の結果です） 

 

１行政手続における個人番号の利用等に関す 

る条例の改正      ○：可決(賛成多数) 

  自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の交付 

 申請に関する事務等をマイナンバー利用に追加。 

石原慎太郎氏が都知事４期目に入

って１年半後、突如国政に鞍替えした

ために２０１２年１２月に選挙。続く

猪瀬直樹氏は政治資金問題で１年で

辞任したため２０１４年２月に選挙。

そして今回の舛添要一氏辞任による

２０１６年７月の選挙･･･ 

 本来、都知事の任期は４年です。そ

れなのにこの４年間でなんと３回の

都知事選です。 

 この３回の都知事選で使われた費

用は約１３０億円！すべて税金です。 
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２ラブホテル建築規制条例の改正 

             ○：可決(全員賛成) 

 ①ラブホテルの定義規定の改正（一部抜粋） 

  ア.休憩利用や料金等の表示のある施設を追加 

  イ.ダブルベッド割合規制を総客室数１００以

上のホテルに適用しない 

  ウ.ロビーほか共用施設の配置階数規定の削除 

 ②不正にラブホテルを建築した者に対する改善 

  勧告、使用禁止命令、罰則（６ヶ月以下の懲役 

  又は５０万円以下の罰金）の適用を規定。 

 

 

 

 

 

 

 

３文化総合センター大和田条例の改正  

                         ○：可決(賛成多数) 

 ①指定管理者制度の導入。 

 ②さくらホール・伝承ホールの使用の承認に際し 

  使用料の５割を予納金として徴収する。 

 ③コスモプラネタリウム渋谷の貸切投影及び施 

  設の使用を規定する。（投影１回につき６万円） 

 

４子ども家庭支援センター条例の改正  

                         ○：可決(全員賛成) 

  子育て家庭の相談支援を総合的に対応し、連携

強化を図るため、「子ども家庭支援センター」を 

 「子ども発達相談センター」（神宮前 3-18-33）と

同一敷地に移転するもの。 

 

５公衆便所条例の改正  

                         ○：可決(全員賛成) 

  ハチ公前広場に女性用トイレと誰でもトイレ

を新設するもの。施設整備はネーミングライツ

(命名権)方式を採用。 

 

６平成２８年度一般会計補正予算（第１号） 

             ○：可決(賛成多数) 

  補正予算額は６億５１４１万１千円で、歳出 

内容は次の６項目です。 

①マイナンバーコールセンター開設期間の延長 

  （４８５万３千円） 

②個人番号カード臨時交付窓口設置期間の延長 

 （２１１万２千円） 

③通知カード・個人番号カード関連事務の委任に 

係る交付金 （５０９２万２千円） 

 ④代々木公園原宿門保育施設整備費等補助金及 

  び準備工事（１億５８１万１千円） 

 ⑤賃借物件による保育所整備事業に係る施設整 

  備費及び賃料補助金（３億７５１９万５千円） 

 ⑥西参道歩道橋撤去工事及び橋梁塗膜成分調査 

  （１億１２５１万 8 千円） 

歳入財源は国庫支出金、都支出金、繰越金です。 

 

７報告 

  ㈱渋谷都市整備公社、㈱渋谷サービス公社、渋

谷区土地開発公社、㈶渋谷区観光協会、(公財)渋

谷区美術振興財団の経営状況の報告等を聴取。 

 

◆『羽田空港新飛行経路案の安全上の課題

等に関する意見書』を決定しました。    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省ホームページより 

羽田空港新飛行経路案 

南風時、午後３時から午後７時まで 

飛行高度 3000ft(フィート) ＝ 約 900ｍ 

    〃  1500ft(フィート) ＝ 約 450ｍ 

黄色ルート     到着３１回／時 

 赤色ルート     到着１３回／時 

１０年前に条例を施行してから、区

内で新規のラブホテルは１件も建っ

ていません。今回の改正は、一般的な

ホテルの建設を必要以上に困難にし

ないためのものです。ラブホテルの建

築規制はしっかりと継続します。 

  

 

1500ft 

 

 
1500ft 
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<羽田空港新飛行経路案の安全上の課題等に関する意見書> 

国土交通省は、羽田空港の機能強化のためとして、午後３時か

ら７時までの間、南風運用時に都心上空を通過する新たな飛行

ルートを設定し、渋谷区の代々木から広尾の飛行ルートと初台

から恵比寿の飛行ルートで、上空９００ｍから６００ｍを飛行

して滑走路に進入する案を示している。 

本区内において最も高度の低い地域では、航空機の音は６８

から７４デシベルが想定されており、騒音や落下物に対する不

安の声が上がっている。 

よって、渋谷区議会は政府に対し、区民の不安の解消に努め、

安全上の課題等について区民から出された意見を真摯に受け

止め、対応するよう要望する。   

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

平成２８年６月２２日           渋谷区議会議長 

国土交通大臣 あて 

 

◆６月５日、『しぶや・よい歯のつどい』の

表彰式が行われました。今年は８０２０、

９０２０に加え１００２０達成者表彰も！  

今年は８０２０達成者（８０歳で２０本以上残っ

ている方）１１６名のうち６２名の方々と、９０２

０達成者１６名のうち６名の方々が文化総合セン

ター大和田・伝承ホールで行われた表彰式に出席さ

れました。そして 

今年は１００２０ 

達成者も登場。 

大正５年生まれ、 

木田ふさゑさん。 

実は大学の先輩か 

ら「母が１００歳 

で２２本歯が残っ     
区長と歯科医師会会長による 10020表彰 

ているが、表彰規 

定が８０と９０だ 

けなんだ」との話。 

それは１００２０ 

を想定していなか 

ったためです。 

早速、区及び歯科          表彰後に区長と記念写真
 

医師会に対応を依頼。めでたく表彰となりました。

表彰の際、壇上への階段の昇り降りの足取りも軽

く、笑顔の素敵な木田ふさゑさん。８０２０・９０

２０の皆さんの更なる目標となりました。 

◆『渋谷でセグウェイツアー』を目指して！  

 田中匠身議員が今定例会の代表質問で長谷部区

長に「渋谷区の観光振興施策としてセグウェイを導

入してはどうか」と質問しました。区長からは「区

の管理地から始めて、公道を利用したツアーが実現

できるようチャレンジしたい」との答弁でした。 

 これまでも渋谷区議会では、交通・公有地問題特

別委員会が「モビリティロボット実験特区」の認定

を受けてセグウェイの公道ツアーを行っている『つ

くば市』を視察しています。 

シブヤ笑顔では６月２４日に会派のメンバー全

員で、「搭乗型移動支援ロボット実証実験」（セグウ

ェイ公道ツアー）に取り組ん 

でいる『二子玉川』へ視察に 

行きました。 

二子玉川ライズの敷地内で 

のレクチャーのあと、みんな 

で１列になって公道(歩道)を 

お散歩しました。 

すれちがう歩行者や車から 

も大注目です。こちらも手を 

振ってご挨拶。周りの人に優 

しくなれる乗り物です。渋谷 

での早期実現を目指します。 
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◆認知症高齢者対応の『見守りキーホルダ

ー』の登録を受け付けています。(無料)    

 渋谷区在住かつ在宅の６５歳以上で、認知症の症

状があり、見守りが必要な方に対し、登録制で「個

別の番号」と「コールセンターの電話番号」が書か

れたキーホルダーを無料でお渡ししています。 

 個別の番号には住所・氏名・緊急連絡先（２名）

等の情報が登録されていて、２４時間・３６５日対

応のコールセンターに連絡が入ると、自宅あるいは

緊急連絡先に繋ぎます。申込・問合せは担当の地域

包括支援センターまでどうぞ。（数に限りあり。） 

★認知症が原因の不明届､昨年全国で12,208人(警察庁まとめ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆客引きしない宣言店「渋谷区環境浄化推

進店舗」のステッカーを交付しています。 

 渋谷区では飲食店等のお店が、客引き行為等をし

ない旨の誓約書を区に提出して、「渋谷区環境浄化

推進店舗」として認定された場合、ステッカーを交

付しています。是非ご活用下さい。区のホームペー

ジ等でも「渋谷区環境浄化推進店舗」を紹介します。 

 

 

 

 

 

             ステッカー見本 

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３回定例会は 

９月２９日(木)からの予定です‼ 

 

 

  
  ホームページ      フェイスブック 

 

この見守りキーホルダー、平成２４

年３月の第１回定例会本会議で私が

代表質問に立った際、当時の桑原区長

に導入の提案をしたものです。実現ま

でにだいぶ時間がかかりました。次は

位置情報を使ったものですね。 


