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＜平成２９年第３回定例会号＞ 第４９号 

シブヤを笑顔にする会     渋谷区議会議員  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 

 

◆９月２８日から１０月２６日までの会期

で、渋谷区議会平成２９年第３回定例会を

開きました。  

今定例会では１ヶ月かけて、条例等の審議を行う

と共に平成２８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。 

 

◆平成２８年度渋谷区各会計歳入歳出決算

を審査し、賛成多数で認定しました。  

決算特別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２５

日の決算特別委員会での本決定を経て、平成２８年

度各会計歳入歳出決算は１０月２６日の本会議で

賛成多数で認定されました。 

一般会計   

予算現額   ９２４億１０３６万３３０６円 

歳入決算額    ９４８億８７２５万５２５０円 

歳出決算額    ８５３億７００９万５９３９円 

差引残額     ９５億１７１５万９３１１円 

（予算執行率：歳入１０２.７％、歳出９２.４％） 

 

特別会計 

国民健康保険事業会計 

予算現額   ２９０億３４６７万１０００円 

歳入決算額    ２７１億５８８１万１３２５円 

歳出決算額    ２６６億５８８１万１３２５円 

差引残額        ５億００００万００００円 

（予算執行率：歳入９３.５％、歳出９１.８％） 

介護保険事業会計 

予算現額   １４４億１５９５万９０００円 

歳入決算額    １４２億７５８４万２６１８円 

歳出決算額    １３７億０２６２万６８０１円 

差引残額         ５億７３２１万５８１７円 

（予算執行率：歳入９９.０％、歳出９５.１％） 

 

後期高齢者医療事業会計 

予算現額    ５０億８８０４万９０００円 

歳入決算額      ５１億３５２１万９５０７円 

歳出決算額      ５０億５５１３万３００６円 

差引残額            ８００８万６５０１円 

（予算執行率：歳入１００.９％、歳出９９.４％） 

 

上記４会計の歳入歳出決算合計額       

予算現額  １４０９億４９０４万２３０６円 

歳入決算額  １４１４億５７１２万８７００円 

歳出決算額  １３０７億８６６６万７０７１円 

差引残額     １０６億７０４６万１６２９円 

（予算執行率：歳入１００.４％、歳出９２.８％） 

※予算現額･･･当初予算とその年度の補正予算を合計した額。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月２５日 決算特別委員会での表決の様子 (賛成者起立) 
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◆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。 

 

  長谷部健区長が平成２７年４月に区長 

就任後、初めて本格的に編成したのが、 

平成２８年度予算でした。 

この予算に基づき、渋谷区は区政を執 

行しました。区議会では区民生活がより 

良いものとなるよう、決算特別委員会の 

各分科会審査の中で、予算執行や事業内 

容について、所管の理事者(部長・課長） 

に対して数々の指摘や要望をしました。 

その一部をご紹介します。 

 

 

●総務分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〇しぶや区ニュースについては、誰もがわかりやす

い紙面の編集に努めるとともに、全戸配布に加え

て、コンビニエンスストアへの配置拡大を検討さ

れたい。（経営企画部） 

〇法律相談については、区民に寄り添う対応を行う

ため、事前予約制の導入、事例集の作成など、相

談体制の一層の充実・強化に努められたい。（経

営企画部） 

〇学校施設については、教育委員会との連携を密に

して、不具合があれば、速やかに改善されたい。

特にトイレの洋式化について、未実施校は早急に

実施されたい。（総務部） 

〇安全対策推進事業については、客引き行為等防止

指導員の増員を図るため、指導講習会の回数を増

やすよう努められたい（危機管理対策部） 

〇期日前投票所における用紙交付については、有権

者の混乱を防ぐため、選挙別に投票用紙を交付す

る等、環境整備を検討されたい。（選挙管理委員

会事務局） 

 

●区民環境分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〇建築物の耐震促進補助事業については、事業の継

続と更なる充実を図られたい。（都市整備部） 

〇公園便所については、丁寧な清掃を行うなど、利

用しやすい環境整備に努められたい。（土木清掃

部） 

〇スケアード・ストレイト※による交通安全教室に

ついては、中学生が在学中に一度は参加できるよ

う図られたい。（土木清掃部） 

             ※スケアード・ストレイトとは･･･ 

                スタントマンによる実際の交通事故 

を見ることで、交通ルールを遵守す 

ることの大切さを体感させる教育。 

 

〇区民施設については、トイレの洋式化を積極的に 

進められたい。（区民部） 

〇ハッピーマザー出産助成金については、出産時の

経済的な負担軽減のため、支給額を更に増額する

とともに制度の周知にも努められたい。（区民部） 

〇ふるさと納税制度については、区をあげて減収対

策の検討に努められたい。（区民部） 

 

  地方都市において、ふるさと納税に 

よる増収がある一方、渋谷区においては、 

他自治体へのふるさと納税による税金の 

流出に歯止めがかかりません。 

  ふるさと納税による渋谷区の区民税の 

減収は、平成２６年度が約７７００万円。 

２７年度が約１億５８００万円。２８年 

度が約７億５０００万円。そして２９年 

度の直近のデータでは約１３億１千万円 

です。このまま行くと区民サービスにも 

影響が出かねない状況です･･･ 

 

 

●文教分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〇新島青少年センターについては、区民等が快適に

利用できるよう各部屋にエアコンを設置された

い。また、備品等の買い替えも進められたい。（子

ども家庭部） 

〇病児保育等利用料助成については、重要な子育て

支援策であるので、今後も助成を継続されたい。

（子ども家庭部） 

〇学校給食については、食べ残しが生じる原因を把

握し、児童が完食するおいしい給食の提供に努め

られたい。また、栄養士の全校配置についても検

討されたい。（教育振興部） 

〇移動教室の実施にあたっては、校外活動の専門家

等と連携し、安全確保に努められたい。（教育振
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興部） 

〇社会教育館運営については、トイレの洋式化への

改修を早急に進められたい。また、中長期的な視

点から施設のあり方を検討されたい。（生涯学

習・スポーツ振興部） 

 

●福祉保健分科会＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

〇シニアクラブ活動助成のバス旅行については、参

加者の要望も参考にして行き先を検討されたい。

（福祉部） 

〇敬老金贈呈事業については、対象者が増える中で

引き続き民生委員の意見も聴いて、贈呈方法を検

討されたい。（福祉部） 

〇障害者の移動支援事業については、障害者のニー

ズをよく聴いて、さらに多くの用途で支援できる

よう、対象の拡大を検討されたい。（福祉部） 

〇障害者福祉センター運営については、障害者が特

別支援学校卒業後も、引き続き専門職による指導

をはぁとぴあ原宿等で受けられるよう検討され

たい。（福祉部） 

〇予防接種については、接種率が向上するよう周知

を工夫し、関係部署、医療機関、介護事業者との

連携にも努められたい。（健康推進部） 

〇がん予防事業については、検診の受診率が向上す

るよう様々な工夫をするとともに、内容をさらに

充実するよう検討されたい。（健康推進部） 

 

◆平成２８年度の主要な施策の事業概要。  

〇認可保育所４園の新設や定員の拡大等により、保

育定員を３３６人増。保育士確保のための宿舎借

り上げ費用の一部を事業者に助成。 

〇客引き行為等に対する指導体制強化のため、新た

に警察官ＯＢ３名によるパトロールを開始。 

〇重症心身障害児などの自宅へ保育士を派遣する

居宅訪問型保育事業を実施。 

〇初期認知症高齢者に対して家庭訪問を行う集中

支援チームを４チームに拡充。早期対応を図る。 

〇避難所等備蓄食料品を全てアレルギーフリー化。 

〇青少年海外派遣（フィンランド・中国）にアメリ

カ合衆国・シリコンバレーを新たに追加。 

〇広報誌「しぶや区ニュース」の紙面を刷新し、配

布方法も新聞折り込みから全戸配付に変更。 

◆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副区長の選任の同意について 

                              ○：可決(全員賛成) 

 柳澤 信司 氏 

  千葉博康副区長の任期満了に伴い、新たに選任 

 職歴 昭和５６年･渋谷区区民部受付相談課勤務、 

 防災課長、国保年金課長、福祉保健管理課長、都 

 市計画課長、総務課長を経て、平成２６年･危機 

 管理対策部長、平成２８年･福祉部長。 

 

２区営住宅条例の一部改正  

             ○：可決(賛成多数) 

  幡ヶ谷二丁目住宅を新設。高齢者・身体障害 

 者・一般世帯向け住宅と保育園等の複合施設。 

 

３負担付き譲与の受入れについて  

             ○：可決(全員賛成) 

  都営恵比寿西アパートについて、渋谷区営住宅 

 用として建て替えることを条件（負担）に、東京 

 都より敷地・建物の譲与を受けるもの。 

  現状は住宅・集会所ですが、建て替え後は区営 

 住宅・保育園・認知症高齢者グループホーム・生 

 活介護施設等の複合施設とするもの。 

 

４平成２９年度一般会計補正予算（第３号） 

             ○：可決(全員賛成) 

  歳入歳出にそれぞれ１８億６０３１万４千円 

 を増額し、本年度の一般会計予算総額を９４７億 

 ３０３万５千円とするもの。 

  歳出内容は下記の４項目です。 

 ①保育施設用地取得費に１６億１千万円。 

 ②神南分庁舎複合施設設計に９９０９万３千円。 

 ③生活保護費・児童手当等の超過交付に伴う国庫

返還金・都返還金に約１億５１２２万１千円。 

 歳入財源は繰越金を計上。 

 

５平成２９年度一般会計補正予算（第４号） 

             ○：可決(全員賛成) 

  歳入歳出にそれぞれ９８２９万３千円を増額 

 し、本年度の一般会計予算総額を９４８億１３２ 

 万８千円とするもの。 
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  歳出内容は全て衆議院議員選挙に関わるもの。 

 歳入財源は都支出金及び繰越金を計上。 

 

☆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。 

  

◆１０月１日より渋谷区コミュニティサイ 

クルがスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷区コミュニティサイクルは、どこのサイクル

ポート(専用駐輪場)でも自転車のレンタル・返却が

できるレンタサイクルです。２９年度は２０ポート、

２００台の電動アシスト自転車を配車予定。２０２

０年までに５０ポート、５００台を目指します。 

登録・詳細は 渋谷区 コミュニティサイクル  検索 

      【これは個人向け料金です。法人向けもあります】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬丸義人プロフィール 

昭和３９年６月２３日 (東京オリンピック) 

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 

平成２９年５月 渋谷区監査委員（議員選出）就任 

区議会役職 

シブヤを笑顔にする会  ／ 渋谷区監査委員 

総務委員会委員 ／ 交通・公有地問題特別委員会委員  

渋谷区清掃・リサイクル審議会委員 

 

◆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  

平成２９年第 4 回定例会は 

11 月２7日(月)からの予定です‼ 
 

 

          ホームページ    フェイスブック 

 

 

 

ホームページ・フェイスブックもご覧下さい！ 


