＜平成３０年第４回定例会号＞

渋谷区議会議員
渋谷区監査委員

シブヤを笑顔にする会
《渋谷区役所》 渋谷区宇田川町 1-1
（Ｈ31.1.15～）

第５４号
やく まる

よし

と

薬 丸 義 人

《自宅》 渋谷区恵比寿 2-17-20

℡ 03-3463-1046

℡ 03-3444-7575
また、これまで各施設に分散していた部署も新庁

◆１１月２８日から１２月１１日までの会
期で、渋谷区議会平成３０年第４回定例会
を開きました。

舎に集約します。
〇地域振興課統計調査係（商工会館より）
〇防災課（渋谷ヒカリエより）

仮庁舎での最後の区議会定例会となりました。今
定例会では条例改正案の他、区立小・中学校体育館

〇文化振興課（文化総合センター大和田より）

エアコン設置のための補正予算の審議等を行いま

〇環境政策課・生涯学習振興課・スポーツ振興課

した。主な議案の内容は３ページをご覧ください。

（神南分庁舎より）
仮庁舎については１月１５日より『第二美竹分庁

◆１月１５日、渋谷区役所・新庁舎へ移転。

舎』として、中央保健相談所及び生活福祉課を配置
します。

平成２７年１０月

渋谷公会堂は現在も建設中で、２０１９年５月竣

１３日に仮庁舎に移
転してから３年余り。

工・同年１１月に新装オープンする予定です。今回

皆様にはご迷惑をお

の区議会定例会において、議案提出された「指定管

かけしましたが、平

理者の指定」を賛成多数で可決しました。なお、新

成３１年１月１５日、

公会堂の位置は「公園道り」沿いとなります。

新庁舎での業務開始
となりました。
新庁舎は地上１５
階建で、高齢者や障
がい者福祉に関する
複数の相談・手続き
が１ヶ所で対応でき
るワンストップサー
ビスを導入、また３
階と・４階には授乳やおむつ交換ができる『ベビー
ケアルーム』を設置します。
自動車・バイク駐車場につきましては『渋谷区役
所前公共地下駐車場』等の公共駐車場をご利用くだ
さい。区役所には来庁者用の自動車・バイク駐車場
公園通りから見た 新・渋谷公会堂（建設中）

はありませんのでご注意ください。
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◆新庁舎フロア案内
階

フロア名称

配置部署等

15

交流

スペース４２８（多目的スペース）

14

議会

委員会室、区議会大会議室、大集会室

13

議会

区議会事務局、議長室、副議長室、議員控室、会議室、議場

12

まちづくり

まちづくり課、渋谷駅周辺整備課、住宅政策課、環境政策課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

11

まちづくり

都市計画課、建築課、土木部管理課、道路課、緑と水･公園課

10

財務・ＩＣＴ

ＩＣＴ戦略課、システム運用課、契約課、資産総合管理課、財政課、施設整備課、会計管理室

９

企画・総務

経営企画課、広報コミュニケーション課、総務課、区長室、副区長室、文書課、人事課、庁舎管理課

８

防災・安全

防災課、安全対策課、会議室

７

地域・健康・

地域振興課、商工観光課、オリンピック・パラリンピック推進課、文化振興課、生活衛生課、地域保健課、

スポーツ

生涯学習振興課、スポーツ振興課

６

税・国保

税務課、国民健康保険課（給付・納付相談・後期高齢者医療）、区政資料コーナー

５

福祉政策

福祉部管理課、高齢者福祉課、介護保険課、文書課（個人情報・情報公開コーナー）、
社会福祉協議会（総務課／成年後見支援センター／障がい者基幹相談支援センター）、シニアクラブ指導室

４

子育て・教育

保育課、子ども青少年課、教育委員会庶務課、学務課、指導室

３

暮らしの手続

住民戸籍課（転入・転出・戸籍・印鑑登録・印鑑証明・住民票・マイナンバー・特別永住者証明書）、

き

国民健康保険（加入・脱退・保険料の納付・国民年金）

福祉手続き・

障がい者福祉課（手帳・手当・難病・医療・サービス）、介護保険課（手続き・相談）、

相談

生活福祉課（生活困窮に関する相談・支援）、広報コミュニケーション課（広聴相談）、

２

１

ロビー

総合案内

社会福祉協議会（地域福祉課／ボランティアセンター／子ども支援課／ファミリー・サポート・センター）

総合案内

コンビニエンスストア、飲食店

２Ｆ 福祉手続き・相談（イメージ・区ＨＰより）

１Ｆ ロビー（イメージ・区ＨＰより）

３Ｆ 暮らしの手続き（イメージ・区ＨＰより）
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３渋谷公会堂の指定管理者の指定

◆１１月２日～３日『第６７回おはら祭』
を視察してきました。

○：可決(賛成多数)
名称：渋谷公会堂プロジェクトチーム

渋谷区と「観光・文化

構成団体：㈱アミューズ

交流協定」を締結してい
る鹿児島市。その鹿児島

ＬＩＮＥ㈱

市で毎年１１月に開催さ

㈱パシフィックアートセンター
指定管理の期間：2019.2.1～2029.3.31

れる南九州最大のお祭り
である『おはら祭』を視

４平成３０年度一般会計補正予算（第２号）
○：可決(全員賛成)

察してきました。
鹿児島市役所に市長・
市議会正副議長・観光交流局長を表敬訪問。夕方か

歳入歳出にそれぞれ９億３７２６万７千円を

らの夜まつり、翌日の本まつり合わせて２８７連、

増額し、予算総額を１０１２億１７８万とするも

約２５,０００人が踊りました。関東からも『渋谷

の。歳出内容は次の通りです。

おはら』として３４０人が鹿児島入りし、沿道の約

①ブロック塀対策工事
小学校７校

２５万人の観客にも渋谷をＰＲしてきました。

神南小・長谷戸小・広尾小・加計塚小・富谷
小・千駄谷小・鳩森小
中学校１校
笹塚中
②体育館空調設備（エアコン）設置工事
小学校１６校
神南小・臨川小・長谷戸小・広尾小・猿楽小・
加計塚小・常磐松小・幡代小・上原小・笹塚
小・西原小・富谷小・中幡小・千駄谷小・鳩
森小・代々木山谷小
中学校６校
広尾中・鉢山中・代々木中・原宿外苑中・笹
塚中・松濤中

◆今定例会の議案と採決の結果。

歳入財源は繰越金を充当。

★各議案横の○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決結果

１子育て支援施設条例の改正 ○:可決(全員賛成)

今後、国や都に対して補助金の申請を行います。

「にしはら子育てひろば」を開催する施設をス

※網掛けの学校はリース契約の予定。購入とリー

ポーツセンターから総合ケアコミュニティ・せせ

スを併用した方が納期短縮に繋がるためです。

らぎに変更するもの。平成３１年４月１日より。

２０１９年６月末までの設置を目指します。
なお、複数の体育館を持つ学校の場合、大体育

○：可決(賛成多数)

館のみの設置となります。災害時の避難所として

利用料金等を見直すもの。( )内は土日祝日。

の使用も想定し、全館設置を強く要望しました。

２渋谷公会堂条例の改正
9：00～12：00

195,000 円（

210,000 円）

また工事期間中２～３週間は体育館が使用で

13：00～17：00

510,000 円（

600,000 円）

きなくなります。その間は近隣校での体育館利用

18：00～22：00

690,000 円（

780,000 円）

等も検討しています。

9：00～22：00
年末年始 全日

1,200,000 円（1,380,000 円）
☆その他の議案内容については「しぶや区議会だ

2,025,000 円

※照明・映像・音響等の付帯設備の料金も改定。
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より」
「渋谷区議会ホームページ」をご覧下さい。

◆区内公衆便所・公園便所の改修について

薬丸義人プロフィール

渋谷区は２０２０東京オリンピック・パラリンピ

昭和３９年６月２３日

ックを契機として、真のインクルーシブ社会の実現

(東京オリンピック)

渋谷区広尾の日赤にて誕生

を目指すために、日本財団との連携協力により、誰

（かに座、Ｂ型）

もが快適に使用できる新しい公共トイレを協働し

渋谷同胞幼稚園

て設置していきます。

渋谷区立臨川小学校

今後、公衆便所１１施設、公園便所９施設につい

明大中野中・高（剣道部）

て２０１９年４月以降に工事着手し、２０２０年７

明治大学政治経済学部 卒

月までに改修対象全施設が竣工予定です。

昭和６２年 東京トヨペット㈱入社

★改修対象施設

渋谷営業所配属

【公衆便所】
❶西参道
❷裏参道
❸並木橋
❹代々木八幡
❺千駄ヶ谷駅前
❻神宮前
❼東三丁目
❽幡ヶ谷
❾区役所前
❿神宮前一丁目
⓫恵比寿駅西口
【公園便所】
❶代々木深町小公園
❷恵比寿南一公園
❸鍋島松濤公園
❹神宮通公園
❺はるのおがわｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾟｰｸ
❻西原一丁目公園
❼恵比寿公園
❽恵比寿東公園
❾笹塚緑道

翌年、人事部へ異動

代々木３－２７－１
千駄ヶ谷４－２８－１
東１－２７－２２
代々木５－１－２
千駄ヶ谷１－３５－６
神宮前１－３－１４
東３－２７－１
幡ヶ谷３－３７－８
神南１－５－１１
神宮前１－５－２３
恵比寿南１－５－８

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

富ヶ谷１－５４－１
恵比寿南１－２６－１
松濤２－１０－７
神宮前６－２２－８
代々木５－６８－１
西原１－２９－１
恵比寿西１－１９－１
恵比寿１－２－１６
笹塚１丁目地内

／ 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１３階の区議会事務局で傍聴手続きをお願
いします。新しい議場に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）

❶
❷

❽

★次回の渋谷区議会

❺

❻
❾
❹ ❺

平成３1 年第１回定例会は

❻
❿

❶

２月２5 日(月)からの予定です‼

❾ ❹

❸
ホームページ

❸

●公衆便所 １～11
●公園便所 1～9

フェイスブック

❼
❼⓫❽
❷

薬丸よしと
ホームページ
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http://yakumaru.info

討議資料

