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シブヤを笑顔にする会 

 

薬 丸 義 人 

＜令和２年第１回臨時会＆第２回定例会号＞ 第６０号     

 

 

 

 

 

 

 

◆６月３日～１７日の会期で令和２年第２回定例会を開催。 
◆本会議で｢シブヤを笑顔にする会｣代表質問を行いました。 
◆羽田空港新飛行ルートの再考を国に求める意見書を議決。 
◆５月 11日に臨時会を開催し特別定額給付金の補正予算を審議。 

 

◆６月３日の第２回定例会初日の本会議に

おいて｢シブヤを笑顔にする会｣を代表して

長谷部区長・豊岡教育長に質問しました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策について  

薬丸福祉施設等における新型コロナ感染時の対応

について。クラスター発生時には感染症専門家、保

健所、医師、看護師、法人職員、区職員等で構成さ

れる専用の対策チームを設置しては。また、こうし

た緊急事態では感染状況の「数の報告」だけではな

く、具体的な対策・対応についてもお知らせすれば

近隣住民や区民の安心につながるのではないか。 

区長看護師を含む施設職員や区職員等で構成する 

対策チームを設置し、保健所や医師会等の助言・指 

 

導を受けながら迅速に支援体制を整える。また、広

報については改善が必要と考える。数の開示に留ま

らず、対策や対応、見通しなど有益な情報をホーム

ページや区ニュース等でわかり易く伝えていく。 

 

薬丸低所得世帯・ひとり親世帯への生活支援として

子育て世帯臨時特別給付金に区独自の上乗せを。 

区長これらの世帯への支援は緊急性を要する課題

であり、スピード感を持って対応することが重要。

区独自の支援策を早急にまとめ速やかに実施する。 

 

 

 

 

薬丸区施設の閉鎖に伴い「こどもテーブル」がお休

みとなった。テイクアウト等ができれば、食で困る

子どもあるいは親子の支えになったのではないか。 

区長複数の団体でこれらの方法を検討中と聞いて

いる。有効な方法なので各団体に実施を勧めていく 

 

薬丸３か月に及ぶ臨時休校、４９日間の緊急事態宣

言下で在宅勤務や育児・介護が続き、家庭内でのス

渋谷区議会議員 

早速１人 10,000円分のクオカード※を児

童育成手当受給者あてに送付すること

を決定！ ※支給手続きが現金より早いため 
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トレスが急増、ＤＶ・虐待が増えている。ＤＶ防止、

乳幼児・子ども・高齢者虐待防止についての所見を。 

区長ＤＶ・虐待の相談窓口周知を図るとともに、電

話や訪問等により、状況確認を適宜行っている。 

教育長休校中に学級担任等が子どもへの電話や面

談を通して早期発見・早期対応に努めるよう指導。 

 

薬丸４/１４から５/６まで「フードデリバリー利用

促進キャンペーン」が実施されたが第２弾は？｢渋

谷区テイクアウト・デリバリーＭＡＰ｣の活用は？ 

区長ＭＡＰは様々な媒介でＰＲを進め、区商連とも

連携しながら掲載店舗数拡充を進める。第２弾はよ

り中期的な効果を創出できる仕組みを検討中。飲食

店に加え、広く区内産業を支援していきたい。 

 

 

 

薬丸飲食店・小売・カラオケ・ジム・エステなどコ

ロナの影響を受けているテナントに対し、一刻も早

い区独自の家賃支援制度の導入を。 

区長家賃支援が第２波、第３波にも及ぶとともに、

一般住宅の家賃支援にも波及すること、来年度以降

の税収減など総合的に考えると困難さがある。 

 

薬丸渋谷ハチコウ大学の講座再開について伺う。ま

た、受講申込の電子申請システムが非常にわかりづ

らいので改善を。 

区長７月から感染防止対策をとり講座を再開。会場

形式に加えて動画による講座配信を準備中。電子申

請は操作性に課題があり、独自システムを構築中。 

 

◆安全・安心なまちづくりについて 

薬丸緊急事態宣言が解除となると、繁華街でのいわ

ゆる｢ぼったくり店｣の存在を心配している。客引き

行為等防止指導員の加配等による巡回強化や時間

の延長をお願いしたい。また罰則の強化として過料

徴収を条例に織り込んでいただきたい。 

区長指導員は本年度より１名増員、５月からは警備

委託による巡回指導をスタートさせた。過料につい

ては現状の運用手法を継続し客引き一掃を目指す。 

 

薬丸東京都は土砂災害防止法に基づき、昨年９月に

渋谷区内１１の区域を「土砂災害警戒区域」に、内

９か所を「土砂災害特別警戒区域」にそれぞれ指定

した。土地所有者に対し、がけや擁壁の整備・修繕

が必要となった際の助成を検討いただきたい。 

区長大型台風や地震等の災害への対策は、区民の安

全安心に関わる問題でもあり、区独自の助成制度に

ついて財政面や制度面の研究・検討を行う。 

 

◆ふるさと納税について 

薬丸本年度より本区においてもふるさと納税を活

用した寄附の受付がスタートする。リターン、返礼

品については具体的にはどのようなプランを検討

しているのか。またインクルーシブ公園整備や記念

植樹(緑化推進)、こどもテーブルなど使い道で選ぶ

寄附型のふるさと納税について所見を伺う。 

区長千駄ヶ谷の将棋会館でのプロ棋士との対局や

SHIBUYA SKY 貸切サービス、セルリアン東急ホテル

のディナー付きスイートルーム宿泊、コンサート、

演劇、ファッション・スポーツイベント等を考えて

いる。寄附型ふるさと納税は導入に向け検討中。 

 

 

 

 

 

 

◆マイナンバーカードについて 

薬丸国は令和４年度までにマイナンバーカードの

１００％交付を目指している。移行段階として先月

紙製のマイナンバーの「通知カード」が廃止となっ

た。こうした現状を見ると、課題はあるがマイナン

バーカードの取得を進めていくべき。これまで区民

サービスセンター等で実施してきた「出張申請サポ

ート」を出張所単位に拡大して実施してはどうか。 

区長今後、国においてシステム改修や更なる利便性

の向上、口座情報の紐付け等が期待される。動向を

見極め、出張申請サポート等の普及策を検討する。 

 

◆交通政策について 

薬丸ハチ公バスについて、シニアパス・障がい者割

引・共通定期券・乗り継ぎ割引等を実現させるため、

各路線の運賃収入を一旦区にプール(集約）し、運

渋谷区テイクアウト・デリバリーＭＡＰ 

https://oishibuya.com 

 

これまで渋谷区民が他自治体へ払っ
たふるさと納税による渋谷区の減収額
は、平成３０年度が１７億４４００万円、令
和元年度が２３億３５００万円、本年度令
和２年度見込みは約２８億４０００万円！
年々増加する流出額は、区民サービス
にも影響を及ぼすレベルです・・・ 
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渋谷区議会ホームページで 

議会中継をご覧いただけます 

 

       質問：５０分間 

       答弁：４０分間 

        是非ご覧下さい 

行回数・運行距離等の一定のルールにより再分配す

る「運賃プール方式」の導入を提案する。そのため

に必要な地域公共交通計画(マスタープラン)の策

定及び法定協議会の設置の検討を。 

区長国や都の動向、他地区の取り組み状況などを踏

まえ、計画の策定やそれに伴う法定協議会の設置に

ついて調査研究を進める。 

 

薬丸東京都では４月より自転車保険の加入が義務

づけられた。これは自転車事故増加が原因。そこで

幼児・児童へのヘルメット着用の義務化を提案す

る。また、ヘルメット着用を推進するためにも、購

入費用の助成をお願いしたい。 

区長購入助成は着用を促すうえで効果的な普及啓

発の手法と考える。実施に向け検討する。条例によ

る義務化は他の自治体の取り組みを参考に検討。 

 

◆教育について 

薬丸長い休校により学習計画の見直しが避けられ

ない。今後どのように指導を進めていくのか伺う。 

教育長授業時数の確保に向け、陸上記録会等の連合

行事を中止し、授業日を７月３１日まで延長。授業

時間の短縮による授業コマ数の確保や土曜授業に

ついては、各学校の実情に応じて判断していく。 

 

薬丸臨時休校の要請は突然。いつまた要請が出され

ても対応できるように、日頃から教室でオンライン

授業を行うなど、そうした環境に慣れておくことも

必要と考える。また、オンライン授業は不登校や入

院中の児童生徒、あるいはインフルエンザ等による

学級閉鎖の際にも活用できるのでは。 

教育長議員ご指摘の通り、学級閉鎖の際にも活用で

きる。コロナ終息後もオンライン学習実施日を決め

るなど、今後の備えとして取り組みを継続する。不

登校や入院中の児童生徒への活用と併せて、学校と

連携を図りながら活用方法を研究し充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

◆今定例会の主な議案と採決の結果。 

★各議案横の○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決の結果 

１令和２年度一般会計補正予算（第２号） 

             ○：可決(賛成多数) 

  歳入歳出にそれぞれ５億７１９９万２千円を 

 増額し、予算総額を１２９４億２２１６万円と 

 するもの。歳出内容は次の通りです。 

 ①ふれあい植物センター改修工事に４６９２万

６千円。完了は令和４年度の予定。 

  ②新型コロナ対策として、育児パッケージ事業に 

  ２９１９万３千円。妊婦に対してタクシー券と

しても使える子ども商品券 10,000円分を配付。 

 ③区内企業の創業支援に２５８７万３千円。 

 ④コロナ対策の予備費として４億７０００万円。 

 歳入財源は都支出金・繰越金を計上。 

 

２令和２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２億８６４０万円を増額 

 し、予算総額を１２９７億８５６万円とするも 

 の。歳出内容はコロナ対策の生活困窮者自立支援 

 事業で住居確保給付金に２憶８６４０万円。通常 

 申請が年３０～５０件のところ８５０件と予想。 

   歳入財源は国庫支出金・繰越金を計上。 

 

３令和２年度国民健康保険事業会計補正予算 

 （第１号）        ○：可決(全員賛成) 

  歳入歳出にそれぞれ３７５万円を増額し、予算 

 総額を２４６億２６９２万２千円とするもの。 

  歳出内容はコロナ感染(疑いを含む)で労務に 

 服することができない期間の傷病手当金として 

 ３７５万円。  歳入財源は都支出金を計上。 

 

４特別区税条例の改正       ○：可決(全員賛成) 

  地方税法の改正に伴う、未婚のひとり親に対す 

 る税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し。婚 

 姻歴の有無や男女による不公平をなくし、未婚の 

 ひとり親に対し非課税措置や控除を適用する。 

 

５スポーツ施設条例の改正  ○：可決(全員賛成) 

  代官山スポーツプラザのプールの平日開場時 

 間を２時間早め、７時から２１時とするもの。 
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６特別養護老人ホーム条例等の改正  

                         ○：可決(全員賛成) 

  高齢者ケアセンター跡地に建設中の特養等の 

 名称を「渋谷区かんなみの杜・渋谷」「渋谷区か 

 んなみの杜・渋谷高齢者在宅サービスセンター」 

 とするもの。住所の「神南」は明治神宮の南にあ 

 ることから「かんなみ」と呼ばれていました。 

 

☆その他の議案等については「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。 

 

◆６月１７日に意見書を議決。提出を決定。 

羽田空港新飛行ルートの再考を国に求める意見書 

 国は本年３月２９日より、国際線の増便を主な目的とした羽田 

空港新飛行ルートの本格運用を開始している。 

 しかし、現在、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によ

り、東京２０２０大会が延期になるなど、国際便が大幅な減便とな

っている中、渋谷区民から「騒音がひどすぎて、窓も開けられな

い。」「落下物が心配だ。」といった苦情が多数寄せられている。 

 こうした状況を鑑み、６月３日に国土交通大臣は、羽田空港新

飛行ルートの固定化を回避するための方策を早急に検討するた

め、有識者及び専門家による検討会の立ち上げを表明した。 

 よって、引き続き渋谷区議会は国会及び政府に対し、区民の不

安を解消するため、羽田空港新飛行ルートの固定化を避ける取り

組みを早急かつ具体的に再考するよう国に強く求める。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和２年６月１７日             渋谷区議会議長名 

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣 あて 

 

◆５月１１日 臨時会の議案と採決の結果。 

★各議案横の○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決の結果 

１令和２年度一般会計補正予算（第１号） 

             ○：可決(全員賛成) 

  歳入歳出にそれぞれ２３６億１１６万８千円 

 を増額し、予算総額を１２８８億５０１６万８千 

 円とするもの。歳出内容は次の通りです。 

 ①特別定額給付金給付事業費に２３２億円（１人

１０万円）。事務費に２億２２１６万１千円。 

  ②子育て世帯臨時特別給付金給付事業費に１億

４７００万円。事務費に６００万７千円。 

 ③渋谷区ＰＣＲセンター運営に２６００万円。 

 歳入財源は国庫支出金・繰入金を計上。 

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で金賞受賞 

   ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊  ＊ 

平成１９年 渋谷区議会議員選挙にて初当選 

平成３１年 ４期目当選 

区議会 会派・委員会等所属 

シブヤを笑顔にする会   

区民環境委員会委員長 ／ 自治権確立特別委員会委員  

渋谷区土地開発公社評議員／区民のひろば実行委員 

 

◆親子で議会の傍聴に 

いらっしゃいませんか！ 

議場にはベビーベッドを備 

えた防音の親子傍聴席があ 

ります。ぜひお子様と区役 

所１３階にお越しください。 

★次回の渋谷区議会  

令和２年第３回定例会は 

９月９日(水)からの予定です‼ 
 

 

          ホームページ    フェイスブック 

 

 

 

                         薬丸よしと 

ホームページ http://yakumaru.info 

 


