
 

 

- 1 - 

 

 

《区役所》 渋谷区宇田川町 1-1   

℡ 03-3463-1211   
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シブヤを笑顔にする会 

 

薬 丸 義 人 

＜令和３年第１回定例会号＞ 第６３号     

 

 

 

 

 

 

 

◆一般会計９９４億４ ,９００万円ほか三特別会計予算案を可決 
◆｢選択的夫婦別姓制度に関する審議を求める意見書｣を国に提出 
◆渋谷区新型コロナウイルスワクチン「コールセンター」を開設 (3/1～) 

 

◆令和３年度 各会計当初予算財政規模 （単位：円） 

 令和３年度 令和２年度 増 減 額 増減率 

一  般  会  計 994億 4900万 0000 1052億 4900万 0000 ▲ 58億 0000万 0000 ▲ 5.5％ 

 特  別  会  計 455億 5889万 7000 465億 7359万 1000 ▲ 10億 1469万 4000 ▲ 2.2％ 

 国民健康保険事業会計 239億 8850万 1000 246億 2317万 2000 ▲ 6億 3467万 1000 ▲ 2.6％ 

介 護 保 険 事業会計 155億 9306万 6000 160億 4327万 2000 ▲ 4億 5020万 6000 ▲ 2.8％ 

後期高齢者医療事業会計 59億 7733万 0000 59億 0714万 7000 7018万 3000 1.2％ 

総    額 1450億 0789万 7000 1518億 2259万 1000 ▲ 68億 1469万 4000 ▲ 4.5％ 

 

◆令和３年度の各会計予算案を賛成多数で

可決。 一般会計は９９４億４,９００万円 

令和３年度当初予算は、一般会計※１が前年度に比

べ５.５％減の９９４億４,９００万円です。 

共産党から出された予算修正案は否決、３月２５日

の本会議において原案を賛成多数で可決しました。 

特別会計※２を含めた予算総額は、前年度に比べて

４.５％減の１,４５０億７８９万７,０００円です。 

 

 

 

 

 

◆一般会計財政規模の推移  （単位：億円） 
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※１ 一般会計とは 
福祉・教育・土木・環境衛生
など、渋谷区の行政運営の
基本的な経費を計上した会
計です。収入としては区民
税や、国・都からの交付金・
支出金などがあります 

※２ 特別会計とは 
特定目的の為の収入を、そ
の目的の支出に充てる会計
で、渋谷区では①国民健康
保険事業会計 ②介護保険事
業会計 ③後期高齢者医療事
業会計の３会計があります 伸び率 

予算

額 

渋谷区議会議員 
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◆区民 1人あたりの予算の使い道 

 

 

 

 

 

区民１人あたり予算 約４32,000円の使い道 

 

〇子育て支援、高齢者・障がい者 

 支援など福祉の充実に 

    約208,200円 

 

〇区の運営などに 

    約71,300円 

 

 

〇教育や文化の振興などに 

    約48,000円 

 

 

〇道路や公園、住宅などの整備に 

    約35,400円 

 

 

〇区民の健康増進などに 

    約30,200円 

 

 

〇環境の向上に 

    約22,000円 

 

 

〇区債の返済に 

    約5,600円 

 

 

〇中小企業や商店街の振興に 

    約5,600円 

 

〇議会の運営に 

    約3,500円 

〇その他 約2,200円 （予備費など）  

◆一般会計当初予算の内訳  （単位：百万円） 

歳　入 予算額 ％ 歳　出 予算額 ％

特別区税 49,901 50.2 総務費 16,403 16.5
地方消費税交付金 8,162 8.2 民生費 47,952 48.2

特別区交付金 1,500 1.5 衛生費 6,978 7.0
分担金・負担金 839 0.8 環境費 5,118 5.1
使用料・手数料 6,031 6.1 産業経済費 1,273 1.3

国庫支出金 15,773 15.9 土木費 8,186 8.2

都支出金 7,140 7.2 教育費 11,004 11.1

財産収入 1,308 1.3 議会費 755 0.8

繰入金 3,000 3.0 公債費 1,335 1.3

繰越金 1,737 1.7 諸支出金 45 0.1

その他 4,058 4.1 予備費 400 0.4

合　計 99,449 100 合　計 99,449 100  
 

◆当初予算における主な事業と予算額 

●「かんなみの杜・渋谷」開設 (総工費約４５億円) 

  高齢者ケアセンター跡地に特養、デイサービス、地 

 域包括等の複合施設がオープン。５月開設予定。 

●子育てネウボラ施設開設(総工費約２５.5億円) 

  神南分庁舎跡地に子育ての相談の場となる拠点 

 施設が今夏開設。子育て支援スペースのほか、子ど 

 もと家庭に関する施設・センターが集結します。 

●教育 ICTの先駆的推進(１５億３,５００万円) 

  ICT を活用した対面指導とオンライン教育のハイ 

 ブリッド化の推進で指導を充実。学校間ネットワー 

 ク環境の回線速度を増速。デジタル教科書も導入。 

●高齢者のデジタル情報格差解消(3億 6,５００万円) 

  スマホを保有していない６５歳以上の区民を対象 

 に、最大３,０００台のスマホを無償貸与。講座やコ 

 ールセンター、個別相談会等によるサポートで、デ 

 ジタル情報社会での生活の質の向上を目指す。 

 （通信料・通話料も区が負担） 

●玉川上水旧水路緑道再整備(2億 2,6００万円) 

  地域共創型の緑道としての整備を目指す。コンセ 

 プトは「FARM」。「農」や「食」をテーマに地域の暮ら 

 しを豊かにし、新たな「創造活動」を育てる。 

●西参道プロジェクト(2億 1,0００万円) 

  首都高４号線高架下に、将棋文化を発信する新た 

 な施設整備を行い、既存の公園等も改修を行う。 

  明治神宮の西門から甲州街道に至る区間につい 

 て、参道に相応しい景観を備えた道路として整備。 

一般会計当初予算 994億 4,900万円を 

区民１人あたりに換算してみました。 

※人口 230,203人(R3.3.1現在)で計算 

http://www.fumira.jp/cut/keirou/index.htm
http://i-ichiba.designpocket.jp/search/detail.aspx?from=search&id=40125556
http://www.microsoft.com/global/ja-jp/business/industry/gov/publishingimages/community/clip/02/ss_23.jpg
http://www.microsoft.com/global/ja-jp/business/industry/gov/publishingimages/community/clip/02/ss_62.jpg
http://i-ichiba.designpocket.jp/search/detail.aspx?from=search&id=40101057
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総務委員会の事前審査では組織構成と会長

選任方法を変更する等の修正案が提出されま

したが賛成少数で否決され「附帯決議」を付す

ことを賛成多数で決定しました。本会議採決

も「附帯決議」を付して可決しました。 

◆今定例会の議案と採決の結果(一部抜粋) 
（各議案の ○ × はシブヤ笑顔の賛否、右側は議会採決の結果） 

 

                                                    3/25本会議採決前に 

区民環境委員長として 

付託議案の委員会審査 

過程と結果を報告 

 

 

１教育長の任命の同意     ○：同意(全員賛成) 

  五十嵐 俊子 氏 （公立小学校長を歴任） 

２令和２年度一般会計補正予算（第９号）   

                                 ○：可決(全員賛成) 

  歳入歳出にそれぞれ４億２７２２万円を増額し、予 

 算総額を１３５６億８０６３万９000 円とするもの。 

  歳出内容は新型コロナウイルス感染症対策利子補 

 給基金の積立金に５億円、そのほかに減額補正及び 

 財源更正。 歳入財源は都支出金、繰越金を計上。 

３新型コロナ感染症対策利子補給基金条例 

               ○：可決(全員賛成) 

  本区の独自施策である無利子での緊急経営支援

特別資金融資あっせんの利子補給に要する財源確

保のため、基金を設置するもの。 

４財産価格審議会条例            ○：可決(賛成多数) 

附帯決議：審議会には公平・公正な運営を求める 

  区長の附属機関として、公有財産の取得、貸付け

及び処分に関し、適正な価格及び料金を評定する

ため、審議会を設置するもの。委員は学識経験者３

人以内、区職員３人以内、会長は副区長とする。 

 

 

 

 

５手話言語への理解の促進及び障害の特性に

応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例 

               ○：可決(全員賛成) 

  障害者基本法等で「手話」 

 が言語として位置付けられ 

 ていながら、認識や環境が 

 十分でないため、理解や利 

 用を促進するため、条例を 

 制定するもの。 

★その他の議案等の結果は「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。 

◆｢選択的夫婦別姓制度に関する審議を求

める意見書｣を決定。国会及び政府に提出 

最高裁判所は平成２７年１２月１６日、夫婦同氏制自体は合憲と

判断したが、夫婦同氏制のあり方については、「国会で論ぜられ、

判断されるべき事柄にほかならない」と国会に委ねている。しか

し、５年が経過した現在も国会審議は十分に進んでおらず、いわ

ゆる選択的夫婦別姓を求める訴訟が相次いで提起されている。 

内閣府が公表した世論調査の結果によれば、夫婦同姓も夫婦

別姓も選べる「選択的夫婦別姓制度」の導入に賛成・容認と答え

た国民が約７割となり、反対を大きく上回っている。 

こうした現状に鑑みると、国の責務のもと夫婦の氏のあり方に

ついて法的な議論を進めることは、重要な意義を持つと考える。 

よって、渋谷区議会は国会及び政府に対し、選択的夫婦別姓に

関する法制度について、審議を推進するよう求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。 

令和３年３月２５日       渋谷区議会議長名 
 

提出先／衆参両院議長・内閣総理大臣・総務大臣・法務大臣・女

性活躍担当大臣・内閣府特命担当大臣（男女共同参画）    

 

◆１月１３日、長谷部区長に新型コロナ感染

症対策に関する緊急提言（第２弾）を提出 

 昨年４月「シブヤを笑顔にする会」は長谷部区長に

緊急提言を提出しましたが、本年１月７日に再び緊急

事態宣言が発出されたのを受け、改めて区長と面談

し「緊急提言（第２弾）」を提出しました。 

今回はワクチン接種体制の早期整備やエッセンシ

ャルワーカーへの PCR 検査の実施、テナント店舗家

賃の減額支援、飲食店テイクアウト支援の強化、コロ

ナ相談やカウンセリングの窓口設置、生活困窮者へ

の支援強化等のほか、２０時以降の路上・公園内宴会

対策も含め、３０項目を提言しました。 
 

緊急提言（第２弾）の全文はこちらから ➡ 
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◆新型コロナウイルスワクチン接種について  

ワクチンに関する問い合わせ 

●厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

新型コロナワクチンに関する電話相談窓口 

電話：0120-761‐770 （フリーダイヤル） 

受付時間：9：００～21：００ （土・日・祝も受付） 

●渋谷区新型コロナウイルスワクチンコールセンター 

渋谷区で実施するワクチン接種についての問い合わせ 

電話：0120-045-405 （フリーダイヤル） 

受付時間：9：００～18：００ （土・日・祝も受付） 

ワクチンの接種体制 ※３/１９区議会福祉保健委員会報告内容 

●接種順序（３/２６現在、対象は１６歳以上） 医療従事者は開始済み 

①高齢者（昭和３２年４月１日以前に生まれた方）    

②基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者     

③それ以外の方 

●クーポン券の郵送 

接種券とチラシ（予約方法・接種会場を記載）を４月中旬 

以降に郵送予定（まずは６５歳以上の方が対象） 

●予約方法 （全て事前予約制） 

オンライン予約システムまたはコールセンターで受付。 

※高齢者受付期間中は区内１０施設にスタッフも配置。 

●接種会場 

①集団接種会場 

・文化総合センター大和田９階 

・あいおいニッセイ同和損保センチュリーホール 

・本町区民会館 

・笹塚駅前区民施設 

・幡ヶ谷保健相談所 

②個別接種       

区内５５医療機関 

 ※３/２６現在の数 

③高齢者施設内接種 

（施設入所者等が対象）        

   区内３５施設 

※行政機関等をかたった 『なりすまし』 にご注意！ 

ワクチン接種は無料です！（費用は全額公費です） 

▼保健所を名乗り 「後日全額返金するから」と、お金を 

振り込むよう電話が入った事例がありました。 

 電話・メールで個人情報を求めることはありません！ 

▼高齢者宅に 「ワクチン接種が受けられる」と言って、個人 

情報を聞き出す不審な電話が入った事例がありました。 

不審な電話は消費者ホットライン（局番なしの１８８）へ連絡を！ 

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㈱入社 

       （家業・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 

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 

 

◆区議会の傍聴にいらっしゃいませんか 
議場には車いすスペースや 

親子傍聴席もあります。 

傍聴ご希望の方は庁舎１３ 

階の区議会フロアにお越し 

ください。手指消毒･マスク 

着用をお願いします。 

 

★次回の渋谷区議会  

令和３年第２回定例会は 

６月２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ＨＰ http://yakumaru.info 

ワクチン接種情報は区ホーム 
ページで随時更新されます。 
最新情報はこちらからどうぞ 

          


