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＜平成２９年第１回定例会号＞ 第４７号 

シブヤを笑顔にする会         幹事長 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 

 

◆定例会(３月２日～31日)初日、薬丸義人

が代表質問に立ちました。 一般会計当初

予算は過去最大の９２６億５２００万円。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シブヤ笑顔の幹事長として、平成２９年度当初予

算及び基本構想の７つの政策分野について区長・教

育長に代表質問を行いました。質問持ち時間５０分

をぴったり使い切りました。内容は３ページです。 

       

◆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 46,995 50.7 総務費 13,437 14.5
地方消費税交付金 7,825 8.4 民生費 49,543 53.5
特別区交付金 1,300 1.4 衛生費 3,610 3.9
分担金・負担金 994 1.1 環境費 4,494 4.9
使用料・手数料 5,651 6.1 産業経済費 734 0.8
国庫支出金 12,128 13.1 土木費 8,460 9.1
都支出金 7,088 7.6 教育費 9,284 10
繰入金 3,500 3.8 議会費 771 0.8
繰越金 1,354 1.4 公債費 2,093 2.3
特別区債 2,560 2.8 諸支出金 26 0
その他 3,257 3.6 予備費 200 0.2

合　計 92,652 100 合　計 92,652 100

 

◆区民１人あたりの予算の使い道は？ 

 

 

  

 区民１人あたり予算、約４１万６千円の使い道  

○子育て支援、高齢者・障がい者 

 支援など福祉の充実に  民生費  

   約２２万３千円 

○区の運営などに  総務費  

約６万１千円 

 

○教育や文化の振興などに  教育費  

約４万２千円 

 

○道路や公園、住宅などの整備に  土木費  

 約３万８千円 

 

○環境の向上に  環境費  

約２万円 

 

○区民の健康増進などに  衛生費  

約１万６千円 

○区債の返済に  公債費  

 約１万円 

 

○中小企業や商店街の振興などに 

 約３千円      産業経済費
 

○議会の運営に  議会費  

   約３千円 

 

一般会計当初予算 926億 5200万円を 

区民１人あたりに換算してみました。 

※人口 222,532 人(H29.3.1現在)で計算。 

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.fumira.jp/cut/keirou/index.htm
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


 

- 2 - 

 

◆平成２９年度当初予算財政規模（単位：円）  

 平成２９年度 平成２８年度 増減額 増減率 

一 般 会 計 926億 5200万 0000 845億 5200万 0000 81億 0000万 0000 9.6％ 

特 別 会 計 495億 6728万 3000 485億 2428万 1000 10億 4300万 2000 2.1％ 

 国民健康保険事業会計 290億 4889万 8000 290億 3467万 1000 1422万 7000 0.0％ 

 介護保険事業会計 152億 0351万 6000 144億 1595万 9000 7億 8755万 7000 5.5％ 

 後期高齢者医療事業会計 53億 1486万 9000 50億 7365万 1000 2億 4121万 8000 4.8％ 

合    計 1422億 1928万 3000 1330億 7628万 1000 91億 4300万 2000 6.9％ 

 

◆平成２９年度各会計予算案を賛成多数で

可決。一般会計は９２６億５２００万円。 

平成２９年度当初予算は、一般会計※１が前年度に

比べ９.６％増の９２６億５２００万円です。子育

てや福祉施策の充実など喫緊の課題に対処しつつ

基本構想の具現化を目指す大型予算となりました。

財源は基金や特別区債の活用で確保しました。 

特別会計※２を含めた予算総額は、前年度に比べ

６.９％増の１４２２億１９２８万円です。 

 

 

 

 

 

 

◆当初予算における主な事業と予算額。   

★●待機児童対策 (46億 3000万円) 

 区・都・国有地のほか、民間施設も活用して保育施設

の整備・充実を図る。ベビーシッター派遣(定員１０人)

の導入や、認可外利用者への保育料助成を更に拡充。 

 

 

 

 

 

★●ＩＣＴ教育の推進 (7億 8200万円) 

 小学校１年生～中学校３年生まで１人１台ＬＴＥ通信

のタブレット端末を配備（教師用を含め８６００台） 

 全普通教室に電子黒板機能付きプロジェクターを配備。 

★認知症予防・相談推進事業 (270万円) 

 高齢者見守り対応を｢ＳＯＳネットワーク事業｣に強化。 

 協力者へのメール配信により行方不明者を地域で捜索。 

 拠点地域包括支援ｾﾝﾀｰに認知症相談協力医を４人配置。 

◆一般会計財政規模の推移  （単位：億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【★:新規事業、●:拡充･継続事業、( )内:予算額】 

★●高齢者福祉施設の整備推進 (37億 9500万円) 

 旧本町東小学校跡地複合施設整備（平成３０年５月予定） 

        ・特別養護老人ホーム１００床 

                     ・認知症高齢者グループホーム 

                         ２ユニット１８人 

                     ・ショートステイ３０床 

●胃がん検診への胃内視鏡検査の導入 (1億 700万円) 

 胃がん検診は胃部エックス線検査（バリウム検査）だ

けだったが、５０歳以上の偶数年齢の人を対象として

胃内視鏡検査（胃カメラ）も選択できるようにする。 

●通学路安全対策 (4000万円) 

 区立全小学校の通学路に防犯カメラを増設（＋８６台） 

★渋谷区コミュニティサイクル事業 (4800万円) 

 29年度は 20ポート(専用駐輪場) 

 200台の電動アシストを予定。 

1 日パス 1500円 1 回会員 30分 150円 

以降 30分毎に 100円 月額会員月 2000円(1回 30分超は追加料金) 

※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つあります 
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803.33

△2.0％

25年度

764.10

△4.9％

26年度

827.10

8.2％

27年度

857.60

3.7％

28年度

845.52

△1.4％

29年度

926.52

9.6％伸び率 

予 算

額 

２９年度は定員を８０９人増やします

(４月開設４２０人、１０月開設２２２

人、定員拡大等１６７人)。区内保育施

設の定員合計は５２０９人となります。 
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◆薬丸義人 代表質問 ※持ち時間５０分(答弁除く)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度当初予算案について 

   過去最大となった平成２９年度当初予算編成

における考えを伺う。 

区 長 手厚い福祉・教育施策を継承しつつ基本構想の

実現に大胆に踏み込んだ。財政面は起債・基金を活用。 

 

   ふるさと納税による税金の流出が、区民サービ

スに多大な影響を与えかねない。 

区 長 来年度の影響額見込みは１４億６千万円。安定 

した財政基盤で持続可能な行財政運営を実現したい。 

 

政策分野Ａ ～それぞれの成長を、一生よろこべる街へ～ 

「子育て・教育・生涯学習」について 

   保育施設ができたら、親が求めるのは保育の質

である。立入調査の実施等、質の確保は？ 

区 長 区独自の支援事業で質の高い人材を確保する。

指導検査や巡回訪問等で良質な保育環境を整備する。 

 

   中学生等から未来議員を選出し、「渋谷区未来

議会」を開催してはどうか。 

区 長 新庁舎への移転後、区議会の意見を踏まえ、教 

育委員会とも協議し、検討したい。 

 

   生涯学習の一環として、区職員が講師となる

「出前講座」を実施してはどうか。 

区 長 夜間休日に集中。職員勤務体制の調整が課題。 

 

政策分野Ｂ～あらゆる人が、自分らしく生きられる街へ～ 

「福祉」について 

   認知症サポーター養成講座を小学校でも実施

してはどうか。 

区 長 即戦力の担い手として、中学生を対象に実施し 

たい。小学生には正しい理解の啓発・普及に努める。 

 

政策分野Ｃ ～思わず身体を動かしたくなる街へ～ 

「健康・スポーツ」について 

   健康づくりの場所に 

   公園を加えて、運動 

遊具・健康遊具の設置を。 

区 長 公園や緑道の改修等 

にあわせ、運動遊具・健康遊具の設置を進め拡充する。 

 

政策分野Ｄ ～人のつながりと意識が未来を守る街へ～ 

「防災・安全・環境・エネルギー」について 

   総合防災訓練でドロ 

   ーンを使用し、参加 

者に災害時のドローン使用 

をアピールしてはどうか。 

区 長 企業・ＮＰＯと協力 

して、ドローンを使用した防災訓練を実施したい。 

 

   ｢５日で５０００枚の約束｣プロジェクト※と防  

災協定締結を。※畳業界による避難所への畳の無償提供 

区 長 協定を締結し、災害時に畳の提供を受けたい 

 

政策分野 E ～愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ～ 

「空間とコミュニティのデザイン」について 

 歩行者天国を実施した昨年のハロウィンと年 

末カウントダウンの評価と課題は？ 

区 長 賑わい創出と秩序あるイベント実施という２

つの点で大いに評価。課題は多言語対応と人の分散。 

 

政策分野Ｆ ～あらたな文化を生みつづける街へ～ 

「文化・エンタテイメント」について 

音楽・アート等のイベントの開催が秋に集中。 

「文化・芸術三昧 秋の渋谷」を発信しては？ 

区 長 観光協会を中心に取組を進め情報発信したい。 

 

政策分野Ｇ ～ビジネスの冒険に満ちた街へ～ 

「産業振興」について 

   国の創業支援事業計画認定後の事業の振り返

りと今後の方向性について伺う。 

区 長 着実に成果。来年度から事業を民間に委託する 
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◆議会中継(録画）がご覧いただけます。   
   渋谷区議会 検索 

           

 

 

 

 

 『本会議の録画中継』 を選択     会議名や議員名で検索  

          

このＱＲコードで３月２日の 

                  第 1回定例会 薬丸義人の 

代表質問がご覧頂けます。 

（質問と答弁で約 90分）                   

 

 

◆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人権擁護委員の候補者について（諮問） 

               ○：支障のない旨 答申(全員賛成) 

 明日山 勝子 氏（西原在住）弁護士 <再任> 

 竹内 淳 氏（東在住）弁護士 <新任> 

２平成２８年度一般会計補正予算（第５号） 

             ○：可決(賛成多数) 

 歳入歳出にそれぞれ６５億１４３９万８千円 

 を増額するもの。歳出内容は下記の２項目です。 

 ①都市整備基金積立金に６５億円。 

 ②後期高齢者医療事業会計に１４３９万８千円。 

 歳入財源は特別区税・特別区交付金・繰越金。 

３区役所出張所の設置条例の一部改正  

             ○：可決(全員賛成) 

 千駄ヶ谷出張所を移転するもの。（電話変更なし） 

 （千駄ヶ谷 4-5-14 → 千駄ヶ谷 4-25-14） 

４新たな地域活性化のための条例（制定） 

             ○：可決(賛成多数) 

 町会・自治会が抱える課題に対して、職員の派遣

や物品の提供又は補助金等の支援を行うもの。 

５子育て支援施設条例の一部改正  

             ○：可決(全員賛成) 

 ０歳児～小学生と保護者対象のスポーツ共育プ

ラザ＆ラボ『すぽっと』開設。(千駄ヶ谷 5-27-11) 

☆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。 

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２回定例会は 

６月８日(木)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！ 


