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きずな通信 
   ＜平成２７年第２回臨時会＆第２回定例会号＞ 第３９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》 渋谷区宇田川町 1-1-5F           《自宅》 渋谷区恵比寿 2-17-20 

         ℡ 03-3463-1046                ℡ 03-3444-7575 

 

◆新会派『シブヤを笑顔にする会』を結成。  

 ４月２６日の渋谷区長・渋谷区議会議員選挙に伴

い、無所属クラブから長谷部健氏が渋谷区長とな

り１名減となりましたが、改選後に岡田麻理議員

と田中匠身議員の２名が新たに加わりました。 

 会派名は『無所属クラブ』から『シブヤを笑顔に

する会（略称：シブヤ笑顔）』と変更しました。 

５人で力を合わせ渋谷区の抱える諸課題に取組

み、皆様が笑顔になれるよう全力を尽くします。 

シブヤを笑顔にする会(シブヤ笑顔）議員紹介 

薬丸 義人【幹事長】（３期） 

           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 

    

伊藤 毅志【副幹事長】（７期） 

総務委員会委員 

五輪･パラリンピック対策特別委員会委員 

 

岡田 麻理（３期） 

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 

 

小柳 政也（２期） 

文教委員会委員、議会運営委員会委員 

庁舎問題特別委員会委員長 

 

田中 匠身（１期） 

区民環境委員会副委員長 

自治権確立特別委員会委員 

 

◆５月２０日に渋谷区議会平成２７年第２

回臨時会が開かれました。 
 ４月２６日の統一地方選挙の結果、渋谷区議会も

新たな構成となりました。 

     会   派   名          人数 

   渋谷区議会自由民主党議員団  １０名 

   渋谷区議会公明党        ６名 

   日本共産党渋谷区議会議員団   ６名 

   シブヤを笑顔にする会      ５名 

   民主党渋谷区議団        ４名 

   無所属（会派所属なし）     ３名 

     議  員  定  数       ３４名 

 ５月２０日に臨時会を開き、議場において選挙に

より議長・副議長を選出しました。また議員選出の

監査委員の選任について全会一致で同意しました。 

新しい議会三役は下記の通りです。 

 

議  長  木村 正義 （自民党） 

副 議 長  沢島 英隆 （公明党） 

監査委員  岡田 麻理 （シブヤ笑顔） 
(議員選出) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長・副議長選挙は３４名の全議員

による投票で当選者を決めます。 

議場を閉鎖し、通常の選挙と同様に

投票用紙に候補者名(１人)を記入

して投票箱に投票します。 

 尚、事前の幹事長会（各派代表者

会）による協議で内定し、指名推薦

で当選者を決める場合もあります。 
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◆５月２０日の臨時会で常任委員会の所管

を一部変更しました。 

 渋谷区議会には、４つの常任委員会があります。 

（その他に議会運営委員会と特別委員会）任期は２

年です。臨時会において危機管理対策部、区民部を

総務区民委員会から都市環境委員会の所管に変更

しました。これに伴い『総務区民委員会』は『総務

委員会』に、『都市環境委員会』は『区民環境委員

会』に名称を変更しました。所管は次の通りです。  

・総 務 委 員 会：企画部、総務部、会計管理室、 

  （定数９名） 選挙管理委員会、監査委員、 

                              他の委員会に属さない事項。 

・区民環境委員会：危機管理対策部、区民部、 

   （定数８名）  都市整備部、土木清掃部。 

・文 教 委 員 会：子ども家庭部、教育委員会。 

（定数８名） 

・福祉保健委員会：福祉部、健康推進部。 

（定数９名） 

 

 

 

 

 

◆６月１１日から２４日までの会期で、 

渋谷区議会平成２７年第２回定例会が開か

れました。  

 今定例会では、条例案、平成２７年度補正予算案、

請願等の審議の他、公社等の経営状況の報告聴取、

４つの特別委員会の設置等を行いました。 

なお、６月１１日の定例会初日の本会議におい

て、シブヤ笑顔からは新人の田中匠身議員が長谷部

区長・森教育長に対し代表質問を行いました。 

今回の代表質問では『障害者』の『害』の表記を

改め、『障がい者』あるいは『しょうがい者』とす

るよう長谷部区長に提案しました。 

この表記に関しては薬丸義人も平成２２年に当

時の桑原区長に質問しています。先日、障がい者団

体の総会後の意見交換会で同様の指摘を受けたこ

とから今回の代表質問の項目に加えました。 

折しも今秋には庁舎移転となります。絶好の機会

ですので、庁舎案内表示を皮切りに是非とも実現さ

せたいと考えています。 

◆今定例会の議案と採決の結果。 

（○×はシブヤ笑顔の賛否、右は議会採決の結果です） 

１教育委員会委員の任命の同意について 

                     ○：同意(全員賛成) 

 山本 堯士 氏（本町１丁目在住） <新任> 

   民生児童委員、代々木防犯協会会長、 

   本町 1丁目町会会長を歴任 

 坂本 眞理子 氏（代々木３丁目在住） <新任> 

   幡代小歯科校医、渋谷区歯科医師会会長、 

   渋谷区防災会議委員を歴任 

２渋谷区基本構想等審議会条例（制定）  

                         ○：可決(全員賛成) 

  新たな渋谷区基本構想を策定するために、区長 

 の附属機関として審議会を設置するもの。現行の 

 基本構想は人口減少化が課題であった２０年前 

 に策定したもので、今日の渋谷区を取り巻く環境 

 とは大きく異なっています。なお審議会の委員は 

 一般公募による募集も行います。 

３平成２７年度一般会計補正予算（第１号） 

             ○：可決(賛成多数) 

  補正予算額は１億８３９８万６千円で、歳出 

内容は下記の３項目です。 

 ①基本構想改定等経費に３５９１万３千円。 

 ②社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に 

  伴う通知カード・個人番号カード関連事務経費 

  に７４０７万３千円。 

 

 

 

 

 

 

 

 ③プレミアム付商品券発行事業費に７４００万 

  円。 

 

 

 

 

 

 

 補正予算の歳入財源は国庫支出金と繰越金です。 

シブヤ笑顔の所属委員会は１ページ

の議員紹介をご覧ください。 

１０月以降、マイナンバーの「通知カード」

を簡易書留で郵送します。同封の「個人番

号カード交付申請書」により申請した方

に、平成２８年１月以降「個人番号カード」

が交付されます。このカードは税や社会保

障の手続きに利用できます。 

 

渋谷区民の方を対象に２０％のプレミアム

付商品券（10,000 円で 12,000 円分）を販

売します。10月～12月まで区内で利用可能

です。販売時期や購入方法等の詳細につき

ましては、８月以降の「渋谷区ニュース」

や渋谷区ホームページでお知らせします。 
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４その他の議案 

   その他、弁当等人力販売業の許可に係る「手数 

 料条例の改正」、修学資金の貸付限度額引き上げ 

 等の「女性福祉資金貸付条例の改正」、軽自動車 

 税改正のための「専決処分の承認」の各議案につ 

 いて全員賛成により可決しました。 

  また、番号制度導入に伴う「個人情報保護条例 

 の改正」､｢旧本町東小跡地複合施設(仮称)建設建 

 築工事請負契約」を賛成多数で可決しました。 

  「請願」２件は賛成少数で不採択となりました。 

５報告 

  ㈱渋谷都市整備公社、㈱渋谷サービス公社、渋

谷区土地開発公社、㈶渋谷区観光協会、(公財)渋

谷区美術振興財団の経営状況の報告等を聴取。 

 

◆本会議での質問順序と時間の決め方。 

渋谷区議会では定例会を年に４回開くことが条

例で定められており、通常、定例会初日に代表質問、

２日目に一般質問を行います。「代表質問」とは交

渉会派（３人以上の会派）の質問のことで、「一般

質問」とは２人会派及び議員個人の質問です。 

質問順序 

質問順序は定例会の３日前（土日祝を除く）に 

議会運営委員会において決定します。人数の多い会

派から順に代表質問を行います。ただし、会派の人

数が同じ場合には「くじ」による抽選（または会派

間での事前の協議）により順番を決めます。 

２日目の一般質問の順番は「くじ」で決めます。 

質問時間の決め方 

 質問時間は、会派の人数で決められています。 

・３人以上：基礎時間 30分＋会派人数×5 分 

・２人会派：基礎時間 20分＋10分(2 人×5 分)＝30 分 

・無 所 属：年間４回の定例会を通し合計で 20分 

 

 

 

 会派ごとの質問持ち時間 

  自由民主党  ９(10-1)名  ３０＋４５＝７５分 

  公 明 党  ５(6-1)名 ３０＋２５＝５５分 

  日本共産党  ６名    ３０＋３０＝６０分 

  シブヤ笑顔  ４(5-1)名 ３０＋２０＝５０分 

  民 主 党  ４名    ３０＋２０＝５０分 

※質問時間には、区長等の答弁時間は含みません。 

※質問は一問一答式ではなく、全ての質問を述べ終

わってから、区長・理事者が順次答弁をします。 

      持ち時間内ならば一会派から複数の議員 

      が質問できます。シブヤ笑顔の場合持ち時間 

      が５０分ですので、例えば初日に３５分間の

代表質問をした場合、２日目に別の議員が         

１５分間一般質問することができます。 

 

◆仮庁舎への移転（引越）について 

 現庁舎の建替えに伴い、１０月に仮庁舎への移転 

を行います。予定しているのは１０月１０日(土)・ 

１１日(日)・１２日(月･祭)の３日間です。 

 なお、１０月 1日(木)から夜間休日を利用しなが 

ら、業務に支障の無い範囲で一部什器等の移動を始 

めます。 

 １０月９日(金)の午後５時１５分までは現庁舎 

で業務を行い、１３日(火)午前８時３０分から仮庁 

舎での業務を開始します。なお、移転中は現庁舎に 

夜間休日窓口を開設します。 

  仮庁舎住所：渋谷区渋谷１－１８－２１ 

  電話番号：03-3463-1211(代表) ※変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問持ち時間の算定では議長・副議長・ 

監査委員は会派人数から除外します。 
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◆渋谷区防災ポータルサイトの開設及び  

Ｗｉ－Ｆｉスポットの整備について  

 防災に関する心構えや知識、災害時にどのような 

行動をすれば良いのかなどをお知らせするために 

防災ポータルサイトを平成２７年６月１５日より 

開設しました。災害時には災害時用のページに切り 

替わります。閲覧するには渋谷区ホームページの左 

上段または http://bosai.city.shibuya.tokyo.jp/ 

へアクセスして下さい。 

 

 

  

 

 

                             渋谷区ホームページから 

                                            アクセスする場合 

              （    をクリック！） 

 左：スマートフォン 

                 下：ＰＣ、タブレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 区内被災状況や避難状況、ライフライン状況など 

を知ることができます（左下画面）。また、地図は 

区民と帰宅困難者の表示を分け、それぞれに必要な 

施設等を表示します（右下画面）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 渋谷区は来街者の動線等を考え、千駄谷小西門、

ひがし健康プラザ入口、幡代小正門、青山学院大学

正門、渋谷区役所時計台の５ヶ所に無料 Wi-Fiスポ

ットを設置しました。平時は一部の公共サイトのみ

閲覧でき、災害時は全てのサイトに接続できます。 

 また「ＮＴＴ光ステーション」「Visit SHIBUYA」 

とも連携しアクセスポイントを整備しています。 

 

◆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。 

現庁舎で傍聴できるのも残り数カ月となりました。 

皆さま是非お越し下さい！ 

区役所５階区議会事務局で傍聴券をお渡しします。

（大型の電動車椅子ご使用の方、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） 

 

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 

議会等役職 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 

 

  ★次回の渋谷区議会 

  平成２７年第３回定例会は 

９月８日からの予定です‼ 

http://bosai.city.shibuya.tokyo.jp/

