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きずな通信 
＜平成２４年度渋谷区当初予算案決定号＞ 第２２号 

渋谷区議会 無所属クラブ    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 

 

◆平成２４年度、渋谷区当初予算の原案が

決定。一般会計は８０３億３３００万円。 

２月９日に渋谷区は、平成２４年度の当初予算原

案をマスコミ発表しました。（渋谷区議会では、こ

れに先立ち１月２７日に全員協議会を開き、桑原区

長より当初予算原案の内示を受けました。） 

この予算案は３月１日からの渋谷区議会第１回

定例会において、約１ヶ月かけて審査をします。 

 

             区長(左)による予算案説明 

 

 

全員協議会（後方は部課長級職員） 

  

平成２４年度当初予算案は、一般会計が前年度当

初予算に比べ、２.０％減の８０３億３３００万円。 

特別会計を含めた予算総額は、前年比０.３％増の

１１９９億１９６６万７千円です。 

予算総額の施策別の使途は、次の通りです。 

1.区民福祉の増進    854億 4482万 3000円 

2.教育文化の向上     95億 9830万 2000円 

3.区民生活環境の整備   111億 7567万 3000円 

4.一般行政事務     137億 0086万 9000円 

  予 算 総 額     1199億 1966万 7000円 

 

 

 

 

 

 

◆一般会計歳入歳出予算案 

平成２４年度一般会計歳入歳出予算案の財政規

模は８０３億３３００万円と、２３年度の８２０億

４００万円、２２年度の８４５億２３００万円と比

べ、２年続けてマイナスとなっており、たいへん厳

しい状況にあります。２４年度も医療・介護保険事

業に対する一般会計の負担の増大や、生活保護費の

大幅な増が見込まれていますが、子育て支援や高齢

者施策なども、避けて通ることのできない区政の重

要課題です。このため基金(積立金)を活用するとと

もに、歳入確保及び歳出削減を図り、持続可能な財

政運営に向けた予算編成となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般会計歳出予算案 内訳（単位：千円） 

民生費       36,593,437  (45.6%) 

総務費       15,257,044  (19.0%) 

教育費         8,954,037  (11.1%) 

土木費         6,014,387  ( 7.5%) 

環境費         4,748,930   ( 5.9%)  

衛生費         3,416,376   ( 4.3%) 

公債費    3,233,783  ( 4.0%)  

産業経済費  996,610   ( 1.2%)  

議会費    798,319   ( 1.0%)  

諸支出金   120,077 （0.2%） 

予備費    200,000 （ 0.2%） 
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△ △ 

◆平成 24 年度当初予算案財政規模（単位:円） 

 

◆区民１人当たりの使い道は… 

一般会計予算(案)額 803 億 3300 万円を渋谷区の

住民登録人口 199,626 人(H24.1.31 現在)で割って

みると、区民１人当たりの額は、402,418 円となり

ます。 

区民１人当たり、約４０万２千円の使い道 

 

○子育て支援、高齢者・障がい者 

 支援など福祉の充実に 

  約１８万３千円 

 

○教育や文化の振興などに 

約４万５千円 

 

○道路や公園、住宅などの整備に 

約３万円 

 

○環境の向上に 

約２万４千円 

 

○区民の健康増進に 

約１万７千円 

 

○区債の返済に 

約１万６千円 

 

○中小企業や商店街の振興に 

約５千円 

 

○区の運営などに 

 （議会費、予備費等を含む） 

約８万２千円 

 

 

◆当初予算案における主な事業 

《☆:新規事業、 ○:拡充及び継続事業》 

①防災対策 

 ○震災対策基礎調査(震度７クラスの被害想定) 

 ○防災無線のデジタル化 

 ☆渋谷ヒカリエ８階に｢防災センター｣を設置 

 ☆学校施設の耐震化促進（小学校：長谷戸、千駄 

  谷、代々木。中学校：代々木、原宿外苑、松濤) 

②子育て支援 

 ☆保育施設・幼保一元化施設の新設 

渋谷もりのこ保育園神南、幡ヶ谷第三保育園仮 

設園舎跡保育室、西原りとるぱんぷきんず 

 ☆ロタウイルスワクチン接種費用助成(都内初) 

③福祉 

 ○高齢者福祉施設整備（小規模多機能居宅介護施 

設、特養ホーム、認知症高齢者グループホーム） 

 ☆高齢者食事サポート（食事券による補助） 

 ☆障がい者支援施設(日赤)の運営助成 

④区民の健康増進 

 ○給食食材放射能測定（食材・牛乳・米） 

 ○貸出用小型空間放射線量測定器の購入(５台) 

⑤教育の充実 

 ○渋谷区立小中一貫教育校「渋谷本町学園」開校 

 ☆渋谷型コミュニティスクールの実施 

⑥コミュニティの振興 

 ☆地域交流センター二軒家、恵比寿の開設 

⑦まちづくり 

 ○渋谷駅周辺地域の基盤整備推進 

⑧区民サービスの向上 

 ☆ヒカリエ８階に区民サービスセンターを新設 

 

この予算案は３月１日からの議会で審査します

                平成２４年度 平成２３年度 対前年度増減額 増減率 

一  般  会  計 803億 3300万 0000  820 億 0400 万 0000    16億 7100 万 0000  △2.0％ 

 特  別  会  計 395億 8666万 7000  375 億 0029 万 2000  20億 8637 万 5000  5.6％  

 国民健康保険事業会計 225億 9579万 7000  216 億 3466 万 7000  9億 6113万 0000  4.4％  

介 護 保 険 事業会計 122億 8646万 2000  114 億 7679 万 9000  8億 0966万 3000  7.1％  

後期高齢者医療事業会計 47億 0440万 8000  43億 8882 万 6000  3億 1558万 2000  7.2％  

総    額 1199億 1966万 7000  1195 億 0429 万 2000  4億 1537万 5000  0.3％  

http://i-ichiba.designpocket.jp/search/detail.aspx?from=search&id=40125556
http://i-ichiba.designpocket.jp/search/detail.aspx?from=search&id=40101057
http://www.fumira.jp/cut/keirou/index.htm
http://www.microsoft.com/global/ja-jp/business/industry/gov/publishingimages/community/clip/03/ss_91.jpg
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