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2021年第1回定例会が終了しました。
今定例会では議案審査の他2021年度の予算審査も行いました。

その主な内容を下記に記します。

2021年度の一般会計予算は994億4,900万
円で前年度比5.5％減になりました。新型コロ
ナウィルス感染症対策費として計上された32
億9,800万円のうち主なものを下記に記します。

1  新型コロナウィルス感染症
対策経費（福祉部関連）
20億7,700万円

<主な内容>
①��新型コロナウィルスワクチン接種体制確
保事業
18億7,000万円

②��入院患者医療費公費負担金�
１億400万円

③��渋谷区PCRセンター運営�
5,684万1,000円

④��感染症患者搬送用自動車購入�
448万円

1 2021年度の取り組み

渋谷区では、容器包装プラスチックを可燃ご
みと一緒に集積し焼却をしてきました。しか
し、世界的な地球温暖化を背景に、できる限り
CO2の排出量を減らすために2022年度から容
器包装プラスチックをゴミではなく資源として
回収するため、2021年度は区民の皆様に周知
啓発を行います。

大きな事業転換のため、区民に対する詳細か
つ丁寧な説明を行うよう求めました。

2 23区の状況
23区では容器包装プラスチックを焼却する

か資源として回収するか自治体ごとにまちまち
です。

⑤��オンライン健康相談事業�
1,400万円

⑥��休業協力金給付事業�
500万円

※国は、接種費用について下記のような方針
を示しています。
·接種委託費用1回目、2回目ともに全国統

一2,070円（ワクチン代はワクチンを国
が確保し供給するため、含まれていない）

·�接種費用2,070円の内訳
　 ①予診費用1,540円　②注射料350円

③接種実施医療機関における事務費180
円

·自治体が接種会場において集団接種を実
施する場合に必要となる接種費用につい
ても、「医療従事者や誘導のための人員」

「接種会場（待合室等を含む）の確保」
「接種に要する器具等の確保」等の経費を
2070円／回を上限として、国が負担する。

①  マテリアルリサイクルなどで資源化→12区
②   焼却してエネルギーとして回収するサー

マルリサイクル→11区
11区のうち資源化に動き出しているのが渋

谷区と豊島区です。都が分別収集に向けた調査
費用や資源化のために今後分別収集する区に数
年にわたり財政支援する制度を打ち出したこと
も後押しとなりました。下図は練馬区の容器包
装プラスチックの例です。アメリカでバイデン
大統領が就任したことで、今後は日本も国をあ
げて環境を重視した施策が打ち出されることで
しょう。再生可能エネルギーの活用も進められ、
その分国民の負担は増加していますが、将来に
つけを回さないために今できることを行ってい
かなければなりません。

上の表示が目印

袋・フィルム・ラベル類

お菓子・パンの袋、レジ袋、
詰め替え用シャンプーの袋、
ペットボトルのラベル など

パック類

卵・イチゴのパック、
カレールーの容器、
味噌・豆腐の容器 など

その他

ペットボトルのキャップ、
インスタントコーヒーのふた、
薬（薬剤）のシート など
※湿布の剥離シートを除く

ボトル類

シャンプー・リンス・洗剤・
乳酸菌飲料の容器 など

トレイ類

肉・野菜・魚などのトレイ、
せんべいなどの

固定用仕切り、刺身皿、
持ち帰り用寿司皿 など

カップ類

カップ麺・ヨーグルト・
プリン・ゼリーの容器 など
※フタ・粉末スープの袋などを除く

発泡スチロール箱・
緩衝材類

野菜・果物のネット、
発泡スチロール製の箱・
緩衝材（粒状を除く）、

気泡緩衝材（プチプチ）など

表示はありませんが出せます。

2021年度予算について

廃プラスチックの資源回収について

■ 練馬区の容器包装プラスチックの例
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2  国によるワクチン供給の 
見通し

・ ４月26日の週：1箱（１箱975回分換算で975
回分）

・ ５月３日の週：５箱（１箱975回分換算で4,875
回分）

・ ５月10日の週以降、順次供給される予定です
が数は未定です。

3  渋谷区の予定している 
接種体制

❶  クーポン券の郵送
４月26日（月）に65歳以上の方に接種券（接

種済み証と一体）を発送。

❷  高齢者施設接種開始
５月上旬から順次開始

❸  一般高齢者接種開始
　５月10日から予約開始
　５月15日から接種開始
　※ 渋谷区の高齢者の数は2月1日現在45,340人

4  新型コロナウィルスにより 
影響を受けた中小企業支援　 
4億1900万円

❶  中小企業資金融資利子補給金　 
3億4,100万9,000円

新型コロナウイルス感染症により、事業活動に
影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措
置として、緊急経営支援特別資金の融資あっせん
を実施しています。

審査に通った中小企業者は2,000万円まで無
利子で融資を受けることができ、区が利子を負
担します。2021年1月31日現在の実績は申込が
3,225件、内貸付が決定したのは1,650件で中々
厳しい状況ですが、さらに保証料の支援について
も要望しました。

❷  空き店舗活用事業 
4,000万円

   空き店舗を活用したコミュニティづくりに取り
組む事業で、コンサルタント業者が、渋谷区内で
開業したい事業主と空き店舗の所有者をマッチン
グさせていきます。この事業により地域の活性化
が進むことが期待されるため、実効性のある形で
の支援を要望しました。予算の内訳は下記の通り
です。
　・�開業事業者支援
　　開業費300万円×5件
　　家賃10万円×6ケ月×5件
　・ 店舗所有者支援　

　　改修工事　100万円×10件
　・�コンサルタント事業者　
　　1,148万円9,000円

❸  おいしい渋谷プロジェクト 
2,365万円

区内飲食店を対象とした定額制サービス（美味
しい渋谷区パスポート　月額税別750円）の事業
で新型コロナウィルス感染症の影響で売上が減少
した店舗を支援するものです。

参加店舗がパスポート利用者に特典を提供する

❹  予約管理
接種についてはすべて事前予約制
・コールセンター
・オンライン
・窓口

❺  集団接種会場
下記の地図をご覧ください。

❻  ワクチンに関する問い合わせ
①��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厚生労働省の
電話相談窓口
電話：0120-761770（フリーダイヤル）
受付時間：9時～21時（土曜日・日曜日・
祝日も受付）

②�  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時～18時（土曜日・日曜日・
祝日も受付）

ことで新規顧客の獲得や常連化につなげることで
売上増加ができるよう広く周知をするよう求めま
した。

利用者

❹ 会員料金の還元

❶ 
美味しい渋谷区
パスポートの購入

❸ 
特典の提供

❸ 来店

❷ 
会員料金
月額750円（税別）
の支払

飲食店

渋谷区

■ おいしい渋谷プロジェクトのしくみ

❹  補助金・助成金自動診断システム導入 
66万円

　新型コロナウィルス感染症の影響で資金繰りに
影響が出ている事業者が活用できる補助金や助成
金を探すシステムの導入です。このシステム自体
は以前からあるものですが、渋谷区独自の補助金、
助成金の情報が入っていませんでした。2021年
度からは渋谷区の情報も提供され一元的に補助
金、助成金を探すことができるようになり、より
活用しやすくなるため、多くの方に活用していた
だけるよう周知徹底を要望しました。

❺  キャッシュレス推進事業  
1,430万6,000円

キャッシュレス推進事業は、非接触型の決済で
あるキャッシュレス決済を導入するための機器の
購入費用等を、2019年度は500台分、2020年
度は200台分、2021年度は100台分を支援する
ものです。キャッシュレス決済により決済企業に
手数料の支払いが発生するなど躊躇することもあ
るかもしれませんが、今後の流れを考えると、い
ずれ、現金決済は縮小していくと考えられます。
まだ、キャッシュレス決済の機器の導入が済んで
いない事業者は、検討をしてはいかがでしょうか。

❸
❺

❹

❶ ❷
文化総合センター大和田9階 
　　桜丘町23-21

あいおいニッセイ
同和損保
　　恵比寿1-28-1

住所
住所

笹塚駅前区民施設
　　笹塚1-47-1住所

本町区民会館4階
　　本町4-9-7住所

幡ヶ谷保健相談所3階
　　幡ヶ谷3-39-1住所

代々木
本町

恵比寿南 恵比寿

恵比寿西

広尾鉢山町

猿楽町

鴬谷町 東南平台町
桜丘町

道玄坂

松涛
渋谷

宇田川町

神山町

上原 神南富ケ谷

大山町

元代々木町

神宮前

笹塚
西原

幡ケ谷

代々木神園町

初台

千駄ケ谷

代官山町

円山町
神泉町

■ 集団接種会場


