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1962（昭和 37）年９月渋谷区生まれ。
小学校２年まで仙台白百合学園小学校で学ぶ。
父の転勤で、東京に戻り小学校３年より桐朋
小学校に編入。桐朋女子中学校・高等学校卒業。
日本大学理工学部数学科卒業。
平成元年税理士資格を取得。外資系会計事務
所、国内会計事務所勤務を経て独立開業。
現在、渋谷区議会議員（４期目）。
吉田佳代子税理士事務所の所長でもある。

第１回定例会のご報告
2022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、2022年度の予算審査も行いました。2022年度の一般
会計予算は1,062億6,700万円（前年度は994億4,900万円）で前年度比6.9％増になりました。プラスチック製品の資源回収、
新型コロナウィルス感染症対策費など皆様の生活に身近な項目をご紹介いたします。

1 ゴミ回収・処理について

資源で回収するプラスチック

ごみ回収・処理は誰でもお世話になる事業です。できるかぎり
ゴミを出さない生活を心がけていても、コンビニで何か物を買え
ばその包装容器はゴミになります。今の生活は、ゴミとはとても
関わりの深い生活になっていますので、ゴミ減量を心掛けながら、

カップめん・
菓子袋・
発泡スチロール製品、
プラスチック製の シャンプー・洗剤の
弁当・たまごなど レトルト食品 食品トレイ、
ボールペン・
ボトル・チューブなど
の容器
の包装
プラスチックケース・バケツなど 定規などの文具

ルールに則ったゴミ出しをすることが大切です。下記は2022年度
のゴミ回収・処理に関する予算です。

⑴ 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ中間処理経費
23区清掃一部事務組合分担金 12億7,296万2,000円

プラスチック製のおもちゃ
（電池は外してください）

CD・DVD・ビデオテープ・
カセットテープなど

ラップ・レジ袋・ペットボトルのキャップ・
プラスチック容器・プラスチック製ハンガー
（フック部分が金属でも可）
・その他
プラスチック製のもの

◦容器包装プラスチック

ご家庭から出されるゴミの回収は
渋谷区が行っていますが、可燃ごみ、

回収された容器包装プラスチックは、まず洗浄

不燃ごみ、粗大ごみの処理は23区清

し細かく裁断し溶かし固めてパレット（右下写真）

掃一部事務組合が行っています。そ

として利用されています。容器包装プラスチックには上記のマー

のため分担金として12億7,296万2,000

クがついていますのでわかりやすいのではないでしょうか。

円が予算として計上されています。ま

◦製品プラスチック

た、回収については可燃ごみが渋谷

回収された製品プラスチックは素材が多

区と渋谷区の委託事業者、不燃ごみ

すぎるため再製品化が困難です。そのため

は渋谷区、粗大ごみは渋谷区の委託

細かくし熱を加え溶かします。木や紙類な

事業者が行っていますが、ごみの回

どの材料を混ぜ RPF として活用します。

収は、災害時に備え委託事業者に偏

RPF は化石燃料のかわりとなる燃料で RPF

らず渋谷区直営を維持していくことが大切であると考えています。

を利用することで CO2は2/3に削減されます。区民の皆様にプ

⑵

資源ごみ回収・中間処理経費

10億6,108万円

資源ごみの回収・中間処理は委託事業者が行っています。その

※上記写真は、物流に
用いる荷物を載せる
ための荷役台パレッ
トです

ラスチック製品の資源回収にご協力いただくために、回収した
物が最終的にどのような物になり、環境への影響がどれだけ軽
減されるかを丁寧に説明していただくよう要望しました。

委託費として10億6,108万円が予算として計上されています。

⑶

プラスチック製品の回収・処理経費
3億8,800万円

渋谷区ではプラスチック製品は可燃ごみとして回収・処理を行ってき
ました。しかし、地球温暖化対策のため2022年7月から資源として回
収するための予算として3億8,800万円が計上されました。主な内訳は、
回収運搬経費1億8,692万5,594円、中間処理代金1億9,498万500円、
アプリを含む広報費463万3,200円などです。プラスチック製品は容器
包装プラスチックと製品プラスチックに分別され、処理方法が異なります。
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2 新型コロナウィルス感染症対策経費（福祉部関連） 22億6,975万円他
２回目のワクチン接種をした月によってクーポン券の発送時期、
予約時期、接種時期が異なります。

< 主な内容 >
◦新型コロナウィルスワクチン接種体制確保事業 22億6,725万円

2021年10月までに2回目の接種が終了した方にはすでにクーポ

◦入院患者医療費公費負担金

1,238万円

ン券の発送が終了していますが、11月に終了した方については４

◦感染症患者搬送用民間救急車

2,600万円

月15日の発送予定です。その後、順番に発送します。さて、2022

◦看護師派遣

4,700万円

年度のコロナウィルスワクチン接種に関連する予算の内訳は右記

◦休業協力金給付事業

250万円

の通りです。

3 ふるさと納税関連経費 3億6,461万2,000円

多くの有権者に投票に行っていただくため期日前投票所の増設
を要望しています。

⑴年々増加するふるさと納税ですが、渋谷区の予算は下記の通りです。
◦歳入予算（寄付予定額） ７億円

5 笹塚駅ホーム柵の設置 2億3,666万6,000円

◦歳出予算
・返礼品、事務費

３億5,961万2,000円

・ふるさと納税を活用した NPO 等支援事業

笹塚駅にホーム柵４列
500万円

⑵過去２年間の実績は下記の通りです。

す。ホーム柵の設置は事

◦令和２年度課税分

業者が行いますが、区と

寄附額全体の控除額

25億2,512万2,000円

うちふるさと納税による控除額
件数

の設置が進められていま

しても補助金を計上して

21億8,912万7,000円

20,098件

います。令和３年度は設
計費用として833万2,000

◦令和3年度課税分

円、令和４年度は工事費

寄附額控除の全体額が32億5,207万3,000円

用として２億3,666万6,000円が計上されています。内50％は都か

うちふるさと納税による控除額

ら区に補助金として入ってきますので、令和４年度は実質１億

件数

27億9,933万円

27,405件

1,833万3,000円の負担です。ホーム柵は安全確保のために重要な

右記は渋谷区の返礼品で人気商品の「ア

事業でわが会派でも求めてきたものです。工事は４−５年継続さ

マゾンカカオのテリーヌ」です。2022年度

れます。

からはお礼の品にかえ、特定の事業に寄付
をするメニューを開始いたします。予算と

6 コミュニテイーバス運営事業 2億1,027万7,000円

しては500万円です。どのようなメニュー
が用意されるかは今後検討していくとのこ

ハチ公バスは区民の皆様が区内各施設の移動手段として重要な

とです。ふるさと納税のサイトでは、
「動

事業です。本数が少なかったりバスが時間通りに来なかったりま

物の殺処分ゼロ支援」や「貧困家庭への支援」など特定の目的の

だまだ課題はあります。今後は、バスの位置情報の充実を高める

ための寄付も行えます。渋谷区で実施予定の NPO 支援も渋谷区

ことで皆様がより安心して利用できるよう要望してまいります。

の社会解決に寄与できるものである必要があることを要望しました。

4 参議院議員選挙

1億1,102万6,000円

今年は３年に一度の参議院議員選挙の年です。６月22日公示―
７月10日投開票を想定していますが、まだ日程は未定です。渋谷
区では下記の予算が組まれました。
◦投票管理者等報酬

474万4,000円

◦参議院選挙執行事務

１億628万2,000円

合計１億1,102万6,000円です。国政選挙のため本来は全額が国
の負担ですが今回の予算では都を通じて１億474万7,000円が歳入
として計上されました。
昨年10月に行われた衆議院議員選挙の際の有権者数は193,875

令和4年
初期投資

令和3年
運行経費補助

「夕やけこやけ」
恵比寿・代官山循環 7,859万7,000円
ルート

28,000円

7,700万円

「春の小川」
4,752万2,000円
本町・笹塚循環ルート

589,000円

5,000万円

6,156万2,000円

115万円

5,400万円

1,924万円

589,000円
経常的初期投資
100万円

4,700万円
うち
3,300万円
は車両費

ルート

「神宮の杜」
神宮前ルート
「丘を越えて」
上原・富ヶ谷

令和4年
運行経費補助

※初期投資経費は４年度から各ルートに乗降調査ができる AI カメラを取り付け
るための経費です。乗降調査を行うことで乗降者の多い場所にコミュニティサイ
クルを作ったり安全確保のために利用していくためのものです。

人、投票率は56.11％でした。

会派オンライン
報告会の
ご案内

日時

令和４年５月７日（土）

申込

メール又はＦＡＸでお申し込みください。
メール
FAX
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午後３時から

kayoko@ia7.itkeeper.ne.jp
03-3373-7165
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