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渋谷区議会議員

吉田かよこ
〔吉田かよこ事務所〕：〒151-0071 東京都渋谷区本町 6-28-12-401

☎03-3373-7167 / FAX03-3373-7165

✉kayoko@ia7.itkeeper.ne.jp
吉田かよこ プロフィール
1962(昭和 37)年９月渋谷区で生まれる
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
現在、渋谷区議会議員
ある

吉田佳代子税理士事務所の所長でも

平成 26 年度予算について
平成 26 年 3 月 4 日から 31 日まで第 1 回定例会が行われました。
今回は、予算特別委員会が設置され、平成 26 年度の予算についても
審議が行われました。今回は、私が所属している都市環境委員会に
関連のする予算項目についてご報告致します。

1.平成 26 年度予算規模
平成 26 年度一般会計予算は 825 億 1400 万で、特別会計の予算は国民健康保険
事業会計が 239 億 6667 万 8000 円、介護保険事業会計予算が 133 億 9660 万 2000
円、後期高齢者医療事業会計が 50 億 3802 万 6000 円で、合計して 1249 億 1530
万 6000 円となりました。
平成 25 年度と比較しますと次のようになります。

平成 26 年度
一般会計
特別会計
国民健康保険 事業会計
介護保険事業会計
後期高齢者医療事業会計

合計

平成 25 年度

82,514,000 千円

76,410,000 千円

42,401,306 千円

41,028,432 千円

23,966,678 千円
13,396,602 千円
5,038,026 千円
124,915,306 千円

23,529,124 千円
12,798,469 千円
4,700,839 千円
117,438,432 千円
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前ページ表の通り、26 年度は 25 年度と比較して 74 億 7687 万 4000 円の増加と
なっています。
その要因の一つとして、敷地面積
約 5000 ㎡の幡ヶ谷 2 丁目（幡ヶ谷 2
丁目 42 番地内）の防災公園用地の取得
水道道路
費用 32 億円が計上されています。
幡ヶ谷・笹塚地区は木造住宅密集地域
きょうあい

おおよその位置

に隣接し 狭 隘 道路も多く、災害時に避
難する場所が少ないために、一時集合
場所となる機能を有する公園として平
成 28 年を目途に防災公園を整備し、平
成 29 年を目途に高齢者住宅等（80-100
戸を予定）を整備する予定です。
甲州街道
平成 26 年中に用地取得と基本構想を、
平成 27 年度には基本設計・実施設計を、平成 28 年度には整備工事・開園を目
指してまいります。
防災公園としての用地取得ですが、せっかくの広大な土地の取得ですので、出
来る限り余裕スペースを設け、緑豊かな公園にしていきたいと考えております。

2.渋谷駅周辺再開発について
2008 年 6 月 14 日営団地下鉄 13 号線が開通し
2013 年 3 月 16 日から渋谷駅で東急東横線と
相互直通運転が行われています。
東京急行電鉄、東日本旅客鉄道、東京地下鉄、
道玄坂 1 丁目駅前地区市街地再開発準備組合、
東急不動産は、渋谷駅周辺で複数の大規模開発
を計画しています。
今後、渋谷駅周辺がどのように変化していくのかを整理してみたいと思いま
す。
2013 年 6 月に下記の 3 事業が、東京都において都市計画決定がなされていま
す。
1. 渋谷駅地区駅街区
地上 46 階、地下 7 階（東棟）、地上 10
階、地下 2 階（中央棟）
地上 13 階、地下 5 階（西棟）のオフィ
ス・店舗ビルの建築を計画しています。
東棟は 2020 年に、中央棟と西棟は 2027
年の開業を予定しています。

東棟
渋谷ヒカリエ

エ

西棟
中央棟
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2.渋谷駅地区道玄坂再開発
地上 17 階、地下 5 階のオフィス・店舗ビルの建築を計画しています。
2018 年の開業を予定しています。
3.渋谷駅南街区
地上 33 階、地下 5 階のオフィス・店舗・ホテルの建築を計画しています。
2017 年の開業を予定しています。
4.渋谷区では、下記地図の北側自由通路、南口自由通路の基盤整備を進めるた
めの予算が 2 億 1600 万円計上されています。
今後は渋谷駅桜丘地区の地区計画の手続きを進めるとともに、公園通り周辺
の地区計画を検討するなど、渋谷駅周辺地域における更なる回遊性のあるま
ちづくりを進めてまいります。
渋谷駅周辺の再開発は、2020 年に行われるオリンピックに伴う外国人の訪問
などにも大きな期待がされています。
現在の渋谷駅周辺は、混雑がひどく、残念ながら、高齢者や障がい者の方が
楽しめるまちとはなっていません。
今後、民間事業者と区役所が連携をし、高齢者や障がい者の方にもやさしい
まちづくりを提案してまいりたいと考えています。

北側自由通路

南口自由通路
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合同区政報告会のご案内
民主党渋谷区議団主催の報告会です。

日時

平成 26 年 5 月 23 日金曜日夜 6 時半から

場所

本町区民会館

テーマ

平成 26 年度予算について

区政報告会のご案内
吉田かよこ主催の報告会です。

日時

平成 26 年 5 月 29 日木曜日夜 7 時から

場所

吉田かよこ事務所
（渋谷区本町 6-28-12-401）

テーマ

平成 26 年度予算について

2011 年の犬や猫の殺処分は、犬 4 万 4000 頭、猫 13 万 1000 頭と従来よりも
減ってきていますが、あわせて年間 17 万頭というのは、膨大な数でした。
動物愛護管理法の改正に伴い、国会の付帯決議として、『殺処分頭数をゼロ
に近付けることを目指して最大限尽力する』との決議がされたことは、本当
にうれしいことです。全ての命を大切にする社会であってほしいものです。

