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●学校、保育園、職場などでの
定期検査を
●繁華街などでのモ
ニタリング検査を

　教養と文化の拠点、図書館は廃
止ではなく、進化・発展させるべ
き施設であり、区民の宝です。私
たち「会」は、区民・利用者の皆さんとご一緒に、
渋谷図書館の存続と発展のための声を区議会に届
けていく所存です。

文化・教養・教育文化・教養・教育

地域の宝物地域の宝物 廃止条例と慎重審議を求める請願は継続審議に廃止条例と慎重審議を求める請願は継続審議に
渋谷図書館は存続を渋谷図書館は存続を

　長谷部区長は昨年の第４回区議会定例会に突然、渋谷図書館を廃
止する条例を提案しました。住民は「渋谷区の図書館を考える会」を
結成し、事態を知らせるチラシ配布や宣伝にとりくみ、渋谷図書館の
存続や慎重審議を求める声と運動は急速に広がりました。区議会議員
にも住民や元職員などから存続を訴えるメールやファックスが寄せら
れ、慎重審議を求める区議会請願も提出されました。
　日本共産党区議団は、定例会での代表質問で、住民の声を紹介し、
区長に渋谷図書館廃止条例の撤回を求めるとともに、文教委員会でも
他の会派とも協力して請願の採択に全力をあげました。
　住民の声と運動で、この条例と請願は継続審議となりました。党区
議団は、引き続き渋谷図書館の存続に全力をあげます。

住民や元職員の訴え
　図書館は、本に出合う
ことで、生きるヒントや元
気をもらえる場所です。区
民の声も聞かず、廃止す
るというのは乱暴です。

（元職員）

　私や子どもたちにとって、とて
も身近で貴重な場所です。絵本
や本に親しんだり、静かな環境
の中で学んだり。そのような機
会がこれからも与えられることを
希望します。　　　　　　（住民）

コロナ対策の抜本的強化をコロナ対策の抜本的強化を
第６波に備え、いのち・くらしを守る 昨年度繰越金１２億円、

基金1126億円を活用し
て

　オミクロン株や第６波に備えて、PCR
等検査の拡大が重要です。区議会には、
900人を超える区民から学校等でのPCR
検査の実施を求める陳情が出されました。

●保健所の正規保健師の増員
●区独自の病床確保
●訪問診療体制の整備
●療養のためのホテル確保

　重症・死者ゼロ
の墨田区に学び、
渋谷区でも直ちに
体制の整備を。

●減収した中小業者・文化術家
に、固定費などの支給を
●減収した区民や生活が困難
な区内の学生に支援を

　緊急事態宣言解除後
も、中小業者や区民の
苦境は続いています。区
独自の支援は待ったなし
です。

迅速なワクチン接種とともに
無料でＰＣＲ等検査の拡大を

医療崩壊を防ぐために
保健所・医療体制拡充を

困った人に届く支援を

E-mail  info@jcp-shibuya.jp
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年間5万3700人が利用する渋谷図書館年間5万3700人が利用する渋谷図書館

渋谷区の図書館を考える会
代表宮崎 礼二さん



64.3％税金のムダづかいをしない
国保料・介護保険料などの負担軽減

安心できる医療体制
介護や高齢者福祉の充実

感染症予防と防災対策の強化
教育環境の整備

区営住宅や高齢者住宅の増設
障がい者福祉の充実
中小企業・商店街支援

再開発事業や大企業支援

就学援助の拡大、子ども食堂への支援など、子どもの貧困対策
PCR検査拡大など、子育て、教育施設の感染対策の強化

不登校、いじめ対策の強化
小中学校での教員の増員と20～30人学級の実現
認可保育園の増設による保育園待機児の解消
子ども医療費無料制度の高校生までの拡大

公立小中学校給食の無償化
学童保育の実施、放課後クラブの改善
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26.6％

32.7％

26.6％
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25.9％

5.4％

31.3％

いのち、くらし最優先、住民の声を届けます
日本共産党渋谷区議団が毎年とりくんでいるアンケートでは、くらしが「苦しい」が５６％
におよんでおり、独自のコロナ対策の強化とともに、いのちとくらしを守る区政本来の役割
を求める切実な声が多く寄せられました。党区議団は、いただいた願いの実現に全力を
あげます。

●認知症の親の介護で離職。コロナで仕事も見つか
らず介護費の負担につぶされる。
●子どもが学校やイベント、友達付き合いなどをがま
んしていることがつらい。
●コロナで会社は倒産。息もできない状態が続く。
このままでは路上生活になる。
●家族が感染しても入院できず自宅療養に。陽性者
と陰性者が一緒に生活している。
●コロナ陽性と判定されたが、保健所からなかなか
連絡が来なかった。
●収益が3割減。人件費を削らざるを得ない。
●居酒屋を50年営業してきましたが、休業状態が続
き、協力金も不十分。
●若い保育士が多い職場で、いつ無症状の彼女たち
から感染するか不安です。密な職場なのでPCR検
査の定期化を。

　日本共産党渋谷区議団は、「アンケート」に託して
いただいた声や、多くの団体からいただいた要望や
意見を、1085項目にまとめた2022年度予算要望書
を、10月29日、長谷部区長に提出しました。

●都立でなくなると、採算が優
先され、感染症や救急医療が
後退し、差額ベッド代もとら
れかねない。医療機関に採算
を求めるのは間違い。

●病院、保健所などの公的機関
の重要性はコロナ禍で明ら
か。むしろ充実すべき。

「２０２１くらし・区政についてのアンケート」にご協力ありがとうございました

コロナ入院患者の４割受入れ！ 広尾病院は都立のまま存続を

5.6％

地方独立行政
法人にすべき

10.1％
無回答

16.6
わからない

66.8％

23万7864円

年間
51万9270円

子どもの均等割ゼロに！
国保料の引き下げを

渋谷区予算要望書提出渋谷区予算要望書提出
2022年度2022年度

区民の声

アンケートに寄せられた
区民の声

都立広尾病院の今後について…

●収入の１割強は本当につらい。
フリーランスで収入が安定せ
ず、収入が少ないときには保
険料が払えない。

●国保料が高すぎて驚きます。
収入に対して重すぎる。

区議会で「運用停止」求める意見書採択

1.4％
賛成

65.9％

12.3％

区民の声

羽田空港新飛行ルートについて…

国保料の負担が「重い」の声多数

税金のムダづかいやめ、負担軽減と医療・福祉の充実に

安全・迅速なワクチン接種、ＰＣＲ検査の拡大…

子どもの貧困対策、感染防止対策などの強化を

11.0％
無回答

やむを得ない

充実してほしい子育て・教育は…

区政で、最も力を入れてほしいことは…

渋谷区に求める新型コロナ対策は…

都立病院として継続
し、充実すべき

騒音や落下物、墜落
などの危険が増える
のでやめるべき

　現行の管制システムであれば、需要が
回復しても従来の海上ルートでの増便が
可能であることを、今年６月25日付の
国会答弁で認めているように、都心上
空を通過して着陸するルートの必要性の
根拠はなくなった。
　よって、渋谷区議会は国会及び政府
に対し、都心低空飛行を伴う羽田新ルー
トは早急に運用の停止を検討するよう強
く求める。

協会けんぽの2倍以上

年収400万円の40歳代夫婦と
子ども2人世帯の保険料比較

採択された意見書の概要

渋谷区議会議長名
内閣総理大臣　等　宛
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（子どもの均等割10万4400円）（子どもの均等割10万4400円）

（均等割０円）

安全・迅速なワクチン接種

医療、介護・福祉、学校での定期的なPCR検査

いつでも受けられるPCR等検査の抜本的拡大

保健所の体制の強化

60.5％
40.7％

59.4％
49.3％



人類史上初めて核兵器を違法化
した核兵器禁止条約が昨年１月発
効。今年３月には、オーストリアのウ
ィーンで第１回締約国会議が開かれ
ます。唯一の戦争被爆国である日本
は、被爆者・国民の願いに応えて、
オブザーバー参加し、核兵器の非人
道性と廃絶を訴え、話し合いの輪に
加わるべきです。

　岸田首相は、第26回国連気
候変動枠組み条約締約国会
議で石炭火力に固執し、不名
誉な「化石賞」を送られました。
　日本共産党区議団は、次
世代に安心して住み続けられ
る地球環境を残すために、政
府や渋谷区に2030年までの二
酸化炭素（ＣＯ2）削減目標
の大幅引き上げ、石炭火力や
原発からの撤退、省エネと再
生可能エネルギーへの転換を
求めます。

　日本世論調査協会の世論調査では、核
兵器禁止条約に「参
加すべき」が71％、
第１回締約国会議へ
のオブザーバー参加
を求める声は85％
に達しています。

８５％が「出席すべき」
　岸田首相は、核兵器保有国の
協力が必要と言って、参加を拒否
しています。しかし、米国の核の
傘の下にあるNATO加盟国もオブ
ザーバー参加を表明しています。

安保条約の下でも参加可能

　衆議院選挙の結果、改憲派が衆
議院の３分の２以上を占める中、岸
田首相は、憲法第９条に自衛隊を書
き込むなど自民党の改憲案をたたき
台に、改憲を狙っています。日本維
新の会も、夏の参議院選挙といっし
ょに改憲の国民投票を主張していま
す。
　日本を戦争する国に変える改憲と
大軍拡、敵基地攻撃能力の検討を許
さず、憲法９条を生かした平和外交
への転換を求めます。

改憲・大軍拡・敵基地攻撃能力にＮＯ！改憲・大軍拡・敵基地攻撃能力にＮＯ！改憲・大軍拡・敵基地攻撃能力にＮＯ！
９条生かして、対話による平和を９条生かして、対話による平和を９条生かして、対話による平和を

改憲派の戦争する国づくりにストップを
●憲法第９条に自衛隊を書き込む
   日本が攻撃を受けなくても、アメリカ
    とともに戦うことが可能に
●ＧＤＰ比２％への大軍拡すすめる
    今年度補正予算で、史上初めて軍事費６兆円を突破
●敵基地攻撃能力の保有を検討
    専守防衛をかなぐり捨て、違憲の先制攻撃を可能に

●●ＮＡＴＯ加盟のノルウェー、
　ドイツはオブザーバー参加

2022年３月・ウィーンで開催
核兵器禁止条約第１回締約国会議に核兵器禁止条約第１回締約国会議に核兵器禁止条約第１回締約国会議に
オブザーバー参加をオブザーバー参加をオブザーバー参加を

気候危機打開へ！ 切迫感ある対策を

　再開発は、ビル建設時にも完成後も大量の
CO2を排出し続け、温暖化を加速します。

　長谷部区長は、全都平均より低い31％
のCO2削減目標を、２年後に検討すると発
言していますが、2030年まであと８年しか
ありません。直ちに引き上げるべきです。

渋谷区でも脱炭素化支援の実施を

渋谷区は、直ちに
ＣＯ２削減目標の引上げを
渋谷区は、直ちに
ＣＯ２削減目標の引上げを

温暖化と東京一極集中招く
渋谷駅周辺の再開発の中止を
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権
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危
険
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動
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締約国会議への出席

出席するべき出席するべき出席するべき
85％85％85％

出席すべき
でない
出席すべき
でない
出席すべき
でない
12％12％12％

無回答無回答無回答
3％3％3％

脱炭素化の施策

太陽光発電等への助成

住宅の省エネ化への助成

渋谷区 実施区

区民や事業者の相談窓口

１７区

１4区

１9区

×
×
×

二酸化炭素削減目標の大幅引き上げと具体策を二酸化炭素削減目標の大幅引き上げと具体策を二酸化炭素削減目標の大幅引き上げと具体策を

　渋谷駅周辺では、さらに桜丘地区でも２５万５千㎡、美竹
の旧仮庁舎跡地などの再開発が目白押し。

渋谷二丁目西地区再開発による
年間CO2排出量は、明治神宮の
樹木の3倍分の伐採に相当

渋谷二丁目西地区再開発による
年間CO2排出量は、明治神宮の
樹木の3倍分の伐採に相当

渋谷二丁目西地区再開発による
年間CO2排出量は、明治神宮の
樹木の3倍分の伐採に相当




