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少年協議会 議場にお行儀よく並ぶ豆議員さん達

去る7月7日に行われた少年協議会は

前年度に比較すると、長足の進歩をみ

せ、質問や意見を受けた区議会のおじ

さん達も、傍聴の先生やお母さん、お

父さん方もそのきびきびした討論ぶり

に大変驚き且つ感心したようであつた

日頃は区議会のおじさん達がいかめ

しく並ぶ区議会々議室に当日は可愛い
いが非常に熱心な豆議員さん達がずら

りと列び、終始熱心に諸問題が協議さ
れたのである。写真の向つて左側傍聴

席は各小学校から傍聴に来場されたP
T、A役員のお母さんやお父さん方で
つき当りの壁を背に列ばれたのは付添

いの先生方である。

夏の西陽を受けて議場の中はうだる
ように暑かつたのであるが、さすがは

選抜された代表だけに態度も論旨もは

つきりしていて中々堂々たるものであ

つた。



税務事務所いよいよ設置
都民税の賦9課は月頃か？

「区長に都税の賦課権がないから、現

行の賦課徴収委任制度は必ずしも適当

でない、区長から委任事務をとりあげ

て税務事務所長に代替させ都税徴収を

本来の姿にかえしたい」という計画が

本年5月頃から都で考えられていたが

遂に7月1日の都議会で税務事務所設置

案が通過した。此の問題が本区で具体

化された場合は如何なるかというと現

在税務課に税務調査係地租家屋税係事

業税係都民税係間税係整理係の6係が

あるがその内都民税係と整理係の1部

を残して他は全部新らたに設置される

税務事務所に移管されることになるの
でこれは近い将来に行われるらしい。

現在都民税係では区の独立税である

犬、金庫、自転車、荷車等の諸税を扱

つているのでこれは区に残るのである

本区に予定されている新事務所設置

場所は渋谷駅附近が候補地にあげられ

ているようであるが、新庁舎に移転す

る11月頃までは現在の税務課と1部は

交通局青山電車々庫内にある吏員講習

所を使用するものと思われる。

税務事務所の機講は2課で配属職員

は定員84名となろう。

地方税法案改正案が前回の国会で否

決されてそのままとなつていたことは

区民の皆さんがよくご存じのところで

あるが、いよいよ今国会で審議される

ことになつた。地方税が改正されると

すぐわれわれのふところにひびくもの

に都民税がある。

今度の国会を通過すれば此の9月頃

に昭和25年度第1期分の都民税令書が

区民の御手元に届くこととなろう。

但し25年度に限り1年を3期に分ける

から第1期分といつても4月5月6月7月
分の4ケ月分がかかることになる。普通

は1年を4期にわけるから1期分は3ケ月

分となるのであるが、法案の改正案の
決定がおくれたので今年度丈に限られ

るわけである。この内容は前年度所得
税×18％＋800円＝新都民税となる。

800円というのは人口50万以上の都

市に対してかけられる均等割であつて

（当初政府案）東京都は当然50万以上

の都市であるからである。

なお事情によつて賦課されないもの

もあるが説明は次回にゆづる。

その後の露店業者整理問題
転業資金受付終る

露店整理の問題については3月末日
まで整理期間が延長されていたが、そ

の後代替地や業者に対する融資の問題
等でのびのびとなつていたが、いよい

よ露店は9月一杯で姿を消すことにな

つた。

区内の道玄坂、恵比寿の飲食店、靴

磨、雑貨等の露店許可数は333件でそ

の中94名が転業することに決定し、転
業者は道路上での営業は7月一杯まで

でそれ以後は営業を許可されない。

転業者には転業資金の貸付が行われ
6月30日まで貸付申込を受付けたが、

7月15日から同月末日までに現金が交

付される。

残留業者は289名であるが、その中

靴磨が露店の対象から除外され、又飲

食業者52名の代替地が渋谷駅附近の松

本マーケツト裏に決定したので、残り
の雑貨商195名が今後の整理の対象と
なるわけであるが、これら残留業者は

9月末日以後は露店での営業を禁止さ

れる。なお残留業者の間には団体とし
て更生資金の融資をうけられるように

しようと目下協同組合設立の準備が進
められている。

区議会各種常任委員会だより
総務委員会元岩井臨海学園を買収し

ようと予算その他について討議した。

教育委員会元岩井学園を区の養護学

園とし本区の虚弱児童を収容して健康

な児童にしようとする施設にしたいと

これを獲得するため種々討議を重ねた

厚生委員会失業対策問題の参考にす
るために東京土建一般労働組合、東京

土建産業労働組合、東京自由労働組合
の代表者各2名位づつと懇談し代表者
達から輪番制を絶対反対するのはあぶ

れがでるためで、あぶれをなくしたい

のであるとの意見をきいた。

経済委員会中小商業者の振興、育成

をはかるための対策を協議し、業者が

自主的に商店街連合会を結成すること

を希望している。

文化委員会上野科学博物館で開催さ

れた社会教育大会の経過模様が参加し

た常任委員と区職員から報告された。

夏休みを有効に過ごさせ且つ不良化防

止をも兼ねる緑蔭子供会の計画が発表

されたので種々意見が交換討議された

健全娯楽として又体育向上の上から

もスクエアーダンスは適当であるとい

うことでこの指導者講習会を17，18，19

日の3日間大向小学校で行うことを決

定し全区議会議員にも呼びかけるよう

要請した。なお今まで区に拡声機がな
かつたので此の際購入してはとの意見

が出て、予算その他について検討の後

購入することに決定した。
常任委員会一同で岩井養護学園へ現場
視察に行くことを決定した。

自治権拡充実行委員会本委員会の委
員長と副委員長を決定した。
委員長白根全忠
副委員長石井茂田中拙男

議会レポート
7月4日

厚生委員会失業対策に関する件
教育委員会校地買収の件

臨海学園の件
7月10日

自治権拡充実行委員会委員長の件

7月11日
厚生委員会区内団体代表者と懇談
7月7日

経済委員会渋谷区商店街振興対策の件
7月12日教育委員会
元岩井臨海学園獲得に関する件
文化委員会図書に関する件
総務委員会臨海学園獲得に関する件
7月17日全員協議会
臨海学園獲得に関する結果
報告並びに同予算に関する件

人権擁護委員の証と徽章
本年3月1日付で法務総裁から委嘱発
令をうけた人権擁護委員にその身分を

示す証票と徽章は左の図のように定め

られた。委員の証は横6，5㎝，縦10㎝

で表紙は薄水色に金わくとなつている

模様は白地に輪かくと文字が金色でし

んが銀色となつている。
徽章は縦1，5㎝横1，8㎝で白地にわ

くと文字が金色でしんは銀色となつて

いる。委員の証の第2面には委員自身

の住所氏名生年月日と法務総裁の証明

が掲せてあり、第3面は人権擁護委員法

抄）が書いてある。

第4面にはこの証の
所持規則となつてい
て7月1日付でこの委
員証のみ各委員の手

元に交付されている

上は徽章左は表紙



生業資金貸付の申込結果

生業資金貸付の申込は6月21日から

7月10日まで受付けたが、連日申込が

殺到し最終日の10日は受付時間を午後

8時まで延長する

程であつた。

申込受付総数は

605名で昨年の第1

回貸付申込者より

283名増加し、申

込金額総計は24、9

45，000円で下の表

は出張所別の申込

口数と金額である

審査会は7月20日

午前10時から区役所3階で開催され、

貸付適格者を決定して都知事に推薦し

都の審査会で貸付者が正式に決定され

る。現金は8月3日、4日の両日交付す

る予定である。

青い羽根募金に御協力下さい

海難防止運動

7月17日から23日まで1週間を海上安全

週間として海難防止思想の普及を図り

海上の安全を期するため全国的に各種
の運動を実施することになつてラヂオ

新聞で盛んに宣伝されている。当区で

も日本水難救済会渋谷支部が主催とな

つて此の運動を展開しているが区内渋

谷婦人の会大滝スエ女史が指導して同

会々員が恵比寿、渋谷両駅前の盛場で

青い羽根の街頭募金奉仕を行つている

が、区民の皆さん方もどうぞ御協力下

さい。

昭和24年1ケ年の海難船舶は5628隻で
損害約18億となつている。日本水難救
済会は明治22年創立され全国に4百余
の救済所があり2万以上の救助員で今
日まで14方名の人命を救助して来てい

る。

渋谷区の要保護児童の調査
18才未満の児童について民生委員や

学校の協力を求めて、各種の保護を要

する児童の調査を実施したところ、次
の通りであつた。これらの児童につい

て将来適切な措置を講ずる必要があり
これらの児童を収容する施設は完備が
要望されている。

1．要保護児童総数463

2．種類別児童数

イ適切な養護を欠く児童64
ロ不良化児童66

ハいわゆる白痴40
ニ肢体不自由児79

3．保育所に入所する必要のあるもの
イ親の労働のため101
ロ親の病気のため21

4，他人の家に同居している児童92

5．保護者の経済情況

イ生活保護法の適用を受けて
いるもの153

ロ生活保護法の適用は受けていな
いが余裕かないもの205

ハ余裕があるもの105

緑蔭子供会の日程
夏期休暇の催し物の1つである緑蔭

子供会は7月25日から8月25日まで1ヶ

月間各小学校を会場として、区役所、

各小中学校、子供会等の主催で映画、

幻灯、童話、紙芝居、人形劇、写生会等が
行われる。日程は下記の通りであるが、

この催しの中には後楽園の野球見物浜
離宮の写生会、新宿御苑の童話会も合

まれている。多数の学童生徒の皆さん

の御利用をお待ちしている。



玉川上水
渋谷昔ばなし（其19）

樋口清之

徳川家康が江戸を3百年幕府の地と

定めて都市計画を行いました時に、最
も重要な問題となつたのは、将来人口
集中の大都市となるためには、あまり
にも江戸が良水に恵まれないことでし

た。単に飲用水が不足であるだけでは

なく、消火用水の点に於ても甚だ不便
でありましたので、天正18年7月12日

三河以来の旧臣大久保藤五郎忠行に命

じて井の頭池の漏水を運河を以て駿河

台に引かせ、こゝから伏樋で神田川以

南新橋以北の主として下町に分水放流

させまして、我国最古の飲用水道が出

来上りました。このため藤五郎は名を

主水（もんど）と改めて永くその功を

記念したのでしたが、しかし何を申し
ても、江戸の人口が増し、市域が拡が

つて参りますと、この神田上水だけで

は到底用を足しませんので、色々其の

後に於ても新たな水源の研究を行つて

参りました。たまたま承応元年松平信

網は、江戸町奉行神尾備前守元勝に命

じて多摩川の水を江戸に引く計画をた

せさせましたので、元勝は、玉川羽村

の出身で当時芝口に住んで居つた玉川
庄右エ門知英とその弟玉川清右エ門知
之の両人が、財力人望もあり、かつ水
利土工の術に達して居るのを知つてこ

の両名にその測量立案請負の事を命じ

ました。そこで両人は羽村から十三里

程の計画図を差出しましたので、その

12月24日伊奈忠治等に実地を検分せし

めて、翌承応2年4月、金6千両を下附

して起工させます。両人はまだ高低測

量器のない当時、夜間提灯の灯を目標

に苦心測量して、落差測斜角度を計算
し工を起して、附近農民の奉仕を得て

次第に今の高井戸の辺にまで到着しま

したが、すでに資金が尽きはてました

ので、田地家財まで売り払い、私費1千

両（3千両とも言う）を投じて、始めて
内藤新宿（今の御苑）に達し通水しま
したところ大変成功しました。幕府は
更に2千両を与えて更に大木戸から虎

ノ門までを陰溝で引かせ、翌3年4月完
成しました。このため城中、麻布、芝

の山の手まで給水出来、更に神田上水

に補水して江戸の飲料水の不足は解決

しました。この功により兄弟は苗字帯

刀を許され又代々上水役を命ぜられま

した。この江戸時代第1の大土木事業玉

川上水が、我渋谷区ではほゞ甲州街道

に沿つて区北約一里、東流しています

その余水が三田用水となつて渋谷の名

物各地の水車を動かせ、又明治にはエ
ビスビールが出来る因ともなり、又、

松濤園、渋谷川にも給水して区内田園

をうるおしていました。浅右エ門の子

孫は現在区内笹塚に海野氏を称して居
住しています。

バタ足の練習
11日プール開きの行われた猿楽小学

校では毎日在校生800名が交替でプー

ルに入り身体を鍛えている。写真は先

生の指導により水しぶきをあげてバタ

足の練習をしている所

人事教育課長視察のため出張

買収することに決定して千葉県下の

岩井にある元岩井臨海学園の現場を調

査するため二反田教育課長は7月11日

から14日まで同地へ出張した。

謹んで弔意を表す

渋谷区議員待遇者柴田広一氏は昭和

25年7月13日午前3時区内豊沢町33の自

宅で脳溢血のため逝去された。

千駄ケ谷出張所穏田分室勤務の用務

員保谷幸蔵氏（65才）は昭和25年7月

11日午後2時区内千駄ケ谷4丁目699の
自宅で胸部疾患のため死亡した。

町のたより
ガールスカウト

常磐松団の結成

去る7月2日常磐松小学校で午後2時

から常磐松出張所管内に居住する少女

達のガールスカウト常磐松団の結成式

が挙行された。参加の少女達は約20名

満10才から18才まででお母さん達15名
程と来賓4名が共に出席した。国旗団

旗のもとでリーダーの原喜美子女史指
導して入団の誓いをたて団員にガール
スカウトピンが授与された。終つて少

女達のゲーム水難者の救助競技や「な

わの結び方」等が実演された。

渋谷保健所だより
昭和25年度腸チフス、パラチフス
予防接種実施

予防接種法第12条に基き腸チフスと
パラチフス予防接種を実施します
今年の消化器系伝染病は日日に蔓

延し昨年に比べて4倍以上の患者が
出ています。

区民の皆様？
夏の健康を維持するため伝染病の

発生を防ぐため1人も漏れなく注射
を受けて下さい。日時や場所は7月末
日から掲示板その他の方法でお知ら
せします。
料金初回免疫3回式）33円

追加〃（1回式）13円
対象全区民

〓し明治22年7月1日以降
昭和22年5月未日までの出生者

昭和25年7月初旬撮影玉川上水の流水

区内代々木初台町にある新台橋から新

代々幡橋をのぞむ。鉄骨は元幡代駅


