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今夏最後の催し歌と映画の夕
写真は臨川小学校における実況

今年の夏は9年来の暑さで暑い暑い

といい暮らしたが、9月の声をきくと

たんに凉しい秋が訪れて来た。
区では去る8月27日から30日までの

間を今夏最後の催しとして区民納凉大

会を行い「歌と映画の夕」を連日催し

た。8月27日は中幡小学校28日は千駄

ケ谷小学校29日は上原小学校30日は臨

川小学校でそれぞれ午後7時30分から

始めたが、教育課職員の司会とあいさ
つの後でアコーデイオンの独奏や伴奏

による独唱等の後に映画エノケンのホ

ームラン王や文化ニコース、CIE映画

を上映した。

いつの日も1500名位の観衆が集って

中々の盛況であつた。



選挙人名簿調製のお知らせ

昭和26年9月15日現在調べの基本選
挙人名簿は次の資格を有する者につい

て登録の上調製される。

1．昭和26年12月20日で満20才になる
人（昭和6年12月21日までに生れた

人）

2．昭和26年9月15日現在区内に居住
しこの日まで引続き3ヶ月以上居住

している人（都の23区内の移動は通

算される）

これ等の登録資格者は選挙管理委員
会が職権をもつて調査し登録しなけれ

ばならないが、委員会では主として出

張所の都民世帯票によつて調製する関

係上配給を受けていない人や病院等に

長期入院しておる人は世帯票にのつて
いないので、これらについては、本人

なり留守宅から区の出張所又は委員会

事務局に連絡して登載もれのないよう

に協力して頂きたいと選挙管理委員会

では要望している。なおこの名簿は本

年12月20日から明年12月19日までの間
に行われる各種の選挙に使用されるも

のであり、この名簿にもれると投票で

きないのでくれぐれも御注意願いたい

この名簿は10月31日までに調製を終り

11月5日から15日間出張所又は委員会
で選挙人の縦覧に供されることになつ

ている。

税務事務所の処務規程改正

東京都税務事務所の処務規程が6月

11日から改正され同日から適用されて

いる。この改正で従来課税課で取扱つ

ていた滞納関係事務は徴収課に移管さ

れ法人事業税係、個人事業税係、固定

資産税係、間税係等が新設された。

各係の事務分掌は次のとおりである。

徴収課

庶務係

1．公印の管守に関すること

2．文書の再発及び人事に関すること
3．所の経理に関すること。

4．納税施設に関すること。

5．都税の検査及び国税犯則取締に関
すること。

6．その他課及び他係に属しないこと
徴収第1係

1．都税の徴収の管理に属すること。

2．収入統計及収入決算に関すること
3．徴収、猶予に関すること。
4．公売処分に関すること。（差押中

のものに対する滞納処分、執行猶予を
含む）

5．滞納処分執行停止に関すること。
6．徴収金の嘱託及び受託に関するこ

と。

徴収第2係

1．滞納処分に関すること。
課税課

法人事業税係

1．都民税及び法人事業税の課税標準

の調査及び決定に関すること。

2．都民税及び法人の事業税の賦課及
び減免に関すること。

個人事業税係

1．個人の事業税、特別所得税、自動
車税、鉱区税、漁業権税、狩猟者税及
び旧法による都税（法人事業税及び固

定資産税係に属するものを除く）の課

税標準の調査及び決定に関すること。

2．1の賦課及び減免に関すること。

3．税務統計に関すること。（徴収第1

係に属するものを除く）

固定資産税係

1．固定資産税並びに旧法による地租

家屋税及び不動産取得税の課税標準の

調査及び決定に関すること。

2．1の賦課及び減免に関すること。
間税係

1．入場税、遊興飲食税．電気ガス税

広告税、及び商品切手発行税の課税標

準の調査及び決定に関すること。

2．1の賦課及び減免に関すること。

渋谷社会保険出張所は
区役所の地下室です

渋谷社会保険出張所は去る7月1日か
ら渋谷区役所の地下室に移転して現在

は渋谷、目黒、世田ケ谷の3区の事務

を取扱つている。渋谷社会保険出張所

は庶務課、給付課、徴収課適用課の4
課に分れていて民生局保険課に所属し

ている。所長、課長を含めて40名の職

員が、健康保険法、厚生年金保険法に基

く社会保険業務にたずさわつている。

5人以上の徒業員を使用している事業

主は法の定めるところによつてこの出

張所に届出をしなければならないこと

になつているが、勿論5人以下の場合

でも健康保険、厚生年金をかけたい方

は資格取得届を適用課へ出せば使用人

に対する被保険者証が交付される。資
格取得届を行つた事業所では健康保険

30／1000厚生年金15／1000づつを事業主と被保険
者とで出し合つて積み立てておきこ

れによつて諸種の保険給付を行う。し

かし使用人達は退職前6ケ月にさかの

ぼつて引続き就職していなければこの

保険給付を受けることは出来ない。給

付課ではこれらの傷病出産等の場合に

支給する手当についての給付事務を行

つている。傷病手当金は普通病気の場

合に半ヶ年間、結核については1ヶ年

半の間手当金が支給される。出産手当

金は産前産後を通じて84日間給付され

るがその他に分娩費も本人の俸給の半

ケ月分が支給される。哺育手当金はそ

の出生児の生後半年間について1ケ月

200円づつ牛乳代として支給され又被

保険者本人死亡の場合は埋葬料として

俸給の1ケ月分支給される。以上は被

保険者本人の場合で、その給付率は法
によつて定められた標準報酬額の6割

と定つている。被保険者家族の時は多

少異リ例えば分娩費の如きは1率に千

円給付される。渋谷区内の事業所で5

人以上の従業員がいる所では必ず届出

でられるように又社会保険についての

諸種の間合せはどうぞ御遠慮なく御出

で下さいとのことである。

許可された募金



渋谷区身体障害者福祉協会
いよいよ結成さる

区内に住む身体障害者を会員とする

渋谷区身体障害者福祉協会は去る7月

中に結成される予定であつたが、此の

程協会規約も決定され諸種の準備もと
とのつたので9月15日からいよいよ発
足することになつた。

会員は213名で申請手続中のものは

5．6名程であるが身体障害者の更生福
祉を図ることが目的でありそのために

生活改善、生活技術の補導、関係官公
署や団体への連絡とか又目的達成のた

めに必要な事業等を行うことになつて

いる。

敬老会の催し
77才以上のおとしよりを対象に、区

では9月17日、18日の両日にわたつて

敬老会を行う。17日は渋谷区公会堂で
午後1時から、18日は幡代小学校で同

じく午後1時から浪曲、落語、びわ、

曲芸、講談等芸能人を招いて演芸を行
う他、お菓子や記念品を贈呈すること

になつている。

区としては始めての試みなのであるが

招待する御老人達は約1000名位の予定

で当日は区長からもあいさつを行うこ

とになつている。なお足弱の御老人達

を招待することなので区では出張所毎

に集合して頂いて会場との間をバスで

送迎したいと計画をたてている。

身体障害者激励慰安会
9月15日区公会堂

身体障害者福祉法を普及徹底し障害
者の方達を激励、又その家族の方々を

慰安したいと身体障害者激励慰安会を

区主催で9月15日午後1時から4時まで

渋谷区公会堂で行う。

当日は第1部で区長、民生課長、区

議会議長のあいさつの他に渋谷区身体
障害者福祉司による同法のお話がある

終つて第2部では万才、落語、浪曲や

音薬と奇術等芸能人による演芸が行わ
れおみやげも贈呈される。

中等学校水泳大会が行われる
9月14日～15日

9月14日と15日の2日間区では区内中

学校生徒による水泳大会を開催する。

使用するプールは代々木富ケ谷町の名

教中学校プールで、14日は午後1時か

ら開始して午5時まで予選を行う。15

日には優勝をあらそうことになるが参

加者は区立中学校7校の他に名教中学

校青山学院大学中等部等で種目は50．1
00．200メドレーりレーの他数種目であ

る。審判は中学校の先生方で行い優勝
校には区長杯が授与される。

秋季野珠大会の開催
区営代々木大山グランドで

渋谷区体育会主催、区役所、渋谷新

報社後援による秋季野球大会が9月9日

午前8時から区営代々木大山グランド

で開催される。試合は9月中の日曜日

毎に引続いて同時刻から行われるので

あるがこれに参加するのは区内にある

約70チームである。

優勝チームにはいつもの通り優勝旗や

カツプが贈呈されるが現在優勝旗はA

B．Cの3りゆうにカツプは区長杯、議

長杯、会長杯、新報社杯等合計7個ほ

どある。

昭和26年度小中学校の疾病異常者数
今年4月全国の学校で一斉に行われ

た学校衛生統計調査の本区の小中学校
の疾病異常者は次の表のとおりである

その中他の疾病に比較して著しく多く

なつているものは近眼5．0％、トラホ

ーム4．9％、鼻疾5．6％、扁桃線肥大17

．3％、要養護0．3％、う歯未処置41．5％

でこの表には男女別に表してないが色
神異常男子299名に対し女子18名伝染
性皮膚病男子188名に対し女子80名と
性別的に著しいへだたりが見られた。

身体虚弱者は男子33名に対し女子60名
で女子の方が多数であつた。



江戸から明治へ
渋谷昔ばなし（其45）

区史編さん委員会
徳川暮府250余年の政治は、幕府開

設の日からすでに色々の矛盾を含んで
居りましたが、それは年がたつに従つ

ていよいよ甚だしく、特に、「人間

万事金の世の中」と言われる貨弊経済

万能の時に入つてなお為政者が土地経

済の生産量を経済の基礎にしている有

様は「武士は食わねど高楊子」の食え

ない武士を生み出して行きます。年と

共に武士階級の人口は増加し、これが

すべて社会の寄生生活者でありますの

に、土地の広さと生産額には限度があ

り、如何に税率を高めて4公6民をを

7公3民に改める様な極端なことをいた

しましても、年と共に生活の困難を増

し、町人百姓と縁組みを行つたリ、浪

人となつて放浪したり、追々階級制の

基礎にひびが入つて行きます。この矛

盾が、嘉永6年のペルリーの来船を一

転機として急に表面化し、革命運動に

進んで慶応3年10月大政奉還となり明

治維新が完成したわけであります。

この近世日本を近代日本に改める政

治、経済、文化、社会の大変革は我渋

谷区にも極めて大きい変化をもたらし

ました。従来区内丘陵上は5分の4まで

が武家屋敷でありましたが、廃藩置県

後はにわかにこれが解放せられて民有

地となり、又旧所有者持であつても開

拓せられて桑、茶，野菜等の畑となり

ます。渋谷の名物となつた松濤園の鍋

島家の茶が植えられるのも、広い武実
屋敷の塀が取り除かれて自由に附近を

通行することが出表るようになつたの

もこの時です。しかし、久しく渋谷地

内に邸宅を持つて多数の家臣を養つて

いた武士群の多くは本国に帰つたり分

散して帰農転業したリいたしますので

この武士群を顧客として成りたつてい
た区内の人々は生活に困窮を告げるよ

うになります。特に大山街道の宮益坂
下に木戸が出来て治安の維持を計つた

り祥雲寺に官軍が宿営したりして維新

の風雲の影響を区内にも一部受けたり

しますと、大山街道の利用も一時寂れ

ますので、宮盆坂の繁栄は昔程でなく

なりました。しかし元広尾附近は、渋

谷川沿いの渋谷街道と目黒街道の交差

点であり、旧江戸と、郊外生産地との

物資仲継場でありましたので、元来か

ら独立自立的な生計を営んていました

ので、維新によつて急に変動を受ける

ようなこともなく、こゝに警察署が一

時置かれたりして却つて渋谷の中心と

して栄えます。従つて、道玄坂宮益坂

附近が今のように渋谷の中心となりま

すのは、全く、明治27．8年の戦役の後

世田谷に陸軍部隊が多く出来てからの

後特に玉川電車開設後にはつきりして

来ます。

しかしいづれにしても明治維新によ

つて武士群解散後は、その武士群の住

宅地を中心として居つた東京の郊外は

いづれも大体に於て一応は疲弊いたし

ますが、我渋谷区も亦同じ過程をたど

つたと言えます。そしていよいよ山ノ

手線が出来甲武鉄道が出来てはじめて

郊外住宅地として復活し、追々日用品

生産地、遊山地、小工業地として栄え

大震災後今日の性格に移ります。

町のたより

常磐松防犯防火支部で
敬老会を開催する

常磐松防犯防火支部では常磐松出張

所管内に居住する70才以上の老人約50
名を招待して9月9日午後1時から6時頃

まで常磐松小学校で老人慰安会を行う
当日は芸能人を招いて各種の演芸会を

行う他記念品を贈呈して老人達を慰め
るが区長地元区議会議員や官衙庁署長

達も併せて招待されるそうである。

伝染病予防の
衛生懇談会開催

赤痢、疫痢、日本脳炎など今年の伝

染病は未曽有の激増を示しているが、
この間題について直接関係のある汲取

汚水、塵芥等の間題について関係者と
地元区民の懇談を行うため笹塚出張所

管内の伝染病予防委員10名は笹塚出張
所長と共催で笹塚小学校を会場として

衛生懇談会を開催した。
当日は渋谷保健所長、都清掃事業部

渋谷区出張所工事係長、区土木課工事

係長、その他の関係者が出席し地元区

民は子供づれの主婦をまぜて50名程参

集し保健所長、清掃事業部工事係長、

区工事係長から現状についての簡単な

説明があつた後質疑応答に入つた。
塵芥、雑芥回収についての質問や註文
が最も多く続いて下水のしゆんせつ工

事や暗きよに関する質問等窮状を訴え
るものが多かつた。担当者からそれぞ

れ懇切な回答があり迅速に適正な処置
をとる旨の約束をして散会した。

保健所だより

性病をぼく滅しましよう
性病予防週間は9月1日～7日まで

昭和25年の11種類の法定伝染病患者

は81，022人でこの中316，299人が性病
患者によつて占められている。下の表

は昭和24年から26年8月末現在に至る

都と区の患者数を現わしたものである

患者は20才台に多く感染経路は売笑婦
72％、妻1，7％、女友達1．1％、その他
25，2％となつている。神経系疾患、心
臓疾患、脳出血などの死亡者の中でも
梅毒が原因となつているものが多いの

である。性病は単に売笑婦だけの問題

でなく家庭生活を混乱させひいては国

民生活に深刻な障害を及ぼすものであ

る。そこで性病の予防と絶滅をはかる

ため9月1日から7日まで性病予防週間
が行われる。性病の予防には先づ健全

な円満な家庭をつくることが最も大切

なことでありもし性病にかかつたら他

人と接しよくせずに完全に治癒するま

で治療をつづけること、妊婦は必ず血

液検査をすること、結婚の際は健康診

断書を交換することなどである。

釣天ぐの集い

釣魚連合会結成か

区内にある釣クラブを集めて釣魚連

合会を作ろうではないかという気運が

最近区内に盛り上つて来ているので、

このあつせん役を区が引受けることに

なり、9月12日の午後6時から第1会議
室で始めての打合会を行うことになつ

た。現在判明している釣天ぐの団体は

約20団体であるが、当日はそれぞれの

代表者が出席して連合会結成のために

種々協議したり、打合せを行つたりす
る。

9月中のナトコ映画会

9月中のナトコ巡回映画会は3日から

28日まで毎夕午後7時半から各小中学

校を会場として次の日程で開催される

CIE映画、文化映画、漫画等の外に

8日から14日までの間は特に天然色映

画「農場の秋」が上映される予定であ

る。なお雨天の場合は中止される。

会場日程は

右の表のとおりである。

5日上原小

6日笹塚中

7日中幡小

10日東京小年院

11日西原小

12日幡谷女子学園

13日本町小

14日幡代小

17日山谷小

18日鳩森小

19日千駄谷小

20日神宮前小

21日渋谷小

25日大和田小
26日猿薬小

27日長谷戸小

28日広尾小


