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渋谷地区の子供協議会
青少年補導週間の行事の1つとして

区内を渋谷、代々幡、千駄谷3地区毎

に各小学校の学童、生徒の代表が集つ

て冬休の生活について子供協議会を開
いた。この写真は12月11日午後2時か
ら常磐松小学校で行われた渋谷地区の
子供協議会の模様である。

渋谷、大和田、臨川、長谷戸、広尾

猿楽、大向、加計塚、常磐松各小学校

広尾、鉢山、松涛各中学校代表約30名
が集り広尾中生徒が議長となつて協議

が進められ冬休みの生活について次の
事柄をきめた。

1．清掃、ポスター、標語を各校毎に
作成して掲示し街をきれいにすること

2，不良化防止自分達も注意するが

先生方、警察にも協力して頂いて不良

化防止をはかること。

3，お正月のお小遣はなるべく貯金す
ること。

4，凧あげ、羽根つき等をする時は遊
び場所に注意すること。



財政事情の公表
昭和27年4月1日から9月30日までの

財政事情と昭和26年度決算の概況が、

11月1日附で公表されたが、27年度上

半期の財政事情概況は次のとおりであ
る。

財政事情

終戦以来絶えざる経済の変転により

区財政の運営は非常に困難を極めたが

昭和27年に入つて講和条約の発効等国

内の諸制度の整備、或いは区財政の推

移もようやく見透しのきく状態となつ

たので当初予算で初めて年度間を通ず

る予算を編成した。これらの予算の構
成、収支の状況等は次のとおりである

1．予算の構成
昭和27年9月未現在の予算総額は才

入才出共341，307，802円でこの中

才入は

総額341，307，802円
区税234，233，52868％
都支出金57，067，98217％
雑収入33，409，07410％
繰越金10，012，9973％
使用料及手数料5，992，2512％
寄附金300，000
財産収入291，970

才出は

総額341，307，802円
教育費118，286，68735％
区役所費101，707，87430％
土木費38，176，72811％
都納付金28，232，6318％
諸支出金21，227，6466％
議会費18，459，4735％
民生事業費5，470，7672％
選挙費5，740，5372％
産業経済費2，584，7151％
統計費166，774
予備費301，235

2．収入及び支出の状況（質屋事業を除く）

3．区民の負担状況

区才入の68％をしめる区税は区民が
1入平均約1，115円を負担してをり、

1世帯当り4，381円の負担になる。

4．財産及び一時借入金現在高 （27．9．30現在）

5．質屋事業の経理状況

本事業は昭和27年4月1日に都から移
管になつたもので区営公益質屋として

低利な融資を行つている。事業の性質
上一般予算と分離し特別会計により経

理してをり昭和27年度9月未現在の収
支の状況は次のとおりである。

昭和27年度東京都渋谷区歳入歳出追加予算（第8号） 追加予算議決

12月10日の本会議で区長解職請求者署

名簿の審査費として追加予算が上提さ
れ可決された。

（1）収入の状況

（2）支出の状況

（3）区税、税目別収入の状況

備考接客人税は税法の改正により7月から廃止された。

（1）財産の現在高

備考積立金の外、価格は取得時価である。

（2）一時借入金の現在高

（1）収入の状況

（2）支出の状況

歳入

歳出



リコール請求署名審査終了
11日審査結果を告示

11月22日から開始した区長リコール

請求署名の審査は予定どおり20日間の

審査期間を経て完了し区選挙管理委員

会では12月11日に審査の結果を告示し

た。れによると

署名総数61，274

有効〃51，906

無効〃9，368

で有効署名総数は有権者の⅓に当る法
定数48，175を3，731上廻つている。

署名簿は12月12日から18日まで関係

人の縦覧に供してをり期間内に異議の

申立が行われた場合は調査して署名の

効力の最終決定をした上選挙管理委員

会では有効署名総数を告示することに
なつている。

常任委員の改選
区議会委員会条例が改正されたので

去る12月10日の本会議で常任委員の更

迭が行われ次のように決定した。

（◎印は委員長、○印は副委員長）

総務委員会

◎松本孝二○藤山与喜衛○吉田秀
英若竹撤雄中村栄一郎小川保

青木武士成富治男原田幸衛佐藤
昌寿高野幸儀

財務委員会

◎本橋兼義○青木武土○田尻嘉一

渡辺虚堂田中節夫原宗吉田中菊
蔵成富治男原田幸衛佐藤猛夫
大日方昇

民生経済委員会

◎近藤日吉丸○岩瀬孝三郎○矢部
繁蔵村木徳次郎花崎丈治小山謹

言田尻嘉一平野井雷治伊野重次

郎木村治郎吉田秀英

文教委員会

◎佐藤サカエ○田中菊蔵○佐藤猛
夫稙田定原一学原宗吉藤山与

喜衛佐川文彦平野井雷治伊野重

次郎橋本実尾
建設委員会

◎荒敏蔵○小林喜代治○高野幸儀

稙田定原一学渡辺虚堂大野鉄五
郎小川保小山謹言田中節夫矢
部繁蔵

土木委員会

◎直野繁太郎○村木徳次郎○佐藤

昌寿若竹撤雄岩瀬孝三郎古田金
八花崎丈治木村治郎小林喜代治
大日方昇大野鉄五郎

下通消防所管内に
火災報知器設置

火災シーズンを迎え、渋谷消防署で
は下通消防所管内に60基の火災報知器
を建設中であつたが、この程完成した
ので12月10日午後2時から国学院大学
で消防署、防火協会、消防団の関係者
が参集して開通祝賀会を行い同所で報
知器の連絡による消防車の出動消火演
習を行つた。

この報知器は火災が発生した時腕の
肘又は履物等の器物でボタンを押せば
すぐに消防署に連絡できる。なお虚偽
の通報、破損した場合は処罰される。

健康優良児童の表彰式

先に行われた全国建康優良児童の選
定に区代表として都の中央審査会に出
場した佐々木成三郎君（鳩森）と宮越
伸子さん（幡代）を始め区の審査会に

出場した学童20名の表彰式が区教育委
員会の主催で12月15日午後2時から常
松磐小学校で行われ岩味委員長から表
彰状と賞品が授与され、鳩森校代表が
答辞をのべた。

議会の動き

12月1日全員協議会

常任委員の件

12月8日前経済委員会議案審議
12月9日前総務委員会〃

12月9日前土木建築委員会〃
12月10日前総務委員会〃

12月10日運営委員会
議会運営に関する件

第10回臨時区議会

日程第1常任委員更迭の件可決

日程第2議案第52号昭和27年度東京都

渋谷区才入才出追加予算（第8号）原案
可決

日程3議員提出議案第11号道路改修方
に関する意見書採択

日程第4渋谷区内の更生保護事業に対
する補助舎交付方の件請願委員会付託
日程第5越年資金貸付方に関する請願
委員会付託
日程第6議案第52号昭和27年度東京都
渋谷区才入才出追加予算（9号）委員会
付託
日程第7議案第54号特別区人事事務組
合規約中変更の件委員会付託
日程第8議案第55号工事請負契約締結
の件委員会付託
追加日程第1議員提出議案第12号電産
炭労両争議即時解決方に関する意見書
決定

来年1月に工業調査実施
御協力下さい

来年1月に昭和27年12月31日現在で
工業調査を実施するから御協力下さい

調査対象

製造業の現場の事業所のみに行い製造
問屋、製造小売業、副業内職の世帯又
は修理業は調査の対象にならない。
調査方法

最初準備調査が行われ、続いて従業者
数が3人以下の事業所には調査員の面
接調査によつて2通の工業調査票乙に
記入される。4人以上の従業員を有す

る事業所には工業調査票甲2通が配付
され所定事項を記入して提出して頂く
ことになつている。

地代家賃の改正
地代家賃が値上されることになり、
12月1日から施行されている。今回の

改正による地代家賃の算出方法は次の
とおりである。

1，地代

価格×3／1000＝地代＋A＝毎月の地代
但し昭和28年3月までは

（昭和27年度価格×1．6／100）-（昭和26
年度価格×1．6／100）＝X×7／48＝A
借地土地が一筆の一部であるとき

一筆の価格×使用面積／1筆全面積＝価格（使
用面積の価格）

註価格とは固定資産課税台帳に登
録されている価格

2．家屋

（1）建物全部についての家賃
次のイ、純家賃額と1，の地代相
当額の合計額とする。

イ、純家賃額

（価格×3．7／1000）＋（24円×建物の延
坪数）＝純家賃＋地代＋A＝毎月

の家賃

但し昭和28年3月までは

（昭和27年度価格×1．6／100）-（26年
度価格×1．6／100）＝X×7／48＝A
3単位以上の貸室を有する時は（18

円×専用坪数）を加える。

（2）建物の1部についての家賃

（1の家賃）×専用坪数／建物全部の専用坪数
＝間代（専用坪数の）

共益費を有するとき

（35円×専用坪数）を1に加える。

註「専用坪数」とは建物全部の床面
積の総坪数から廊下、階段、便所

洗面所、洗濯所等共用部分の床面
積の坪数を除いた坪数をいう共益
費とは共用部分の清掃及び手入を
貸主が行う時の費用

詳細は建築課へお問合せ下さい。



図書館だより

年末年始に図書の
特別貸出を行います

渋谷図書館では例年の通り年末年始
に図書の特別貸出を行うから御希望の

方は次の要領によつて12月25日までに

図書館へお申込下さい。

一般貸出

貸出期間12月26日～1月7日
貸出冊数2冊（小説、随筆等）

貸出取扱日12月26日（当日限）
団体貸出

貸出期間12月26日～1月7日
貸出図書冊数1口（10冊）
貸出取扱日12月26日（当日限）

申込者の資格区内商店（10名以上）
会社、工場、寄宿舎等諸団体の責任者

水道局だより

水道管の破裂を
防ぎましよう

寒い冬がやつてきて水道管が凍る季

節となつた。水道は気温が零下4度位

になるとはだかの立上り部分、防寒装

置の破損したところ、北向の寒いとこ

ろ等から凍つて破裂する。今から水道

管をよく調べて急いで防寒装置しまし
よう。万一破裂して水がもれるように

なつたらあり合せの「ボロキレ」など

を固く巻きつけて応急処置の上至急最
寄の水道局営業所に修繕をお申込み下

さい。水道局ではお申込みにより色々

の御相談にも応じ又実費で完全な防寒

装置をするし、御希望により材料の実

費によりお分けすることもある。

なおお申込には電話渋谷（46）208．21

1又は郵便ハガキ等何れでもよく、そ

の他区役所出張所等に水道御用承りポ

ストが設置してあるから、御用件、御

住所、お名前等を御記入の上御利用下
さい。

驚くほど多い
年末の交通事故

12月は1年の中で最も交通事故が多

い。1昨年12月の事故件数は694件で月

平均より5割以上増加し昨年12月の事

故件数は1000件でやはり月平均より5
割以上の増加を示している。しかも本

年の人口増加は月平均2，500人、自動

車の増加は月平均3，500台にもなつて

いるので、事故は益々増加するものと

思われる。本年に入つてからは既に9
月の半ばで咋年の全事故件数の7800を
超えている。

事故防止の重点

○車も人もあまり先を急がないこと。

事故最大の原因は「スピード超過」と
あわてた横断歩行にある。

○車道の横断は必ず「横断歩道」を信

号に従つて進むこと。信号のないとこ

ろではまず左右の安全を確めて横断す

ること。

○狭い道路から広い道路に出る時又踏

切の前では必ず一旦停止して安全を確

める。

○酒に酔つて外出することは危険。特
に運転者は絶対禁物。

○路面が凍結している時には運転者は
スピードをおとして万全の注意を払う

○子供の遊びには注意して路上遊戯を

させないようにする。

保健所だより

飲食品のお買物は
清潔で衛生的な店で

例年保健所では年末の食品衛生取締

りを行うが、渋谷保健所では目黒、世

田谷、玉川、砧の5保健所による第6ブ

ロツクの本部となつて6班12名の監視

員によつて1日から27日まで実施して
いる。特に15日から19日を強化日とし

て18，19日には区内の取締りを行う。

沢庵、蒲鉾等の食品の色素、調味料の
検査や焼酎のメチール混入について各

商店から蒐集した飲食品を保健所の試
験室で調査する。

福祉事務所だより

歳末にあたつて困窮家庭の老人や児

童、母子に暖い冬を送つて貰おうと区
と福祉事務所、社会福祉協議会の主催
で歳末たすけあい福祉運動を18日から
26日まで行う。

各地区の民生委員が一般家庭を訪問

して衣類や靴の寄贈を仰ぎ年末にこれ

を困窮者へ配付することになつてい
る。

サンタクロースの

おぢいさんが
区内各保育園を巡回

民生事業助成会では区内の渋谷、幡
ケ谷、恵比寿3保育園の園児200名にク
リスマスのプレゼントとして24日サン

タクロースのおぢいさんがお菓子の入

つた靴下をもつて各保育園を巡回する

街のたより

宇田川町のキリスト教会、山の手教
会では歳末に当つて恵まれない家庭の
子供達を慰めようと12月26日午後2時
から同教会で要保護者の家庭の子供達
を招いて音楽と劇の会を催し帰りには
お土産を贈ることになつた。

渋谷公共職業安定所だより

新規学卒者に職業講話実施
最近の経済界の沈滞を反映して雇用

事情の延びなやみから一般の求職者の

就職難は相変ずであり、更に来年3月

新規学卒者がこれらの求職者に合流す

るため一層激烈な就職競争が展開され

るものと見られている。そこで職業安

定所では就職を促進するため11月から

新規学卒者に所長の職業講話を実施し
ている。

12月11日午後2時から松涛中で19日

午後1時30分から笹塚中で父兄もまじ
えてそれぞれ実施し就職の相談にも応

じた。

渋谷区現況


