
 

平成２６年第１回港区議会定例会議案等件名一覧 

 

 区長報告１３件  

区長報告第 １号  専決処分について（田町駅東口北地区公共公益施設新築工事

請負契約の変更） 

区長報告第 ２号  専決処分について（田町駅東口北地区公共公益施設新築工事

請負契約の変更） 

区長報告第 ３号  専決処分について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合

施設新築工事請負契約の変更） 

区長報告第 ４号  専決処分について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合

施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約の変更） 

区長報告第 ５号  専決処分について（港区立麻布図書館等改築工事請負契約の

変更） 

区長報告第 ６号  専決処分について（夕凪橋架替工事（下部工）請負契約の変

更） 

区長報告第 ７号  専決処分について（（仮称）港区立西麻布いきいきプラザ等

複合施設新築工事請負契約の変更） 

区長報告第 ８号  専決処分について（（仮称）港区立朝日中学校通学区域小中

一貫教育校新築工事請負契約の変更） 

区長報告第 ９号  専決処分について（（仮称）港区立朝日中学校通学区域小中

一貫教育校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更） 

区長報告第１０号  専決処分について（港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う

電気設備工事請負契約の変更） 

区長報告第１１号  専決処分について（港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う

機械設備工事請負契約の変更） 

区長報告第１２号  専決処分について（田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴

う昇降機（エレベーター）設備工事請負契約の変更） 

区長報告第１３号  専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 議案２９件  

議案第 １号    港区暴力団排除条例（新規） 

議案第 ２号    港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

議案第 ３号    港区立公園条例の一部を改正する条例 
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議案第 ４号    港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 

議案第 ５号    港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例 
議案第 ６号    港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 

議案第 ７号    港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条

例 

議案第 ８号    港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 

議案第 ９号    港区立児童館条例の一部を改正する条例 

議案第１０号    港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例 

議案第１１号    港区療養資金貸付条例を廃止する条例 

議案第１２号    港区立学校設置条例の一部を改正する条例 

議案第１３号    港区立校外学園条例の一部を改正する条例 

議案第１４号    港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１５号    港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 

議案第１６号    平成２５年度港区一般会計補正予算（第６号） 

議案第１７号    平成２５年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

議案第１８号    平成２５年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

議案第１９号    平成２５年度港区介護保険会計補正予算（第３号） 

議案第２０号    平成２６年度港区一般会計予算 

議案第２１号    平成２６年度港区国民健康保険事業会計予算 

議案第２２号    平成２６年度港区後期高齢者医療会計予算 

議案第２３号    平成２６年度港区介護保険会計予算 

議案第２４号    工事請負契約の変更について（港区営住宅シティハイツ芝浦

建替工事） 

議案第２５号    指定管理者の指定について（港区立麻布子ども中高生プラザ 

議案第２６号    指定管理者の指定に係る指定期間の変更について（港区立介

護予防総合センター） 

 ） 

議案第２７号    包括外部監査契約の締結について 

議案第２８号    東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につ

いて 

議案第２９号    特別区道路線の廃止について（浜松町一丁目） 

 

追加議案２件 

人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員候補者の推薦について 

2 



 

 

（参考） 

区長報告  １３件 

専 決 

処 分 
１３件 

内訳 

 工事請負契約の変更    １２件 

 損害賠償額の決定      １件 
 

議  案  ２９件 

条 例 １５件 

内訳 

 新規制定          １件 

 一部改正         １３件 

 廃  止          １件 

予 算 ８件 

内訳 

 平成２５年度補正予算    ４件 

 平成２６年度予算      ４件 

その他 ６件 

内訳 

 工事請負契約の変更     １件 

 指定管理者の指定      １件 

 指定管理者の指定期間の変更 １件 

 包括外部監査契約の締結   １件 

 広域連合規約の変更協議   １件 

 特別区道路線の廃止     １件 
 

追加議案  ２件 

人 事 

案 件 
２件 

内訳 

 人権擁護委員候補者の推薦  ２件 
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平成２６年第１回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第１号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約の 

変更） 

 

 本件は、平成２３年第１回定例会で承認された田町駅東口北地区公共公 

益施設新築工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告する 

ものです。なお、本契約は、平成２５年第１回定例会で契約金額及び工期 

の変更を承認されたものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月２０日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ２５０億７，４９４万５，１１５円 

           → ２５３億４，８１４万１，９１５円 

              （２億７，３１９万６，８００円増） 

 ○ 理  由  地中障害物の撤去に伴う工事の設計変更による変更 

 

区長報告第２号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（田町駅東口北地区公共公益施設新築工事請負契約の 

変更） 

 

 本件は、平成２３年第１回定例会で承認された田町駅東口北地区公共公 

益施設新築工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告する 

ものです。なお、本契約は、平成２５年第１回定例会で契約金額及び工期 

の変更を承認されたものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月２８日 

 ○ 変更内容   

    工  期  契約締結の日の翌日から平成２６年６月１８日まで 

           → 契約締結の日の翌日から平成２６年１０月１７ 

             日まで 

 ○ 理  由  鉄骨工事の遅れ等による変更 
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区長報告第３号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築工 

事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第１回定例会で承認された（仮称）麻布子ども中高 

生プラザ等複合施設新築工事請負契約の変更について専決処分しましたの 

で、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １２億４，３２０万円 

           → １３億３７１万２，４５４円 

             （６，０５１万２，４５４円増） 

 ○ 理  由  地中障害物の撤去に伴う工事の設計変更、賃金水準及 

び物価水準の上昇等による変更 

 

区長報告第４号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（（仮称）麻布子ども中高生プラザ等複合施設新築に 

伴う空気調和設備工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第１回定例会で承認された（仮称）麻布子ども中高 

生プラザ等複合施設新築に伴う空気調和設備工事請負契約の変更について 

専決処分しましたので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ２億７９０万円 

           → ２億１，６８８万５，６００円 

                （８９８万５，６００円増） 

 ○ 理  由  冷暖房設備の設置に伴う工事の設計変更による変更 

 

区長報告第５号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（港区立麻布図書館等改築工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第１回定例会で承認された港区立麻布図書館等改築 

工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。 
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なお、本契約は、平成２５年第３回定例会で契約金額の変更を報告し、承 

認されたものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ９億１，１０２万５，１５０円 

           → ９億１，８２６万７，５２２円 

                （７２４万２，３７２円増） 

 ○ 理  由  賃金水準及び物価水準の上昇による変更 

 

区長報告第６号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（夕凪橋架替工事（下部工）請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第２回定例会で承認された夕凪橋架替工事（下部工） 

請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

   ・契約金額  ３億２，０８８万円  

           → ３億２，８３７万９，１００円 

                （７４９万９，１００円増） 

   ・工  期  契約締結の日の翌日から平成２６年２月２０日まで 

           → 契約締結の日の翌日から平成２６年３月２５ 

             日まで 

 ○ 理  由  地中障害物の撤去に伴う工事の設計変更、賃金水準及 

         び物価水準の上昇等による変更 

 

区長報告第７号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（（仮称）港区立西麻布いきいきプラザ等複合施設新 

築工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第２回定例会で承認された（仮称）港区立西麻布い 

きいきプラザ等複合施設新築工事請負契約の変更について専決処分しまし 

たので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 
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 ○ 変更内容   

    契約金額  １９億３，２００万円 

           → １９億８，１７８万９，７８２円 

               （４，９７８万９，７８２円増） 

 ○ 理  由  地中障害物の撤去に伴う工事の設計変更並びに賃金水 

         準及び物価水準の上昇による変更 

 

区長報告第８号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（（仮称）港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校 

新築工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第２回定例会で承認された（仮称）港区立朝日中学 

校通学区域小中一貫教育校新築工事請負契約の変更について専決処分しま 

したので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ４２億５，５７２万３，５００円 

           → ４３億７，３５１万７，９６６円 

             （１億１，７７９万４，４６６円増） 

 ○ 理  由  賃金水準及び物価水準の上昇による変更 

 

区長報告第９号                 【総務部契約管財課】 

専決処分について（（仮称）港区立朝日中学校通学区域小中一貫教育校 

新築に伴う電気設備工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第２回定例会で承認された（仮称）港区立朝日中学 

校通学区域小中一貫教育校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更につい 

て専決処分しましたので、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ４億７，７４６万３，３５０円 

           → ４億８，４９１万５，４０４円 

                （７４５万２，０５４円増） 

 ○ 理  由  賃金水準及び物価水準の上昇による変更 
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区長報告第１０号                【総務部契約管財課】 

専決処分について（港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う電気設備工 

事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第３回定例会で承認された港区営住宅シティハイツ 

芝浦建替に伴う電気設備工事請負契約の変更について専決処分しましたの 

で、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １億１，２２９万３，３００円 

           → １億１，５９６万７，２４４円 

                （３６７万３，９４４円増） 

 ○ 理  由  賃金水準及び物価水準の上昇による変更 

 

区長報告第１１号                【総務部契約管財課】 

専決処分について（港区営住宅シティハイツ芝浦建替に伴う機械設備工 

事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第３回定例会で承認された港区営住宅シティハイツ 

芝浦建替に伴う機械設備工事請負契約の変更について専決処分しましたの 

で、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月１７日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １億５，５４０万円 

           → １億５，９１９万３，０６８円 

                （３７９万３，０６８円増） 

 ○ 理  由  賃金水準及び物価水準の上昇による変更 

 

区長報告第１２号                【総務部契約管財課】 

専決処分について（田町駅東口北地区公共公益施設新築に伴う昇降機（ 

エレベーター）設備工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２４年第４回定例会で承認された田町駅東口北地区公共公 

益施設新築に伴う昇降機（エレベーター）設備工事請負契約の変更につい 
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て専決処分しましたので、報告するものです。なお、本契約は、平成２５ 

年第２回定例会で工期の変更を報告し、承認されたものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年１月２８日 

 ○ 変更内容   

    工  期  契約締結の日の翌日から平成２６年６月１８日まで 

           → 契約締結の日の翌日から平成２６年１０月１７ 

             日まで 

 ○ 理  由  鉄骨工事の遅れ等による本体工事の工期変更に伴う変 

         更 

 

区長報告第１３号                  【総務部総務課】 

 専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 本件は、車両損傷事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたの 

で、報告するものです。 

 ○ 専決処分の日 平成２５年１２月２７日 

 ○ 損害賠償額  ５万１，５００円 

 ○ 概   要  平成２５年１０月２５日港区芝浦四丁目２番先にお 

いて、起震車が停車中の大型貨物自動車に接触し、 

損傷させた事故に伴う損害賠償です。 

 

議案第１号         【防災危機管理室危機管理・生活安全担当】 

 港区暴力団排除条例（新規） 

 

 本案は、区における暴力団排除活動を推進するため、新たに条例を制定 

するものです。 

 ○ 内  容 

（１）基本理念並びに区、区民等及び事業者の責務を定めます。 

（２）暴力団の威力の利用及び暴力団等に対する利益供与の禁止につい 

て定めます。 

（３）飲食店事業者の誓約書の提出義務について定めます。 

（４）区の事務事業等からの暴力団排除措置について定めます。 

（５）指導、勧告及び公表について定めます。 

（６）区民等及び事業者に対する支援、安全確保措置等について定めま 

す。 
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（７）暴力団排除活動を推進するための措置を適正に実施するため、区 

長の付属機関として、港区暴力団排除審議会を設置します。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第２号             【街づくり支援部土木施設管理課】 

 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１８年度から実施している占用料改定の９年目の激変緩和 

措置として、道路占用料を改定するとともに、「道路法等の一部を改正す 

る法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の施行による「道路法 

施行令」の一部改正により、道路占用料を徴収することができる国の行う 

事業がなくなったことに伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容   

（１）港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、一部の占用物件に係る道 

路占用料をおおむね１５％引き上げます。 

 （２）「道路法施行令」の一部改正に伴い、道路占用料の減免対象から、 

国の行う事業に関する占用に係る規定を削除します。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第３号             【街づくり支援部土木施設管理課】 

 港区立公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１９年度から実施している占用料改定の８年目の激変緩和 

措置として、公園占用料を改定するものです。 

 ○ 内  容  港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、一部の占用物 

件に係る公園占用料をおおむね１５％引き上げます。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第４号             【街づくり支援部土木施設管理課】 

 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、平成１９年度から実施している占用料改定の８年目の激変緩和 

措置として、公園占用料を改定するほか、開園日を拡大するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）港区平均の固定資産税評価額を踏まえ、一部の占用物件に係る公 

園占用料を１５％引き上げます。 
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 （２）１２月２９日及び同月３０日を開園します。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第５号              【環境リサイクル支援部環境課】 

 港区を清潔できれいにする条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、区内におけるより一層快適な生活環境を確保するため、みなと 

タバコルールについて条例で定めるとともに、その他喫煙による迷惑の防 

止に係る事項を定めるほか、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容 

（１）条例の題名を変更します。 

   ・港区を清潔できれいにする条例 

 → 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する 

条例 

（２）区及び事業者の責務に喫煙による迷惑の防止に係る事項を追加す 

るとともに、地域活動団体及び関係行政機関の責務を定めます。 

（３）みなとタバコルール及び指定喫煙場所について定めます。 

（４）指導、勧告及び公表の対象に、喫煙による迷惑の防止に係る事項 

を追加します。 

（５）環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関して必要な事項を 

適正に実施するため、区長の付属機関として、港区環境美化審査会 

を設置します。 

（６）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２６年７月１日 

 

議案第６号              【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立いきいきプラザ条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、南麻布いきいきプラザの改修工事に伴い、仮施設へ移転するた 

め、位置を変更するとともに、同プラザの施設の使用料を変更するもので 

す。 

 ○ 内  容 

（１）南麻布いきいきプラザの位置を変更します。 

   ・南麻布一丁目５番２６号 

     → 南麻布三丁目５番１５号 

（２）仮施設の貸室の構成に合わせ、使用料を改めます。 

 8



 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第７号              【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立高齢者在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、南麻布高齢者在宅サービスセンターの改修工事に伴い、仮施設 

へ移転するため、位置を変更するものです。 

 ○ 内  容  南麻布高齢者在宅サービスセンターの位置を変更しま 

す。 

         ・南麻布一丁目５番２６号 

           → 南麻布五丁目１番２０号 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第８号              【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、南麻布地域包括支援センターの改修工事に伴い、仮施設へ移転 

するため、位置を変更するものです。 

 ○ 内  容  南麻布地域包括支援センターの位置を変更します。 

         ・南麻布一丁目５番２６号 

           → 南麻布三丁目５番１５号 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第９号             【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区立児童館条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、西麻布児童館（西麻布二丁目２番２号）を廃止するものです。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第１０号               【みなと保健所保健予防課】 

 港区公害健康被害認定審査会条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「公害健康被害の補償等 

に関する法律」の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 
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 ○ 内  容  条例で引用している公害健康被害の補償等に関する法 

律の条項番号を変更します。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第１１号            【保健福祉支援部生活福祉調整課】 

 港区療養資金貸付条例を廃止する条例 

 

 本案は、療養資金貸付を廃止するため、条例を廃止するものです。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第１２号               【教育委員会事務局学務課】 

 港区立学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、中之町幼稚園を仮施設へ移転するため、位置を変更するもので 

す。また、朝日中学校通学区域内に新たに小中一貫教育校を開校するため、 

白金の丘小学校を新設し、三光小学校及び神応小学校を廃止するとともに、 

朝日中学校の名称及び位置を変更するものです。 

 ○ 内  容 

（１）赤坂九丁目北地区市街地再開発事業の施行等に伴い、中之町幼稚 

  園を仮施設へ移転するため、位置を変更します。 

   ・赤坂九丁目３番２４号 

      → 赤坂九丁目７番８号 

（２）白金の丘小学校を新設します。 
・名  称  港区立白金の丘小学校 

 ・位  置  港区白金四丁目１番１２号 
（３）白金の丘小学校の新設に伴い、三光小学校（白金三丁目１８番 

２号）及び神応小学校（白金六丁目９番５号）を廃止します。 
 （４）朝日中学校の名称及び位置を変更します。 

    ・朝日中学校 
      → 白金の丘中学校 
    ・白金三丁目１８番２号 
      → 白金四丁目１番１２号 
 ○ 施行期日  教育委員会規則で定める日 

 

議案第１３号               【教育委員会事務局学務課】 

 港区立校外学園条例の一部を改正する条例 
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 本案は、箱根ニコニコ高原学園に指定管理者制度を導入するとともに、 

開園日を拡大するほか、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容 

（１）条例の題名を変更します。 

   ・港区立校外学園条例 → 港区立箱根ニコニコ高原学園条例 

（２）水曜日を開園するほか、休園日に係る規定を整備します。 

（３）利用時間及び利用日数に係る規定を整備します。 

（４）指定管理者制度の導入に必要な規定を定めます。 

（５）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第１４号           【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 港区社会教育委員の設置に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「社会教育法」の一部改 

正に伴う条例制定権限の拡大により、これまで同法で定められていた社会 

教育委員の委嘱の基準を条例で定めるものです。 

 ○ 内  容   

（１）社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向 

上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員 

会が委嘱することとします。 

（２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第１５号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 港区青少年問題協議会条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の施行による「地方青少年問題協議会 

法」の一部改正に伴い、これまで同法で定められていた協議会の会長を条 

例で定めるものです。 

 ○ 内  容  会長は、区長とすることとします。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 
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議案第１６号                  【企画経営部財政課】 

 平成２５年度港区一般会計補正予算（第６号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第１７号                  【企画経営部財政課】 

 平成２５年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第１８号                  【企画経営部財政課】 

 平成２５年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第１９号                  【企画経営部財政課】 

 平成２５年度港区介護保険会計補正予算（第３号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第２０号                  【企画経営部財政課】 

 平成２６年度港区一般会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第２１号                  【企画経営部財政課】 

 平成２６年度港区国民健康保険事業会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第２２号                  【企画経営部財政課】 

 平成２６年度港区後期高齢者医療会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 
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議案第２３号                  【企画経営部財政課】 

 平成２６年度港区介護保険会計予算 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第２４号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の変更について（港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事） 

 

 本案は、平成２４年第３回定例会で承認された港区営住宅シティハイツ 

芝浦建替工事請負契約について、契約金額を変更するものです。 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ９億４，２９０万円 

           → １０億４，２０８万９，９００円 

               （９，９１８万９，９００円増） 

 ○ 理  由  杭工事に伴い発生する汚染汚泥処理の追加並びに賃金 

水準及び物価水準の上昇による変更 

 

議案第２５号            【子ども家庭支援部子ども家庭課】 

 指定管理者の指定について（港区立麻布子ども中高生プラザ） 

 

 本案は、麻布子ども中高生プラザの指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立麻布子ども中高生プラザ 

 （２）指定管理者  渋谷区神宮前五丁目５３番１号 

           公益財団法人児童育成協会 

 （３）指定の期間  平成２６年９月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

議案第２６号          【保健福祉支援部高齢者施策推進担当】 

 指定管理者の指定に係る指定期間の変更について（港区立介護予防総合 

センター） 

 

 本案は、平成２５年第３回定例会で承認された港区立介護予防総合セン 

ターの指定管理者の指定について、指定の期間を変更するものです。 

 ○ 変更内容 

指定の期間  平成２６年７月２２日から平成３２年３月３１日 

まで 
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 → 平成２６年１２月２２日から平成３２年３ 

   月３１日まで 

 ○ 理  由  田町駅東口北地区公共公益施設新築工事の遅れによる 

介護予防総合センターの開設日の変更に伴う変更 

 

議案第２７号              【企画経営部区役所改革担当】 

 包括外部監査契約の締結について 

 

 本案は、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に基づき、平成２６ 

年度の包括外部監査契約を締結するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約の目的  当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告 

 （２）契約の相手方 公認会計士 山崎愛子 氏 

 （３）契約の期間  平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで 

 （４）契約の金額  ９７２万円を上限とする金額 

 

議案第２８号              【保健福祉支援部国保年金課】 

 東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について 

 

 本案は、東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁方法の特例を定め 

るため、規約の一部を変更するものです。 

 ○ 内  容  平成２６年度分及び平成２７年度分の保険料の軽減の 

         ために、関係区市町村の一般会計から負担を求める経 

         費を規定します。 

 ○ 施行期日  平成２６年４月１日 

 

議案第２９号            【街づくり支援部土木施設管理課】 

 特別区道路線の廃止について（浜松町一丁目） 

 

 本案は、特別区道路線を廃止するものです。 

 ○ 内  容  特別区道第１６５号線を廃止します。 

         ・起  点  港区浜松町一丁目１３５番２先 

         ・終  点  港区浜松町一丁目１３５番３先 
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（追加議案） 

 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 本案は、平成２６年３月３１日で任期満了となる小林卓子委員の後任候 

補者の推薦について、意見を求めるものです。 

 

 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 本案は、平成２６年６月３０日で任期満了となる植村登美子委員の後任 

候補者の推薦について、意見を求めるものです。 
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議案第１６号

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２　総　務　費 29,344,221 △ 548,923 28,795,298 財産収入 2,162 １ 危機管理体制の強化に要する追加経費を計上 2,162
繰入金  (1)安全安心施設対策基金利子積立金を計上 （2,162 )
諸収入

２　港区にふさわしい行政経営の展開に要する経費の減 △ 91,089
計  (1)庁舎維持管理の減 （△52,800 )

 (2)公有財産管理の減 （△38,289 )

３　効率的かつ効果的な行政サービスの提供に向けた組織体制
　の整備に要する経費の減 △ 209,304
 (1)非常勤・臨時職員等管理の減 （△89,862 )
 (2)台場コミュニティぷらざ維持管理の減 （△33,976 )
 (3)麻布地区総合支所改修等の減 （△75,083 )
 (4)芝浦港南地区総合支所等開設準備の減 （△551 )
 (5)芝浦港南地区総合支所等解体の減 （△9,832 )

４　コミュニティ活動の場の整備・充実に要する経費の減 △ 128,984
 (1)旧飯倉小学校跡地活用施設整備の減 （△37,066 )
 (2)赤坂区民センター管理運営の減 （△91,918 )

５　区有地等の有効活用に要する経費の減及び更正 △ 121,708
 (1)田町駅東口北地区公共公益施設整備の減 （△121,708 )

３　環境清掃費 5,423,705 △ 43,285 5,380,420 寄附金 100 △ 100 １　地球温暖化防止に向けた取組の推進に要する経費の減 △ 43,285
繰入金 △ 43,285  (1)新エネルギー・省エネルギー機器等助成事業の減 （△43,285 )

計 △ 43,185

 平成25年度港区一般会計補正予算（第６号）概要

別表１

補　正　額　の　財　源　内　訳
計補　正　額款 補　　正　　額　　の　　説　　明補正前の額

特　定　財　源 一　般　財　源

千円

3,046,487
△ 3,743,315

145,743

△ 3,595,410

1



千円 千円 千円 千円 千円

４　民　生　費 37,315,144 △ 736,541 36,578,603 寄附金 100 1,208,817 １　介護サービス・高齢者福祉サービスの充実に要する経費の減 △ 138,700
繰入金  (1)高齢者家事援助サービスの減 （△77,850 )

 (2)高齢者在宅サービスセンター維持補修の減 （△60,850 )
計

２　地域における自立生活を支える仕組みづくりに要する追加経
　費を計上 28,198
 (1)自立支援医療（更生医療）等給付を追加 （28,198 )

３　安心して住み続けられる住まいの確保・支援に要する経費の
　減 △ 194,852
 (1)特別養護老人ホーム維持補修の減 （△194,852 )

４　いきがいづくりの推進と社会参加の促進に要する経費の財源
　更正 -

５　多様な都心型保育サービスの展開に要する経費の減 △ 62,883
 (1)認証保育所運営助成の減 （△62,883 )

６　保育園待機児童解消の推進に要する経費の減 △ 368,304
 (1)（仮称）田町駅東口北地区保育園整備の減 （△368,304 )

５　衛　生　費 6,539,649 △ 795,432 5,744,217 １　子どもを生み育てる環境を整えることに要する経費の減 △ 795,432
 (1)（社福）恩賜財団母子愛育会附属愛育病院建設支援の減 （△795,432 )

６　産業経済費 2,842,877 △ 163,688 2,679,189 １　円滑な資金調達へ向けた支援に要する経費の減 △ 163,688
 (1)融資事業の減 （△163,688 )

計

△ 1,945,458

△ 163,688

補　　正　　額　　の　　説　　明

千円

特　定　財　源

△ 1,945,358

△ 795,432

一　般　財　源
款 補正前の額 補　正　額

補　正　額　の　財　源　内　訳

2



千円 千円 千円 千円 千円

７　土　木　費 11,568,127 △ 948,023 10,620,104 国庫支出金 １　駐車施設の確保・整備と交通安全対策の推進に要する経費の
△ 137,584 　減 △ 53,792

都支出金 △ 113,973  (1)公共駐車場管理運営の減 （△53,792 )
寄附金 74,000
繰入金 △ 308,658 ２　都心機能を支える道路の整備に要する経費の減 △ 50,744

 (1)都市計画道路整備の減 （△50,744 )
計 △ 486,215

３　人にやさしい道路網の整備に要する経費の減 △ 57,930
 (1)芝地区街路樹等維持管理の減 （△1,200 )
 (2)麻布地区街路樹等維持管理の減 （△2,732 )
 (3)赤坂地区街路樹等維持管理の減 （△9,141 )
 (4)高輪地区街路樹等維持管理の減 （△6,085 )
 (5)芝浦港南地区街路樹等維持管理の減 （△15,060 )
 (6)公衆便所整備の減 （△23,712 )

４　公園等の整備に要する経費の減及び更正 △ 323,038
 (1)公園維持管理の減 （△45,020 )
 (2)芝地区公園樹木維持管理の減 （△11,200 )
 (3)麻布地区公園樹木維持管理の減 （△6,317 )
 (4)赤坂地区公園樹木維持管理の減 （△12,996 )
 (5)高輪地区公園樹木維持管理の減 （△9,836 )
 (6)芝浦港南地区公園樹木維持管理の減 （△12,783 )
 (7)都市計画公園整備の減 （△208,491 )
 (8)快適な公衆トイレ（児童遊園）整備の減 （△16,395 )

５　快適で災害に強い都心居住の実現に要する追加経費を計上 74,000
 (1)定住促進基金積立金を計上 (74,000 )

６　安心居住の実現に向けた住まいの整備に要する経費の減 △ 400,074
 (1)特定公共賃貸住宅維持管理の減 (△50,753 )
 (2)区営住宅維持管理の減 (△39,021 )
 (3)シティハイツ六本木建替の減 (△310,300 )

７　地震に強いまちづくりに要する経費の減 △ 136,445
 (1)建築物耐震改修等促進の減 (△136,445 )

補　　正　　額　　の　　説　　明

千円

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

△ 461,808
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千円 千円 千円 千円

８　教　育　費 13,504,192 1,324,336 14,828,528 繰入金 １　学校施設等の整備に要する追加経費を計上 1,600,000
 (1)教育施設整備基金積立金を計上 （1,600,000 )

２　魅力ある学校教育の推進に要する経費の減 △ 54,726
 (1)小学校情報教育推進の減 （△54,726 )

３　学校施設等の整備に要する経費の減及び更正 △ 197,140
 (1)小学校施設改修の減 （△108,297 )
 (2)中学校施設改修の減 （△88,843 )

４　図書館機能の充実に要する経費の財源更正 -

５　身近にスポーツを楽しめる場の確保に要する経費の減 △ 23,798
 (1)スポーツセンター解体の減 （△23,798 )

９　公　債　費 1,470,173 3,200 1,473,373 諸収入 3,200 １　基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立に要する追
　加経費を計上 3,200
 (1)特別区債元金償還金を追加 （3,200 )

10　諸支出金 7,415,207 △ 715,691 6,699,516 国庫支出金 １　基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立に要する経
2,670 　費の減 △ 34,307

都支出金 19,663  (1)財政調整基金利子積立金の減 （△34,307 )
財産収入 △ 34,307

２　安心できる保健・医療体制の推進に要する経費の減及び更正 △ 631,253
計  (1)国民健康保険事業会計繰出金の減 （△631,253 )

３　地域で支え合う体制整備に要する経費の減及び更正 △ 100,045
 (1)後期高齢者医療会計繰出金の減 （△100,045 )

４　介護サービス・高齢者福祉サービスの充実に要する追加経費を
　計上 49,914
 (1)介護保険会計繰出金を追加 （49,914 )

計

△ 1,711,031

△ 703,717

3,035,367

補　正　額　の　財　源　内　訳
補正前の額 補　　正　　額　　の　　説　　明

特　定　財　源 一　般　財　源
款 補　正　額

千円 千円

△ 11,974
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千円 千円 千円 千円

歳出合計 116,676,610 △ 2,624,047 114,052,563

千円                        千円

　国庫支出金 △ 134,914 　特別区税 1,748,529
　都支出金 △ 94,310 　利子割交付金 300,000
　財産収入 △ 32,145 　配当割交付金 100,000
　寄附金 74,200 　株式等譲渡所得割交付金 700,000
　繰入金 △ 7,751,747 　地方消費税交付金 355,000
　諸収入 148,943 　特別区交付金 228,000

計 △ 7,789,973 　繰越金 1,734,397
5,165,926

歳入（財源）の内訳 （単位：千円）
補正額

特別区税 1,748,529 特別区民税1,748,529
利子割交付金 300,000
配当割交付金 100,000
株式等譲渡所得割交付金 700,000
地方消費税交付金 355,000
特別区交付金 228,000

国民健康保険基盤安定費2,670
社会資本整備総合交付金△137,584
国民健康保険基盤安定費18,220、後期高齢者医療保険基盤安定費1,443
都市計画交付金△33,813、耐震化促進事業費△42,534、公営住宅整備事業費△37,626

財産収入 △ 32,145 財政調整基金利子△34,307、安全安心施設対策基金利子2,162
寄附金 74,200 ふるさと納税寄附金100、定住協力金74,000、みなとモデル森林整備促進事業に係る寄附金100

財政調整基金繰入金△5,200,470、公共施設等整備基金繰入金△350,000、震災対策基金繰入金△171,099
安全安心施設対策基金繰入金△228,077、地球温暖化等対策基金繰入金△43,285、定住促進基金繰入金△47,785
教育施設整備基金繰入金△1,711,031

繰越金 1,734,397 24年度の繰越金3,450,926　-　25年度既予算計上額（当初1,000,000　+　補正716,529）
諸収入 148,943 災害援護資金貸付金返還金3,200、住宅・建築物環境対策事業費補助金収入145,743

△ 2,624,047

補　正　の　内　訳款

都支出金

繰入金 △ 7,751,747

△ 134,914国庫支出金

△ 94,310

△ 7,789,973 5,165,926

合　　計

款 補正前の額 補　正　額 計

計

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

千円

補　正　額　の　財　源　内　訳
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  ２　　繰越明許費補正

    追　　　　加 （単位：千円）

款

  ３　　債務負担行為補正

    廃　　　　止 （単位：千円）

－

（仮称）田町駅東口北地区保育
園整備

限度額

－

－

限度額

－

スポーツセンター解体 平成26年度 185,202

田町駅東口北地区公共公益施
設建設（外構工事）

補正後

田町駅東口北地区公共公益施設整備

－平成26年度

 ２　総　務　費

項

期　間

１　総務管理費

事　項
補正前

460,230

事　業　名

平成26年度 1,071,405

芝浦港南地区総合支所等解体 平成26年度 73,010

－

金　額

2,539,014

期　間

－ －
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議案第１７号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計
千円 千円 千円 千円

２　保険給付費 14,094,118 0 14,094,118 繰入金 １　一般被保険者療養給付費の財源更正 -
繰越金 616,752

３　後期高齢者 3,333,871 0 3,333,871 繰入金 0 １　後期高齢者支援金の財源更正 -
　　支援金等 　

６　介護納付金 1,574,942 0 1,574,942 繰入金 0 １　介護納付金の財源更正 -

９　諸支出金 50,502 256,425 306,927 繰入金 1　一般被保険者償還金及び還付金の財源更正 -
繰越金 270,926

２　国庫支出金等過年度分償還金を計上 256,425

歳出合計 22,462,649 256,425 22,719,074

　　　　　千円

繰入金
繰越金

　　　計
887,678
256,425

256,425

千円

△ 616,752

        平成25年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第２号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳

△ 631,253

△ 14,501

補　　正　　額　　の　　説　　明
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議案第１８号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 千円

２　広域連合 4,098,289 0 4,098,289 繰入金 １　広域連合負担金の財源更正 -
　　負担金 繰越金

諸収入 73,260

歳出合計 4,410,875 0 4,410,875

△ 100,045

補　　正　　額　　の　　説　　明

        平成25年度港区後期高齢者医療会計補正予算（第２号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳

26,785

千円
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議案第１９号

　１　　歳入歳出予算補正

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 千円

２　保険給付費 12,396,312 303,155 12,699,467 国庫支出金 １　居宅介護・予防サービス等給付費の追加 124,598
支払基金交付金 97,449
都支出金 58,274 ２　施設介護サービス給付費の追加 132,545
繰入金 96,767

３　居宅介護・予防サービス計画給付費の追加及び更正 43,641

４　審査支払手数料の追加 1,538

５　高額介護・予防サービス等費の減 △ 24,264

６　特定入所者介護・予防サービス等費の追加 25,097

３　地域支援事業 371,426 0 371,426 国庫支出金 △ 5,990 １　介護予防二次予防事業費の財源更正 -
　費 支払基金交付金 △ 2,693

都支出金 △ 2,995
繰入金 11,678

歳出合計 13,369,563 303,155 13,672,718

　　　　千円

　国庫支出金
　支払基金交付金
　都支出金
　繰入金
　　　計

50,665

303,155

        平成25年度港区介護保険会計補正予算（第３号）概要

補　正　額　の　財　源　内　訳 補　　正　　額　　の　　説　　明

千円

55,279
108,445
303,155

44,675
94,756
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議案第２０号～第２３号
Ⅲ　はぐくむまち 70事業 194億 7,312万円

(1) 明日の港区を支える子どもたちを育む 32事業 141億 3,504万円
麻布子ども中高生プラザ管理運営 【新規】 5,315万円
周産期医療・小児医療連携協議会 【新規】 25万円
待機児童解消加速化プラン推進事業 【新規】 178万円
子どもメール相談事業 【新規】 1,037万円
子育て世帯臨時特例給付金 【臨時(新規）】 1億 7,821万円
赤羽小学校等改築 【臨時(新規）】 596万円
赤坂中学校等改築 【臨時(新規）】 3,037万円
青南小学校屋外運動場整備 【臨時(新規）】 99万円
保幼小連携小学校入学前教育カリキュラム 【臨時(新規）】 96万円
麻布子ども中高生プラザ等建設 【臨時(継続）】 12億 914万円
麻布保育園等建設 【臨時(継続）】 6億 1,403万円
（仮称）田町駅東口北地区保育園整備 【臨時(継続）】 3億 9,952万円
（社福）恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院建設支援 【臨時(継続）】 16億 6,980万円

Ⅰ　かがやくまち 45事業 211億 7,733万円 子ども・子育て支援事業計画策定 【臨時(継続）】 1,190万円
(1) 32事業 209億 8,374万円 緊急暫定保育施設 【臨時(継続）】 27億 1,640万円

暴力団排除事業 【新規】 202万円 私立認可保育所設置支援事業 【臨時(継続）】 6億 2,968万円
土木車両管理 【臨時(新規）】 2,892万円 新教育センター整備 【臨時(継続）】 343万円
道路構造物総点検 【臨時(新規）】 2,089万円 朝日中学校通学区域小中一貫教育校建設 【臨時(継続）】 42億 6,161万円
公園等樹木点検 【臨時(新規）】 3,308万円 各地区区立保育園事業≪職員提案≫１日保育士体験 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 5,821万円
旧乃木邸耐震補強工事 【臨時(新規）】 1億 1,690万円 放課後児童健全育成 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 845万円
青山通り周辺地区のまちづくり 【臨時(新規）】 539万円 私立保育園区費助成 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2億 4,443万円
（仮称）桜田公園自転車駐車場整備 【臨時(新規）】 1,483万円 子育てひろば等事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2億 2,725万円
（仮称）一の橋公園自転車駐車場整備 【臨時(新規）】 996万円 みなと保育サポート事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1億 1,669万円
自転車シェアリングの推進 【臨時(新規）】 5,435万円 子育て情報収集・提供事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 651万円
環状２号線周辺地区のまちづくり 【臨時(継続）】 1,332万円 学校における法律相談 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 324万円
建築物の高さに関する指定方針策定 【臨時(継続）】 711万円 私立幼稚園保護者補助金 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 4億 42万円
震災復興マニュアルの普及・啓発 【臨時(継続）】 390万円 私立幼稚園連合会補助金 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,424万円
シティハイツ芝浦建替 【臨時(継続）】 8億 6,849万円 小学校・中学校・幼稚園情報機器整備 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 9億 5,567万円
シティハイツ六本木建替（解体） 【臨時(継続）】 1億 6,937万円 学力向上事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1億 9,689万円
建築物耐震改修等促進 【臨時(継続）】 27億 9,930万円 特別支援教育の推進 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 8,957万円
まちづくり支援検討 【臨時(継続）】 31万円 いじめ・不登校対策事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,058万円
都市計画道路整備 【臨時(継続）】 1億 334万円 中学生理科パワーアップ事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 535万円
公園整備 【臨時(継続）】 1,318万円 (2) 生涯を通じた心ゆたかで健康な都心居住を支援する 38事業 53億 3,809万円
都市計画公園整備 【臨時(継続）】 1,333万円 介護予防総合センター管理運営 【新規】 1億 64万円
夕凪橋架替 【臨時(継続）】 4億 1,698万円 在宅緊急一時支援事業 【新規】 49万円
バリアフリー化の計画的な推進 【臨時(継続）】 503万円 障害者地域移行支援事業 【新規】 885万円
にぎわい公園づくり基本方針改定 【臨時(継続）】 1,012万円 障害者グループホーム管理運営 【新規】 980万円
（仮称）広尾駅自転車駐車場等整備 【臨時(継続）】 2億 1,100万円 地域で共に生きる障害児・障害者アート展 【新規】 108万円
田町駅東口北地区公共公益施設整備等 【臨時(継続）】 155億 2,591万円 自殺対策推進事業 【新規】 211万円

当初予算額（千円） 構成比（％） 構成比（％） 増減額（千円） 増減率（％） 災害対策本部機能代替防災拠点整備 【臨時(継続）】 4億 5,303万円 心身障害児・者口腔保健推進事業 【新規】 277万円

139,720,000 77.0 74.2 23,870,000 20.6 生活安全活動推進 【臨時(継続）】 1,571万円 臨時福祉給付金 【臨時(新規）】 11億 1,643万円

22,945,957 12.6 14.4 464,502 2.1 消費者情報提供 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 431万円 高齢者保健福祉計画策定 【臨時(新規）】 1,350万円

4,667,918 2.6 2.8 252,016 5.7 消費生活相談 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 132万円 特別養護老人ホームありすの杜きのこ南麻布増床支援 【臨時(新規）】 2億 4,160万円

14,060,804 7.8 8.6 707,449 5.3 災害対策本部・各地区本部機能の強化 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,773万円 障害者計画策定 【臨時(新規）】 649万円

181,394,679 100.0 100.0 25,293,967 16.2 防災知識普及・啓発 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2,248万円 教育ビジョン等策定 【臨時(新規）】 974万円
危機管理対策 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,843万円 生涯学習推進計画改定 【臨時(新規）】 535万円
区有施設安全管理 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 374万円 スポーツ推進計画改定 【臨時(新規）】 735万円

(2) 環境にやさしい都心をみなで考えつくる 13事業 1億 9,358万円 青山生涯学習館等移設 【臨時(新規）】 2,573万円
生物多様性推進事業 【新規】 653万円 図書館基本計画等改定 【臨時(新規）】 1,043万円
みなと木育プロジェクト 【新規】 280万円 西麻布いきいきプラザ等改築 【臨時(継続）】 19億 3,771万円
台場水質調査 【新規】 354万円 南麻布いきいきプラザ等改修 【臨時(継続）】 5億 1,012万円
環境基本計画改定 【臨時(新規）】 1,040万円 （仮称）文化芸術ホール整備検討 【臨時(継続）】 1,108万円
工場・指定作業場等一斉調査 【臨時(新規）】 1,553万円 地域保健福祉計画策定 【臨時(継続）】 2,230万円
低炭素まちづくり計画策定 【臨時(継続）】 1,144万円 ヘルプカード普及事業 【臨時(継続）】 250万円
古川の浄化対策推進 【臨時(継続）】 1,262万円 新型インフルエンザ等対策行動計画策定等 【臨時(継続）】 68万円
テナントの省エネ取組の推進 【臨時(継続）】 2,633万円 学校支援地域本部事業 【臨時(継続）】 534万円
お台場ふるさとの海づくり 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 601万円 麻布図書館等改築 【臨時(継続）】 7億 329万円
生物多様性普及促進事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 974万円 旧国立保健医療科学院整備活用 【臨時(継続）】 1億 2,815万円
みなとタバコルール推進 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 7,543万円 新郷土資料館展示・運営等準備 【臨時(継続）】 4,641万円
リサイクル活動 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,109万円 社会福祉法人等運営助成 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 5,637万円
拠点リサイクル 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 213万円 介護予防普及推進事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 3,990万円

Ⅱ　にぎわうまち 17事業 10億 4,111万円 認知症・予防支援事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,416万円
(1) 地域の課題を自ら解決できるコミュニティをつくる 7事業 4億 4,747万円 発達支援センター事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2,836万円

お台場発Ｏ・ＭＯ・ＴＥ・ＮＡ・ＳＨＩ 【新規(地域)】 33万円 重度障害児の日中一時支援事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2,424万円
区民協働推進事業 【新規】 235万円 精神障害者グループホーム支援 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1,903万円
旧協働会館保存・活用事業 【臨時(新規）】 486万円 心のバリアフリー推進 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 863万円
国際化推進プラン策定 【臨時(新規）】 2,067万円 医療費通知　（国民健康保険事業会計） 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 554万円
麻布地区総合支所改修等 【臨時(継続）】 3億 6,287万円 災害医療対策 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 131万円
芝地区区民協働スペース管理運営 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 3,333万円 お口の健康診査 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2億 112万円
一般財団法人港区国際交流協会助成 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2,308万円 在宅緩和ケア支援 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 763万円

(2) 港区からブランド性ある産業・文化を発信する 10事業 5億 9,363万円 みなと図書館文化事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 186万円
シティプロモーション推進事業 【新規】 1,023万円 Ⅳ　実現をめざして 12事業 37億 6,824万円

港区観光振興ビジョン改定 【臨時(新規）】 509万円 政策評価 【新規】 105万円

 Ⅰ かがやくまち （街づくり・環境） 87億8,569 万円 歴史観光資源の活用・促進 【臨時(新規）】 780万円 再利用可能な封筒の活用≪職員提案≫ 【臨時(新規）】 41万円

 Ⅱ にぎわうまち （コミュニティ・産業） 13億3,585 万円 産業振興プラン策定 【臨時(継続）】 791万円 情報化計画策定 【臨時(新規）】 1,194万円

 Ⅲ はぐくむまち （福祉・保健・教育） 235億　 73 万円 区内共通商品券発行支援 【臨時(継続）】 5,101万円 庁舎大規模改修 【臨時(新規）】 5億 2,704万円

 芝地区版計画書 4,329 万円 観光振興事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2,235万円 港区基本計画（地区版計画書）策定 【臨時(継続）】 3,774万円

 麻布地区版計画書 4,280 万円 中小企業ワーク・ライフ・バランス支援 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 345万円 港区基本計画策定 【臨時(継続）】 1,963万円

 赤坂地区版計画書 3,380 万円 にぎわい商店街事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1億 9,197万円 男女平等参画行動計画策定 【臨時(継続）】 393万円

 高輪地区版計画書 3,893 万円 中小企業福利厚生事業 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 4,946万円 東日本大震災避難者・被災者の非常勤職員雇用 【臨時(継続）】 3,308万円

 芝浦港南地区版計画書 3,823 万円 証明書自動交付事務（証明書コンビニ交付） 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1億 2,748万円

            小　  　計 1億9,705 万円 男女平等参画センター管理運営 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 1億 4,185万円

 実現をめざして 32億2,039 万円 基幹系業務システム保守・運用 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 15億 5,342万円
　 152事業 370億3,972 万円 庁内情報機器等管理運用 【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 13億 1,068万円

＊計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計などと一致しない場合があります。
　　　　　　　　　　　　合　　　計

映像広報　≪職員提案≫デジタルサイネージを活用し
た区政情報の発信

【ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ】 2億

　　 2事業

4,437万円

介護保険会計 13,353,355
合　　　計 156,100,712

地区版
計画書

　　12事業

区　　分
26年度 25年度 対前年度比較

当初予算額（千円）

一般会計 115,850,000
国民健康保険事業会計 22,481,455
後期高齢者医療会計 4,415,902

　　 9事業
　　12事業
    13事業
　　58事業

　　11事業
　　35事業
　　12事業

　　46事業
分野別
計　画

基本計画の区分 事業数 事業費

別表２

  平成26年度の一般会計予算は、25年度に比べ、239億円、20.6％増の1,397億2,000万円となり、一般会
計予算額は、これまで 大規模の21年度当初の一般会計予算額である1,323億2,900万円を超える過去
大の予算額となりました。なお、３つの特別会計予算も、給付費などの増によりすべて増額となり、一
般会計とあわせた予算総額は、16.2％増の、1,813億9,467万９千円となります。

  26年度予算は、『地域の活力と魅力を創造し、区民の誰もが安全で安心して暮らすことができる港区
を実現するための予算』として、編成方針に掲げた３つの重点施策に沿って編成しています。
  第一は「地域の活力と魅力を高めるための取組」です。地域の行政拠点として、防災機能を強化し区
民の安全・安心を確保するとともに、スポーツや、健康づくりなど、区民のあらゆるライフステージに
応じた施策を実現する場となる「田町駅東口北地区公共公益施設（みなとパーク芝浦）」が完成しま
す。また、区民に身近な生涯学習施設である「麻布図書館」の改築が完了するなど、約197億円を計上し
ています。
  第二は「高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組」です。障害者が自立して生活す
ることができる「障害者グループホーム」の整備や、高齢者の地域活動の場である「いきいきプラザ」
の改築が完了します。約77億円を計上しています。
  第三は「子どもの笑顔があふれる健やかな成長に向けた取組」です。待機児童解消に向けた取組や周
産期医療・小児医療対策の充実を図り、約64億円を計上しています。
  その他にも、教育課程の連続性の確保による学力の向上や豊かな人間性・社会性の育成を図る「朝日
中学校通学区域小中一貫教育校」が竣工します。
  26年度予算は、多くの区民が期待し、待ち望んでいる施設が完成することや、重要かつ緊急的課題へ
集中的な財源配分として192の新規・臨時・レベルアップ事業を展開する積極予算です。そのために、基
金を効果的に活用しています。

  港区の人口は、平成26年１月１日現在で約23万５千人となり、全国的に人口が減少している中、年
少、生産年齢及び老年人口いずれの世代においても増加傾向にあり、今後も増加すると推計されていま
す。人口増加と景気の回復により、歳入の根幹を成す特別区民税収入は増収が見込まれ、26年度予算で
は、25年度当初予算と比較して42億円の増収を見込んでいます。また、歳出面においても、人口増加に
よる需要や課題を的確に捉え、適切に対応していきます。

  区財政は、財政の健全性を示す指標において良好な数値を示しています。引き続きその動向や、本年
４月からの消費税率の引上げによる影響にも留意しつつ、港区財政運営方針（平成24年度～平成29年
度）のもと、中・長期的視点に立った、次世代に過度な負担を残さない財政運営を展開し、あらゆる世
代が将来にわたって安心できる磐石な財政基盤を堅持します。

地域の活力と魅力を高めるための取組　　　　　　　          196億9,208万円

高齢者や障害者など、誰もが安心して暮らせるための取組        77億1,155万円

子どもの笑顔があふれる健やかな成長に向けた取組　　         63億9,457万円

　区民のあらゆるライフステージに応じた施策を展開する田町駅東口北地区公共公益施設「みなとパーク
芝浦」の開設や、「泳げる海お台場」を目指す活動など各地区の特性を活かした事業の実施、2020年東京
オリンピック・パラリンピック競技大会を好機とした観光情報の充実、多言語化、商店街振興の推進など
国際化・観光・産業振興における、地域の活力と魅力を高める取組を一層推進していきます。

　誰もが住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けていくことができるよう、サービス付き高齢者向け
住宅や障害者グループホームなどの整備、特別養護老人ホームの増床など多様な住まいの確保や安定居
住の支援を推進します。また、消費生活相談の増加に対して、相談体制の拡充や被害防止に向けた情報
提供の充実など消費生活被害を防止するための取組を強化します。

　待機児童数の傾向を捉えた待機児童解消に向けた保育園の整備などの子育て支援策を充実します。ま
た、小児二次救急医療や周産期医療対応の充実などの体制や環境の整備、子どもたちが中心となる「子
どもサミット」の推進や子どもに関わる関係機関が連携しながら、いじめや不登校などの未然防止や早
期発見・早期解決を図る取組を強化します。

　新 規

　臨 時（新 規）

　臨 時（継 続）

　レ ベ ル ア ッ プ

　地域事業（新規）

合　　　計 192事業 544億4,132万円

58事業 67億7,232万円

1事業 33万円

区　　分 事業数 予算額

18事業 2億1,979万円

58事業 89億2,243万円

57事業 383億7,791万円
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