
 

平成２８年第４回港区議会定例会議案等件名一覧 

 

 区長報告１件  

区長報告第９号  専決処分について（損害賠償額の決定） 

 

 議案１８件  

議案第１０８号  港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１０９号  港区特別区税条例等の一部を改正する条例 

議案第１１０号  港区客引き行為等の防止に関する条例（新規） 

議案第１１１号  港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例 

         の一部を改正する条例 

議案第１１２号  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部 

         を改正する条例 

議案第１１３号  港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 

議案第１１４号  平成２８年度港区一般会計補正予算（第５号） 

議案第１１５号  製造請負契約の承認について（港区立港郷土資料館展示設営物等） 

議案第１１６号  物品の購入について（デジタルサイネージ用機器） 

議案第１１７号  指定管理者の指定について（港区立本芝公園等） 

議案第１１８号  指定管理者の指定について（港区立狸穴公園等） 

議案第１１９号  指定管理者の指定について（港区立円通寺坂公園等） 

議案第１２０号  指定管理者の指定について（港区立亀塚公園等） 

議案第１２１号  指定管理者の指定について（港区立芝浦公園等） 

議案第１２２号  特別区道路線の廃止について（虎ノ門一丁目、西新橋一丁目） 

議案第１２３号  特別区道路線の認定について（虎ノ門一丁目、西新橋一丁目） 

議案第１２４号  特別区道路線の廃止について（海岸一丁目、浜松町二丁目） 

議案第１２５号  特別区道路線の認定について（海岸一丁目、浜松町二丁目） 
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    （参考） 

区長報告   １件 

専 決 

処 分 
１件 

内訳 

 損害賠償額の決定      １件 
 

議  案  １８件 

条 例 ６件 

内訳 

 新規制定          １件 

 一部改正          ５件 

予 算 １件 
内訳 

 平成２８年度補正予算    １件 

その他 １１件 

内訳 

 製造請負契約の承認     １件 

 物品の購入         １件 

 指定管理者の指定      ５件 

 特別区道路線の廃止     ２件 

 特別区道路線の認定     ２件 
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平成２８年第４回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第９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、交通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２８年１１月８日 

 ○ 損害賠償額  １万１，６９０円 

 ○ 概   要  平成２８年６月２８日港区北青山三丁目５番先の国 

          道２４６号道路上において、直進中の清掃車が道路 

          左端から発進してきた普通貨物自動車に接触した交 

          通事故に伴う損害賠償です。 

 

議案第１０８号              【総務部人材育成推進担当】 

 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行による「雇用保 

険法」の一部改正を踏まえ、退職手当の対象を拡大するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）６５歳に達した日以後に採用された職員が区を退職し、求職活動 

   をしている場合に、雇用保険法に定める高年齢求職者給付金に相当 

   する額を退職手当として支給します。 

 （２）６５歳以上の職員が区を退職し、求職活動をしている場合に、雇 

   用保険法に定める就業促進手当、移転費及び求職活動支援費に相当 

   する額を退職手当として支給します。 

 （３）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  平成２９年１月１日 

 

議案第１０９号            【産業・地域振興支援部税務課】 

 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地方税法等の一部を改正する等の法律」の施行による「地方 

税法」の一部改正等に伴い、規定を整備するものです。 

 ○ 内  容 

 1 



 （１）区民税の賦課額を減額更正し、その後増額更正した場合において、 

   当初税額決定の納期限の翌日から当該増額更正までの期間を、延滞 

   金の計算期間から除きます。 

 （２）区民税の減免手続に係る申請書について、個人番号の記載を不要 

   とします。 

 （３）特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例を新設します。 

 （４）軽自動車を新規取得した場合にその燃費性能に応じて軽自動車税 

   の税率を軽課する特例について、適用期限を１年延長し、平成２９ 

   年３月３１日までに取得した軽自動車を対象とします。 

 （５）特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例を 

   定めます。 

 （６）港区特別区税条例等の一部を改正する条例の規定を整備します。 

 ○ 施行期日  （２）及び（６） 公布の日 

         （１）及び（５） 平成２９年１月１日 

         （４） 平成２９年４月１日 

         （３） 平成３０年１月１日 

 

議案第１１０号       【防災危機管理室危機管理・生活安全担当】 

 港区客引き行為等の防止に関する条例（新規） 

 

 本案は、公共の場所における客引き行為等を防止するため、新たに条例 

を制定するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）区、区民等及び事業者の責務を定めます。 

 （２）客引き行為等の禁止及び客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の 

   禁止について定めます。 

 （３）飲食店営業者に対して誓約書の提出を求めることについて定めま 

   す。 

 （４）指導、勧告、命令及び調査等について定めます。 

 （５）命令に違反する行為をした者及びその使用者に対して過料を科し、 

   命令に従わなかった旨を公表することができることとします。 

 （６）区長の付属機関として、港区客引き行為防止対策審議会を設置し 

   ます。 

 ○ 施行期日  平成２９年４月１日 
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議案第１１１号            【街づくり支援部交通対策担当】 

 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部 

 を改正する条例 

 

 本案は、六本木駅自転車駐車場を新たに設置するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）名  称  港区立六本木駅自転車駐車場 

 （２）位  置  港区六本木六丁目５番１９号 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第１１２号               【街づくり支援部建築課】 

 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正 

 する条例 

 

 本案は、北青山三丁目地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するもの 

です。 

 ○ 内  容 

 （１）適用区域となる地区整備計画に北青山三丁目地区地区整備計画を 

   追加します。 

 （２）計画地区における建築禁止建築物等を定めます。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第１１３号  【環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所】 

 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、廃棄物処理手数料を改定するものです。 

 ○ 内  容  廃棄物処理手数料の改定 

          ・１キログラムにつき 

             ３６円５０銭 → ４０円 

          ・１０リットルにつき（有料ごみ処理券の場合） 

             ６９円 → ７６円 

          ・粗大ごみの限度額 

             ２，５００円 → ２，８００円 

 ○ 施行期日  平成２９年１０月１日                
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議案第１１４号                 【企画経営部財政課】 

 平成２８年度港区一般会計補正予算（第５号） 

 

 本案の概要は、別表のとおりです。 

 

議案第１１５号                 【総務部契約管財課】 

 製造請負契約の承認について（港区立港郷土資料館展示設営物等） 

 

 本案は、港区立港郷土資料館展示設営物等について、製造請負契約の承 

認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）契約の目的   港区立港郷土資料館展示設営物等の製造 

 （２）製造物の概要  展示用ケース   ７２台 

            展示誘導サイン  ７７点 

            展示パネル   １８７枚 

            立体模型      一式 

            映像システム    一式 

            収蔵庫      ２１室 

 （３）契約金額    １３億６，０８０万円 

 （４）履行期間    契約締結の日の翌日から平成３０年３月３０日 

            まで 

 （５）契約の相手方  港区港南一丁目２番７０号 

            株式会社丹青社 

 

議案第１１６号                 【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（デジタルサイネージ用機器） 

 

 本案は、三田いきいきプラザ等に設置するため、デジタルサイネージ用 

機器を購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   デジタルサイネージを活用した情報発信手段の 

            拡充 

 （２）購入品目及び  液晶ディスプレイ     １０台 

    数量      電子ペーパーディスプレイ １０台 

            セットトップボックス   ２０台 

            テレビチューナー     １０台 
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            スイッチ         １０台 

            無停電電源装置      １０台 

            機器格納用キャビネット  １０台 

 （３）購入予定価格  ２，２３５万３，８４０円 

 （４）購入の相手方  中央区京橋一丁目１番１号八重洲ダイビル 

            株式会社アルファジャパン 

 

議案第１１７号               【街づくり支援部土木課】 

指定管理者の指定について（港区立本芝公園等） 

 

 本案は、芝地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するもの 

です。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立本芝公園 

           港区立桜田公園 

           港区立塩釜公園 

           港区立南桜公園 

           港区立金杉橋児童遊園 

           港区立芝新堀町児童遊園 

           港区立松本町児童遊園 

           港区立芝五丁目児童遊園 

           港区立三田小山町児童遊園 

           港区立三田二丁目児童遊園 

           港区立三田綱町児童遊園 

           港区立浜松町四丁目児童遊園 

           港区立芝大門二丁目児童遊園 

           港区立虎ノ門三丁目児童遊園 

           港区立西久保巴町児童遊園 

 （２）指定管理者  港区三田四丁目７番２７号株式会社日比谷アメニ 

           ス内 

           アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ 

    （代表団体）  株式会社日比谷アメニス 

    （構成団体）  株式会社ケイミックス 

    （構成団体）  株式会社日比谷花壇 

 （３）指定の期間  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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議案第１１８号               【街づくり支援部土木課】 

指定管理者の指定について（港区立狸穴公園等） 

 本案は、麻布地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するも 

のです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立狸穴公園 

           港区立本村公園 

           港区立有栖川宮記念公園 

           港区立筓公園 

           港区立三河台公園 

           港区立さくら坂公園 

           港区立六本木西公園 

           港区立横川省三記念公園 

           港区立網代公園 

           港区立新広尾公園 

           港区立飯倉公園 

           港区立南麻布一丁目児童遊園 

           港区立南麻布新堀児童遊園 

           港区立絶江児童遊園 

           港区立古川橋児童遊園 

           港区立広尾児童遊園 

           港区立宮村児童遊園 

           港区立筓児童遊園 

           港区立西麻布二丁目児童遊園 

           港区立六本木三丁目児童遊園 

           港区立飯倉雁木坂児童遊園 

           港区立東麻布児童遊園 

           港区立中ノ橋児童遊園 

 （２）指定管理者  港区三田四丁目７番２７号株式会社日比谷アメニ 

           ス内 

           アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ 

    （代表団体）  株式会社日比谷アメニス 

    （構成団体）  株式会社ケイミックス 

    （構成団体）  株式会社日比谷花壇 

 （３）指定の期間  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 
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議案第１１９号               【街づくり支援部土木課】 

指定管理者の指定について（港区立円通寺坂公園等） 

 本案は、赤坂地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するも 

のです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立円通寺坂公園 

           港区立一ツ木公園 

           港区立氷川公園 

           港区立高橋是清翁記念公園 

           港区立乃木公園 

           港区立青葉公園 

           港区立青山公園 

           港区立一ツ木児童遊園 

           港区立南一児童遊園 

           港区立南青山三丁目児童遊園 

           港区立南青山四丁目児童遊園 

           港区立南青山六丁目児童遊園 

           港区立北青山一丁目児童遊園 

 （２）指定管理者  港区元赤坂一丁目５番８号かたばみ興業株式会社内 

           かたばみ・山本・ＧＳグループ 

    （代表団体）  かたばみ興業株式会社 

    （構成団体）  株式会社山本造園 

    （構成団体）  グリーン産業株式会社 

 （３）指定の期間  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

議案第１２０号               【街づくり支援部土木課】 

指定管理者の指定について（港区立亀塚公園等） 

 

 本案は、高輪地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するも 

のです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立亀塚公園 

           港区立三田台公園 

           港区立高松くすのき公園 

           港区立高輪公園 

           港区立白金公園 
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           港区立豊岡町児童遊園 

           港区立三田松坂児童遊園 

           港区立松ヶ丘児童遊園 

           港区立高松児童遊園 

           港区立二本榎児童遊園 

           港区立泉岳寺前児童遊園 

           港区立車町児童遊園 

           港区立高輪南町児童遊園 

           港区立白金志田町児童遊園 

           港区立白高児童遊園 

           港区立白金一丁目児童遊園 

           港区立四の橋通児童遊園 

           港区立三光児童遊園 

           港区立雷神山児童遊園 

           港区立奥三光児童遊園 

           港区立白金児童遊園 

           港区立白金台四丁目児童遊園 

           港区立白台児童遊園 

           港区立白金台どんぐり児童遊園 

 （２）指定管理者  港区三田四丁目７番２７号 

           株式会社グリーバル 

 （３）指定の期間  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

議案第１２１号               【街づくり支援部土木課】 

指定管理者の指定について（港区立芝浦公園等） 

 

 本案は、芝浦港南地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定す 

るものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立芝浦公園 

           港区立プラタナス公園 

           港区立埠頭公園 

           港区立東八ツ山公園 

           港区立港南和楽公園 

           港区立港南公園 

           港区立港南緑水公園 
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           港区立お台場レインボー公園 

           港区立芝浦中央公園 

           港区立船路橋児童遊園 

           港区立末広橋児童遊園 

 （２）指定管理者  港区芝大門一丁目３番１５号株式会社アカネ内 

           アカネ・ハリマ・イビデングループ 

    （代表団体）  株式会社アカネ 

    （構成団体）  株式会社ハリマビステム 

    （構成団体）  イビデングリーンテック株式会社 

 （３）指定の期間  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで 

 

議案第１２２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（虎ノ門一丁目、西新橋一丁目） 

 

 本案は、虎ノ門駅前地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区 

道路線を廃止するものです。 

 ○ 内  容  特別区道第８５号線を廃止します。 

         ・起  点  港区虎ノ門一丁目１番７先 

         ・終  点  港区西新橋一丁目２１番１先 

 

議案第１２３号           【街づくり支援部土木施設管理課】 

 特別区道路線の認定について（虎ノ門一丁目、西新橋一丁目） 

 

 本案は、虎ノ門駅前地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区 

道路線を認定するものです。 

 ○ 内  容  特別区道第１，１７９号線を認定します。 

         ・起  点  港区虎ノ門一丁目２番３先 

         ・終  点  港区西新橋一丁目２１番１先 

 

議案第１２４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（海岸一丁目、浜松町二丁目） 

 

 本案は、浜松町駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、特別区道路 

線を廃止するものです。 
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 ○ 内  容  特別区道第１，１５２号線を廃止します。 

         ・起  点  港区海岸一丁目４４番２先 

         ・終  点  港区浜松町二丁目１０１番２５先 

 

議案第１２５号           【街づくり支援部土木施設管理課】 

 特別区道路線の認定について（海岸一丁目、浜松町二丁目） 

 

 本案は、浜松町駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、特別区道路 

線を認定するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）特別区道第１，１８０号線を認定します。 

    ・起  点  港区浜松町二丁目１０１番２５先 

    ・終  点  港区海岸一丁目５３番先 

 （２）特別区道第１，１８１号線を認定します。 

    ・起  点  港区海岸一丁目１１番４ 

    ・終  点  港区海岸一丁目１１番４ 

 

 10 



1

議案第１１４号

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２  総　務　費 20,350,733 142,571 20,493,304 142,571 １ 安全で安心できるまちづくりの推進に要する追加経費を計上 31,166
 (1)客引き防止プロジェクトを追加 （31,166 )

２ 多様な暮らしを支える区政情報の発信に要する追加経費を
 計上 11,405
 (1) デジタルサイネージ推進事業を追加 (11,405 )

３ 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 100,000
 (1) 過誤納還付金等を追加 (100,000 )

４  民　生　費 43,781,304 215,915 43,997,219 国庫支出金 1,589 178,325 １ 保育園待機児童解消の推進に要する追加経費を計上 215,915
都支出金 36,001  (1) 私立認可保育所等設置支援事業を追加 （110,194 )

 (2) 青山保育園等整備を計上 （105,721 )
計 37,590

歳出合計 122,608,368 358,486 122,966,854

                 千円

　国庫支出金 　繰越金 320,896
　都支出金

計

別表

 平成28年度港区一般会計補正予算（第５号）概要

款 補正前の額 補　正　額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

千円

37,590 320,896

　　千円

1,589
36,001
37,590



2

  ２　　債務負担行為補正

    追　　　　加 （単位：千円）

事   項 期   間 限度額

待機児童解消施設賃借（愛宕） 平成29年度～平成30年度 16,262

青山保育園等整備 平成29年度～平成31年度 1,414,223

南麻布四丁目福祉施設整備
（設計）

平成28年度～平成29年度 122,915
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