
 

平成２９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６号  専決処分について（港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負 

         契約の変更） 

 

 議案１８件  

議案第６７号   港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第６８号   港区特別区税条例の一部を改正する条例 

議案第６９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７０号   港区景観条例の一部を改正する条例 

議案第７１号   港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一 

         部を改正する条例 

議案第７２号   港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７３号   港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する 

         条例 

議案第７４号   平成２９年度港区一般会計補正予算（第５号） 

議案第７５号   平成２９年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

議案第７６号   工事請負契約の承認について（港区立麻布幼稚園園舎増築等工 

         事） 

議案第７７号   工事請負契約の承認について（港区指定有形文化財旧協働会館 

         保存整備工事） 

議案第７８号   工事委託契約の承認について（南麻布四丁目障害者支援施設等 

         新築工事） 

議案第７９号   製造請負契約の承認について（（仮称）港区立科学館プラネタ 

         リウム機器等） 

議案第８０号   物品の購入について（図書館システム用据置型リーダライタ） 

議案第８１号   物品の購入について（港区立郷土歴史館什器等） 

議案第８２号   指定管理者の指定について（港区立白金台駅自転車駐車場） 

議案第８３号   指定管理者の指定について（港区立郷土歴史館） 

議案第８４号   特別区道路線の認定について（赤坂九丁目） 

 

 

 

1 



    （参考） 

区長報告   １件 

専 決 

処 分 
１件 

内訳 

 製造請負契約の変更      １件 
 

議  案  １８件 

条 例 ７件 
内訳 

 一部改正           ７件 

予 算 ２件 
内訳 

 平成２９年度補正予算     ２件 

その他 ９件 

内訳 

 工事請負契約の承認      ２件 

 工事委託契約の承認      １件 

 製造請負契約の承認      １件 

 物品の購入          ２件 

 指定管理者の指定       ２件 

 特別区道路線の認定      １件 
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平成２９年第４回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第６号                 【総務部契約管財課】 

 専決処分について（港区立港郷土資料館展示設営物等製造請負契約の変 

 更） 

 

 本件は、平成２８年第４回定例会で承認された港区立港郷土資料館展示 

設営物等製造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２９年１１月８日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １３億６，０８０万円 

           → １３億５，７９２万２，８８０円 

                 （２８７万７，１２０円減） 

 ○ 理  由  施設の開館時期を延期したことに伴い、本年度に予定 

         していた展示資料の移設を来年度に実施することによ 

         る変更 

 

議案第６７号                    【総務部人事課】 

 港区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正を踏まえ、 

非常勤職員の育児休業期間を延長するほか、職員の育児休業期間の再度の 

延長等が必要となる特別の事情について明確化するものです。 

 ○ 内  容  

 （１）非常勤職員について、特に必要と認められる場合に、当該非常勤 

   職員の育児休業の対象となる子が２歳に達する日まで育児休業を取 

   得できることとします。 

 （２）育児休業期間の再度の延長等が必要となる特別の事情に、育児休 

業の対象となる子が保育園等の申込みをしているが、入園等ができ 

ない場合を追加します。 

 ○ 施行期日  公布の日 
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議案第６８号             【産業・地域振興支援部税務課】 

 港区特別区税条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、区民税の寄附金税額控除の対象となる団体を拡大するものです。 

 ○ 内  容  区民税の寄附金税額控除の対象となる団体として、港 

         区社会福祉協議会に加えて、公益社団法人等を追加し 

         ます。 

 ○ 施行期日  平成３０年１月１日 

 

議案第６９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、都市計画決定された三田三・四丁目地区地区計画及び虎ノ門・ 

麻布台地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものです。 

 ○ 内  容  

 （１）三田三・四丁目地区地区整備計画及び虎ノ門・麻布台地区地区整 

   備計画について、適用区域に追加します。 

 （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７０号              【街づくり支援部都市計画課】 

 港区景観条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、屋外広告物について、事前協議の対象とするものです。 

 ○ 内  容 

 （１）屋外広告物を事前協議の対象とします。 

 （２）事前協議をせず、又は虚偽の内容により協議をした者について、 

   その旨を公表することができることとします。 

 （３）港区景観アドバイザーの定数を改定します。 

    ・８人以内 → １２人以内 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日（同日以後に許可を受ける屋外広 

         告物について適用） 
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議案第７１号               【子ども家庭支援部保育課】 

 港区立認定こども園条例及び港区保育の実施に関する条例の一部を改正 

 する条例 

 

 本案は、保育料を改めるものです。 

 ○ 内  容  

（１）保育料の階層区分に新たな階層を設定するとともに、一部の階層 

   区分の保育料を改定します。 

（２）延長保育料について、月ぎめ延長保育料を廃止し、日を単位とし 

   た延長保育料に統一します。 

 （３）保育短時間利用について、基本保育時間外に保育を行う場合は、 

   延長保育料を徴収することとします。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日（平成３０年４月分以後の保育料 

         について適用） 

 

議案第７２号               【教育委員会事務局学務課】 

 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、保育料を改めるものです。 

 ○ 内  容  保育料の階層区分に新たな階層を設定するとともに、 

         一部の階層区分の保育料を改定します。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日（平成３０年４月分以後の保育料 

         について適用） 

 

議案第７３号              【企画経営部区役所改革担当】 

 港区外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「地方自治法」の一部改正に伴い、条例で定めることとされた 

包括外部監査契約を締結する会計年度を定めるものです。 

 ○ 内  容  包括外部監査契約について、２会計年度ごとに１回締 

         結することとします。 

 ○ 施行期日  平成３０年４月１日 
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議案第７４号                  【企画経営部財政課】 

 平成２９年度港区一般会計補正予算（第５号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第７５号                  【企画経営部財政課】 

 平成２９年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

 

 本案の概要は、別表２のとおりです。 

 

議案第７６号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立麻布幼稚園園舎増築等工事） 

 

 本案は、港区立麻布幼稚園園舎増築等工事について、工事請負契約の承 

認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模 

    ・園舎増築工事 鉄筋コンクリート造地上２階建て 

            延べ４５４．８３㎡ 

    ・園庭改修工事 

 （２）契約金額    ２億９，３７６万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成３１年２月２８日 

            まで 

 （４）契約の相手方  港区東麻布一丁目２３番６号東麻布ビル 

            株式会社田中建設港営業所 

 

議案第７７号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区指定有形文化財旧協働会館保存整備 

 工事） 

 

 本案は、港区指定有形文化財旧協働会館保存整備工事について、工事請 

負契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事の規模 

    ・既存棟移築工事  木造地上２階建て 

              延べ４４２．３４㎡ 
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    ・管理棟増築工事  鉄筋コンクリート造地上２階建て 

              延べ９３．７０㎡ 

    ・ポンプ室増築工事 鉄筋コンクリート造地上１階建て 

              延べ１４．３１㎡ 

 （２）契約金額    ４億４，７７６万８，０００円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から平成３１年１２月２０ 

            日まで 

 （４）契約の相手方  港区芝二丁目１番３０号菱化ビル２階 

            中央建設株式会社東京支店 

 

議案第７８号                  【総務部契約管財課】 

 工事委託契約の承認について（南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事） 

 

 本案は、区立施設と民間施設の合築である建物全体の整備を民間施設の 

運営事業者に委託するため、南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事につ 

いて、工事委託契約の承認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）建設場所    港区南麻布四丁目１番１２ 

 （２）工事の規模   鉄筋コンクリート造地下１階地上６階建て 

            延べ９，６８２．４１㎡のうち延べ４，４９９． 

            ９４㎡（共用部分を含む。） 

 （３）契約金額    １６億７７４万２，４８１円 

 （４）工  期    契約締結の日の翌日から平成３１年１２月２７ 

            日まで 

 （５）契約の相手方  茨城県つくば市大曽根３６９０番地 

            社会福祉法人健誠会 

 

議案第７９号                  【総務部契約管財課】 

 製造請負契約の承認について（（仮称）港区立科学館プラネタリウム機 

 器等） 

 

 本案は、（仮称）港区立科学館プラネタリウム機器等について、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   （仮称）港区立科学館プラネタリウム機器等の 

            製造 
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 （２）製造物の概要  光学式プラネタリウム     一式 

            デジタル式プラネタリウム   一式 

            投影番組           一式 

            統合操作卓          １台 

            音響装置           一式 

            照明装置           一式 

            座席           １２１席 

 （３）契約金額    ３億３，１３４万４，０００円 

 （４）履行期間    契約締結の日の翌日から平成３２年３月３１日 

            まで 

 （５）契約の相手方  東京都府中市矢崎町四丁目１６番地 

            みなとプラネットユニバース 

    （代表事業者）  株式会社五藤光学研究所 

 

議案第８０号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（図書館システム用据置型リーダライタ） 

 

 本案は、図書館システム用据置型リーダライタを購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   図書館システム用据置型リーダライタの買換え 

 （２）購入品目及び  据置型リーダライタ ５９台 

    数量       

 （３）購入予定価格  ３，１７３万２，５６０円 

 （４）購入の相手方  港区白金三丁目１２番１２号 

            株式会社ニシダ 

 

議案第８１号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（港区立郷土歴史館什器等） 

 

 本案は、港区立郷土歴史館の什器等を購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   港区立郷土歴史館の開館に伴う備品の整備 

 （２）購入品目及び  机   １３５台 

    数量      椅子  ２２９脚 

            棚   １７７台 

            その他  ９０点 
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 （３）購入予定価格  ４，６０７万９，０６４円 

 （４）購入の相手方  港区芝大門一丁目３番１６号 

            株式会社第一文眞堂 

 

議案第８２号              【街づくり支援部地域交通課】 

指定管理者の指定について（港区立白金台駅自転車駐車場） 

 

 本案は、港区立白金台駅自転車駐車場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立白金台駅自転車駐車場 

 （２）指定管理者  品川区西五反田四丁目３２番１号日本コンピュー 

           タ・ダイナミクス株式会社内 

           ＮＣＤグループ 

    （代表団体）  日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 

    （構成団体）  株式会社ニッケイトラスト 

 （３）指定の期間  平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

議案第８３号           【教育委員会事務局図書・文化財課】 

指定管理者の指定について（港区立郷土歴史館） 

 

 本案は、港区立郷土歴史館の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立郷土歴史館 

 （２）指定管理者  目黒区下目黒一丁目１番１１号目黒東洋ビル４階 

           アクティオ株式会社内 

           アクティオ・東急コミュニティー共同事業体 

    （代表団体）  アクティオ株式会社 

    （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 （３）指定の期間  平成３０年１１月１日から平成３６年３月３１日 

           まで 

 

議案第８４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（赤坂九丁目） 

 

 本案は、赤坂九丁目北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。 
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 ○ 内  容  特別区道第１，１８２号線を認定します。 

         ・起  点  港区赤坂九丁目３１５番 

         ・終  点  港区赤坂九丁目３１５番 
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　　　　議案第７４号

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２  総　務　費 56,746,631 5,692 56,752,323 5,692 １ コミュニティ活動の機会の充実に要する追加経費を計上 5,692
 (1) 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団運営助
 　　成を追加 （5,692 ）

４  民　生　費 57,190,908 994,838 58,185,746 国庫支出金 285,352 216,879 １ 保育園待機児童解消の推進に要する追加経費を計上 781,659
都支出金 158,693  (1) 私立認可保育所等設置支援事業を追加 ( 531,756 )
繰入金 333,914  (2) 港区保育室事業を追加 ( 249,903 )

計 777,959 ２ 多様な都心型保育サービスの充実に要する追加経費を計上 57,739
 (1) 認可外保育施設保育料助成を追加 ( 57,739 )

３ 子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進に
  要する追加経費を計上 155,440
 (1) 緊急暫定学童クラブを追加 ( 155,440 )

８  教　育　費 22,812,128 5,376 22,817,504 5,376 １ 安全・安心で魅力ある教育環境の整備に要する追加経費を
　計上 5,376
 (1) 小学校就学援助を追加 （5,376 ）

歳出合計 177,110,859 1,005,906 178,116,765

                 千円

　国庫支出金 　繰 越 金 227,947
　都支出金
　繰入金

計

別表１

 平成29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

777,959 227,947

　　千円

285,352
158,693
333,914
777,959
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  ２　　債務負担行為補正

    追　　　　加 （単位：千円）

　　変　　　更 （単位：千円）

事   項 期   間 限度額

システム改修（税務） 平成29年度～平成30年度 467

システム改修（共通基盤） 平成29年度～平成30年度 4,007

（仮称）新橋学童クラブ整備 平成30年度 152,280

（仮称）新橋保育室整備 平成30年度 294,840

限度額

補正前 55,000

補正後 55,000

補正前 91,000

補正後 408,900

補正前 57,000

補正後 246,500

補正前 125,000

補正後 541,300

補正前 125,000

補正後 541,300

事   項 期   間

　待機児童解消施設賃借（芝地区） 平成30年度～平成32年度

　待機児童解消施設賃借（芝公園二丁目） 平成30年度～平成32年度

　待機児童解消施設賃借（麻布地区） 平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（南麻布三丁目） 平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（高輪地区１） 平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（白金三丁目） 平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（高輪地区２） 平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（三光） 平成30年度～平成35年度

平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（白金台） 平成30年度～平成35年度

　待機児童解消施設賃借（高輪地区３）
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　　　　議案第７５号

  １　　債務負担行為

（単位：千円）

        平成29年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号）概要

事   項 期   間 限度額

システム改修（国保年金） 平成29年度～平成30年度 3,577

別表２
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