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令和３年第３回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 

区長報告第７号                 【総務部契約管財課】 

 専決処分について（芝五丁目複合施設新築工事請負契約の変更） 

 

 本件は、平成３０年第２回定例会で承認された芝五丁目複合施設新築工 

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） 

    令和３年７月８日 

 ○ 変更内容 

    契約金額  ８５億８，６００万円 

           → ８８億３５２万５，０００円 

           （２億１，７５２万５，０００円増） 

 ○ 理  由  地中障害物の撤去に係る追加工事による変更 

 

区長報告第８号                 【総務部契約管財課】 

 専決処分について（港区立赤坂中学校等整備工事請負契約の変更） 

 

 本件は、令和元年第３回定例会で契約金額の変更を報告した港区立赤坂 

中学校等整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） 

    令和３年７月１４日 

 ○ 変更内容 

    契約金額  ９２億２，２４１万８，０００円 

           → ９２億８，０４６万５，０００円 

               （５，８０４万７，０００円増） 

 ○ 理  由  地中障害物の撤去に係る追加工事等による変更 

 

区長報告第９号                 【総務部契約管財課】 

 専決処分について（港区高輪地区総合支所等大規模改修工事請負契約の 

 変更） 

 

 

資料２ 
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 本件は、令和２年第３回定例会で承認された港区高輪地区総合支所等大 

規模改修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） 

    令和３年７月１４日 

 ○ 変更内容 

    契約金額  ２５億２，２６８万５，０００円 

           → ２５億４，２７９万３，０００円 

               （２，０１０万８，０００円増） 

 ○ 理  由  福祉総合窓口の設置に係る追加工事による変更 

 

議案第４３号                【芝地区総合支所区民課】 

 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律」の一部改正により、地方公共団体情報システム機構が個人 

番号カードの再発行手数料を徴収することとなったことに伴い、規定を整 

備するものです。 

 ○ 内  容  個人番号カードに係る再交付手数料の規定を削除しま 

         す。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第４４号              【街づくり支援部土木管理課】 

 港区公衆便所条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、土地の無償貸付契約の満了に伴い、当該土地を返還することと 

なるため、ラグビー場前公衆便所（北青山二丁目８番３９号）を廃止する 

ものです。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日（令和３年１２月１日予定） 

 

議案第４５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 
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 本案は、都市計画が変更された虎ノ門駅南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）地区整備計画の区域について、条例で引用している東京都告示番 

   号を変更します。 

 （２）計画地区に「Ｃ街区」を加えます。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第４６号               【みなと保健所生活衛生課】 

 港区旅館業法施行条例及び港区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、旅館業の施設及び公衆浴場の衛生に必要な措置の基準等を定め 

るほか、公衆浴場における混浴制限年齢を改めるものです。 

 ○ 内  容   

 （１）旅館業の施設及び公衆浴場の衛生に必要な措置の基準を定めます。 

 （２）旅館・ホテル営業の施設及び公衆浴場の構造設備の基準を定めま 

   す。 

 （３）公衆浴場における混浴制限年齢を１０歳以上から７歳以上に引き 

   下げます。 

 ○ 施行期日  令和４年１月１日 

 

議案第４７号             【子ども家庭支援部保育政策課】 

 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

 定める条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定 

子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、電 

磁的記録等に係る規定を整備するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）特定教育・保育施設等が書面で行うこととしている諸記録の作成、 

   保存等について、書面に代えて、電磁的記録により行うことができ 

   ることとします。 

 （２）特定教育・保育施設等が書面で行うこととしている保護者への説 

   明等について、書面に代えて、電磁的方法により行うことができる 

   こととします。 
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 （３）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第４８号             【保健福祉支援部障害者福祉課】 

 港区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、心身障害者福祉手当の支給対象を拡充するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）心身障害者福祉手当の支給対象に精神障害者を加えます。 

 （２）障害等級が１級の精神障害者に月額１万５，５００円を支給しま 

   す。 

 ○ 施行期日  公布の日（令和３年１０月以後の月分の心身障害者福 

         祉手当の支給について適用） 

 

議案第４９号                  【企画経営部財政課】 

 令和３年度港区一般会計補正予算（第４号） 

 

議案第５０号                  【企画経営部財政課】 

 令和３年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

 

議案第５１号                  【企画経営部財政課】 

 令和３年度港区介護保険会計補正予算（第２号） 

 

議案第５２号                       【会計室】 

 令和２年度港区一般会計歳入歳出決算 

 

議案第５３号                       【会計室】 

 令和２年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 

 

議案第５４号                       【会計室】 

 令和２年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 

 

議案第５５号                       【会計室】 

 令和２年度港区介護保険会計歳入歳出決算 
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議案第５６号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港区立一の橋公園整備工事） 

 

 本案は、港区立一の橋公園整備工事について、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   整備面積４，９９８．８２㎡ 

 （２）契約金額    ３億５，４２０万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から令和５年３月１７日まで 

 （４）契約の相手方  港区三田四丁目７番２７号 

            日比谷・かたばみ建設共同企業体 

 

議案第５７号                  【総務部契約管財課】 

 工事請負契約の承認について（港資源化センターびん中間処理設備等改 

 修工事） 

 

 本案は、港資源化センターびん中間処理設備等改修工事について、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   びん中間処理設備１基及び缶中間処理設備１基 

            の改修 

 （２）契約金額    ３億３，７２６万円 

 （３）工  期    契約締結の日の翌日から令和５年２月２８日まで 

 （４）契約の相手方  台東区東上野五丁目１６番５号 

            新明和工業株式会社産機システム事業部環境シ 

            ステム本部営業部 

 

議案第５８号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（港区立三田図書館予約資料受取棚等） 

 

 本案は、港区立三田図書館の予約資料受取棚等を購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   港区立三田図書館の移転に伴う予約資料受取棚 

            等の整備 
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 （２）購入品目及び  予約資料受取棚   ５台 

    数量      セキュリティゲート ３基 

 （３）購入予定価格  ４，８１８万円 

 （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５９号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（港区立芝浜小学校什器等） 

 

 本案は、港区立芝浜小学校の什器等を購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   港区立芝浜小学校の開設に伴う備品の整備 

 （２）購入品目及び  机   １，１７２台 

    数量      椅子  ２，０３５脚 

            棚     ２５３台 

            その他    ５８点 

 （３）購入予定価格  ９，５２６万円 

 （４）購入の相手方  港区六本木三丁目７番１号 

            ジャンボ株式会社港営業所 

 

議案第６０号                  【総務部契約管財課】 

 物品の購入について（港区立芝浜小学校ちゅう房機器） 

 

 本案は、港区立芝浜小学校のちゅう房機器を購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   港区立芝浜小学校の開設に伴うちゅう房機器の 

            整備 

 （２）購入品目及び  ちゅう房機器  １５６点 

    数量 

 （３）購入予定価格  ９，６６９万円 

 （４）購入の相手方  港区白金六丁目６番３号 

            合資会社佐藤栄次郎商店 

 

議案第６１号                    【総務部総務課】 

 和解について 
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 本案は、国家賠償請求訴訟事件について、和解するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）事件の要旨 

    平成２８年９月１０日、港区元麻布一丁目５番先の特別区道第 

   １，０２３号線を自転車で下っていた相手方が当該道路の歩道上の 

   段差でバランスを失い転倒し、負傷した事故（以下「本件事故」と 

   いいます。）について、当該道路の設置及び管理に瑕疵
か し

があったこ 

   とにより損害が生じたとして、令和２年２月６日、相手方は、区に 

   対し、損害賠償を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 

    その後、審理が行われてきましたが、今般、当該裁判所から和解 

   勧告がなされたので、和解により本件事件の解決を図るものです。 

 （２）和解事項 

   ア 区は、相手方に対し、本件事故に基づく解決金として、５００ 

    万円の支払義務があることを認める。 

   イ 相手方は、その余の請求を放棄する。 

   ウ 区は、区の所管する道路の適正な管理に努める。 

   エ 相手方と区は、相手方と区との間には、本件事故に関し、本和 

    解条項に定めるもののほかは、何らの債権債務がないことを相互 

    に確認する。 

   オ 訴訟費用は、各自の負担とする。 

 

議案第６２号            【麻布地区総合支所まちづくり課】 

 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 

           港区立網代公園 
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           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  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第６３号            【赤坂地区総合支所まちづくり課】 

 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 
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           港区立一ツ木児童遊園 

           港区立桑田記念児童遊園 

           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  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第６４号          【芝浦港南地区総合支所まちづくり課】 

 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 

           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 
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 （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  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第６５号                【芝地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立三田いきいきプラザ等） 

 

 本案は、三田いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立三田いきいきプラザ 

           港区立神明いきいきプラザ 

           港区立虎ノ門いきいきプラザ 

 （２）指定管理者  静岡県富士市五貫島１７５番地医療法人財団百葉 

           の会内 

           百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東 

           急コミュニティー共同事業体 

    （代表団体）  医療法人財団百葉の会 

    （構成団体）  特定非営利活動法人ヘルスケア・デザイン・ネ 

            ットワーク 

    （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第６６号               【麻布地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立南麻布いきいきプラザ等） 

 

 本案は、南麻布いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立南麻布いきいきプラザ 

           港区立ありすいきいきプラザ 

           港区立麻布いきいきプラザ 

           港区立西麻布いきいきプラザ 

           港区立飯倉いきいきプラザ 
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 （２）指定管理者  中央区新川一丁目２１番２号セントラルスポーツ 

           株式会社内 

           セントラルスポーツ・東急コミュニティー共同事 

           業体 

    （代表団体）  セントラルスポーツ株式会社 

    （構成団体）  株式会社東急コミュニティー 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第６７号               【赤坂地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立赤坂いきいきプラザ等） 

 

 本案は、赤坂いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立赤坂いきいきプラザ 

           港区立青山いきいきプラザ 

           港区立青南いきいきプラザ 

 （２）指定管理者  豊島区長崎五丁目１番２３号株式会社ピーウォッ 

           シュ内 

           ピーウォッシュ・太平ビルサービス共同事業体 

    （代表団体）  株式会社ピーウォッシュ 

    （構成団体）  太平ビルサービス株式会社 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第６８号               【高輪地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立豊岡いきいきプラザ等） 

 

 本案は、豊岡いきいきプラザ等の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立豊岡いきいきプラザ 

           港区立高輪いきいきプラザ 

           港区立白金いきいきプラザ 

           港区立白金台いきいきプラザ 

 （２）指定管理者  世田谷区駒沢一丁目４番１５号真井ビル 

           社会福祉法人奉優会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議案第６９号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立特別養護老人ホーム白金の森等） 

 

 本案は、特別養護老人ホーム白金の森等の指定管理者を指定するもので 

す。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立特別養護老人ホーム白金の森 

           港区立高齢者在宅サービスセンター白金の森 

           港区立地域包括支援センター白金の森 

 （２）指定管理者  世田谷区駒沢一丁目４番１５号真井ビル 

           社会福祉法人奉優会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７０号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立特別養護老人ホーム港南の郷等） 

 

 本案は、特別養護老人ホーム港南の郷等の指定管理者を指定するもので 

す。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立特別養護老人ホーム港南の郷 

           港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷 

           港区立地域包括支援センター港南の郷 

           港区立ケアハウス港南の郷 

 （２）指定管理者  港区三田一丁目４番１７号 

           社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７１号           【保健福祉支援部高齢者支援課及び 

                  赤坂地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂 

 等） 

 

 本案は、特別養護老人ホームサン・サン赤坂等の指定管理者を指定する 

ものです。 
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 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立特別養護老人ホームサン・サン赤坂 

           港区立高齢者在宅サービスセンターサン・サン赤坂 

           港区立赤坂子ども中高生プラザ 

           港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館 

 （２）指定管理者  東京都清瀬市中里五丁目９１番２ 

           社会福祉法人東京聖労院 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７２号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター 

 等） 

 

 本案は、南麻布高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定する 

ものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター 

           港区立南麻布地域包括支援センター 

 （２）指定管理者  港区三田一丁目４番１７号 

           社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７３号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立台場高齢者在宅サービスセンター） 

 

 本案は、台場高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するもの 

です。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立台場高齢者在宅サービスセンター 

 （２）指定管理者  静岡県富士市五貫島１７５番地 

           医療法人財団百葉の会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議案第７４号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立北青山高齢者在宅サービスセンター 

 等） 

 

 本案は、北青山高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定する 

ものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立北青山高齢者在宅サービスセンター 

           港区立北青山地域包括支援センター 

 （２）指定管理者  東京都清瀬市中里五丁目９１番２ 

           社会福祉法人東京聖労院 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７５号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立芝高齢者在宅サービスセンター等） 

 

 本案は、芝高齢者在宅サービスセンター等の指定管理者を指定するもの 

です。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立芝高齢者在宅サービスセンター 

           港区立芝地域包括支援センター 

 （２）指定管理者  静岡県富士市五貫島１７５番地 

           医療法人財団百葉の会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７６号             【保健福祉支援部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター） 

 

 本案は、虎ノ門高齢者在宅サービスセンターの指定管理者を指定するも 

のです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター 

 （２）指定管理者  静岡県富士市五貫島１７５番地 

           医療法人財団百葉の会 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議案第７７号               【高輪地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立高輪子ども中高生プラザ） 

 

 本案は、高輪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   港区立高輪子ども中高生プラザ 

 （２）指定管理者  墨田区東駒形四丁目６番２号 

           一般財団法人本所賀川記念館 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７８号                【芝地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立神明子ども中高生プラザ） 

 

 本案は、神明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   港区立神明子ども中高生プラザ 

 （２）指定管理者  愛知県名古屋市東区葵三丁目１５番３１号 

           株式会社日本保育サービス 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第７９号             【芝浦港南地区総合支所管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラ 

 ザ） 

 

 本案は、芝浦アイランド児童高齢者交流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   港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 

 （２）指定管理者  新宿区西早稲田二丁目３番１８号日本キリスト教 

           会館６階 

           公益財団法人東京ＹＭＣＡ 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第８０号              【保健福祉支援部保健福祉課】 

 指定管理者の指定について（港区立公衆浴場ふれあいの湯） 
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 本案は、公衆浴場ふれあいの湯の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立公衆浴場ふれあいの湯 

 （２）指定管理者  港区南青山三丁目１２番３号 

           港区浴場組合 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

議案第８１号           【産業・地域振興支援部地域振興課】 

 指定管理者の指定について（港区立区民斎場やすらぎ会館） 

 

 本案は、区民斎場やすらぎ会館の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立区民斎場やすらぎ会館 

 （２）指定管理者  港区南青山二丁目１８番２号 

           港区葬祭業組合 

 （３）指定の期間  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

（追加議案） 

 港区副区長の選任の同意について 

 

 本案は、令和３年１０月１５日で任期満了となる小柳津明副区長の後任 

者について、選任の同意を求めるものです。 

 



＜参考資料＞

議案
番号

指定管理者 指定期間

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

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

対象施設

第63号 港区立円通寺坂
公園等（赤坂地
区）

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

第62号 港区立狸穴公園
等（麻布地区）

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
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港区立一ツ木児童遊園

港区立桑田記念児童遊園

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

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

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

港区立三田いきいきプラ
ザ

港区立神明いきいきプラ
ザ

港区立虎ノ門いきいきプ
ラザ

港区立南麻布いきいきプ
ラザ
港区立ありすいきいきプ
ラザ
港区立麻布いきいきプラ
ザ
港区立西麻布いきいきプ
ラザ
港区立飯倉いきいきプラ
ザ
港区立赤坂いきいきプラ
ザ

港区立青山いきいきプラ
ザ

（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

第64号 港区立芝浦公園
等（芝浦港南地
区)

第65号 百葉の会・ヘルスケアデザインネ
ットワーク・東急コミュニティー共
同事業体
（代表団体）
　医療法人財団百葉の会
（構成団体）
　特定非営利活動法人ヘルスケア
　・デザイン・ネットワーク
（構成団体）
　株式会社東急コミュニティー

第66号 港区立南麻布い
きいきプラザ等

セントラルスポーツ・東急コミュニ
ティー共同事業体
（代表団体）
　セントラルスポーツ株式会社
（構成団体）
　株式会社東急コミュニティー

港区立三田いき
いきプラザ等

第67号 港区立赤坂いき
いきプラザ等

ピーウォッシュ・太平ビルサービス
共同事業体
（代表団体）
　株式会社ピーウォッシュ

令和４年４月１日から
令和９年３月31日まで

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
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港区立青南いきいきプラ
ザ

港区立豊岡いきいきプラ
ザ
港区立高輪いきいきプラ
ザ
港区立白金いきいきプラ
ザ
港区立白金台いきいきプ
ラザ
港区立特別養護老人ホー
ム白金の森
港区立高齢者在宅サービ
スセンター白金の森
港区立地域包括支援セン
ター白金の森
港区立特別養護老人ホー
ム港南の郷
港区立高齢者在宅サービ
スセンター港南の郷
港区立地域包括支援セン
ター港南の郷
港区立ケアハウス港南の
郷
港区立特別養護老人ホー
ムサン・サン赤坂
港区立高齢者在宅サービ
スセンターサン・サン赤
坂
港区立赤坂子ども中高生
プラザ
港区立赤坂子ども中高生
プラザ青山館
港区立南麻布高齢者在宅
サービスセンター
港区立南麻布地域包括支
援センター

第73号
医療法人財団百葉の会

港区立北青山高齢者在宅
サービスセンター
港区立北青山地域包括支
援センター
港区立芝高齢者在宅サー
ビスセンター
港区立芝地域包括支援セ
ンター

第76号

第77号
一般財団法人本所賀川記念館

第78号
株式会社日本保育サービス

第79号
公益財団法人東京ＹＭＣＡ

第80号
港区浴場組合

第81号
港区葬祭業組合

（構成団体）
太平ビルサービス株式会社

第68号 港区立豊岡いき
いきプラザ等

第69号 港区立特別養護
老人ホーム白金
の森等

社会福祉法人奉優会

港区立特別養護
老人ホーム港南
の郷等

第70号

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東
京都済生会

第75号

第71号 港区立特別養護
老人ホームサン
・サン赤坂等

社会福祉法人東京聖労院

第72号 港区立南麻布高
齢者在宅サービ
スセンター等

社会福祉法人恩賜財団済生会支部東
京都済生会

港区立台場高齢者在宅サービスセンター

第74号 港区立北青山高
齢者在宅サービ
スセンター等

社会福祉法人東京聖労院

港区立区民斎場やすらぎ会館

港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンタ
ー

医療法人財団百葉の会

港区立高輪子ども中高生プラザ

港区立神明子ども中高生プラザ

港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プ
ラザ
港区立公衆浴場ふれあいの湯

港区立芝高齢者
在宅サービスセ
ンター等
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