
 

平成１７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（（仮称）港区立飯倉保育園・学童クラブ改築 

工事請負契約の変更） 

 
 議案３６件  

議案第８９号  港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（新 
        規） 
議案第９０号  港区事務手数料条例の一部を改正する条例 

議案第９１号  港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 
議案第９２号  港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例 
議案第９３号  港区立福祉会館条例の一部を改正する条例 
議案第９４号  港区立運動場条例の一部を改正する条例 

議案第９５号  平成１７年度港区一般会計補正予算（第４号） 

議案第９６号  平成１７年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号） 

議案第９７号  工事委託契約の承認について（六本木六丁目電線共同溝整備工事 ）

議案第９８号  指定管理者の指定について（港区立自転車等駐車場） 

議案第９９号  指定管理者の指定について（港区立公共駐車場） 

議案第１００号 指定管理者の指定について（港区特定公共賃貸住宅） 

議案第１０１号 指定管理者の指定について（港区営住宅） 

議案第１０２号 指定管理者の指定について（港区立住宅） 

議案第１０３号 指定管理者の指定について（港区立区民センター） 

議案第１０４号 指定管理者の指定について（港区立勤労福祉会館） 

議案第１０５号 指定管理者の指定について（港区立男女平等参画センター） 

議案第１０６号 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） 

議案第１０７号 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） 

議案第１０８号 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） 

  



  

議案第１０９号 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） 

議案第１１０号 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） 

議案第１１１号 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） 

議案第１１２号 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） 

議案第１１３号 指定管理者の指定について（港区立高齢者集合住宅） 

議案第１１４号 指定管理者の指定について（港区立障害者住宅） 

議案第１１５号 指定管理者の指定について（港区立港南子ども中高生プラザ） 

議案第１１６号 指定管理者の指定について（港区立生活寮） 

議案第１１７号 指定管理者の指定について（港区立公衆浴場） 

議案第１１８号 指定管理者の指定について（港区立区民斎場） 

議案第１１９号 指定管理者の指定について（港区立健康増進センター） 

議案第１２０号 指定管理者の指定について（港区立生涯学習センター） 

議案第１２１号 指定管理者の指定について（港区立生涯学習館） 

議案第１２２号 指定管理者の指定について（港区立運動場） 

議案第１２３号 指定管理者の指定について（港区スポーツセンター） 

議案第１２４号 指定管理者の指定について（港区立武道場） 

 
 追加議案１件  

 ・人権擁護委員候補者の推薦について 



平成１７年第４回港区議会定例会議案等の概要 

 

区長報告第６号               【政策経営部契約管財課】 

 専決処分について（（仮称）港区立飯倉保育園・学童クラブ改築工事請 

 負契約の変更） 

 

 本件は、平成１７年第２回定例会で承認された（仮称）港区立飯倉保育 

園・学童クラブ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。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成１７年１１月７日 

 ○ 変更内容  契約金額７億１４０万円 

           → ７億９４９万５，５００円 

              （８０９万５，５００円増） 

 ○ 理  由  建物解体時のアスベスト除去作業の追加による変更 

 

議案第８９号                【政策経営部契約管財課】 

 港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（新規） 

 

 本案は、地方自治法施行令第１６７条の１７の規定に基づき、区が長期 

継続契約を締結することができる契約を定めるものです。 

 ○ 内  容  長期継続契約を締結することができる契約は、次のと 

         おりとします。 

         ・事務用機器その他の物品を借り入れる契約であって、 

          商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般 

          的であるもの 

         ・庁舎等の管理業務その他の役務の提供を受ける契約 

          であって、年間を通じて役務の提供を受ける必要が 

          あるもの 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第９０号                【区民生活部住民戸籍課】 

 港区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、戸籍の無料証明に関する規定方法を改めるものです。 

 ○ 内  容  条例別表において無料で証明できる場合を個別に規定 
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         していたものを改め、法律に当該法律に規定する者に 

         対し無料で証明できる旨の規定がある場合は、戸籍の 

         事務手数料を無料とすることができることとします。 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第９１号            【街づくり推進部都市施設管理課】 

 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、白高児童遊園を新たに設置するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）名  称  白高児童遊園 

 （２）位  置  港区白金一丁目１７番４号 

 ○ 施行期日  公布の日 

 

議案第９２号              【区民生活部地域活動支援課】 

 港区立大平台みなと荘条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、大平台みなと荘に指定管理者制度及び利用料金制度を導入する 

とともに、開業日及び利用時間を拡大するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）指定管理者制度の導入に必要な規定を設けます。 

    ・指定管理者が行う業務の範囲 

    ・指定管理者の指定手続等 

    ・指定管理者の指定取消し等 

    ・指定管理者の指定等をした場合の公表 

    ・指定管理者が行う施設管理業務の基準等 

 （２）利用料金制度を導入し、大平台みなと荘の利用に係る料金は、条 

    例で定める金額を上限として、指定管理者が区長の承認を得て決 

    定します。 

 （３）毎月の休業日を廃止し、年中無休とします。 

 （４）宿泊の利用時間を、利用最終日の午前１１時までに延長します。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日。ただし、（１）については、公布 

         の日 
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議案第９３号               【保健福祉部高齢者支援課】 

 港区立福祉会館条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、赤坂福祉会館の改修に伴い、同会館の使用料の一部を改定する 

ものです。 

 ○ 内  容  集会室（洋間）の使用料を引き下げます。 

 ○ 施行期日  区規則で定める日 

 

議案第９４号           【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 港区立運動場条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、芝浦中央公園運動場に新たにフットサル場（多目的運動場）を 

開設することに伴い、同運動場の使用料を新設するものです。 

 ○ 内  容  フットサル場の使用料を新設します。 

 ○ 施行期日  教育委員会規則で定める日 

 

議案第９５号                  【政策経営部財政課】 

 平成１７年度港区一般会計補正予算（第４号） 

 

 本案の概要は、別表１のとおりです。 

 

議案第９６号                  【政策経営部財政課】 

 平成１７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９７号                【政策経営部契約管財課】 

 工事委託契約の承認について（六本木六丁目電線共同溝整備工事） 

 

 本案は、六本木六丁目電線共同溝整備工事について、工事委託契約の承 

認を求めるものです。 

 ○ 内  容 

 （１）工事場所    港区六本木六丁目１番先から六本木五丁目１０ 

            番先まで（特別区道第１，１０４号線） 

 （２）工事の規模   工事区間長 ４００．１１ｍ 

            管路部   ７８４．７５ｍ 
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            特殊部   １９箇所 

 （３）契約金額    ２億４，２３４万５，６７９円 

 （４）工  期    契約締結日の翌日から平成２０年３月２４日まで 

 （５）契約の相手方  新宿区新宿五丁目４番９号 

            東京電力株式会社東京支店 

 

議案第９８号            【街づくり推進部都市施設管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立自転車等駐車場） 

 

 本案は、区立自転車等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   港区立田町駅東口自転車等駐車場 

           港区立品川駅港南口自転車等駐車場 

           港区立白金高輪駅自転車駐車場 

 （２）指定管理者  港区南麻布一丁目５番２６号 

           社団法人港区シルバー人材センター 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第９９号            【街づくり推進部都市施設管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立公共駐車場） 

 

 本案は、区立公共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   港区立品川駅港南口公共駐車場 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目１０番１９号 

           株式会社みなと都市整備公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１００号             【街づくり推進部都市計画課】 

 指定管理者の指定について（港区特定公共賃貸住宅） 

 

 本案は、特定公共賃貸住宅の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜 

           港区特定公共賃貸住宅シティハイツ港南 

           港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝 
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           港区特定公共賃貸住宅シティハイツ桂坂 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目１０番１９号 

           財団法人港区住宅公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１０１号             【街づくり推進部都市計画課】 

 指定管理者の指定について（港区営住宅） 

 

 本案は、区営住宅の指定管理者の指定を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区営住宅シティハイツ白金 

           港区営住宅シティハイツ港南 

           港区営住宅シティハイツ六本木 

           港区営住宅シティハイツ一ツ木 

           港区営住宅シティハイツ芝浦 

           港区営住宅シティハイツ第２芝浦 

           港区営住宅シティハイツ桂坂 

           港区営住宅シティハイツ車町 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目１０番１９号 

           財団法人港区住宅公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１０２号             【街づくり推進部都市計画課】 

 指定管理者の指定について（港区立住宅） 

 

 本案は、区立住宅の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立住宅シティハイツ高輪 

           港区立住宅シティハイツ赤坂 

           港区立住宅シティハイツ港南 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目１０番１９号 

           財団法人港区住宅公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 
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議案第１０３号             【区民生活部地域活動支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立区民センター） 

 

 本案は、区民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   港区立麻布区民センター 

           港区立芝浦港南区民センター 

           港区立高輪区民センター 

           港区立赤坂区民センター 

           港区立台場区民センター 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１０４号                 【区民生活部商工課】 

 指定管理者の指定について（港区立勤労福祉会館） 

 

 本案は、勤労福祉会館の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立港勤労福祉会館 

 （２）指定管理者  港区芝五丁目１８番２号 

           財団法人港区勤労者サービス公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１０５号         【政策経営部人権・男女平等参画担当】 

 指定管理者の指定について（港区立男女平等参画センター） 

 

 本案は、男女平等参画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   港区立男女平等参画センター 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 
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議案第１０６号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 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  港区三田一丁目４番２８号 

           社会福祉法人恩賜財団済生会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１０７号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 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２８号 

           社会福祉法人恩賜財団済生会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１０８号      【保健福祉部高齢者支援課及び子育て推進課】 

 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。 

 ○ 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 
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           港区立赤坂子ども中高生プラザ 

 （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  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１０９号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 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２８号 

           社会福祉法人恩賜財団済生会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１１０号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 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  中央区銀座七丁目１３番１５号 

           医療法人社団湖聖会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１１１号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 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 
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 （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  北海道札幌市清田区真栄４３４番地６ 

           社会福祉法人ノテ福祉会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１１２号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 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  中央区銀座七丁目１３番１５号 

           医療法人社団湖聖会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１１３号              【保健福祉部高齢者支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立高齢者集合住宅） 

 

 本案は、高齢者集合住宅の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立高齢者集合住宅ピア白金 

           港区立高齢者集合住宅フィオーレ白金 

           港区立高齢者集合住宅はなみずき白金 

           港区立高齢者集合住宅はなみずき三田 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目１０番１９号 

           財団法人港区住宅公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１１４号              【保健福祉部障害者福祉課】 

 指定管理者の指定について（港区立障害者住宅） 

 

 本案は、障害者住宅の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 
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 （１）対象施設   港区立障害者住宅シティハイツ竹芝 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目１０番１９号 

           財団法人港区住宅公社 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１１５号              【保健福祉部子育て推進課】 

 指定管理者の指定について（港区立港南子ども中高生プラザ） 

 

 本案は、港南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   港区立港南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 

           財団法人本所賀川記念館 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１１６号              【保健福祉部障害者福祉課】 

 指定管理者の指定について（港区立生活寮） 

 

 本案は、生活寮の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立生活寮フレンドホーム高浜 

 （２）指定管理者  新宿区西新宿八丁目３番３９号 ＳＴＳビル内 

           社会福祉法人東京都知的障害者育成会 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１１７号             【保健福祉部保健福祉管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立公衆浴場） 

 

 本案は、区立公衆浴場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立公衆浴場ふれあいの湯 

 （２）指定管理者  港区南麻布一丁目１５番１１号 

           港区浴場組合 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 
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議案第１１８号             【区民生活部地域活動支援課】 

 指定管理者の指定について（港区立区民斎場） 

 

 本案は、区民斎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  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

議案第１１９号             【保健福祉部保健福祉管理課】 

 指定管理者の指定について（港区立健康増進センター） 

 

 本案は、健康増進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   港区立健康増進センター 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１２０号          【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 指定管理者の指定について（港区立生涯学習センター） 

 

 本案は、生涯学習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   港区立生涯学習センター 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１２１号          【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 指定管理者の指定について（港区立生涯学習館） 

 

 本案は、生涯学習館の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立青山生涯学習館 
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 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１２２号          【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 指定管理者の指定について（港区立運動場） 

 

 本案は、区立運動場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立麻布運動場 

           港区立青山運動場 

           港区立芝浦中央公園運動場 

           港区立芝給水所公園運動場 

           港区立埠頭少年野球場 

           港区立赤坂弓道場 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１２３号          【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 指定管理者の指定について（港区スポーツセンター） 

 

 本案は、スポーツ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   港区スポーツセンター 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 

           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

議案第１２４号          【教育委員会事務局生涯学習推進課】 

 指定管理者の指定について（港区立武道場） 

 

 本案は、区立武道場の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立氷川武道場 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１８番１３号 
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           財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

 （３）指定の期間  平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

 

（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１８年１月３１日で任期満了となる塩谷征子委員の後任候 

補者の推薦について、意見を求めるものです。 

 



別表１

　１　歳入歳出予算補正

千円 千円 千円 千円 千円

２　総   務   費 16,194,210 790,300 16,984,510 0 790,300 １　新たな行政経営の展開に要する追加経費を計上 151,908
 (1) 庁舎改修等を計上 151,908

２  柔軟で機動的な推進体制の整備に要する追加経費を計上 638,392
 (1)麻布支所改修等を計上 154,533
 (2)赤坂支所改修等を計上 182,696
 (3)高輪支所改修等を計上 98,683
 (4)芝浦港南支所改修等を計上 202,480

４  民   生   費 26,367,879 14,077,834 40,445,713 都支出金 9,253 １  安心できる保健医療体制の実現に要する追加経費を計上 344,170
 (1) 国民健康保険事業会計繰出金を追加 344,170

繰入金
（公共施設等整備基金） ２  住まいの確保・支援に要する追加経費を計上 11,064,000

計  (1) 仮称南麻布四丁目高齢者保健福祉施設等用地購入を計上 11,064,000

３  多様な保育ニーズへの対応に要する追加経費を計上 13,624
 (1) 私立保育園等緊急安全対策事業を計上 13,624

４  地域における子どもの居場所の確保に要する経費を計上 2,656,040
 (1) 仮称高輪子ども中高生プラザ用地購入を計上 2,656,040

７  土    木    費 19,188,597 3,659,867 22,848,464 0 3,659,867 １  人にやさしい道路網の整備に要する追加経費を計上 1,334,000
 (1) 歩道整備を追加 1,334,000

２  都心機能を支える道路の整備に要する追加経費を計上 2,325,867
 (1) 都市計画道路補助１２３号線整備を追加 2,325,867

８  教   育   費 11,717,411 3,680,000 15,397,411 繰入金 3,680,000 0 １  学校施設等の整備に要する経費を計上 3,680,000
（教育施設整備基金）  (1) 港南小学校等用地購入を計上 3,680,000

補正前の額 補　正　額 計

千円

348,541

13,729,293

議案第９５号　平成1７年度港区一般会計補正予算（第４号）の概要

補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

13,720,040

補　正　額　の　財　源　内　訳
款
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補正前の額 補　正　額 計 補　　正　　額　　の　　説　　明
特　定　財　源 一　般　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
款

９  公   債   費 7,894,137 4,375,537 12,269,674 0 4,375,537 １  基礎的な自治体としての確立に要する追加経費を計上 3,751,097
 (1) 特別区債元金償還金を追加 3,751,097

２  基礎的な自治体としての確立に要する追加経費を計上 624,440
 (1) 特別区債繰上償還経費を計上 624,440

歳出合計 91,858,813 26,583,538 118,442,351

千円 千円

  都支出金 9,253  特別区税 6,786,970
  繰入金 17,400,040  繰 越 金 2,387,275

計 17,409,293 計 9,174,245

別表２

　１　　歳入歳出予算補正
（単位：千円）

補正前の額 補　正　額 計

15,646,953 779,494 16,426,447

9,174,245

議案第９６号　平成17年度港区国民健康保険事業会計補正予算（第１号）の概要

17,409,293

国民健康保険事
業会計歳入歳出
予 算

補　　　正　　　額　　　の　　　説　　　明

療養給付費の増（779,494）
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