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平成２６年第３回港区議会定例会提出予定案件（概要） 

 

区長報告第２１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） 

 

 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。 

なお、本契約は、平成２６年第１回定例会で契約金額の変更を報告した 

ものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年７月１８日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １９億８，１７８万９，７８２円 

           → １９億９，１４４万７７０円 

                 （９６５万９８８円増） 

 ○ 理  由  公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処する 

ため、工事請負契約書約款第２４条第６項のインフレ 

スライド条項を適用したことによる変更 

 

区長報告第２２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） 

 

 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。 

 なお、本契約は、平成２６年第１回定例会で契約金額の変更を報告した 

ものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年７月１８日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  ４３億７，３５１万７，９６６円 

           → ４４億１，４７１万１，１１０円 

               （４，１１９万３，１４４円増） 
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 ○ 理  由  公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処する 

ため、工事請負契約書約款第２４条第６項のインフレ 

スライド条項を適用したことによる変更 

 

区長報告第２３号 

専決処分について（港区営住宅シティハイツ芝浦建替工事請負契約の変 

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２６年第１回定例会で契約金額の変更を承認され 

たものです。 

 ○ 専決処分の日（契約変更の日） 

    平成２６年７月１８日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １０億４，２０８万９，９００円 

           → １０億４，７３８万２，６５６円 

                 （５２９万２，７５６円増） 

 ○ 理  由  公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処する 

ため、工事請負契約書約款第２４条第６項のインフレ 

スライド条項を適用したことによる変更 

 

区長報告第２４号 

専決処分について（夕凪橋架替工事（上部工）請負契約の変更） 

 

 本件は、平成２５年第２回定例会で承認された夕凪橋架替工事（上部工） 

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。 

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７月１１日 

 ○ 変更内容   

    契約金額  １億９，６０７万９，１００円 

           → ２億１３万２，３４０円 

             （４０５万３，２４０円増） 
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 ○ 理  由  公共工事設計労務単価及び資材価格の上昇に対処する 

ため、工事請負契約書約款第２４条第６項のインフレ 

スライド条項を適用したことによる変更 

 

区長報告第２５号 

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２６年７月１日 

 ○ 損害賠償額  １１万９７５円 

 ○ 概   要  平成２６年５月１９日港区赤坂六丁目１０番４５号 

          に所在するマンション敷地内において、マンション 

で使用されている台車を用いて職員がごみ収集作業 

をしていた際、ストッパーの利きが不十分であり、 

かつ、作業場所が傾斜地であったため台車が動き出 

して駐車中の乗用車に接触し、同車両を損傷させた 

事故に伴う損害賠償です。 

 

議案第５９号 

 港区保健衛生事務手数料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「薬事法等の一部を改正する法律」及び「薬事法及び薬剤師法 

の一部を改正する法律」の施行による「薬事法」の一部改正並びに「薬事 

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等及び経過措置に 

関する政令」の施行による「薬事法施行令」の一部改正に伴い、規定を整 

備するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）条例で引用している薬事法の条項番号を変更します。 

（２）条例で引用している法律及び政令の題名を変更します。 

   ・薬事法 

     → 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 

に関する法律 

    ・薬事法施行令 

      → 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等 

に関する法律施行令 
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 ○ 施行期日  平成２６年１１月２５日。ただし、（１）については、 

公布の日 

 

議案第６０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 

 

 本案は、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の施行及び虎ノ門 

二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）容積率規制のため既存不適格となっている建築物であっても認め 

  られる増改築の要件に、エレベーターの昇降路の部分を増改築する 

場合を追加します。 

 （２）虎ノ門二丁目地区地区計画 

 ・適用区域となる地区整備計画に虎ノ門二丁目地区地区整備計画 

  を追加します。 

 ・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６１号 

 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（新規） 

 

 本案は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保 

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係法律の整備等に関する法律」（以下「法」といいます。）の施行に 

よる「児童福祉法」の一部改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営 

に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容  家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事 

業及び事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準 

を定めます。 

 ○ 施行期日  法の施行の日 

 

議案第６２号 

 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（新規） 
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 本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、児童福祉法等に基づ 

く認可を受けた教育・保育施設及び地域型保育事業について、給付の対象 

となる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業として確認するための 

基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定めます。 

 ○ 施行期日  子ども・子育て支援法の施行の日 

 

議案第６３号 

 港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（新規） 

 

 本案は、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保 

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴 

う関係法律の整備等に関する法律」（以下「法」といいます。）の施行に 

よる「児童福祉法」の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及 

び運営に関する基準を定めるため、新たに条例を制定するものです。 

 ○ 内  容  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

を定めます。 

 ○ 施行期日  法の施行の日 

 

議案第６４号 

 港区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例（新規） 

 

 本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、子どものための教育・ 

保育給付の支給認定に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定す 

るものです。 

 ○ 内  容  子ども・子育て支援法第１９条第１項第１号から第３ 

号までに掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、教 

育・保育給付の支給認定を行うこととします。 

 ○ 施行期日  子ども・子育て支援法の施行の日 

 

 

 

 

 

（参考）支給認定の区分  
 ・第１号認定：満３歳以上 幼稚園又は認定こども園の利用を希望する者  
 ・第２号認定：満３歳以上 保育所又は認定こども園の利用を希望する者  
 ・第３号認定：満３歳未満 保育所、認定こども園又は地域型保育事業の  
              利用を希望する者  
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議案第６５号 

 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、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、保育の実施基準を改 

めるものです。 

 ○ 内  容 

（１）子ども・子育て支援法第１９条第１項第２号又は第３号の認定を 

受けた児童に対して、保育を実施することとします。 

 （２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  子ども・子育て支援法の施行の日 

 

議案第６６号 

 港区立幼稚園入園料及び保育料条例の一部を改正する条例 

 

 本案は、「子ども・子育て支援法」の公布に伴い、区立幼稚園に入園で 

きる者の要件を改めるものです。 

 ○ 内  容  区立幼稚園に入園できる者を、区内に住所を有し、子 

ども・子育て支援法第１９条第１項第１号の認定を受 

けた幼児とします。 

 ○ 施行期日  子ども・子育て支援法の施行の日 

 

議案第６７号 

 平成２６年度港区一般会計補正予算（第２号） 

 

議案第６８号 

 平成２６年度港区介護保険会計補正予算（第１号） 

 

議案第６９号 

平成２５年度港区一般会計歳入歳出決算 

 

議案第７０号 

 平成２５年度港区国民健康保険事業会計歳入歳出決算 

 

議案第７１号 

 平成２５年度港区後期高齢者医療会計歳入歳出決算 
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議案第７２号 

 平成２５年度港区介護保険会計歳入歳出決算 

 

議案第７３号 

 物品の購入について（福祉総合システム用ソフトウェア） 

 

 本案は、福祉総合システム用ソフトウェアを購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   福祉総合システムの更新 

 （２）購入品目及び  福祉総合システム用ソフトウェア  一式 

    数量       

 （３）購入予定価格  ２，９３５万１，０５２円 

 （４）購入の相手方  港区芝五丁目７番１号 

            日本電気株式会社公共・社会システム営業本部 

 

議案第７４号 

 物品の購入について（システム共通基盤用ソフトウェア） 

 

 本案は、システム共通基盤用ソフトウェアを購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   システム共通基盤の更新 

 （２）購入品目及び  システム共通基盤用ソフトウェア  一式 

    数量       

 （３）購入予定価格  １億３，４２８万１０４円 

 （４）購入の相手方  江東区新砂一丁目６番２７号 

            株式会社日立製作所公共システム営業統括本部 

 

議案第７５号 

 物品の購入について（住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウ 

ェア） 

 

 本案は、住民記録・国保・年金・税務システム用ソフトウェアを購入す 

るものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   住民記録・国保・年金・税務システムの更新 
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 （２）購入品目及び  住民記録・国保・年金・税務システム用ソフト 

    数量      ウェア  一式 

 （３）購入予定価格  ８，４３９万２，２８０円 

 （４）購入の相手方  港区東新橋一丁目５番２号 

            富士通株式会社東京支社 

 

議案第７６号 

 物品の購入について（パーソナルコンピューター等） 

 

 本案は、パーソナルコンピューター等を購入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   区立小学校及び区立中学校における情報機器の 

            整備 

 （２）購入品目及び  パーソナルコンピューター    ２４８台 

    数量      電子黒板機能付プロジェクター  ２２２台 

                       （区立小学校のみ） 

            デジタル書画カメラ       ２２２台 

                       （区立小学校のみ） 

 （３）購入予定価格  ７，５５７万４，９４４円 

 （４）購入の相手方  港区虎ノ門一丁目１番２４号 

            株式会社オカモトヤ 

 

議案第７７号 

 物品の購入について（港区立白金の丘小学校及び港区立白金の丘中学校 

什器等） 

 

 本案は、港区立白金の丘小学校及び港区立白金の丘中学校の什器等を購 

入するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）購入の目的   港区立白金の丘小学校及び港区立白金の丘中学 

校の開設に伴う備品の整備 

 （２）購入品目及び  机    １，３５９台 

    数量             （うち普通教室用８４０台） 

            椅子   ２，６３５脚 

                   （うち普通教室用８４０脚） 

            棚      １７３台 
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            その他    １９４点 

 （３）購入予定価格  １億６０２万９，０００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７８号 

 指定管理者の指定について（港区立イタリア公園等） 

 

 本案は、港区立イタリア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   港区立イタリア公園 

           港区立芝公園 

 （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２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

議案第７９号 

 指定管理者の指定について（港区立高輪森の公園） 

 

 本案は、港区立高輪森の公園の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立高輪森の公園 

 （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２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

議案第８０号 

 指定管理者の指定について（港区立港南緑水公園等） 

 

 本案は、港区立港南緑水公園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   港区立港南緑水公園 

           港区立お台場レインボー公園 

 （２）指定管理者  港区芝公園一丁目２番１０号株式会社アカネ内 

           アカネ・ハリマビステム・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２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 

議案第８１号 

 指定管理者の指定について（港区立麻布十番公共駐車場） 

 

 本案は、港区立麻布十番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   港区立麻布十番公共駐車場 

 （２）指定管理者  港区西新橋二丁目８番１号 

           一般社団法人日本駐車場工学研究会 

 （３）指定の期間  平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

議案第８２号 

 指定管理者の指定について（港区立商工会館） 

 

 本案は、港区立商工会館の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立商工会館 

 （２）指定管理者  港区赤坂四丁目１番３３号 

           株式会社アクト・テクニカルサポート 

 （３）指定の期間  平成２７年４月１日から同年９月３０日まで 

 

議案第８３号 

 指定管理者の指定について（港区立箱根ニコニコ高原学園） 

 

 本案は、港区立箱根ニコニコ高原学園の指定管理者を指定するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）対象施設   港区立箱根ニコニコ高原学園 
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 （２）指定管理者  渋谷区代々木二丁目１８番３号 

           Ｆｕｎ Ｓｐａｃｅ株式会社 

 （３）指定の期間  平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日まで 
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