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新教育センター等整備事業に関する受託契約の変更について

国との合同ＰＦＩ事業で実施している新教育センター等整備事業は、平成２１年７

月に区と国とが「気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業に関す

る受託契約」を締結し、ＰＦＩ事業者の選定やＰＦＩ事業者の管理監督等の事務を国

に委託しています。この契約において、経費の負担範囲及び年度区分を定める第６条

２項の規定に基づき、各年度、受託契約に直接従事する国土交通省職員の人件費を契

約変更し、支出してきました。 

このたび、平成３０年度分の人件費を計上するとともに、平成３０年第２回港区議

会定例会の議決に基づき、平成３０年７月３０日付の契約変更で増額した地中障害物

の撤去に係る費用のうち、平成３０年度支払分が予定金額を下回り、減額する必要が

生じたため、港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

３条１項の規定に基づき、平成３１年３月２９日付の契約変更において次のとおり処

分したことを、同条第２項の規定に基づき報告します。

１ これまでの経過

議会 件名 内容

平成21年第2回港区議

会定例会原案可決 

特定事業に係る契約の

承認について（気象庁

虎ノ門庁舎（仮称）・港

区立教育センター整備

等事業）

新教育センターを国との合同ＰＦＩ

事業で整備するため、国と受託契約

を締結する。

事業期間：契約締結の日から平成 26

年 3 月 31 日まで

平成25年第1回港区議

会定例会原案可決 

特定事業に係る契約の

変更について（気象庁

虎ノ門庁舎（仮称）・港

区立教育センター整備

等事業）

事業期間を「平成 26 年 3 月 31 日ま

で」から「平成 29 年 3 月 31 日まで」

に変更する。 

【理由】 

整備手法を総合設計制度から地区計

画制度に変更したことにより、地区

計画策定手続に時間を要したため。 

平成28年第1回港区議

会定例会原案可決 

特定事業に係る契約の

変更について（気象庁

虎ノ門庁舎（仮称）・港

区立教育センター整備

等事業）

事業期間を「平成 29 年 3 月 31 日ま

で」から「平成 32 年（令和２年）3

月 31 日まで」に変更する。 

【理由】 

地区計画の新設道路を整備するに当

たり、関係者等との協議に時間を要

したこと等のため。 
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議会 件名 内容

平成30年第2回港区議

会定例会原案可決 

特定事業に係る契約の

変更について（気象庁

虎ノ門庁舎（仮称）・港

区立教育センター整備

等事業）

契約金額を「21 億 7,388 万 3,454 円」

から「32 億 3,830 万 3,875 円」に変

更する。 

【理由】 

地中障害物の撤去等に係る追加工

事、展示室等内装工事の実施に係る

工事内容の変更等に伴う経費の増加

が必要となったため。 

２ 契約内容（変更前） 

（１）契約の名称 気象庁虎ノ門庁舎（仮称）・港区立教育センター整備等事業 

に関する受託契約 

（２）契約の目的 港区立教育センター整備等事業 

（３）事業場所 港区虎ノ門三丁目３３番、３４番及び３５番 

（４）事業期間 契約締結の日から平成３２年３月３１日まで 

（５）契約金額 ３２億３,８３０万３,８７５円 

（６）契約の相手方 国 契約担当官 国土交通省関東地方整備局長   

３ 変更の内容 

  契約金額 変更前 ３２億３,８３０万３,８７５円 

       変更後 ３２億３,８５９万  ４４５円 

                （２８万６,５７０円の増） 



（１）　平成30年第２回港区議会定例会　議決経費の内訳 （単位：円）

支払（予定）額 差額

660,316,360 1,601,357

638,049,717 636,448,360 1,601,357

23,868,000 23,868,000 0

2

工程促進
（プレキャス
ト化工事）

252,150,982 0

3
展示室等内装
追加工事

137,943,756 0

4 人件費 12,407,966 0

1,062,819,064 1,601,357

（２）　平成31年３月29日付契約変更の内訳 （単位：円）

支払（予定）額 差額

1
地中障害物の
撤去

0 △ 1,601,357

2 人件費 1,887,927 0

1,887,927 △ 1,601,357

 ４　契約変更額の内訳

項目 契約変更額 内容

1
地中障害物の
撤去

661,917,717

がれき混じり残土の撤去や、旧
全国町村会館地下躯体の解体・
撤去、地中に埋まっていた既存
杭の引き抜き等に要する経費

252,150,982

想定外の地中障害物の撤去等に
より遅延が見込まれる工期の短
縮を図るために、現場でのコン
クリート打設から、工場で部材
を製作する方法（プレキャスト
化工事）に変更

137,943,756
港区立みなと科学館１階の内装
工事について、ＰＦＩ事業に追
加して実施

12,407,966
受託事務に直接従事する国土交
通省職員の人件費

合　計 1,064,420,421

項目 契約変更額 内容

 ５　位置図・建物概要
　　 別紙のとおり

△ 1,601,357

前回契約変更（平成30年７月30
日）で増額した地中障害物の撤
去に係る費用のうち、平成30年
度支払分として638,049,717円を
計上していたが、平成30年度実
績が636,448,360円で確定したた
め、受託契約書第６条（経費の
負担範囲及び年度区分）に基づ
き、1,601,357円を減額する。

1,887,927
受託事務に直接従事する国土交
通省職員の人件費（平成30年度
分）

合　計 286,570

（平成30年度支払済）

（令和元年度支払予定）

（令和元年度支払予定）

（支払済）

（令和元年度支払予定）
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６ 今後の予定 

令和２年２月 竣工・引渡し 

      ４月 新教育センター・港区立みなと科学館開設 



【位置図】         【建物完成イメージ】 

住  所 港区虎ノ門三丁目６番９号（旧鞆絵小学校跡地） 

１階 港区立みなと科学館（常設展示コーナー、実験室、多目的ロビー、受付）、総合受付 

２階 港区立みなと科学館（プラネタリウムホール）、気象科学館、広報室（気象庁） 

３階 気象庁執務室 

４階 港区立教育センター 

５～13 階 気象庁執務室 

複合施設 

気象庁・港区 

建物概要 

別 紙 
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