
企 画 総 務 委 員 会  
 令和４年１１月２日 

 

１ 報告事項 

【環境まちづくり部】 

 （１）後楽橋補修補強工事について                 【資料】 

 （２）一般廃棄物処理手数料等について               【資料】 

 

【政策経営部】 

 （１）「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴う規程の整備について 【資料】 

 （２）区立お茶の水小学校・幼稚園改築工事について         【資料】 

 （３）財産の取得について                      【資料】 

 （４）錦華公園改修工事について                  【資料】 

 

 

 

２ その他 







 

 

 

 

一般廃棄物処理手数料等について 

 

１ 概要 

一般廃棄物及び動物死体の処理にかかる経費と現行手数料との乖離を解消し、手数料

の適正化を図るものである。 

 

２ 一般廃棄物処理手数料の内容 

区分 現行 改定後 

１．１日平均 1０㎏を超

える量の家庭廃棄物を

排出する占有者 

１日平均 1０㎏を超える量 

１㎏につき 

４０円 

１日平均 1０㎏を超える量 

１㎏につき 

４６円 

２．事業系一般廃棄物又

は一般廃棄物とあわせ

て処理する廃棄物を排

出する事業者 

１㎏につき 

４０円 

ただし、有料ごみ処理券を添

付して排出するときは、 

１０ℓまでごとに７６円 

１㎏につき 

４６円 

ただし、有料ごみ処理券を添

付して排出するときは、 

１０ℓまでごとに８７円 

３．臨時に排出する占有

者又は事業者 

１㎏につき 

４０円 

ただし、粗大ごみについて 

は、２，２００円を限度とし

て品目ごとに定める。 

１㎏につき 

４６円 

ただし、粗大ごみについて

は、２，２００円を限度とし

て品目ごとに定める。 

 

３ 動物死体処理手数料の内容 

区分 現行 改定後 

１．動物死体処理手数料 動物の死体 １頭につき 

２，６００円と定める。 

動物の死体 １頭につき 

２，９００円と定める。 

 

４ 施行期日 

   令和５年１０月１日予定 

環境まちづくり部資料２ 

令和４年 11 月２日 



 

「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴う規程の整備について 

 

１ 背景 

  「個人情報の保護に関する法律」（以下「法」という。）が改正され、令和５

年４月１日以降、地方公共団体の個人情報保護については、法による全国的な

共通ルールが適用されることとなった。 

これに伴い、法において地方公共団体が定めることとされた事項を条例で定

めるとともに、現行の規程を廃止及び改正する必要がある。 

 

２ 規程整備の概要 

（１）制定が必要な条例 

   「千代田区個人情報の保護に関する法律施行条例」において以下の事項を

定めるとともに、現行の千代田区個人情報保護条例を廃止する必要がある。 

   ① 開示請求に係る手数料 

     ・ 手数料は無料とする。 

     ・ 写しの交付に係るコピー代や郵送料等の実費のみ徴収するもの

とし、特に必要と認める場合は、当該実費を減免できるものとする。 

   ② 開示等請求の手続 

     ・ 開示決定の期限を 15日以内に短縮する。 

     ・ 著しく大量な開示請求については、期限の特例を設ける。 

     ・ 訂正決定及び利用停止決定の期限を 20日以内に短縮する。 

   ③ 審議会への諮問 

     ・ 区長の附属機関として、千代田区個人情報保護審議会を置き、個

人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見

を聴くことが特に必要であると認めるときは、諮問することがで

きるものとする。 

     ・ 審議会は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する委員５人以

内で構成し、審議が終了するまでの任期とする。 

（２）一部改正が必要な条例 

   以下の条例について、法を適用するための規定整備を行う必要がある。 

   ① 千代田区職員等公益通報条例 

   ② 千代田区情報公開・個人情報保護審査会条例 

   ③ 千代田区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 

（３）施行予定日 

   令和５年４月１日 

政 策 経 営 部 資 料 １ 
令和４年 1 1 月２日 



政策経営部資料２
令和4年11⽉2⽇

区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築⼯事について
〇現契約
【契約⾦額】
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築⼯事 \6,847,159,000-
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築電気設備⼯事 \713,658,000-
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築空調設備⼯事 \700,634,000-
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築給排⽔衛⽣設備⼯事 \688,787,000-
【⼯期】
令和２年６⽉27⽇から令和5年9⽉29⽇まで

〇変更概要
【契約⾦額の変更】
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築⼯事 \51,645,000- の増額（約 0.75％）
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築電気設備⼯事 \6,259,000- の増額（約 0.88％）
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築空調設備⼯事 \14,113,000- の増額（約 2.01％）
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築給排⽔衛⽣設備⼯事 \9,317,000- の増額（約 1.35％）
【変更内容】
区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築⼯事

・地中障害物の撤去等に伴う⼯期延⻑及び費⽤の増 ⑤
・学校等要望に伴う増
・防⽕設備の増

区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築電気設備⼯事
・建築⼯事に伴う⼯期延⻑及び諸経費の増
・学校等要望に伴う増

区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築空調設備⼯事
・建築⼯事に伴う⼯期延⻑及び諸経費の増
・中央監視システム仕様変更
・学校等要望に伴う増

区⽴お茶の⽔⼩学校・幼稚園改築給排⽔衛⽣設備⼯事
・建築⼯事に伴う⼯期延⻑及び諸経費の増
・消防指導による法対応
・学校等要望に伴う増

【⼯期の変更】
令和２年６⽉27⽇から令和５年12⽉15⽇まで 2.5ヵ⽉の増

〇⼯事請負契約における設計変更ガイドライン
２．設計変更の基本事項（4）設計変更の対象となる事項 より

契約約款 設計変更対象事項
① 第17条第1項第1号 図⾯、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が⼀致しない
② 第17条第1項第２号 設計図書に誤びゅう⼜は脱漏がある
③ 第17条第1項第３号 設計図書の表⽰が明確でない
④ 第17条第1項第４号 ⼯事現場の形状、地質、湧⽔等の状態、施⼯上の制約等設計図書に⽰された

⾃然的⼜は⼈為的な施⼯条件と実際の⼯事現場が相違する
⑤ 第17条第1項第５号 設計図書で明⽰されていない施⼯条件について予期する

ことのできない特別な状態が⽣じた場合
⑥ 第18条 発注者が必要であると認め、設計図書の変更をする場合
⑦ 第19条 ⼯事を⼀時中⽌する場合

〇防⽕設備の増

〇地中障害物対応イメージ
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財産の取得について 

 

１ 旧区立外神田住宅区分所有部分の取得 

  旧区立外神田住宅は、老朽化が著しく耐震性に問題があることから早期解

体に着手するため、区分所有者等の権利を区が取得する。 

 

２ これまでの経緯 

  令和元年１２月：第４回定例会 

補正予算（令和元年度第２号補正）で取得経費の予算計上 

（1,121,700千円） 

議決後、権利者との仮契約締結に着手 

  令和２年 ２月：第１回定例会 

          仮契約締結済の１１者分について財産取得の議案提出 

（区分所有者１８者のうち１１者分の財産取得について） 

  令和２年 ９月：第３回定例会 

          仮契約締結済の３者分について財産取得の議案提出 

          （区分所有者１８者のうち３者分の財産取得について） 

          議決後、順次本契約を締結し権利を取得 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  残りの区分所有者４者のうち、その後に仮契約を締結した１者分の財産取

得について、今後、議案を提出予定。 

（１者分の取得予定財産：24.74㎡・27,687千円） 
 

 残り３者の区分所有者についても、引き続き仮契約締結に向けた取得交渉を

進めていく。 

 

政 策 経 営 部 資 料 ３ 

令和４年１１月２日 



 

 

 

錦華公園改修工事について 
 

 

１ 工事場所 

千代田区神田猿楽町一丁目１番２号 

 

２ 工事概要 

 【公園面積】2,758㎡ 

【施工概要】昼間施工 

【内  容】基盤整備：公園施設等撤去・移設工、敷地造成工、擁壁工 

       植  栽：植栽工、樹木整姿工 

       施設整備：給水設備工、雨水排水設備工、電気設備工、園路広場整備、

修景施設整備工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、 

管理施設整備工、建築施設組立設置工、仮設工 

 

３ 工事期間 

  契約締結日の翌日から令和６年３月 29日まで 

 

４ 契約方法 

  制限を付した一般競争入札による契約（単体または２者ＪＶ） 

 

５ スケジュール 

  募集期間    令和４年 10月５日～10月 19日 

  資格確認通知  令和４年 10月 21日 

  開札      令和４年 11月７日 

 

６ 予定価格（事前公表） 

  ５９４，９２２，９００円（税込） 

 

７ 最低制限価格 

  設定する 

 

政策経営部資料４ 

令和４年 11 月２日 



錦華公園改修工事について 

 
１．工事場所 
千代田区神田猿楽町一丁目 1番 2 号（錦華公園） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．工事概要 

本工事は、近隣住民等利用者や学校関係者の参加する意見交換会等で合意形成された内容を踏ま
え、お茶の水小学校等と連携しつつ、より一層地域に愛される公園とするべくリニューアルするもの
である。 
公園面積：2,758 ㎡  作業時間：昼間施工 

 
３．現況及び計画（イメージ） 
（１）猿楽坂下より南方向 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）公園北東石階段下より南西方向 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 

令和４年 11 月 2 日 

靖国通り 



（３）公園西側入り口より北東方向 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）公園中央より北方向 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）公園東側石橋より西方向 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．工事スケジュール 
  契約締結日の翌日から令和６年３月 29 日まで 
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