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平成３０年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計予算は、平成３０年２月２７日（火

曜日）に開催された、平成３０年第１回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会で可決さ

れました。 

１ 予算編成の基本方針 

平成３０年度一般会計予算は、当組合の「一般廃棄物処理基本計画」の着実な実施と、こ

れまで培った技術力による改善案を具現化させるなどの積極的な対応により、新たな課題に

果敢に取り組むことを基本方針として編成しました。 

２ 歳入歳出予算の概要 

一般会計予算の総額は、７１９億４，０００万円となり、対前年度▲１６億１，５００万

円、２．２％の減となりました。 

平成３０年度当初予算 平成２９年度当初予算 増 減 額 

７１９億４，０００万円 ７３５億５，５００万円 ▲１６億１，５００万円 

増減率２．２％減 

歳入の主な内容 

①特別区分担金：３２６億５，０００万円 

 歳出予算規模が減となったことにより、対前年度▲７億５，０００万円、２．２％の減の

３２６億５，０００万円となりました。また、経営計画に基づき特別区分担金の平準化を図

っています。 

②使用料及び手数料：１５３億７，４００万円 

 廃棄物処理手数料が、持込ごみ量の増により、対前年度９，６００万円、０．６％の増の

１５３億６，５００万円となりました。 
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③国庫支出金：１９億５，１００万円 

清掃工場建設等に係る国庫補助金のうち、循環型社会形成推進交付金は、目黒清掃工場建

替工事分が増の一方、杉並清掃工場建替工事の終了もあり、対前年度▲３億８，７００万円、

１９．４％の減の１６億４００万円となりました。また、二酸化炭素排出抑制対策事業費交

付金は、有明清掃工場延命化工事の進捗により、対前年度３億３，４００万円の皆増となり

ました。 

④諸収入：１００億５，５００万円 

 エネルギー売払収入が、杉並清掃工場の稼働開始による売電量の増などにより、対前年度

１０億７，４００万円、１２．６％の増の９５億６，０００万円となりました。また、有価

物売払収入は、売払重量の減などにより、対前年度▲１億６，１００万円、２８．８％の減

の４億円となりました。 

⑤組合債：４２億９，８００万円 

 建替工事に係る建設事業費は、杉並清掃工場建替工事分が工事終了により、対前年度▲６

０億９，９００万円の皆減となる一方、目黒清掃工場建替工事分（２３億２，７００万円）

が、対前年度２３億２，７００万円の皆増、有明清掃工場延命化工事分（７億４，２００万

円）が、対前年度４億７，８００万円、１８１．１％の増となりました。 

歳出の主な内容 

①施設整備費：１６６億８，７００万円 

 清掃工場の建設等に要する経費である「施設整備費」は、対前年度▲１９億８，４００万

円、１０．６％の減となりました。これは、目黒清掃工場建替工事（６２億９，６００万円、

対前年度５１億４，６００万円増）や、有明清掃工場延命化工事分（２２億２，６００万円、

対前年度１８億７，４００万円増）が２年目となり建設経費が増加するものの、杉並清掃工

場建替工事（▲８８億３００万円減）が終了し大幅減になったことによります。 

②清掃費：４６６億８，３００万円 

 清掃工場等の維持管理及び運営に要する経費である「清掃費」は、主灰のセメント原料化

の規模拡大や、清掃工場の更なる予防保全の取組として、ボイラ設備水管部分の広範囲に渡

る交換工事や発電機の精密点検の実施による増がある一方、光熱水費や薬剤購入費などの減

少などにより、対前年度▲２，１００万円の減となりました。 

③公債費：３６億４，８００万円 

 組合債の償還等に要する経費である「公債費」は、定時償還の進捗により、対前年度５億

３，７００万円、１７．３％の増となりました。 

※予算に関する詳しい内容は、清掃一組ホームページに掲載しています。 
 ◎総務部財政課 電話０３（６２３８）０６８０ 
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清掃一組では、事業運営に関して区民の皆様に説明するとともに相互のコミュニケーショ

ンの促進を図るため、区民との意見交換会を定期的に開催しています。 

平成２９年度第３回区民との意見交換会は、平成３０年３月３日の土曜日に、東京区政会

館会議室で開催しました。 

今回は、「平成３０年度予算のあらまし」「２３

区連携事業の取組について」をテーマとし、９名

の区民の皆様の参加がありました。 

清掃一組では、これからも、「区民との意見交換

会」や清掃一組ホームページなどを通して、一般

廃棄物の中間処理に係る事業について情報発信を

丁寧に行い、区民の皆様とのさらなる信頼関係の構築に努めてまいります。 

※今回の資料等、区民との意見交換会に関する詳しい内容は、清掃一組ホームページに掲載しています。 

◎総務部企画室 電話０３（６２３８）０６２４ 

 
 
 
 
◆平成２９年第４回臨時会（平成２９年１２月１８日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

29 

東京二十三区清掃一部事務組合職員

の給与に関する条例の一部を改正す

る条例 

平成29年特別区人事委員会勧告を踏まえ、職

員の給料表及び勤勉手当の支給月額を改定す

る。 

可決 

○報告 

番号 件  名 概   要 

報告 

7 
専決処分した事件の報告について 

光が丘清掃工場建替工事請負契約について、土壌汚染

対策の実施に伴う契約金額の変更 

契約金額        343億6,560万0,000円 

変更後の契約金額    343億9,395万0,000円 

増減額            2,835万0,000円 

相手方 タクマ・鴻池特定建設共同企業体 

報告

8 
専決処分した事件の報告について 

目黒清掃工場建替工事請負契約について、土壌汚染詳

細調査及びアスベスト対策の実施に伴う契約金額の

変更 

契約金額        514億7,064万0,000円 

変更後の契約金額    515億6,099万2,800円 

増減額            9,035万2,800円 

相手方 ＪＦＥエンジ・清水建設特定建設工事共同企

業体 

東京二十三区清掃一部事務組合議会報告 

平成２９年度第３回区民との意見交換会を開催しました 

意見交換会の様子 
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◆平成２９年第４回定例会（平成２９年１２月２６日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

30 

東京二十三区清掃一部事務組合個人

情報の保護に関する条例の一部を改

正する条例 

番号法の改正に伴い、個人情報の保護に関す

る条例における番号法の引用条項を改める。 
可決 

議案

31 

東京二十三区清掃一部事務組合職員

の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例 

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正

に伴い、職員の育児休業等に関する条例の規

定の整備を図る。 

可決 

議案 

32 

北清掃工場焼却炉補修及びその他整

備工事請負契約の締結について 

焼却炉補修及びその他整備工事 

契約金額       4億2,120万0,000円 

相手方 三菱重工環境・化学エンジニアリン

グ株式会社 

可決 

議案 

33 

渋谷清掃工場焼却炉補修及びその他

整備工事請負契約の締結について 

焼却炉補修及びその他整備工事 

契約金額       5億7,564万0,000円 

相手方 荏原環境プラント株式会社 

可決 

議案 

34 

足立清掃工場プラント制御用電算シ

ステム整備工事請負契約の締結につ

いて 

プラント制御用電算システム整備工事 

契約金額       8億2,944万0,000円 

相手方 横河商事株式会社 

可決 

議案 

35 
和解について 

東京電力ホールディングス株式会社福島第一

原子力発電所の事故に起因して当組合が被っ

た損害（平成27年度分）について、賠償金 

3,433万4,604円で和解する。 

可決 

 

◆平成３０年第１回定例会（平成３０年２月２７日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

1 

平成 29年度東京二十三区清掃一部事

務組合一般会計補正予算（第１号） 

補正予算額         44億5,800万円 

補正後予算額       780億1,300万円 
可決 

議案 

2 

平成 30年度東京二十三区清掃一部事

務組合一般会計予算 

予算額          719億4,000万円 

対前年度比較       ▲16億1,500万円 
可決 

議案 

3 

平成 30年度東京二十三区清掃一部事

務組合経費分担金について 

特別区分担金額      326億5,000万円 

対前年度比較       ▲7億5,000万円 
可決 

議案 

4 

東京二十三区清掃一部事務組合常勤

副管理者の給料等に関する条例の一

部を改正する条例 

関係特別区が組織する他の一部事務組合の常

勤副管理者の給料等との均衡を図るため、給

料月額及び期末手当の支給月数を改定する。 

可決 

議案 

5 

東京二十三区清掃一部事務組合職員

の給与に関する条例の一部を改正す

る条例 

平成29年特別区人事委員会勧告を踏まえ、給

料表、等級別基準職務表を改めるとともに、

規定の整備を図る。 

可決 

議案 

6 

東京二十三区清掃一部事務組合職員

の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例 

職員の給与に関する条例の改正に伴い、規定

の整備を図る。 
可決 

 

◎議会事務局 電話０３（５２１０）９７２９ 

平成 29年度 第 137号 

印 刷 物 登 録 


