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平成１９年第１回 

東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会 

１ 期  日 平成１９年２月１９日（月） 

２ 場  所 東京区政会館 

３ 出席議員（１６名） 

    ３番 港区   岸 田 東 三 

    ５番 文京区  成 澤 廣 修 

    ６番 台東区  高 柳 良 夫 

    ７番 北区   後 藤 憲 司 

    ８番 荒川区  鳥 飼 秀 夫 

    ９番 品川区  塚 本 利 光 

   １０番 目黒区  二ノ宮啓吉 

   １２番 世田谷区 菅沼つとむ 

   １４番 中野区  高橋ちあき 

   １５番 杉並区  今 井  讓 

   １６番 豊島区  里 中 郁 男 

   １７番 板橋区  菊 田 順 一 

   １８番 練馬区  村 上 悦 栄 

   １９番 墨田区  田 中 邦 友 

   ２０番 江東区  斉 藤 久 也 

   ２３番 江戸川区 渡 部 正 明 

４ 欠席議員（７名） 

    １番 千代田区 戸張孝次郎 

    ２番 中央区  神 林  烈 

    ４番 新宿区  小 畑 通 夫 

   １１番 大田区  水 井 達 興 

   １３番 渋谷区  齋 藤 一 夫  

   ２１番 足立区  しのはら守宏 

   ２２番 葛飾区  小 用  進 

５ 出席説明員 

   管理者      西 野 善 雄 

   副管理者     佐 藤 良 美 
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   副管理者     多 田 正 見 

   監査委員     木内悠紀夫 

   監査委員     煙 山  力 

   総務部長     伊 東 和 憲 

   総務部参事    内田健一郎 

   （経営改革担当）  

   調整担当部長   中 村 文 夫 

   施設管理部長   畑 辺 高 行 

   処理技術担当部長兼務 

   施設建設部長   薬師寺史良 

   総務部参事    銀 林 謙 一 

   総務課長事務取扱 

   総務部参事    尾 崎 雅 文 

   職員課長事務取扱 

   経理課長     寺 内 博 英 

６ 出席議会事務局職員 

   事務局長     鈴 木 基 行 

   事務局次長    岩 澤 豊 明 

   書記       飯 田  操 

   同        小 宮 三 雄 

７ 議事日程 

   日程第 １ 会期決定について 

   日程第 ２ 財務委員会委員の選任について 

   日程第 ３ 議案第 １号 東京二十三区清掃一部事務組合職員定数条例の一 

                部を改正する条例 

   日程第 ４ 議案第 ２号 東京二十三区清掃一部事務組合職員団体のための 

                職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改 

                正する条例 

   日程第 ５ 議案第 ３号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の 

                給料等に関する条例の一部を改正する条例 

   日程第 ６ 議案第 ４号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の 

                給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 
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   日程第 ７ 議案第 ５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の特殊勤務手 

                当に関する条例の一部を改正する条例 

   日程第 ８ 議案第 ６号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の 

                退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

   日程第 ９ 議案第 ７号 東京二十三区清掃一部事務組合副収入役設置条例 

                を廃止する条例 

   日程第１０ 議案第 ８号 平成１８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２号） 

   日程第１１ 議案第 ９号 平成１９年度東京二十三区清掃一部事務組合一般 

                会計予算 

   日程第１２ 議案第１０号 平成１９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 

８ 追加議事日程 

   追加日程第 １ 議案第 １号 東京二十三区清掃一部事務組合職員定数条例 

                  の一部を改正する条例 

   追加日程第 ２ 議案第 ２号 東京二十三区清掃一部事務組合職員団体のた 

                  めの職員の行為の制限の特例に関する条例の 

                  一部を改正する条例 

   追加日程第 ３ 議案第 ３号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者 

                  等の給料等に関する条例の一部を改正する条 

                  例 

   追加日程第 ４ 議案第 ４号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者 

                  等の給料の特例に関する条例の一部を改正す 

                  る条例 

   追加日程第 ５ 議案第 ５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の特殊勤 

                  務手当に関する条例の一部を改正する条例 

   追加日程第 ６ 議案第 ６号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者 

                  等の退職手当に関する条例の一部を改正する 

                  条例 

   追加日程第 ７ 議案第 ７号 東京二十三区清掃一部事務組合副収入役設置 

                  条例を廃止する条例 

   追加日程第 ８ 議案第 ８号 平成１８年度東京二十三区清掃一部事務組合 
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                  一般会計補正予算（第２号） 

   追加日程第 ９ 議案第 ９号 平成１９年度東京二十三区清掃一部事務組合 

                  一般会計予算 

   追加日程第１０ 議案第１０号 平成１９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 

   追加日程第１１ 議員提出議案第１号 東京二十三区清掃一部事務組合議会会 

                     議規則の一部を改正する規則 

   追加日程第１２ 議員提出議案第２号 東京二十三区清掃一部事務組合議会委 

                     員会条例の一部を改正する条例 

   追加日程第１３ 運営委員会の閉会中の継続調査について 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開      会（午後２時０２分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 開会に先立ち、ご報告申し上げます。 

東京二十三区清掃一部事務組合議会議員の異動について、お手元に「異

動者名簿」をお配りしてございますので、名簿の配付をもって報告とさせ

ていただきます。 

ただいまから平成１９年第１回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例

会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

この際、議席の指定を行います。今般、異動のありました齋藤一夫議員

の議席は、会議規則第３条第１項の規定により、お手元に配付の議席表の

とおり指定いたします。 

ここで、西野管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

西野管理者。 

○西野 善雄管理者 管理者の西野でございます。平成１９年第１回定例会の開催に

あたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

議員の皆様方におかれましては、大変ご多忙の中、ご参集を賜り、まこ

とにありがとうございます。また、本組合の運営につきましては、日ごろ

からご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

第１回定例会にご提案いたします案件は、条例案件７件、及び平成１９

年度一般会計予算をはじめとする予算案件３件でございます。 

よろしくご審議の上、ご決定を賜りますよう、お願いを申し上げます。 

この際、ちょっと場所が異なるんですが、一言お礼を申し上げさせてい

ただきたいと思います。 

平成１９年度の都区財政調整の都区折衝に当たりましては、議長会の皆

さん方の強力な都議会に対する働きかけをちょうだいいたしまして、私ど

も区長会側として交渉に当たり、非常に大きなプッシュになったと、心か

らお礼を申し上げたいと思います。 

結果としては、ご承知のような内容になりました。今後とも、区長会、

議長会、協力しながら、よりよき都区制度のあり方を検討してまいりたい

と考えておりますので、ご協力、ご指導のほど、心からお願い申し上げた
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いと思います。 

よろしくどうぞお願い申し上げます。 

○高柳 良夫議長 以上で管理者のあいさつは終わりました。 

これより、会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１１２条に基づき、議長より１８番 村上悦栄議員、１９番

田中・友議員を指名いたします。 

次に、諸般の報告を事務局長にいたさせます。 

○鈴木 基行事務局長 ご報告申し上げます。 

１ 平成１９年第１回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会の招集に

ついて 

２ 議案の送付について 

３ 議事説明員について 

以上の３件につきましては、お手元に文書の写しがございますので、内

容の朗読を省略させていただきます。 

なお、本日欠席の届けがありました議員は７名でございます。 

○高柳 良夫議長 次に、例月出納検査の報告が、監査委員から議長あてに提出され

ておりますので、事務局長に報告いたさせます。 

○鈴木 基行事務局長 お手元に１１月から１２月分の例月出納検査結果報告書の写

しをお配りしてございますので、写しの配付をもってご報告とさせていた

だきます。 

○高柳 良夫議長 これより、日程に入ります。 

日程第１を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 会期決定について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 お諮りいたします。 

本定例会の会期は、会議規則第４条第１項第１号の規定に基づき、本日

１日といたしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認め、会期は本日１日と決定いたしました。 
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次に、日程第２を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第２ 財務委員会委員の選任について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 財務委員会委員の選任については、委員会条例第４条第１項の規

定により、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたしたいと思い

ます。 

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認めます。よって、財務委員会委員は、お手元に配

付いたしました名簿のとおり選任することに決定いたしました。 

次に、日程第３から日程第９を一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第３ 議案第１号 東京二十三区清掃一部事務組合職員定数条例の一部を改正

する条例 

日程第４ 議案第２号 東京二十三区清掃一部事務組合職員団体のための職員の行

為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例 

日程第５ 議案第３号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の給料等に

関する条例の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第４号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の給料の特

例に関する条例の一部を改正する条例 

日程第７ 議案第５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例 

日程第８ 議案第６号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第７号 東京二十三区清掃一部事務組合副収入役設置条例を廃止す

る条例 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 本案について、提案理由の説明を求めます。 

佐藤副管理者。 
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○佐藤 良美副管理者 議案第１号から議案第７号までの７件につきまして、提案い

たしました理由及びその内容を一括してご説明申し上げます。 

まず、議案第１号 東京二十三区清掃一部事務組合職員定数条例の一部

を改正する条例でございます。 

地方自治法の改正に伴い、収入役を廃止するため、当該規定に係る文言

の整理を行うものでございます。 

議案第２号 東京二十三区清掃一部事務組合職員団体のための職員の行

為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

国が示しております条例準則に合わせるため、有給で行うことができる

職員団体の業務または活動を「適正な交渉」に限定するものでございます。 

議案第３号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の給料等に

関する条例の一部を改正する条例でございます。 

常勤副管理者の期末手当の支給割合について、２３区助役の期末手当と

の均衡を図るためのものでございます。 

３月支給につきましては、給与月額等に百分の三十を乗じて得た額を、

６月・１２月支給につきましては、給与月額等に百分の百六十五を乗じて

得た額を支給するものでございます。 

また、地方自治法の改正に伴い、収入役を廃止するため、当該規定に係

る文言の整理を行うものでございます。 

議案第４号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の給料の特

例に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

常勤副管理者の給料月額につきましては、平成１９年３月まで約３％引

き下げる特例条例を施行中でございますが、今回この適用期間を平成２０

年３月まで延長するものでございます。 

また、地方自治法の改正に伴い、収入役を廃止するため、当該規定に係

る文言の整理を行うものでございます。 

議案第５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の特殊勤務手当に関す

る条例の一部を改正する条例でございます。 

土・日勤務手当の廃止、年末年始勤務手当の引き下げのほか、当該手当

にかかる所要の改正を行うものでございます。 

議案第６号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の退職手当

に関する条例の一部を改正する条例でございます 
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地方自治法の改正に伴い、収入役を廃止するため、当該規定に係る文言

の整理を行うものでございます。 

議案第７号 東京二十三区清掃一部事務組合副収入役設置条例を廃止す

る条例でございます。地方自治法の改正に伴い、副収入役を廃止するため、

条例を廃止するものでございます。 

以上が、これらを提案いたしました理由及び内容でございます。よろし

く、ご審議のほどお願い申し上げます。 

○高柳 良夫議長 以上で提案理由の説明は終わりました。 

本案について、発言の通告がありませんので、所管の総務・事業委員会

に付託いたします。 

次に、日程第１０から日程第１２を一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日程第１０ 議案第 ８号 平成１８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２号） 

日程第１１ 議案第 ９号 平成１９年度東京二十三区清掃一部事務組合一般会計

予算 

日程第１２ 議案第１０号 平成１９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 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 本案について、提案理由の説明を求めます。 

佐藤副管理者。 

○佐藤 良美副管理者 議案第８号から議案第１０号までの３件につきまして、提案

いたしました理由及びその内容を一括してご説明申し上げます。 

はじめに、議案第８号 平成１８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２号）でございます。 

お手元の平成１８年度一般会計補正予算（第２号）をご覧いただきたい

と存じます。３ページをお開き願います。 

第１条は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に、

それぞれ２２億９，１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

８３３億６，８６０万円と定め、その款項の区分ごとの金額につきまして

は、第１表 歳入歳出予算補正のとおり定めるものでございます。 
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第２条は、債務負担行為の補正でございます。変更について、第２表 債

務負担行為補正のとおり定めるものでございます。 

第３条は、組合債の補正でございます。変更・廃止について、第３表 組

合債補正のとおり定めるものでございます。 

４ページ、５ページをお開きください。 

第１表は、歳入歳出補正予算の款・項の区分ごとの金額でございます。 

歳入歳出とも、補正額は２２億９，１００万円の増額で、補正後の予算

額は、８３３億６，８６０万円となっております。 

補正の主な点につきまして、歳入からご説明申し上げます。 

第２款 使用料及び手数料につきましては、廃棄物処理手数料で、平成

１８年１１月までの収納実績から決算見込み額を推計し、相当額の不足が

見込まれたため、７億２千万円を減額するものでございます。 

第３款 国庫支出金は、２１億円余の増額でございます。 

これは、継続事業の国庫補助率が、当初予算計上時は４分の１で見込ん

だところ、引き続き２分の１で交付されるため増額するものでございます。 

第６款 繰越金は、前年度からの繰越金と当初予算計上額との差、３９

億７，２００万円を増額するものでございます。 

第７款 諸収入は、主に第４項 雑入のエネルギー売払収入において決

算見込み額との差を減額補正するものでございます。 

第８款 組合債は、国庫支出金の補助率の変更に伴い、２８億５，６０

０万円を減額するものでございます。 

次に、右５ページの歳出でございますが、第２款 総務費は、退職手当

の実績見込みにより増額するものでございます。 

第３款 清掃費は、３９億２，４００万円の減額でございます。これは、

第１項 清掃費につきまして、光熱水費などの維持管理費の実績による減

及び執行見込額を精査し、２５億円を減額し、第２項 施設整備費につい

ては、工事の進捗による契約実績など及び渋谷清掃工場用地取得事業の打

ち切り再計上により１４億円を減額したことによるものでございます。 

第４款 公債費につきましては、償還利子に係る利率の見込み減等を減

額するものでございます。 

第５款 諸支出金は、６１億７，４００万円を財政調整基金に積み立て、

平成１９年度以降の財源対策に努めたところでございます。 
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次に、６ページをお開き願います。 

第２表 債務負担行為補正につきまして、千歳清掃工場飛灰搬出設備整

備事業で、限度額の変更を行うものでございます。 

下段第３表 組合債補正でございます。 

上段につきましては、国庫補助率の変更により限度額の変更を行うとと

もに、下段、渋谷清掃工場用地取得事業につきましては、今年度中の取得

が困難であるため、廃止するものでございます。 

続きまして、議案第９号 平成１９年度東京二十三区清掃一部事務組合

一般会計予算につきまして、ご説明申し上げます。 

お手元の平成１９年度一般会計予算をご覧いただきたいと存じます。 

３ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算の総額を、歳入歳

出それぞれ７５７億２，５００万円と定め、その款項の区分ごとの金額を

第１表 歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。 

第２条は、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することが

できる事項、期間及び限度額について、第２表 債務負担行為のとおり定

めるものでございます。 

第３条は、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができ

る組合債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、第

３表 組合債のとおり定めるものでございます。 

第４条は、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による、一時借入金

の借入の最高額を、２００億円と定めるものでございます。 

４ページ、５ページをお開き願います。 

第１表は、歳入歳出予算の款・項の区分ごとの金額でございます。 

平成１９年度の予算額は、それぞれ７５７億２，５００万円で、前年度

当初予算と比べまして、５２億３，３００万円の減となっております。 

この減の要因ですが、投資的経費である施設整備費と、これに伴う特定

財源である国庫支出金及び組合債の減によるものでございます。 

それでは、主な内容につきまして、説明申し上げます。 

左、４ページの歳入の主な内容でございますが、第１款 分担金及び負

担金の予算額は、第１項特別区からの分担金で、４３５億７，４００万円

でございます。 

前年度と比べ、３９億円の大幅増となっております。 



－12－ 

これは、歳出で一般財源を充当いたします工場等の運営費と公債費が増

額となったことが、主な要因でございます。 

第２款 使用料及び手数料は、持込みごみに係る廃棄物処理手数料の改

定が延期になったことから、前年度と比べ４億４，７００万円余減の１４

８億３，２００万円を計上しております。 

第３款 国庫支出金は、６億２，２００万円で、廃棄物処理施設整備費

補助金、循環型社会形成推進交付金を予算に計上しております。なお、国

庫支出金は、対前年度比約１６億円の大幅な減額となっております。 

第５款 繰入金は、財政調整基金から予算編成時の残高の８２億９，７

００万円の繰り入れを行い、財源対策を図ったところでございます。 

第６款 繰越金は、前年度と同額の３億円を計上しております。 

第７款 諸収入は、エネルギー売払収入など、４７億４，７００万円で

ございます。 

第８款 組合債は、清掃工場等の整備にかかる起債見込額３３億１００

万円でございます。 

組合債も国庫同様、対前年度比７５億円余の減となっております。 

次に、右、５ページの歳出の主な内容でございます。 

第２款 総務費は、本庁職員、再雇用職員の人件費及び本庁管理費並び

に監査委員費で、５７億５，１００万円でございます。 

第３款 清掃費は、ごみ焼却費、不燃、粗大ごみ処理費など清掃工場等

の運営に要する清掃費が、５１５億８，３００万円余、前年度に比較して

２７億３，８００万円の増となっております。 

施設整備費は、８１億６，３００万円で、対前年度比１００億円余の減

額で、この結果、歳入の特定財源である国庫と起債が、９１億円余の減額

となっております。 

次の、第４款 公債費は、組合債の元利償還金等に要する経費で、９８

億８，３００万円、１６億８，７００万円の増となっております。 

次に、６ページをお開き願います。第２表 債務負担行為でございます。

これは、大田清掃工場第一工場操業継続事業の限度額を、７億５，６００

万円と定めるものでございます。 

下段の第３表 組合債につきましては、世田谷清掃工場建設事業等に充

当するもの合計３件で限度額の合計は、３３億１００万円でございます。 
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続きまして、議案第１０号 平成１９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は、当組合規約第１６条に基づき、分担金の総額を

４３５億７，４００万円と定め、各分担金の算出方法、納付方法等につい

て定めるものでございます。 

なお、分担金の精算といたしましては、確定値に基づき、平成２１年度

において過不足額を調整いたします。 

以上が、これらを提案いたしました理由及び内容でございます。よろし

く、ご審議のほどお願い申し上げます。 

○高柳 良夫議長 以上で提案の理由の説明は終わりました。 

本案について、発言の通告がありませんので、所管の財務委員会に付託

いたします。 

この際、付託案件の委員会審査のため暫時休憩いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

休     憩（午後２時２３分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再     開（午後２時４５分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

この際、日程の追加についてお諮りいたします。 

お手元に配付いたしました追加議事日程のとおり、議案第１号ほか１２

件を、本日の日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認め、議案第１号ほか１２件を、本日の日程に追加

し、議題とすることに決定いたしました。 

追加日程第１から追加日程第７を一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 追加日程第１ 議案第１号 東京二十三区清掃一部事務組合職員定数条例の一部を

改正する条例 

 追加日程第２ 議案第２号 東京二十三区清掃一部事務組合職員団体のための職員

の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正する条
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例 

 追加日程第３ 議案第３号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の給料

等に関する条例の一部を改正する条例 

 追加日程第４ 議案第４号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の給料

の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 追加日程第５ 議案第５号 東京二十三区清掃一部事務組合職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部を改正する条例 

 追加日程第６ 議案第６号 東京二十三区清掃一部事務組合常勤副管理者等の退職

手当に関する条例の一部を改正する条例 

 追加日程第７ 議案第７号 東京二十三区清掃一部事務組合副収入役設置条例を廃

止する条例 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 本案につきましては、総務・事業委員会の審査報告書が議長に提

出されております。その内容はお手元に配付のとおりであります。 

これより、総務・事業委員長から報告をお願いいたします。 

高橋総務・事業委員長。 

○高橋 ちあき総務・事業委員長 ただいま議題となりました、議案第１号 東京二

十三区清掃一部事務組合職員定数条例の一部を改正する条例ほか６議案に

ついて、総務・事業委員会を代表いたしまして、委員会における審査の結

果についてご報告申し上げます。 

まず、各議案の主な改正点について申し上げますと、議案第１号、議案

第６号、議案第７号の３議案は、いずれも地方自治法の改正に伴い、収入

役に係る規定の削除、または副収入役を廃止するための条例改正でありま

す。 

議案第２号は、有給で行える職員団体の業務、または活動を、「適法な

交渉」に限定するための条例改正であります。 

議案第３号は、地方自治法の改正に伴い、収入役に係る規定の削除と期

末手当の支給月数を明文化するための条例改正であります。 

議案第４号は、地方自治法の改正に伴い、収入役に係る規定の削除と常

勤副管理者の給料月額について、平成１９年３月まで約３％引き下げる特

例条例を施行中でありますが、この適用期間を平成２０年３月まで延長す

るものであります。 
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議案第５号は、土・日勤務手当の廃止や年末年始勤務手当の引き下げ、

清掃業務手当加算額の廃止を行うための条例改正であります。 

以上が各議案の主な改正点であり、これら７議案は、審査の結果、いず

れも全員賛成により、原案のとおり可決すべきものと決定した次第であり

ます。 

これをもって、総務・事業委員会報告を終わります。 

○高柳 良夫議長 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

これより、採決いたします。 

本案は、総務・事業委員会報告のとおり可決することにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１号から議案第７号までの７議案は、総務・事業委員会

報告のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、追加日程第８から追加日程第１０を一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

追加日程第 ８ 議案第 ８号 平成１８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２号） 

追加日程第 ９ 議案第 ９号 平成１９年度東京二十三区清掃一部事務組合一般

会計予算 

追加日程第１０ 議案第１０号 平成１９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 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 本案につきましては、財務委員会の審査報告書が議長に提出され

ております。その内容はお手元に配付のとおりであります。 

これより、財務副委員長から報告をお願いいたします。 

村上財務副委員長。 

○村上 悦栄財務副委員長 ただいま議題となりました、議案第８号 平成１８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２号）ほか２議案に
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ついて、財務委員会を代表して、委員会における審査の結果について、ご

報告申し上げます。 

まず、議案第８号 平成１８年度一般会計補正予算（第２号）ですが、

歳入歳出の総額にそれぞれ２２億９，１００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ８３３億６，８６０万円、補正前の額に対して、２．８％

の増とするものであります。 

その主な内容ですが、繰越金に当初予算計上額と平成１７年度決算にお

ける実質収支額との差額、３９億７，２００万円余を計上するとともに、

平成１９年度以降の財源対策を図るため、財政調整基金へ６１億７，４０

０万円余の積み立てを行うほか、債務負担行為及び組合債の補正などを行

うものであります。 

次に、議案第９号 平成１９年度一般会計予算ですが、予算編成の基本

的な考え方として、経営計画、経営改革プランの内容を踏まえ、清掃工場

の運転管理委託などのアウトソーシングに取り組むとともに、運営経費の

削減や自主財源の確保に積極的に努めた予算となっております。 

歳入歳出予算額は、７５７億２，５００万円であり、前年度に比べ、５

２億３，３００万円の減、率にして、６．５％の減となっております。 

これは、施設整備費の減と、それに伴う国庫支出金および組合債の減に

よるものですが、その一方で、新規清掃工場等の稼働による運営費や公債

費が増加したことや廃棄物処理手数料の改定が延期となったことにより、

一般財源の所要額は逆に増加しております。このため、当初予算編成時の

基金残高、８２億９，７００万円を全額繰り入れ、最大限の財源対策に努

めた予算であります。 

次に、議案第１０号 平成１９年度清掃一組経費分担金についてですが、

組合規約第１６条に基づき分担金総額を４３５億７，４００万円と定める

もので、これは、前年度に比べ、３９億円余、９．８％の増となるもので

す。 

なお、区別算定額については、平成２１年度において、確定数値により

精算が行われるものであります。 

以上３議案は、審査の結果、全員賛成により、原案のとおり可決すべき

ものと決定した次第であります。 

これをもって、財務委員会報告を終わります。 
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○高柳 良夫議長 ただいまの報告に対し、質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

これより、採決いたします。 

本案は、財務委員会報告のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第８号から議案第１０号までの３議案は、財務委員会報告

のとおり可決することに決定いたしました。 

次に、追加日程第１１及び追加日程第１２を一括議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 追加日程第１１ 議員提出議案第１号 東京二十三区清掃一部事務組合議会会議規

則の一部を改正する規則 

 追加日程第１２ 議員提出議案第２号 東京二十三区清掃一部事務組合議会委員会

条例の一部を改正する条例 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 お諮りいたします。 

本案につきましては、会議規則第３６条第２項の規定により、提案理由

の説明及び委員会の付託を省略したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認め、提案理由の説明及び委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

これより質疑に入ります。本案について、質疑はございませんか。 

〔「質疑なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

これより、採決いたします。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認めます。 

よって、議員提出議案第１号及び議員提出議案第２号は、原案のとおり
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可決することに決定いたしました。 

次に、追加日程第１３を議題といたします。 

〔事務局長朗読〕 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 追加日程第１３ 運営委員会の閉会中の継続調査について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○高柳 良夫議長 本件につきましては、運営委員長から会議規則第７２条の規定に

より、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申

し出がありました。 

お諮りいたします。 

本件は、閉会中の継続調査に付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○高柳 良夫議長 ご異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査に付すること

に決定いたしました。 

以上を持ちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

ここで、西野管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。 

西野管理者。 

○西野 善雄管理者 平成１９年第１回定例会の閉会にあたりまして、お礼のごあい

さつを申し上げます。 

本定例会にご提案いたしました議案につきまして、ご審議の上、いずれ

も原案どおり議決を賜り、まことにありがとうございました。 

本日の議決に基づき適正に執行していく所存でございます。今後とも何

とぞよろしく、ご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げ、ごあいさ

つにさせていただきます。ありがとうございました。 

○高柳 良夫議長 管理者のあいさつは終わりました。 

以上をもちまして、平成１９年第１回東京二十三区清掃一部事務組合議

会定例会を閉会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉     会（午後２時５７分） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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