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平成２９年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会は、６月２６日（月曜日）に

開かれました。この定例会では、議長・副議長選挙、常任委員の選任を行いました。 

議長には、鳥飼秀夫氏（荒川区議会議長）、副議長には、沖山 仁氏（墨田区議会議長）が

当選しました。 

また、常任委員会を開き、総務・事業委員会委員長には、名取顕一氏（文京区議会議長）、

副委員長には、大野はるひこ氏（板橋区議会議長）、財務委員会委員長には、丸山高司氏（渋

谷区議会議長）、副委員長には、藤澤進一氏（江戸川区議会議長）、運営委員会委員長には、

佐原たけし氏（新宿区議会議長）、副委員長には、大森昭彦氏（大田区議会議長）がそれぞれ

選出されました。 

平成２９年第２回東京二十三区清掃一部事務組合議会臨時会は、７月１８日（火曜日）に

開かれ、議員選出の監査委員には、小林みつぐ氏（練馬区議会議長）が選任同意されました。 

 

 

 

 

 

   議長 鳥飼秀夫氏     副議長 沖山 仁氏    監査委員 小林みつぐ氏 

 

東京二十三区清掃一部事務組合議会 

東京二十三区清掃一部事務組合議会は、２３区の議会の議長２３人により構成されていま

す。年４回（２月、６月、９月、１２月）の定例会と必要に応じて開催される臨時会で予算

や条例などについて審議、決定しており、傍聴することもできます。会議結果、会議録は、

清掃一組ホームページでご覧いただけます。また、定例会と臨時会の開催日時は、清掃一組

ホームページなどでお知らせします。 

◎議会事務局 電話０３（５２１０）９７２９ 

清掃一組だより 
東京二十三区清掃一部事務組合は、 

循環型社会の形成を目指しています。 

http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/ 

Clean Authority of TOKYO 

 

東京二十三区清掃一部事務組合議会 正副議長 監査委員が決まりました 
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杉並清掃工場は、平成２４年９月に着工し、平成２９年９月までを工期として、近隣の皆

様、関係の皆様のご理解とご協力をいただきながら、建替工事が進められています。 

平成２９年６月２６日（月曜日）、建替工事中の杉並清掃工場で、初回ごみ搬入式が行われ

ました。 

ごみ搬入式には、杉並区・清掃一組職員、地元関係者、工事関係者などが出席し、杉並区

のごみ収集車が、新たな工場に初めてごみをごみバンカに投入しました。 

今回の初回ごみ搬入を契機に、ごみを順次受け入れ、焼却炉や各種設備の試運転、調整等

を行いながら、しゅん工後の本稼働へと移行します。 

杉並清掃工場は、「地域にとけ込み、信頼される清掃工場」を目指し、９月のしゅん工に向

けて、安全に施工してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎杉並清掃工場 電話０３（３３３４）５３０１ 

 

 

 

平成２９年７月４日（火曜日）、平成２９年度

第１回「区民との意見交換会」を東京区政会館

会議室で開催しました。 

今回は、「安全で安定的な施設運営に向けた取

組」「災害対策の強化」をテーマに、区民の皆様

１１名の参加がありました。 

「安全で安定的な施設運営に向けた取組」で

は、一組の経営理念・経営計画、経営計画を達成するための施策、安全で安定的な施設運営

の推進、水銀への対応に関する調査・研究などについて、また、「災害対策の強化」では、清

掃工場建設における災害対策の強化策などを説明しました。 

平成２９年度第１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 

杉並清掃工場 初回ごみ搬入式を行いました 

初回ごみ搬入式の様子 焼却炉内部の火格子 
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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。 

※次回の意見交換会は、平成２９年１１月に開催する予定です。 

◎総務部企画室 電話０３（６２３８）０６２４ 

 
 
 
 
◆平成２９年第１回臨時会（平成２９年３月１７日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

10 

中央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             3億2,594万4,000円 

相手方 日立造船株式会社 

可決 

議案 

11 

多摩川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             4億6,942万2,000円 

相手方 株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリング 

可決 

議案 

12 

葛飾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              5億8,536万0,000円 

相手方 株式会社タクマ 

可決 

議案 

13 

江戸川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              3億7,260万0,000円 

相手方 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

可決 

 
○報告 

番号 件  名 概   要 

報告 

2 
専決処分した事件の報告について 

大型ダンプ車（密閉型）の破損事故に伴う損害賠償額

の決定及び和解について 

 
◆平成２９年第２回定例会（平成２９年６月２６日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

14 

東京二十三区清掃一部事務組合副管

理者の選任同意について 
青木 克德 氏（葛飾区長） 同意 

議案 

15 

東京二十三区清掃一部事務組合副管

理者の選任同意について 
佐藤 良美 氏（知識経験者） 同意 

議案 

16 

東京二十三区清掃一部事務組合監査

委員の選任同意について 
田中 ひでかつ 氏（練馬区議会議長） 同意 

議案 

17 

東京二十三区清掃一部事務組合監査

委員の選任同意について 
本間 敏明 氏 （知識経験者） 同意 

議案 

18 

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第2条

第1項ただし書の条例で定める特別の事情等

を追加する。 

可決 

東京二十三区清掃一部事務組合議会報告 
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議案 

19 

東京二十三区清掃一部事務組合職員

の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例 

雇用保険法の改正に伴い、職員の退職手当に

関する条例の規定を整備する。 
可決 

議案 

20 

港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              4億1,536万8,000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 

21 

品川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              3億7,324万8,000円 

相手方 日立造船株式会社 

可決 

議案 

22 

板橋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              4億5,090万0,000円 

相手方 住友重機械エンバイロメント株式会

社 

可決 

議案

23 

新江東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              8億2,080万0,000円 

相手方 株式会社タクマ 

可決 

議案 

24 

有明清掃工場延命化に伴うプラント

設備更新工事請負契約の締結につい

て 

プラント設備更新工事 

契約金額             34億5,924万0,000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 

25 

目黒清掃工場建替工事請負契約の締

結について 

清掃工場建替工事 

契約金額             514億7,064万0,000円 

相手方 ＪＦＥエンジ・清水建設特定建設工

事共同企業体 

可決 

○報告 

番号 件  名 概   要 

報告 

3 
専決処分した事件の報告について 

品川清掃工場車両物損事故に伴う損害賠償額の決定

及び和解について 

報告 

4 
専決処分した事件の報告について 

有明清掃工場ごみ収集車両物損事故に伴う損害賠償

額の決定及び和解について 

○陳情 

番号 件  名 議決等の結果 

陳情 

1 

資源化可能な紙ごみの焼却禁止に向け各二十三区が紙ごみの資源化を徹底

することへの陳情 
不採択 

 
閉会中の継続調査 
 
１．運営委員会  ・議会の運営連絡等について 
 
◆平成２９年第２回臨時会（平成２９年７月１８日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

26 

東京二十三区清掃一部事務組合監査

委員の選任同意について 
小林 みつぐ 氏（練馬区議会議長） 同意 

 
◎議会事務局 電話０３（５２１０）９７２９ 

平成 29年度 第 39号 

印 刷 物 登 録 


