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就任のあいさつ

このたび、令和元年５月１５日に東京二十三区清掃一部事
務組合管理者に就任いたしました、江東区長の山﨑孝明（や
まざき

たかあき）です。

当組合は、平成１２年４月１日の設立から２０年目となり
ます。この間、清掃工場での焼却処理を中心として、２３区
から排出されるごみやし尿を安全かつ安定的に処理してま
いりました。
廃棄物処理については、東日本大震災以降の災害対策への
意識の高まり等社会環境の変化を踏まえ、国は３Ｒの推進に
加え、災害対策の強化を目指し、広域的な視点に立った強靭
な廃棄物処理システムの確保を進めています。
清掃一組においても、職員構成の変化や清掃事業国際協力

管理者

山﨑孝明（江東区長）

の展開、大規模災害に備えた体制整備の必要性など、当組合を取り巻く環境、社会情勢の変
化への対応や事業展開が求められています。
清掃一組では、最上位の計画である「経営計画」において、経営理念を「区民の信頼に応
える安全で安定した清掃工場等の効率的運営」と位置づけています。
また、
「経営計画」を踏まえた、清掃一組の中間処理等に関する具体的取組について定めた
「一般廃棄物処理基本計画｣は、国や東京都の廃棄物処理に係る取組や社会環境の変化などを
勘案しながら、前回改定（平成２７年２月）から５年となる現在、鋭意、改定作業を進めて
いるところです。
今後も、２３区のごみの中間処理を安全かつ安定的に処理するとともに、循環型社会形成
に向けた施策と、限りある財源の有効活用など、２３区及び区民の負託と信頼に応えられる
よう事業運営を進めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
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東京二十三区清掃一部事務組合議会 正副議長 副管理者 監査委員が決まりました
令和元年第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（水曜日）に開
かれました。この定例会では、議長・副議長選挙、常任委員の選任等を行いました。
議長には、塩野目正樹氏（大田区議会議長）、副議長には、筒井たかひさ氏（葛飾区議会議
長）が当選しました。また、副管理者には、成澤廣修氏（文京区長）、深井祐子氏（知識経験
者）、監査委員には、磯一昭氏（豊島区議会議長）、本間敏明氏（知識経験者）がそれぞれ選
任同意されました。

塩野目正樹氏

筒井たかひさ氏

磯一昭氏

常任委員会では、総務・事業委員会委員長には、上野ひろみ氏（練馬区議会議長）、副委員
長には、二島豊司氏（港区議会議長）、財務委員会委員長には、田中寿一氏（江戸川区議会議
長）、副委員長には、石塚猛氏（台東区議会議長）、運営委員会委員長には、和田ひでとし氏
（世田谷区議会議長）、副委員長には、鹿浜昭氏（足立区議会議長）がそれぞれ選出されまし
た。
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。
◎議会事務局 電話０３（５２１０）９７２９

令和元年度第１回区民との意見交換会を開催しました
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。
令和元年度第１回区民との意見交換会は、令和元年６月６日
（木曜日）に、目黒清掃工場建替工事現場で開催しました。
意見交換会の様子
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今回は、
「目黒清掃工場の建替工事における工場見学」として、建替工事の概要説明を行い、
実際の工事現場をご覧いただき、その後、区民の皆様と意見
の交換を行いました。
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行ってまいります。次回の意見交換
工事現場見学の様子

会についても、皆様のご参加をお待ちしています。

※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

東京二十三区清掃一部事務組合議会報告
◆平成３１年第１回臨時会（平成３１年３月１８日開催）
○議案
番号

件

名

概

要

結果

議案
6

東京二十三区清掃一部事務組合職員
の勤務時間、休日、休暇等に関する
条例の一部を改正する条例

働き方改革を推進するための関係法律の整備
に関する法律の改正などに伴い、規定の整備
を図る。

可決

議案
7

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
3億5,424万0,000円
相手方 日立造船株式会社

可決

議案
8

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
7億2,684万0,000円
相手方 株式会社神鋼環境ソリューション

可決

議案
9

豊島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
4億8,924万0,000円
相手方 株式会社神鋼環境ソリューション

可決

議案
10

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
9億2,556万0,000円
相手方 株式会社タクマ

可決

議案
11

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
3億4,668万0,000円
相手方 ＪＦＥエンジニアリング株式会社

可決

○報告
番号
報告
2

件

名

専決処分した事件の報告について

概

要

板橋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関する専決処分について
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◆令和元年第２回定例会（令和元年６月２６日開催）
○議案
番号

件

名

概

要

結果

議案
1

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

成澤

廣修 氏（文京区長）

同意

議案
2

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

深井

祐子 氏（知識経験者）

同意

議案
3

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

磯

一昭 氏（豊島区議会議長）

同意

議案
4

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
5

令和元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
補正後予算額

議案
6

東京二十三区清掃一部事務組合情報
公開条例等の一部を改正する条例

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施
行による工業標準化法の改正に伴い、関係条
例の規定の整理を行う。

可決

議案
7

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
5億1,579万0,000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
8

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
4億8,971万6,907円
相手方 日立造船株式会社

可決

議案
9

世田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
7億8,485万0,000円
相手方 川崎重工業株式会社

可決

議案
10

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
6億9,048万3,188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
11

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
10億7,250万0,000円
相手方 株式会社タクマ

可決

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
可決
た損害（平成29年度分）について、賠償金3,884
万0,040円で和解する。

議案
12

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

22億6,347万円
808億2,947万円

可決

印 刷 物 登 録
令和元年度 第 24 号

◎議会事務局 電話０３（５２１０）９７２９
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