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※敷料とは、馬の寝床に敷くわらのことです。 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、本年４月７日（火曜日）に緊急事態宣言が

発出されましたが、廃棄物処理に関する事業者は「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠
な業務を行う事業者」として位置づけられ、事業の継続を求められてきました。 
５月２５日（月曜日）に緊急事態宣言は解除されましたが、この責務は変わることなく、

２３区のごみの中間処理を担う東京二十三区清掃一部事務組合でも、都市部を中心に全国的
に感染が拡大する中で、感染予防対策を更に徹底し、各区から収集されるごみの受入れを最
優先に事業継続を図っています。 
さらに、新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊施設から排出される廃棄物や、

大井競馬場の厩舎で使用された敷料についても、緊急的に焼却処理しています。敷料はこれ
まで農家でたい肥原料としてリサイクルされていましたが、昨年の大型台風や新型コロナウ
イルス感染症の影響によりリサイクル事業が停止し、場内に滞留したため、受け入れたもの
です。 
今後も東京二十三区清掃一部事務組合では、緊急的な対応が求められる場合でも感染予防

対策を講じて、経営理念である「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」という使命を果たすべく、取組を進めてまいります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京二十三区清掃一部事務組合では、特別区長会、宮城県大崎市他が締結した協定に基づ
き、令和元年に大崎市で発生した災害廃棄物の受入れを本年２月から行っており、７月末で
約２，０００トンを処理しました。その後も、現地での処理が困難な状況が続いていること
から、当初予定量に１，５００トンを加え受入処理を継続していきます。 

 

◎ 総務部総務課 電話０３（６２３８）０６０２ 

 

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。 

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

Clean Authority of TOKYO 

 

新型コロナウイルス感染症等への対応について 

取組風景（葛飾清掃工場 中央制御室）間仕切り 大井競馬場 敷料（※） 

令和元年台風第１９号に伴う災害廃棄物の追加受入について 
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令和２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）は、６月２６日 

（金曜日）に開催された、令和２年第２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 

  令和２年度一般会計補正予算（第１号）は、東京オリンピック・パラリンピック競技大 

 会延期に伴う定期補修工事計画の変更等及び新型コロナウイルス感染症対策を対象事業と 

して編成しました。 

２ 歳入歳出予算の概要 

  令和２年度の一般会計補正予算（第１号）の総額は、９３０億５，５００万円となり、 

 当初予算額に比べ１１億２，１００万円、１．２％の増となりました。 

 

令和２年度 当初予算額 令和２年度 補正後予算額 増減額 増減率 

９１９億３，４００万円 ９３０億５，５００万円 １１億２，１００万円 １．２％ 

 

【歳入の主な内容】 

令和２年度一般会計補正予算（第１号）の財源は全額、財政調整基金からの繰入金とし、 

１１億２，１００万円の増額補正となりました。 

【歳出の主な内容】 

 東京オリンピック・パラリンピック競技大会延期に伴い、清掃工場の稼働スケジュール等 

が変更となる影響などから、今年度中に施行が必要となる整備・補修工事等の経費として、 

１０億６，１００万円を計上しました。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び事業 

継続に必要な体制を維持するため、マスクやアルコール消毒液、清掃工場等の現場で使用す 

る防護服等を備蓄するための経費として６，０００万円を計上し、合計で１１億２，１００ 

万円の増額補正となりました。 

 

※補正予算書及び補正予算説明書は、東京二十三区清掃一部事務組合の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 

 

 

令和２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）が 

可決されました 
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令和２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（金曜日）に開

催されました。この定例会では、議長・副議長選挙、常任委員の選任などを行いました。 

議長には、樋口 敏郎氏（墨田区議会議長）、副議長には、押田 まり子氏（中央区議会議長）

が当選しました。また、監査委員には、和田 ひでとし氏（世田谷区議会議長）、吉住 健一氏

（新宿区長）がそれぞれ選任同意されました。 

 

 

 

 

 

 

       

樋口 敏郎氏          押田 まり子氏        和田 ひでとし氏 

 

 

常任委員会では、総務・事業委員会委員長に、田中 寿一氏（江戸川区議会議長）、副委員

長に、明戸 真弓美氏（荒川区議会議長）、財務委員会委員長に、吉住 はるお氏（新宿区議

会議長）、副委員長に、渡辺 裕一氏（品川区議会議長）、運営委員会委員長に、井口 かづ子

氏（杉並区議会議長）、副委員長に、二島 豊司氏（港区議会議長）がそれぞれ選出されまし

た。 

 

 
 
 
 
 

◆令和２年第１回臨時会（令和２年３月１８日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

5 

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         7億7,000万0,000円 

相手方 日立造船株式会社 

可決 

議案

6 

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         3億3,660万0,000円 

相手方 株式会社神鋼環境ソリューション 

可決 

議案

7 

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         3億8,005万0,000円 

相手方 株式会社タクマ 

可決 

 

 

東京二十三区清掃一部事務組合議会【報告】 

 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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◆令和２年第２回定例会（令和２年６月２６日開催）  

○議案 

番号 件     名 概   要 結果 

議案 

8 

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 
和田  ひでとし 氏（世田谷区議会議長） 同意 

議案 

9 

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 
吉住 健一 氏（新宿区長） 同意 

議案 

10 

令和２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     11億2,100万円 

補正後予算額   930億5,500万円 
可決 

議案 

11 

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         5億6,155万0,000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 

12 

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         5億4,978万0,000円 

相手方 日立造船株式会社 

可決 

議案 

13 

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         4億8,400万0,000円 

相手方 川崎重工業株式会社 

可決 

議案 

14 

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         8億7,450万0,000円 

相手方 株式会社タクマ 

可決 

議案 

15 

港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 

延命化に伴うプラント設備更新工事 

契約金額       83億6,000万0,000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 

16 

港清掃工場延命化に伴う電気設備改

修工事請負契約の締結について 

延命化に伴う電気設備改修工事 

契約金額               8億0,993万0,000円 

相手方 富士電機株式会社 

可決 

議案 

17 
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30年度分）について、賠償金

3,642万7,968円で和解する。 

可決 

 

○報告 

番号 件     名 概   要 

報告 

1 

令和元年度繰越明許費繰越計算書に

ついて 

令和元年台風１９号被害京浜島不燃ごみ処理センタ

ープラフィルム貯留室屋根その他修繕にかかる経費

の令和２年度への繰越 

報告 

2 
専決処分した事件の報告について 

世田谷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 

報告 

3 
専決処分した事件の報告について 

中央清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負契

約の契約変更について 

報告 

4 
専決処分した事件の報告について 

豊島清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事請負契

約の契約変更について 

【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 

 

◎ 議会事務局 電話０３（５２１０）９７２９ 令和２年度 第２９号 

印 刷 物 登 録 


