
1 

 

令和４年 11月 15日 

 

板橋区議会議長  様 

 

東京二十三区清掃一部事務組合議会議員 

坂 本  あ ず ま お    

 

 

東京二十三区清掃一部事務組合議会について(報告) 

 

このことについて、下記のとおり報告いたします。 

 

記 

 

令和４年第３回東京二十三区清掃一部事務組合議会定例会付議状況 

令和４年９月 28日開催 

 

議案番号 件   名 要    旨 議決結果等 

議案第 23号 

東京二十三区清掃一部事務

組合人事行政の運営等の状

況の公表に関する条例の一

部を改正する条例 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 

議案第 24号 

東京二十三区清掃一部事務

組合職員の定年等に関する

条例の一部を改正する条例 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 

議案第 25号  

東京二十三区清掃一部事務

組合職員の懲戒に関する条

例の一部を改正する条例 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 



2 

 

 

議案番号 件   名 要    旨 議決結果等 

議案第 26号 

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 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 

議案第 27号 

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

法律及び育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律及び雇用保険法の一

部を改正する法律の一部を改正す

る法律及び地方公務員法の一部を

改正する法律の施行等に伴い、規定

を整備する必要があるため、改正を

行う。 

【施行期日】 

令和４年 10月１日 

原案可決 

議案第 28号 

特定法人への東京二十三区清

掃一部事務組合職員の派遣等

に関する条例の一部を改正す

る条例 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 

議案第 29号 

東京二十三区清掃一部事務組

合非常勤職員の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 

議案第 30号 

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   

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 
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議案番号 件   名 要    旨 議決結果等 

議案第 31号 

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 

地方公務員法の改正に伴い、関係条

例の規定を整備する必要があるた

め、改正を行う。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

原案可決 

議案第 22号 

令和４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） 

歳入歳出それぞれ 1,176,494 千円

を追加し、補正後の予算額を

103,803,763千円と定める。 

原案可決 

議案第 32号 

足立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 

【契約金額】814,000,000円 

【契約の相手方】 

荏原環境プラント株式会社 

代表取締役社長 三好 敬久 

【代理人】 

荏原環境プラント株式会社 

営業第一部 部長 今井 孝治 

可 決 

議案第 33号 

中防不燃ごみ処理センター

第二プラント補修及びその

他整備工事請負契約の締結

について 

【契約金額】524,700,000円 

【契約の相手方】 

日立造船株式会社 

取締役社長 三野 禎男 

【代理人】 

日立造船株式会社 東京本社 

環境営業統括部長 石川 英司 

可 決 

議案第 34号 

千歳清掃工場延命化に伴う

クレーン設備改修工事請負

契約の締結について 

【契約金額】839,960,000円 

【契約の相手方】 

富士ホイスト工業株式会社 

代表取締役 平子 健 

可 決 

認定第１号 

令和３年度東京二十三区清

掃一部事務組合一般会計歳

入歳出決算の認定について 

【一般会計】 

歳入決算額 96,530,502,151円 

歳出決算額 91,788,835,448円 

差引残額   4,741,666,703円 

認 定 
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議案番号 件   名 要    旨 議決結果等 

報告第５号 
専決処分した事件の報告     

について 

資材価格等の上昇及び新型コロナウイ

ルス感染症等による状況の変化に伴

い、工事内容を変更するため、契約金

額が増額となった。 

【契約件名】目黒清掃工場建替工事 

【専決処分年月日】 令和４年８月 17日 

【変更前契約金額】 54,333,845,800円 

【変更後契約金額】 54,549,918,800円 

【変更増減額】     216,073,000円 

【増減率】               0.4％ 

 

報告第６号 
専決処分した事件の報告 

について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

等による物流混乱や半導体等の需給ひ

っ迫を受け、工期内における施工が一

部不可能となったことから工期の延長

を行うものである。 

【契約件名】 

世田谷清掃工場焼却炉補修及びその他整備工事  

【専決処分年月日】令和４年８月 25日 

【工期】 

令和 4年 6月 28日から 

令和 5年 3月 15日まで（86日延長） 

【変更前契約金額】   632,500,000円 

【変更後契約金額】     変更なし 

 

報告第７号 
専決処分した事件の報告

について 

世界的な半導体供給不足等により、手

配部品に生産遅延が発生し、工期内に

おける施工が不可能となったことから

工期の延長を行うものである。 

【契約件名】 

世田谷清掃工場プラント制御用電算システム整備工事  

【専決処分年月日】令和４年８月 25日 

【工期】 

令和 3年 9月 30日から 

令和 5年 3月 15日まで（86日延長） 

【変更前契約金額】   404,800,000円 

【変更後契約金額】     変更なし 

 


