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　令和４年10月26日㈬に東京都中央卸売市場多摩ニ
ュータウン市場で自衛消防操法大会が行われました。
多摩ニュータウン環境組合では自衛消防組織を設置
しており、大会に積極的に参加しています。
　今年度は１号消火栓男子隊の部に出場し、見事優
勝を果たしました。今後も地域の皆様が安心して暮
らせるよう、組織の防災意識を高め、工場の安全な
管理運営に努めてまいります。

　今回の煙突登りは澄んだ空を望める冬に行います。清掃工場が全炉停止という状況のため、
今までの見学ではお見せできなかった煙突の点検口の外をご覧になれます。
　また、休日の最終回は日没に併せての見学となっており、夕暮れや夜景を楽しめます。

▼日　時：◦令和５年１月30日㈪～２月３日㈮
　　　　　　午前９時／10時／11時
　　　　　◦令和５年２月４日㈯・５日㈰※

　　　　　　午前９時／10時／11時／午後１時／２時／３時／
　　　　　　午後４時30分※（サンセット煙突登り）
　　　　　※午後４時30分の枠は、２月５日㈰のみです。

▼対象者・定員：小学校３年生以上（小学生は保護者同伴必須）
　　　　　　　　各回先着  10名まで  体力に自信のある人

▼申し込み方法：電話申し込みで先着順

▼その他：水筒、タオル等をお持ちください。
　　　　　動きやすい服装と運動靴を推奨します。

発電された電気を多摩市の公共施設に送っています
　令和4年度より多摩市と連携し、電力地産地消事業が開始となりました！多摩清掃
工場で発電された電気は小売電気事業者を介し、多摩市内の45の公共施設に送られ
ています。この取組みによりCO２約3,160トン/年、約1,100世帯分の年間CO２排
出量が削減できます。
　詳しくは多摩市ホームページをご覧ください。

電力地産地消の取組み

エコにこセンター
臨時休館のお知らせ

１月28日㈯
施設点検のため臨時休館します

※新型コロナウィルス感染症の影響で中止する可能性があります。
　予約者には中止の場合ご連絡いたします。
　 また、天候の状況により点検口の外での見学を制限する可能性があり

ます。最新の情報は当組合のホームページでご確認ください。

編集・発行

多摩ニュータウン環境組合
多摩市唐木田2丁目1番地1
問合せ　午前8時30分～午後5時15分
　　　   （土・日・祝日を除く）
ホームページ
https://www.tama-seisokojo.or.jp/

☎ 042-374-6331  FAX 042-337-5061

多摩ニュータウン環境組合・多摩清掃工場の経営方針

環境にやさしい安全で開かれた多摩清掃工場
多摩ニュータウン環境組合・多摩清掃工場の経営方針

環境にやさしい安全で開かれた多摩清掃工場

エコにこセンターエコにこセンター はは
20歳20歳 (はたち)(はたち) にに なりましたなりました

　平成14年４月に開館したエコにこセンター。多くの方々に
支えられ今年度20周年を迎えることができました。そこで感
謝の思いを込めて正面広場に背の高い時計を設置しました。
　引き続きごみ減量啓発施設として、また地域施設としてご
利用ください。

多摩清掃工場

多摩市ホームページ（多摩清掃工場で発電した
電力を活用した電力地産地消事業）

小売電気事業者

ご み 収 集

余剰電力供給
電力供給

多摩市
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環境組合の財産

土　　地 35,622.91㎡
（うち27,200.00㎡は多摩市所有）

建　　物 12,991㎡
有価証券 0千円
出　　資 0千円

環境組合の貯金（基金の現在高）� （単位：千円）

区　分 令和₄年₉月
末現在高

令和₄年₃月
末現在高 増　減

施設整備基金 618,594 618,594 0
財政調整基金 756,196 809,176 -52,980

歳入・歳出の執行状況� （単位：千円）

区　　分 予算現額
歳入の状況 歳出の状況

収入済額 収入率 支出済額 執行率
一 般 会 計 1,457,762 569,789 39.09% 387,741 26.60%

財政状況の公表　令和₄年度上半期（令和₄年₉月30日時点）の予算の執行状況をお知らせします。

※�歳入歳出予算の執行状況、基金の状況については千円単位で四捨五入しています。合計は一致しないことがあります。　※公債費及び一時借入金はありません。

　ごみの焼却によって発生する排出ガスは法令等で規制されており、直近の調査
結果は下表のとおりです。いずれの項目も法令基準を下回っていました。排出ガ
スについては法令基準より低い自主規制運用値（運転目標値）を定めて運転して
います。また、直近の放射能等測定結果についても、国の定めた基準値（飛灰固
化物、主灰： 8,000Bq/kg以下）を下回る結果となっております。詳細について
は、ホームページにて公表していますので、ご覧ください。

　「多摩ニュータウン環境組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に
基づき、令和₃年度の人事行政の運営等の状況を公表します。

　多摩ニュータウン環境組合の職員は、構成市（八王子市、町田市、多摩市）からの派
遣職員（派遣期間原則₃年間）と、環境組合で採用した職員の計19人から成っています。

︿大気中のダイオキシン類調査﹀� 単位：pg-TEQ/㎥

調　査　名　等
調　査　地　点

環境基準
からきだの道 中 坂 公 園 小山田緑地公園 別 所 公 園

焼 却 炉
稼 動 時

冬期調査（１炉運転）
（R₄.₁.₇～14） 0.015 0.020 0.021 0.025

0.6
夏期調査（１炉運転）
（R₄.₇.₈～15） 0.0097 0.011 0.011 0.0098

︿排出ガス調査﹀
測定場所 ₃号炉 ₃号炉 ₂号炉 ₃号炉 ₂号炉 ₂号炉

測定年月日 R₃.11.22 R₄.１.12 R₄.₃.１ R₄.₅.20 R₄.₇.12 R₄.₉.12

ばいじん 測定値〔g/㎥N〕
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

規制基準値＝0.08g/㎥N　　　　　　自主規制運用値＝0.02g/㎥N

硫 黄
酸 化 物

測定値〔㎥N/h〕 0.19 0.23 0.24 0.67 0.71 0.38

規制値〔㎥N/h〕 87.8 90.9 92.4 89.3 92.4 93.9

測定値〔ppm〕
4 4 4 11 12 6

自主規制運用値＝20ppm

窒 素
酸 化 物 測定値〔ppm〕

33 31 29 42 24 34

規制基準値＝250ppm　　　　　　　　自主規制運用値＝56ppm

塩化水素 測定値〔ppm〕
20 10 7 24 17 20

規制基準値＝430ppm　　　　　　　　自主規制運用値＝25ppm

水 銀 測定値〔μg/㎥N〕
1.7 5.0 7.6 4.4 8.9 21

規制基準値＝50μg/㎥N

測定場所 ₂号炉 ₃号炉 ₃号炉 ₂号炉

測定年月日 R₃.10.1 R₄.１.11 R₄.₄.25 R₄.₇.11

ダイオキシン類
測定値

〔ng-TEQ/㎥N〕 0.000043 0.00066 0.0012 0.00081

規制基準値＝1ng-TEQ/㎥N　　　　　　　自主規制運用値＝0.01ng-TEQ/㎥N

◦₁ng（ナノグラム）＝10億分の₁ｇ〔縦50ｍ×横20ｍ×深さ１ｍのプールに対して角砂糖１つ分（１ｇ）の割合〕
◦₁pg（ピコグラム）＝₁兆分の₁ｇ〔東京ドーム八分目の水に対して角砂糖₁つ分（１ｇ）の割合〕
◦�TEQ＝毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強い2，3，7，8－四塩化炭素
ダイオキシンの毒性等量に換算した数値

◦�㎥N（立方メートルノルマル）＝標準状態（０℃、101.325kPa）に換算した気体の体積
◦ppm（ピーピーエム）＝成分比や濃度を表す単位で100万分の₁

︿放射能等測定情報﹀
測定年月日 R₄.12.16 R₄.10.₇ R₄.12.₂

項 　 目
空間放射線量率 放　射　能　濃　度＊1

敷地境界
［μSv/h］

排ガス
［Bq/㎥N］

飛灰
［Bq/㎏］

主灰
［Bq/㎏］

測 定 値 0.07～0.08 不検出 47.4 不検出

＊₁　法基準値（飛灰、主灰）：8,000Bq/㎏以下

環境測定情報等環境測定情報等

令和₃年度決算 令和₄年11月18日に開催された令和₄年第₂回多摩ニュータウン環境組合議会定例会において認定された
令和₃年度の決算は下記のとおりです。

令和₃年度　決算　歳入 令和₃年度　決算　歳出�

◦当組合は、『ごみ処理施設の設置及び運営に関すること』『廃棄物のごみ処理施設から最終処分場までの運搬に関すること』の２つの役割を担い、多摩清掃工場の運営を行っています。
◦歳入と歳出の差額8,624万9,009円は令和４年度に繰り越しました。
◦�市民の方に財政状況を分かりやすくお知らせするため、令和３年度決算の状況を発生主義・複式簿記の考え方を取り入れた統一的な基準による財務諸表を使って解説した、「財務諸表（統一的
な基準）」を作成し、当組合のホームページに掲載しています。

組合管理費(11.8%)
1億8,580万7,382円
環境組合の事務経費、職員給与等

不燃・粗大ごみ処理費(14.5%)
2億2,612万207円
不燃ごみ・粗大ごみ・有害性
ごみの処理に要した経費

清掃工場管理費(1.3%)
2,079万8,363円
工場管理等に要した空調や
消防委託等の経費

可燃ごみ処理費(57.7%)
9億641万4,403円
可燃ごみの処理に要した経費

リサイクルセンター
管理費(1.4%)
2,158万2,355円
リサイクルセンターの管理運営経費

諸支出金(12.9%)
2億267万1,397円
施設整備基金・財政調整
基金への積立金

議会費(0.3%) 420万9,813円
環境組合議会に要した経費

施設老朽化対策費(0.3%)
403万7千円
多摩清掃工場施設の
老朽化対策に要した費用

諸収入（22.3％）
3億6,931万7,502円
売電収入や八王子市拡大
区域可燃ごみ処理費等 分担金及び負担金

(63.3％）
10億4,888万円
構成３市からの負担金

分担金及び負担金内訳
ごみ搬入量や処理区域内人口等
により算出

八王子市 3億4,029万3千円
町田市 6,835万9千円
多摩市 6億4,022万8千円

繰入金（6.2％）
1億219万7,270円
基金からの繰入金

繰越金（8.2％）
1億3,663万7,050円
前年度からの繰越金

使用料及び手数料 12万560円
　電柱用地使用料等
国庫支出金 67万3‚200円
　廃棄物処理施設モニタリング補助金
財産収入 6万4‚347円
　基金積立金の運用利子

その他の収入

内

　訳

85万8,107円
歳入総額
16億5,788万
9,929円

歳出総額
15億7,164万
920円

人事行政の運営等の状況の公表令和３年度

1  職員の任免及び職員数に関する状況

2  職員の給与の状況

3  職員の退職管理の状況　　　対象者なし

（2）組合採用職員の採用の状況　　　令和３年度の職員採用はなし。

（1）所属別職員配置状況（派遣別）

総務課（8人）
八王子市1人、町田市1人、多摩市4人、
組合採用職員2人

施設課（7人）
八王子市2人、町田市1人、多摩市2人、
組合採用職員2人

出納課
(総務課2人兼務)

事務局長
（多摩市）

多摩市会計
管理者兼務

会計管理者

総務課長
（多摩市）

施設課長
（八王子市）

計画担当課長
（組合採用職員）

出納課長
（計画担当課長兼務）

（1）人件費等の決算状況 （単位:円）

給�

与�

費

給　　料 扶養手当 地域手当 超過勤務手当 管理職手当
73,672,200 2,247,000 12,828,672 1,780,394 4,260,000
期末手当 勤勉手当 通勤手当 住居手当 休日勤務手当
17,657,386 17,199,194 1,723,050 495,000 0

給与費計
131,862,896

児童手当 退職手当組合
負担金

市町村職員
共済組合負担金 人件費計 １人当たり

給与費
1,490,000 88,690 25,923,394 159,364,980 6,940,152

※1人当たり給与費には、児童手当、退職手当組合負担金、市町村職員共済組合負担金は含まれていません。

（2）平均給料月額及び平均年齢（令和₃年₄月１日現在）
平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢

320,463 円 42歳

　今回は、窒素酸化物の除去、発電所の代替燃料、
肥料にも…、大活躍しているアンモニアの紹介じゃ。

　アンモニアと言えば、理科の実験で鼻にツーンとくる
臭いを覚えている方も多いじゃろ。
　実は、多摩清掃工場でも大活躍しているのじゃ。
　何と！牛乳パック10,000本分と同じ量の10㎥タン
ク₂つにアンモニアを保管し、廃棄物を焼却する際に
発生する窒素酸化物を除去しておるのじゃ！最近では燃

やしても二酸化炭素を生じないということで、発電所の燃料である石炭や天然ガ
スをアンモニアと置き換えて、二酸化炭素排出量の削減効果が期待されておるぞ。

アース博士の

観測測定
コラム



●議会のしくみ
　議会は、構成３市の市議会からそれぞれ３人ずつ選出された議員計９人で構成
されています。
　議会は、定例会が２月と11月の年２回開催されます。また、必要に応じて開催
される臨時会があります。通常、会期は１日です。

●開催状況
　開催結果は、次のとおりです。
令和₄年第₂回定例会　令和₄年11月18日

議案番号 提　　出　　議　　案 議決結果

7 多摩ニュータウン環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例を専決処分したことについて 承　　認

8 多摩ニュータウン環境組合会計年度任用職員の任用、勤務条件等
に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したことについて 承　　認

9 令和₃年度多摩ニュータウン環境組合一般会計歳入歳出決算の認
定について 認　　定

10 令和₄年度多摩ニュータウン環境組合一般会計補正予算（第１号） 原案可決

11 機器補修工事（焼却棟及び不燃・粗大ごみ処理棟基幹設備整備）
請負契約の締結について 原案可決

12 多摩ニュータウン環境組合職員の定年等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について 原案可決

13 多摩ニュータウン環境組合職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例の制定について 原案可決

14 多摩ニュータウン環境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の制定について 原案可決

15 多摩ニュータウン環境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の制定について 原案可決

16 多摩ニュータウン環境組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条
例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

17 多摩ニュータウン環境組合職員の育児休業等に関する条例の一部
を改正する条例の制定について 原案可決

18 多摩ニュータウン環境組合会計年度任用職員の任用、勤務条件等
に関する条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

19 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
改正する条例の制定について 原案可決

●開催予定
開　催　日 議　　題

令和₅年第１回定例会 令和₅年₂月14日㈫ 令和₅年度予算ほか

●行政視察について
　議会では、環境組合運営の参考とするため行政視
察を行っています。
　令和４年度は、岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市
にて、廃食器を原料とする陶磁器製品の製造過程の
視察を通して、リサイクルの重要性を学びました。

視　　察　　日 視　　察　　地

令和₄年11月14・15日 岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市

構成市からのお知らせ 議会情報議会情報
八王子市より

多摩市より

　環境について、学び、知り、考え、新たな気づきや発見が生まれる環境イベン
トです。ぜひおいでください。
●次世代自動車の展示
●電動ゴルフカートの展示・試乗体験
●フリーマーケット
●施設見学ツアー　などなど

町田市より
３月５日「まちだ ECO to （いーこと） フェスタ」を開催します！

　多摩市とサントリーグループ（サントリー食品イン
ターナショナル株式会社・サントリーホールディング
ス株式会社）は、市が収集したペットボトルをペット
ボトルに再生する「ボトルtoボトル」リサイクルに関
して、令和４年８月25日㈭に協定を締結しました。
　令和５年度からは、多摩市民が市の収集に出したペ
ットボトルはすべてサントリー社製飲料の容器にリサ
イクルされます。
　この取り組みは、多摩市気候非常事態宣言の三本の柱の１つである
「2050年までにCO2排出量実質ゼロを目指す」の実現にも資するもの
です。
　ペットボトルを水平リサイクルするためには、きれいなペットボトルの収集が
必要不可欠です。これまでにも増して、ペットボトルの適正な排出（ふたをはず
す、ラベルをはがす、すすぐ、軽くつぶす）にご協力をお願いいたします。

▼問合せ先：多摩市環境部ごみ対策課　☎042-338-6836

サントリーグループとの「ペットボトルの水平リサイクル」
に関する協定を締結しました

館クリーンセンター　稼働開始！
　令和４年（2022年）10月１日より「館クリーンセンター」が本格稼働しました。
施設見学も可能ですので、お気軽にお越しください。団体（10名以上）の場合は
事前の予約が必要となりますので、下記問い合わせ先までご連絡をお願いします。
見学時間：午前９時～午後４時（３月～９月までは午後５時）
場　　所：八王子市館町2700番地

▼問合せ先：八王子市資源循環部館クリーンセンター　☎042-673-5632

　多摩ニュータウン環境組合地域交流事業「たま
かんフェスタ」を令和４年10月16日㈰に開催し
ました。新型コロナウイルス感染症対策を徹底
し、３年ぶりの開催となりました。
　当日は晴天に恵まれ、約4,000人もの方にご来
場いただき、会場では地元の企業や福祉団体、構
成市を中心とした各種飲食店やストリートピア
ノ、清掃工場特別見学会など、様々な催し物が行
われました。メインステージでは地域の団体等に
よる見応えのあるパフォーマンスが繰り広げら
れ、地元落合中学校吹奏楽部による演奏など、大
いに盛り上がりました。
　来年度も地域の皆様との交流の場として「たま
かんフェスタ」を開催予定です。皆様のご来場を
お待ちしています。

「第13回たまかんフェスタ」
～３年ぶりに開催することができました～　唐木田クリーンアップ作戦は、唐木田地域の住民の

方々や様々な団体・事業所等が交流をより深められる
よう、平成27年度から実施している年末恒例の清掃
活動イベントです。
　今年度も令和４年12月27日㈫に開催し、当日は一
般参加者15名と19団体84名の合計99名にご参加い
ただき、約23kgのごみを集めることができました。

地域交流事業

●唐木田クリーンアップ作戦実行委員一覧 ……………………………………………

●協力団体一覧 ……………………………………………………………………………
◦en Blanc (アンブラン）  ◦KDDI㈱  ◦サーラ―カーズジャパン㈱ Volkswagen多摩  ◦東急自動車学校
◦ジェームス 唐木田店　◦府中カントリー倶楽部 有志　◦スーパーマルエツ 唐木田駅前店

日時：３月５日㈰　午前10時～午後３時�
場所：町田市バイオエネルギセンター（町田市下小山田町3160番地）�

▼問合せ先：町田市環境資源部環境政策課　☎042-724-4386

キッチンカーも出店予定

令和５年１月発行 たまかんニュース　第39号 ③
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多摩市社会福祉協議会

二幸産業・NSPグループ
（総合福祉センター・
　　アクアブルー多摩）

多摩市



④ たまかんニュース　第39号 令和５年１月発行

多摩ニュータウン
環境組合(多摩清掃
工場)は平成15年₃
月に環境マネジメ
ント・システム
ISO14001の認証
を取得しました。

さらに、環境にやさしい安全で
開かれた多摩清掃工場を目ざし
ています。

「エコにこセンター」は多摩ニュータウン環境組合リサイクルセンターのニックネームです

開館時間：午前10時～午後５時　休館日：毎週月曜日
電　話：042－374－6210　FAX：042－374－6214
メール：recycle@tama-seisokojo.or.jp
ツイッタ－：https://twitter.com/econico1
※開館時間、講座等の変更はホームページでお知らせします。

ホームページ ▼

案内図

エコにこセンター
ねんちゃん

ごみの出し方についての

問�合�せ�先
	 ごみ総合相談センター(粗大ごみコールセンター)　 ☎	0570-550-530

	 町田市バイオエネルギーセンター　 ☎	042-797-7111

	 エコプラザ多摩　　　　　　　 ☎	042-338-6836多 摩 市

八王子市

町 田 市

ごみの出し方は、お住まいの
地域により異なります。詳し
くは下記にお問合せください。

★廃食用油
　天ぷらに使った油は不要な
びんやプラスチック容器に入
れ、しっかりフタを閉めてお
持ちください。賞味期限が切
れて食べることができないも
のは封を切らずそのままお持
ちください。福祉施設のボイ
ラーの燃料として使用します。

　エコにこセンターで取り組んでいる“集める”事業についてお
知らせします。
　なお、持ち込みができるのは八王子市・町田市・多摩市の市民
の方のみで対象外のものはその場でお返しします。陶磁器製食器
以外は開館時間内に事務室窓口で受け取っています。

　10月16日㈰に開催された第13回たまかんフェスタ会場内のエコにこセ
ンターブースで「着なくなったこども服集めます！」を実施しました。
　約118キロのこども服を集めることができました。
　ご協力ありがとうございました。
　この取組みは、今後もエコにこセンターの事業として行う予定です
が、今年度は試行的実施として下記のようなスケジュールとなります。
　来年度についてはエコにこニュース₄月号、ホームぺージ等でお知ら
せします。

●頒  布  会　₂月₅日㈰　開館時間内
　　　　　　安価で販売(一部無料)。マイバッグをお持ちください。

●集めます　₂月25日㈯・26日㈰・₃月25日㈯・26日㈰
　　　　　　いずれも開館時間内
　　　　　　対象等
　　　　　　　▶50～160サイズのこども服
　　　　　　　▶�新品以外は洗濯し、シミや破れ、
　　　　　　　　ファスナーなどの破損のないもの
　　　　　　　▶レインコートや防寒着も可
　　　　　　　▶�靴下・下着、マフラー、手袋、水着やハンカチなどの

雑貨は新品(未開封や新品タグつき)のみ可
　　　　　　　▶�洗ってある靴は受取りますが、土や砂が付着、破れて

いるもの、底の減り方が激しい物は不可
　　　　　　　▶リュックサックやバッグは汚れや破れ、
　　　　　　　　付属品の破損などがないもののみ可
　　　　　　　▶制服・体操服は不可

　多摩清掃工場に搬入された粗大ごみ等を清掃し
て再利用品として販売しています。また、いたん
でいる家具などから板や部品などを外して安価で
提供しています。
端材を使ったス
ノコやロールペ
ーパーホルダー、
工作キットなど
も人気です。

“集める”事業の紹介

★ハブラシ
　プラスチック製の使用済み
ハブラシが対象。竹軸や天然
毛を使用したもの、電動ハブ
ラシなどは対象外。よく洗い
乾かしてからお持ちくださ
い。掃除に使ったものも同
様。集まったハブラシは植木
鉢になります。

★ワリバシ
　使用済みの場合はよく洗い
乾かしてから、未使用で袋に
入っているものはワリバシの
みにしてお持ちください。竹
製でも木製でも構いません
が、ヤキトリなどの串は対象
外です。集まったワリバシは
炭にします。

★陶磁器製食器
　今年度は₃月19日㈰が回収の
最終日です。開館日の午前10時
30分～午後₂時30分が回収時間
です。回収した食器は粉砕し、

「Re食器」の原料になります。
また、エコにこセンターでは
陶芸用土(Re陶土)として講座
等で利用しています。

臨時休館のお知らせ
₁月28日㈯は施設点検のため臨時休館します

「着なくなったこども服集めます！」 

報 告 と 今 後 の 予 定

再利用品販売中


