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清掃一組は 23 区のごみの中間処理を一手
に担うため、活躍するフィールドは「１つの
区」ではなく「23 区全体」となります。そして、
清掃事業は人々の生活環境を守るうえで欠か
すことのできないものであり、清掃事業に携
わることはごみを出す全ての人々の生活を支
えることにつながります。
つまり、清掃一組の仕事は大都市東京で暮
らす全ての人々の快適な生活環境に貢献でき
る仕事といえます。
“区民生活をより豊かにし、23 区にまたが
る仕事ができる”ーそんなやりがいにあふれ
たステージが、ここにはあります。

熱エネルギーの有効利用で

環境や地域へ貢献する

清掃工場
可燃ごみの焼却により発生した
熱エネルギーを有効利用

電気・高温水
電気事業者や
熱供給事業者に
売却して、家庭
などで利用

など

施設内でも利用して
電力や燃料費の削減

近隣の施設
(温水プールなど)

に利用

※発電設備は全清掃工場に備わっています。
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清 掃 工 場
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清掃工場は、焼却により発生する熱エネル
ギーを利用して発電や熱供給を行い、地域循
環型社会の形成に貢献しています。つくられ
た電気や高温水などは清掃工場内の施設で利
用し、余った分は電気事業者へ売却したり、
近隣施設へ熱供給しています。
その他、雨水の有効利用、緑化の推進、自
然エネルギーの活用などにも取り組んでいま
す。
このように、清掃工場はごみを燃やすだけ
でなく、省エネルギーや環境負荷の低減、そ
して周辺地域にも貢献しています。

＝職員採用案内＝

( 平成 28 年１月現在 )

央 ☎ 03-3532-5341
港

東京区政会館

☎ 03-5479-5300
☎ 03-3598-5341

中央区晴海 5-2-1

豊

島 ☎ 03-3910-5300

豊島区上池袋 2-5-1

港区港南 5-7-1

板

橋 ☎ 03-5945-5341

板橋区高島平 9-48-1

馬 ☎ 03-3995-5311

練馬区谷原 6-10-11

北区志茂 1-2-36

練

品

川 ☎ 03-3799-5353

品川区八潮 1-4-1

光 が 丘 ☎ 03-3977-5311

練馬区光が丘 5-3-1

目

黒 ☎ 03-5704-6311

目黒区三田 2-19-43

墨

墨田区東墨田 1-10-23

大

田 ☎ 03-3799-5311

田 ☎ 03-3613-5311

大田区京浜島 3-6-1

新 江 東 ☎ 03-5569-5341

江東区夢の島 3-1-1

多 摩 川 ☎ 03-3757-5383

大田区下丸子 2-33-1

有

明 ☎ 03-3529-3751

江東区有明 2-3-10

世 田 谷 ☎ 03-3416-5355

世田谷区大蔵 1-1-1

足

立 ☎ 03-3859-4475

足立区西保木間 4-7-1

千

歳 ☎ 03-3302-2590

世田谷区八幡山 2-7-1

葛

飾 ☎ 03-5660-5389

葛飾区水元 1-20-1

渋

谷 ☎ 03-3498-5311

渋谷区東 1-35-1

江 戸 川 ☎ 03-3676-4446

杉

並 建替え中

各清掃工場に直接お問合せ、お申込みください。日程等の詳細は、当組合ホームページに掲載しています。

（不燃ごみ処理センター・粗大ごみ破砕処理施設等）

江東区青海二丁目地先

清掃技術訓練センター

技術を活かし
未来を支える
最前線のステージへ

江東区夢の島 3-1-1

ホームページアドレス
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

職員の育成に力を注ぐ

清掃一組

検

索
モバイル専用

平成 12 年に設立した清掃一組は、まだま
だ若い組織です。その分、職員一人ひとりに
かかる期待が大きいため、若手職員のうちか
ら活躍できる機会が豊富にあります。
また、清掃技術訓練センター（技術職向け
の訓練施設）や多様な研修などを通して、こ
れまで培われてきた清掃の技術や知識を次の
世代へと継承していき、職員の育成に力を注
いでいます。
その他、職員技術発表会や自主グループ学
習活動など、職場の垣根を越えて清掃一組全
体としての技術力の向上も目指しています。

特別区採用試験情報
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
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総務部職員課

環境への対策の徹底
清掃工場では、本来の規制値よりさらに厳しい自己規
制値を設けるなど、環境汚染対策を徹底しています。
清掃工場は、環境負荷の低減に努めるクリーンな施設
です。

デザイン・印刷

「工場敷地内の緑化」

ここで工場内設備の稼働状況を把握

清掃工場は、緑のまちづくりとの調

することで、安全で安定的な焼却を

和にも配慮しています。

区民とのふれあい

03-6238-0658

山藤三陽印刷株式会社
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録

平成 27 年度第 74 号

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-5-1
TEL

を築いています

行っています。

東京二十三区清掃一部事務組合職員採用案内

Clean Authority of TOKYO
新任研修

東京二十三区清掃一部事務組合（略称：清掃一組）は、ごみの焼却・破砕といった中間処理を 23 区が共同して行う
ために設立した特別地方公共団体です。
23 区のごみ処理は「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」と大きく 3 つに分かれており、以前は全て東京都が実施
していました。しかし、平成 12 年に住民に身近なサービスである清掃事業が東京都から 23 区へ移管されたことにより、
現在は収集・運搬を行う 23 区、中間処理を行う清掃一組、最終処分を行う東京都が連携をして運営しています。
人々が生活していくうえで欠かすことのできないごみの処理。24 時間 365 日、清掃工場を安定的に稼働させ、私た
ちは 23 区民の安全で安心できる生活を支えています。そして、これからも中間処理を通じて、区民の生活に密着した
循環型社会の一翼を担っていきます。

「中央制御室」

特別区人事委員会事務局任用課

清掃技術訓練センター

～安全・安心のための中間処理～

清掃事業は

中防処理施設管理事務所

☎ 03-5569-1990

区民の生活と信頼を胸に

江戸川区江戸川 2-10

清掃工場の見学

☎ 03-3599-5310

清掃一組の仕事

03-6238-0660
再生紙を使用しています。

円滑な清掃事業を行うためには、区民や 23 区との連
携が必要不可欠です。各清掃工場では、区や地域との共
催によるイベントのほか、工場見学会などを実施して、
より地域に開かれた工場づくりを目指しています。
「工場見学会」

「環境フェア」

毎年、国内外からたくさんの見学者

工場の見学以外にもゲームや体験教

が訪れています。

室を通して清掃工場を身近に感じて
いただいています。
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して周辺地域にも貢献しています。

＝職員採用案内＝

( 平成 28 年１月現在 )

央 ☎ 03-3532-5341
港

東京区政会館

☎ 03-5479-5300
☎ 03-3598-5341

中央区晴海 5-2-1

豊

島 ☎ 03-3910-5300

豊島区上池袋 2-5-1

港区港南 5-7-1

板

橋 ☎ 03-5945-5341

板橋区高島平 9-48-1

馬 ☎ 03-3995-5311

練馬区谷原 6-10-11

北区志茂 1-2-36

練

品

川 ☎ 03-3799-5353

品川区八潮 1-4-1

光 が 丘 ☎ 03-3977-5311

練馬区光が丘 5-3-1

目

黒 ☎ 03-5704-6311

目黒区三田 2-19-43

墨

墨田区東墨田 1-10-23

大

田 ☎ 03-3799-5311

田 ☎ 03-3613-5311

大田区京浜島 3-6-1

新 江 東 ☎ 03-5569-5341

江東区夢の島 3-1-1

多 摩 川 ☎ 03-3757-5383

大田区下丸子 2-33-1

有

明 ☎ 03-3529-3751

江東区有明 2-3-10

世 田 谷 ☎ 03-3416-5355

世田谷区大蔵 1-1-1

足

立 ☎ 03-3859-4475

足立区西保木間 4-7-1

千

歳 ☎ 03-3302-2590

世田谷区八幡山 2-7-1

葛

飾 ☎ 03-5660-5389

葛飾区水元 1-20-1

渋

谷 ☎ 03-3498-5311

渋谷区東 1-35-1

江 戸 川 ☎ 03-3676-4446

杉

並 建替え中

各清掃工場に直接お問合せ、お申込みください。日程等の詳細は、当組合ホームページに掲載しています。

（不燃ごみ処理センター・粗大ごみ破砕処理施設等）

江東区青海二丁目地先

清掃技術訓練センター

技術を活かし
未来を支える
最前線のステージへ

江東区夢の島 3-1-1

ホームページアドレス
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

職員の育成に力を注ぐ

清掃一組

検

索
モバイル専用

平成 12 年に設立した清掃一組は、まだま
だ若い組織です。その分、職員一人ひとりに
かかる期待が大きいため、若手職員のうちか
ら活躍できる機会が豊富にあります。
また、清掃技術訓練センター（技術職向け
の訓練施設）や多様な研修などを通して、こ
れまで培われてきた清掃の技術や知識を次の
世代へと継承していき、職員の育成に力を注
いでいます。
その他、職員技術発表会や自主グループ学
習活動など、職場の垣根を越えて清掃一組全
体としての技術力の向上も目指しています。

特別区採用試験情報
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

収集・運搬

中間処理（焼却・破砕など）

最終処分（埋立処分）

２３区

清掃一組

東京都

い つでも ち いきの く りーんな み らい

発行年月日

平成 28 年 1 月発行

編集・発行

東京二十三区清掃一部事務組合

印

総務部職員課

環境への対策の徹底
清掃工場では、本来の規制値よりさらに厳しい自己規
制値を設けるなど、環境汚染対策を徹底しています。
清掃工場は、環境負荷の低減に努めるクリーンな施設
です。

デザイン・印刷

「工場敷地内の緑化」

ここで工場内設備の稼働状況を把握

清掃工場は、緑のまちづくりとの調

することで、安全で安定的な焼却を

和にも配慮しています。

区民とのふれあい

03-6238-0658

山藤三陽印刷株式会社

FAX

刷

物

登

録

平成 27 年度第 74 号

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-5-1
TEL

を築いています

行っています。

東京二十三区清掃一部事務組合職員採用案内

Clean Authority of TOKYO
新任研修

東京二十三区清掃一部事務組合（略称：清掃一組）は、ごみの焼却・破砕といった中間処理を 23 区が共同して行う
ために設立した特別地方公共団体です。
23 区のごみ処理は「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」と大きく 3 つに分かれており、以前は全て東京都が実施
していました。しかし、平成 12 年に住民に身近なサービスである清掃事業が東京都から 23 区へ移管されたことにより、
現在は収集・運搬を行う 23 区、中間処理を行う清掃一組、最終処分を行う東京都が連携をして運営しています。
人々が生活していくうえで欠かすことのできないごみの処理。24 時間 365 日、清掃工場を安定的に稼働させ、私た
ちは 23 区民の安全で安心できる生活を支えています。そして、これからも中間処理を通じて、区民の生活に密着した
循環型社会の一翼を担っていきます。

「中央制御室」

特別区人事委員会事務局任用課

清掃技術訓練センター

～安全・安心のための中間処理～

清掃事業は

中防処理施設管理事務所

☎ 03-5569-1990

区民の生活と信頼を胸に

江戸川区江戸川 2-10

清掃工場の見学

☎ 03-3599-5310

清掃一組の仕事

03-6238-0660
再生紙を使用しています。

円滑な清掃事業を行うためには、区民や 23 区との連
携が必要不可欠です。各清掃工場では、区や地域との共
催によるイベントのほか、工場見学会などを実施して、
より地域に開かれた工場づくりを目指しています。
「工場見学会」

「環境フェア」

毎年、国内外からたくさんの見学者

工場の見学以外にもゲームや体験教

が訪れています。

室を通して清掃工場を身近に感じて
いただいています。
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事務

■ 今の仕事内容について教えてください

♦清掃工場等の土木施設の建設・
維持管理
♦土木施設工事に係る設計・
施工・監督
♦事業用地等の測量
♦壁面・屋上緑化等の造園

など

土木
造園
（土

♦文書・物品管理
♦人事・給与・福利厚生に関する
事務
♦広報活動、財政計画、予算作成
♦清掃工場等の運営に係る連絡調整
など

事務

「23 区の未来を設計し、
循環型社会を築く」
♦清掃工場等の建設、建築設備の
維持管理
♦建築工事に係る設計・施工・監督
♦清掃工場等の整備に係る実施計
画の調整
など

建築

木）

■

受験者へのメッセージ

就職活動時は大変だと思いますが、体調に気を付けて試
験に臨んでください。清掃一組の仕事は、23 区民の安心な
生活に欠かすことのできないものです。幅広く人に貢献で
きる清掃一組で、23 区を支えていきませんか。
皆さんと働ける日を楽しみにしています。

「清掃工場を
安定的・効率的に稼働させる」
♦清掃工場等の
機械設備の維持管理
♦施設建設（機械関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
など

衛生
監視
（化

学）

「安全を数値化し、
安心を届ける」
♦清掃工場等における大気汚染・
水質汚濁・臭気・騒音・振動等、
環境に関する調査や対策の実施
♦環境汚染物質の分析・測定
など

電気
♦清掃工場等の
電気設備の維持管理
♦施設建設（電気関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
♦発電設備の管理運営・調整
など

私たちは、それぞれの職種がもつ力をつなぎあわせて
地球環境そして 23 区民の未来を支えています。
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北清掃工場整備係
石井 康平
（平成 24 年度採用）

石井さんのある日のスケジュール

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

昼食
職場で仕出しの
お弁当を食べま
す。
（先輩や同
期と外に食べに
行くこともあり
ます。）

データ入力・
申請手続きの準備
受付した書類のデー
タをシステムへ入力
し、翌日以降の申請
手続きに必要な書類
を整えます。

書類の送付
申請書類の写し
や通知、統計資
料などの必要書
類を各区へ送付
します。

始業
前日の工場の運
転状況を確認し
ます。

今の仕事内容について教えてください

私は、ごみの搬入・焼却灰の搬出・周辺地域への熱供給に関す
る業務などを担当しています。清掃工場の操業には、焼却炉など
の設備の安定稼働とともに的確なごみの搬入管理も重要です。私
は長期の搬入計画をもとに、週ごとのごみの搬入及び焼却計画そ
して焼却灰の搬出計画を作成しています。また、工場周辺施設な
どへの熱供給の管理にも携わっています。机に座ったままの事務
仕事だけではなく、自分が携わった計画に基づいて、制御システム
や現場の機器を実際に操作する機会も多く、日々やりがいを感じて
います。

先輩職員からの
メッセージ

機械

なぜ清掃一組を希望したのですか？

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

現場確認・書類
の作成
工事現場で作業状況を
確認し、補修工事のた
めの設計や積算、業者
から提出された書類な
どをチェックします。

作業報告
本日行った整備
係の作業内容を
他の係へ報告し
ます。

■

（化学）

■

受験者へのメッセージ

清掃工場は、生活の中で発生するごみを日々焼却しています。清掃工場がな
ければ私たちの周りはごみだらけになってしまい、快適な日常生活を送ること
ができません。
環境を守り、快適な暮らしづくりを皆さんと行えることを楽しみにしていま
す。

清掃一組には、先端技術が応用されているごみの中間処理設備が数多くあります。そ
れらは、ごみを焼却した時に得られる熱エネルギーや回収された資源を最大限利用して
おり、地球環境への配慮を体感できる魅力的な仕事だと思ったからです。

・１年目から専門的で多様な業務を担当できる点。より
早く、周りから頼ってもらえる職員へと成長すること
ができます。
・体を動かすことが好きなので、自ら機器の点検・補修
をする機会が多いところが魅力的です。
・技術職員が最も活躍できるところ。科学技術の集合体
でもある清掃工場の維持管理には、技術職員の知識と
技術が必要不可欠です。

Ｑ

公務員試験突破に向けて行ったことは？

・清掃工場の見学など。実際の雰囲気を肌で感じること
で、
試験に対するモチベーションを維持していました。
・人間性や仕事に対する意気込みなどが反映されやすい
論文試験と面接試験の対策を重点的に行いました。
・大学や専門学校などで実施される公務員講座や過去の
問題集などを利用して、試験に備えました。
・学習計画を設定すること。時間は限られているので、
計画的に勉強することが大切です。

Ｑ＆Ａ

Ｑ

性別や居住地は採用に影響するの？

採用試験では、性別や居住地はもちろんのこと、学歴や
年齢によって有利・不利になることはありません。試
験区分ごとの受験資格を満たしていればＯＫです。

Ｑ

清掃一組で働くにはどうすればいいの？

特別区人事委員会が実施する「特別区（東京 23 区）職
員採用試験」を受験していただき、合格することが必
要です。詳しくは、特別区人事委員会又は清掃一組の
ホームページをご覧ください。

なぜ清掃一組を希望したのですか？

もともと公務員を志望していたこともありますが、清掃一組を目指した一番
の理由は技術職が活躍できる機会がたくさんあると感じたからです。中でも、
化学職は実際に排水などを自分で分析することができるため、その点に惹かれ
て志望しました。

衛生
監視

あなたにとっての清掃一組の魅力は？

今の仕事内容について教えてください

私の仕事は、清掃工場から環境に悪影響を及ぼす有害物質が
流出しないよう、ボイラ水や排水処理設備などの検査を行うこ
とです。焼却炉から出てくる灰が最終処分場の埋立基準をクリ
アしているか調べたり、工場から排出する水の水質が基準を満た
しているか測定したりします。また、委託業者による焼却灰や排
水のサンプリングの立会いを通して、保護具を適正に装着してい
るかなどの安全衛生面にも目を配っています。環境や安全衛生面
において、化学職はとても重要な役割を果たしています。

■

有明清掃工場は、海外からもたくさんの方が視察や見学に訪れます。その方たちに工
場の中を案内すると、自分では気付けなかった視点を新しく発見することがあります。
“地球環境についてグローバルな考えを持つことができる”－ここは、そんな雰囲気が
感じ取れる職場です。

9:00 ～ 12:00

Ｑ

もっと教えて！

～清掃一組職員を目指すあなたへ～

職場の雰囲気はどうですか？

12:00 ～ 13:00

係ミーティング・ 昼食
現場調査
係の職員と昼食
作業内容の打合 をとります。
せ、故障報告が
あった機器の調
査などを行いま
す。

仕事をするうえで心がけていることは？

・社会人としてのマナー（言葉遣いや礼儀）や仕事を早
く覚えるための勉強（メモをとる・マニュアルの熟読）
など。
・自分自身の成長につなげるためにも、わからないこと
は自ら率先して上司や先輩に質問するよう心がけてい
ます。
・仕事の効率が上がるよう、毎日、具体的な達成目標を
立てて仕事をしています。
・業務に集中すること。特に清掃工場内の作業は、気を抜
くとケガにつながる恐れもあるため気をつけています。

北清掃工場には若手からベテランの方々まで、幅広い年齢層・職種の職員が
和気あいあいと仕事をしています。わからないことがあれば上司や先輩方が丁
寧に教えてくださるので、安心して業務を覚えることができる職場です。

電話・窓口応対
申請手続きや届
出に関する問い
合わせなどに対
応します。

■

Ｑ

職場の雰囲気はどうですか？

8:30 ～ 9:00

実際に働いてみて感じたことは？

・清掃工場はデスクワークが少ないと思っていました
が、実際は想像していたよりも多くて驚きました。
・思っていた以上に専門性の高い職場でした。その分、
仕事をするたびに力がつくことを実感できます。
・清掃一組は技術職員が活躍しているイメージが強いで
すが、それは仕事に専念することができる環境づくり
に事務職員が大きく貢献しているからだと思いました。

私は電気職ですが、清掃工場には色々な設備があり、電気以外にも多くの知
識が必要となります。１年目から設備の担当を任していただけるため、設備に
不具合があれば責任を持って対応しなければなりません。少しずつではありま
すが、上司や先輩方の指導のもと知識と経験を積み、日々やりがいを感じなが
ら仕事をしています。

始業
１日の仕事内容
とその流れを確
認します。

■
「省エネ、発電、
エコ分野の最前線ステージ」

総務部事業調整課許可係
大塚 麻衣
（平成 25 年度採用）

大塚さんのある日のスケジュール

■

Ｑ

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？

■

職種紹介 ～○○職の仕事とは？～

機械

整備係は工場設備（焼却炉・ボイラ・発電設備など）
の維持保全を担当しており、補修工事の設計や、請負
業者の方と工事作業の進捗状況を確認するための監督
業務などが主な仕事です。操業中に設備の不具合を発
見した際は、自分たちで調査・補修をしています。
また年に１回、工場全ての設備を停止してオーバー
ホール（定期補修工事）を行い、安全かつ安定的に
ごみの焼却ができるよう工場を運営しています。

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？
電話や窓口業務では、きちんと応対できるか緊張感が伴いますが、その分ス
ムーズに手続きができたり、相手の方の不明点を解消できたりした時は嬉しく
思います。検査では、より臨機応変さが必要となり難しさを感じますが、現場
で学ぶことは多く、仕事の面白さを日々感じています。

若手職員に聞いてみました！

■ 今の仕事内容について教えてください

私が所属している係の仕事は、事業系一般廃棄物処理業の許可事務です。ご
みの収集運搬や処分を行う事業者の方から書類を受け付けて手続きを行います。
清掃一組はごみの中間処理を担っていることを考えると、やや特殊な部署です。
また、区と特に密接に関わる業務であり、23 区と協力していくことが不可欠です。
普段の業務は電話・窓口応対やデータ入力などですが、デスクワークだけでな
く直接事業者の方を伺い、検査を行うこともあります。

「職員を支え、組織を動かし、
区民に貢献する」
「高い技術と知識力で
工場運営の土台を支える」

電気

岡村さんのある日のスケジュール

Ｑ

採用後はどこで働くの？

採用後の配属先として、千代田区にある本庁舎や 23 区
内にある清掃工場、中防処理施設管理事務所などがあ
ります。
技術職員も本庁舎へ、事務職員も清掃工場などへ配属
されることがあり、人材育成や組織活性化などの観点
から定期的に人事異動も行われます。

Ｑ

勤務体系はどうなっているの？

１日の勤務時間は、休憩時間を除いて７時間 45 分、原
則、土曜日・日曜日が週休日となっています。ただし、
職場によってはローテーションで夜間・土曜日・日曜
日などに勤務する場合があります。
また、年に 20 日（４月１日付採用の場合は、初年のみ
15 日）の有給休暇が付与されるほか、夏季休暇（５日）、
妊娠出産休暇、育児休業、慶弔休暇、介護休暇なども
あり、職員が安心して働ける環境が整っています。

板倉さんのある日のスケジュール

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

始業
メールや仕事内容
を確認し、職場の
ラジオ体操で身体
を整えます。そし
て、運転班の引継
ぎに立会います。

書類作成
工事や修繕を発
注するために図
面や設計書を作
成します。

昼食
職場で先輩たち
とお弁当を食べ
ます。

工場見学者への
対応
社会科見学で訪
れた小学生に工
場の中を案内し
ます。

運転班の
引継ぎに立会い
明日の仕事内容
を確認します。

始業
ラジオ体操をし
てから中央制御
室で運転班との
引継ぎに参加し
ます。

係ミーティング・
ボイラ水の分析
係で仕事内容の
すり合わせをし
た後、ボイラ水
の濃度を測定し
ます。

昼食
昼食をとった
後、午後の業務
に備えます。

委託分析の
立会い
排水分析や重金
属処理汚泥等分
析委託などの作
業に立会いま
す。

事務処理
工業薬品の購入
や安全衛生委員
会の資料作成な
どを行います。

有明清掃工場技術係
岡村 直紀
（平成 25 年度採用）

港清掃工場技術係
板倉 政孝
（平成 24 年度採用）

仕事内容・勤務条件・採用試験などについて、もっと詳しく
知りたい方はぜひ清掃一組のホームページをご覧ください！

※ホームページのアドレス及びＱＲコードは、裏表紙に記載されています。
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9:31:00

事務

■ 今の仕事内容について教えてください

♦清掃工場等の土木施設の建設・
維持管理
♦土木施設工事に係る設計・
施工・監督
♦事業用地等の測量
♦壁面・屋上緑化等の造園

など

土木
造園
（土

♦文書・物品管理
♦人事・給与・福利厚生に関する
事務
♦広報活動、財政計画、予算作成
♦清掃工場等の運営に係る連絡調整
など

事務

「23 区の未来を設計し、
循環型社会を築く」
♦清掃工場等の建設、建築設備の
維持管理
♦建築工事に係る設計・施工・監督
♦清掃工場等の整備に係る実施計
画の調整
など

建築

木）

■

受験者へのメッセージ

就職活動時は大変だと思いますが、体調に気を付けて試
験に臨んでください。清掃一組の仕事は、23 区民の安心な
生活に欠かすことのできないものです。幅広く人に貢献で
きる清掃一組で、23 区を支えていきませんか。
皆さんと働ける日を楽しみにしています。

「清掃工場を
安定的・効率的に稼働させる」
♦清掃工場等の
機械設備の維持管理
♦施設建設（機械関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
など

衛生
監視
（化

学）

「安全を数値化し、
安心を届ける」
♦清掃工場等における大気汚染・
水質汚濁・臭気・騒音・振動等、
環境に関する調査や対策の実施
♦環境汚染物質の分析・測定
など

電気
♦清掃工場等の
電気設備の維持管理
♦施設建設（電気関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
♦発電設備の管理運営・調整
など

私たちは、それぞれの職種がもつ力をつなぎあわせて
地球環境そして 23 区民の未来を支えています。

東京二十三区清掃一部事務組合.indd
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北清掃工場整備係
石井 康平
（平成 24 年度採用）

石井さんのある日のスケジュール

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

昼食
職場で仕出しの
お弁当を食べま
す。
（先輩や同
期と外に食べに
行くこともあり
ます。）

データ入力・
申請手続きの準備
受付した書類のデー
タをシステムへ入力
し、翌日以降の申請
手続きに必要な書類
を整えます。

書類の送付
申請書類の写し
や通知、統計資
料などの必要書
類を各区へ送付
します。

始業
前日の工場の運
転状況を確認し
ます。

今の仕事内容について教えてください

私は、ごみの搬入・焼却灰の搬出・周辺地域への熱供給に関す
る業務などを担当しています。清掃工場の操業には、焼却炉など
の設備の安定稼働とともに的確なごみの搬入管理も重要です。私
は長期の搬入計画をもとに、週ごとのごみの搬入及び焼却計画そ
して焼却灰の搬出計画を作成しています。また、工場周辺施設な
どへの熱供給の管理にも携わっています。机に座ったままの事務
仕事だけではなく、自分が携わった計画に基づいて、制御システム
や現場の機器を実際に操作する機会も多く、日々やりがいを感じて
います。

先輩職員からの
メッセージ

機械

なぜ清掃一組を希望したのですか？

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

現場確認・書類
の作成
工事現場で作業状況を
確認し、補修工事のた
めの設計や積算、業者
から提出された書類な
どをチェックします。

作業報告
本日行った整備
係の作業内容を
他の係へ報告し
ます。

■

（化学）

■

受験者へのメッセージ

清掃工場は、生活の中で発生するごみを日々焼却しています。清掃工場がな
ければ私たちの周りはごみだらけになってしまい、快適な日常生活を送ること
ができません。
環境を守り、快適な暮らしづくりを皆さんと行えることを楽しみにしていま
す。

清掃一組には、先端技術が応用されているごみの中間処理設備が数多くあります。そ
れらは、ごみを焼却した時に得られる熱エネルギーや回収された資源を最大限利用して
おり、地球環境への配慮を体感できる魅力的な仕事だと思ったからです。

・１年目から専門的で多様な業務を担当できる点。より
早く、周りから頼ってもらえる職員へと成長すること
ができます。
・体を動かすことが好きなので、自ら機器の点検・補修
をする機会が多いところが魅力的です。
・技術職員が最も活躍できるところ。科学技術の集合体
でもある清掃工場の維持管理には、技術職員の知識と
技術が必要不可欠です。

Ｑ

公務員試験突破に向けて行ったことは？

・清掃工場の見学など。実際の雰囲気を肌で感じること
で、
試験に対するモチベーションを維持していました。
・人間性や仕事に対する意気込みなどが反映されやすい
論文試験と面接試験の対策を重点的に行いました。
・大学や専門学校などで実施される公務員講座や過去の
問題集などを利用して、試験に備えました。
・学習計画を設定すること。時間は限られているので、
計画的に勉強することが大切です。

Ｑ＆Ａ

Ｑ

性別や居住地は採用に影響するの？

採用試験では、性別や居住地はもちろんのこと、学歴や
年齢によって有利・不利になることはありません。試
験区分ごとの受験資格を満たしていればＯＫです。

Ｑ

清掃一組で働くにはどうすればいいの？

特別区人事委員会が実施する「特別区（東京 23 区）職
員採用試験」を受験していただき、合格することが必
要です。詳しくは、特別区人事委員会又は清掃一組の
ホームページをご覧ください。

なぜ清掃一組を希望したのですか？

もともと公務員を志望していたこともありますが、清掃一組を目指した一番
の理由は技術職が活躍できる機会がたくさんあると感じたからです。中でも、
化学職は実際に排水などを自分で分析することができるため、その点に惹かれ
て志望しました。

衛生
監視

あなたにとっての清掃一組の魅力は？

今の仕事内容について教えてください

私の仕事は、清掃工場から環境に悪影響を及ぼす有害物質が
流出しないよう、ボイラ水や排水処理設備などの検査を行うこ
とです。焼却炉から出てくる灰が最終処分場の埋立基準をクリ
アしているか調べたり、工場から排出する水の水質が基準を満た
しているか測定したりします。また、委託業者による焼却灰や排
水のサンプリングの立会いを通して、保護具を適正に装着してい
るかなどの安全衛生面にも目を配っています。環境や安全衛生面
において、化学職はとても重要な役割を果たしています。

■

有明清掃工場は、海外からもたくさんの方が視察や見学に訪れます。その方たちに工
場の中を案内すると、自分では気付けなかった視点を新しく発見することがあります。
“地球環境についてグローバルな考えを持つことができる”－ここは、そんな雰囲気が
感じ取れる職場です。

9:00 ～ 12:00

Ｑ

もっと教えて！

～清掃一組職員を目指すあなたへ～

職場の雰囲気はどうですか？

12:00 ～ 13:00

係ミーティング・ 昼食
現場調査
係の職員と昼食
作業内容の打合 をとります。
せ、故障報告が
あった機器の調
査などを行いま
す。

仕事をするうえで心がけていることは？

・社会人としてのマナー（言葉遣いや礼儀）や仕事を早
く覚えるための勉強（メモをとる・マニュアルの熟読）
など。
・自分自身の成長につなげるためにも、わからないこと
は自ら率先して上司や先輩に質問するよう心がけてい
ます。
・仕事の効率が上がるよう、毎日、具体的な達成目標を
立てて仕事をしています。
・業務に集中すること。特に清掃工場内の作業は、気を抜
くとケガにつながる恐れもあるため気をつけています。

北清掃工場には若手からベテランの方々まで、幅広い年齢層・職種の職員が
和気あいあいと仕事をしています。わからないことがあれば上司や先輩方が丁
寧に教えてくださるので、安心して業務を覚えることができる職場です。

電話・窓口応対
申請手続きや届
出に関する問い
合わせなどに対
応します。

■

Ｑ

職場の雰囲気はどうですか？

8:30 ～ 9:00

実際に働いてみて感じたことは？

・清掃工場はデスクワークが少ないと思っていました
が、実際は想像していたよりも多くて驚きました。
・思っていた以上に専門性の高い職場でした。その分、
仕事をするたびに力がつくことを実感できます。
・清掃一組は技術職員が活躍しているイメージが強いで
すが、それは仕事に専念することができる環境づくり
に事務職員が大きく貢献しているからだと思いました。

私は電気職ですが、清掃工場には色々な設備があり、電気以外にも多くの知
識が必要となります。１年目から設備の担当を任していただけるため、設備に
不具合があれば責任を持って対応しなければなりません。少しずつではありま
すが、上司や先輩方の指導のもと知識と経験を積み、日々やりがいを感じなが
ら仕事をしています。

始業
１日の仕事内容
とその流れを確
認します。

■
「省エネ、発電、
エコ分野の最前線ステージ」

総務部事業調整課許可係
大塚 麻衣
（平成 25 年度採用）

大塚さんのある日のスケジュール

■

Ｑ

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？

■

職種紹介 ～○○職の仕事とは？～

機械

整備係は工場設備（焼却炉・ボイラ・発電設備など）
の維持保全を担当しており、補修工事の設計や、請負
業者の方と工事作業の進捗状況を確認するための監督
業務などが主な仕事です。操業中に設備の不具合を発
見した際は、自分たちで調査・補修をしています。
また年に１回、工場全ての設備を停止してオーバー
ホール（定期補修工事）を行い、安全かつ安定的に
ごみの焼却ができるよう工場を運営しています。

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？
電話や窓口業務では、きちんと応対できるか緊張感が伴いますが、その分ス
ムーズに手続きができたり、相手の方の不明点を解消できたりした時は嬉しく
思います。検査では、より臨機応変さが必要となり難しさを感じますが、現場
で学ぶことは多く、仕事の面白さを日々感じています。

若手職員に聞いてみました！

■ 今の仕事内容について教えてください

私が所属している係の仕事は、事業系一般廃棄物処理業の許可事務です。ご
みの収集運搬や処分を行う事業者の方から書類を受け付けて手続きを行います。
清掃一組はごみの中間処理を担っていることを考えると、やや特殊な部署です。
また、区と特に密接に関わる業務であり、23 区と協力していくことが不可欠です。
普段の業務は電話・窓口応対やデータ入力などですが、デスクワークだけでな
く直接事業者の方を伺い、検査を行うこともあります。

「職員を支え、組織を動かし、
区民に貢献する」
「高い技術と知識力で
工場運営の土台を支える」

電気

岡村さんのある日のスケジュール

Ｑ

採用後はどこで働くの？

採用後の配属先として、千代田区にある本庁舎や 23 区
内にある清掃工場、中防処理施設管理事務所などがあ
ります。
技術職員も本庁舎へ、事務職員も清掃工場などへ配属
されることがあり、人材育成や組織活性化などの観点
から定期的に人事異動も行われます。

Ｑ

勤務体系はどうなっているの？

１日の勤務時間は、休憩時間を除いて７時間 45 分、原
則、土曜日・日曜日が週休日となっています。ただし、
職場によってはローテーションで夜間・土曜日・日曜
日などに勤務する場合があります。
また、年に 20 日（４月１日付採用の場合は、初年のみ
15 日）の有給休暇が付与されるほか、夏季休暇（５日）、
妊娠出産休暇、育児休業、慶弔休暇、介護休暇なども
あり、職員が安心して働ける環境が整っています。

板倉さんのある日のスケジュール

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

始業
メールや仕事内容
を確認し、職場の
ラジオ体操で身体
を整えます。そし
て、運転班の引継
ぎに立会います。

書類作成
工事や修繕を発
注するために図
面や設計書を作
成します。

昼食
職場で先輩たち
とお弁当を食べ
ます。

工場見学者への
対応
社会科見学で訪
れた小学生に工
場の中を案内し
ます。

運転班の
引継ぎに立会い
明日の仕事内容
を確認します。

始業
ラジオ体操をし
てから中央制御
室で運転班との
引継ぎに参加し
ます。

係ミーティング・
ボイラ水の分析
係で仕事内容の
すり合わせをし
た後、ボイラ水
の濃度を測定し
ます。

昼食
昼食をとった
後、午後の業務
に備えます。

委託分析の
立会い
排水分析や重金
属処理汚泥等分
析委託などの作
業に立会いま
す。

事務処理
工業薬品の購入
や安全衛生委員
会の資料作成な
どを行います。

有明清掃工場技術係
岡村 直紀
（平成 25 年度採用）

港清掃工場技術係
板倉 政孝
（平成 24 年度採用）

仕事内容・勤務条件・採用試験などについて、もっと詳しく
知りたい方はぜひ清掃一組のホームページをご覧ください！

※ホームページのアドレス及びＱＲコードは、裏表紙に記載されています。

2015/11/26

9:31:00

事務

■ 今の仕事内容について教えてください

♦清掃工場等の土木施設の建設・
維持管理
♦土木施設工事に係る設計・
施工・監督
♦事業用地等の測量
♦壁面・屋上緑化等の造園

など

土木
造園
（土

♦文書・物品管理
♦人事・給与・福利厚生に関する
事務
♦広報活動、財政計画、予算作成
♦清掃工場等の運営に係る連絡調整
など

事務

「23 区の未来を設計し、
循環型社会を築く」
♦清掃工場等の建設、建築設備の
維持管理
♦建築工事に係る設計・施工・監督
♦清掃工場等の整備に係る実施計
画の調整
など

建築

木）

■

受験者へのメッセージ

就職活動時は大変だと思いますが、体調に気を付けて試
験に臨んでください。清掃一組の仕事は、23 区民の安心な
生活に欠かすことのできないものです。幅広く人に貢献で
きる清掃一組で、23 区を支えていきませんか。
皆さんと働ける日を楽しみにしています。

「清掃工場を
安定的・効率的に稼働させる」
♦清掃工場等の
機械設備の維持管理
♦施設建設（機械関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
など

衛生
監視
（化

学）

「安全を数値化し、
安心を届ける」
♦清掃工場等における大気汚染・
水質汚濁・臭気・騒音・振動等、
環境に関する調査や対策の実施
♦環境汚染物質の分析・測定
など

電気
♦清掃工場等の
電気設備の維持管理
♦施設建設（電気関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
♦発電設備の管理運営・調整
など

私たちは、それぞれの職種がもつ力をつなぎあわせて
地球環境そして 23 区民の未来を支えています。
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北清掃工場整備係
石井 康平
（平成 24 年度採用）

石井さんのある日のスケジュール

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

昼食
職場で仕出しの
お弁当を食べま
す。
（先輩や同
期と外に食べに
行くこともあり
ます。）

データ入力・
申請手続きの準備
受付した書類のデー
タをシステムへ入力
し、翌日以降の申請
手続きに必要な書類
を整えます。

書類の送付
申請書類の写し
や通知、統計資
料などの必要書
類を各区へ送付
します。

始業
前日の工場の運
転状況を確認し
ます。

今の仕事内容について教えてください

私は、ごみの搬入・焼却灰の搬出・周辺地域への熱供給に関す
る業務などを担当しています。清掃工場の操業には、焼却炉など
の設備の安定稼働とともに的確なごみの搬入管理も重要です。私
は長期の搬入計画をもとに、週ごとのごみの搬入及び焼却計画そ
して焼却灰の搬出計画を作成しています。また、工場周辺施設な
どへの熱供給の管理にも携わっています。机に座ったままの事務
仕事だけではなく、自分が携わった計画に基づいて、制御システム
や現場の機器を実際に操作する機会も多く、日々やりがいを感じて
います。

先輩職員からの
メッセージ

機械

なぜ清掃一組を希望したのですか？

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

現場確認・書類
の作成
工事現場で作業状況を
確認し、補修工事のた
めの設計や積算、業者
から提出された書類な
どをチェックします。

作業報告
本日行った整備
係の作業内容を
他の係へ報告し
ます。

■

（化学）

■

受験者へのメッセージ

清掃工場は、生活の中で発生するごみを日々焼却しています。清掃工場がな
ければ私たちの周りはごみだらけになってしまい、快適な日常生活を送ること
ができません。
環境を守り、快適な暮らしづくりを皆さんと行えることを楽しみにしていま
す。

清掃一組には、先端技術が応用されているごみの中間処理設備が数多くあります。そ
れらは、ごみを焼却した時に得られる熱エネルギーや回収された資源を最大限利用して
おり、地球環境への配慮を体感できる魅力的な仕事だと思ったからです。

・１年目から専門的で多様な業務を担当できる点。より
早く、周りから頼ってもらえる職員へと成長すること
ができます。
・体を動かすことが好きなので、自ら機器の点検・補修
をする機会が多いところが魅力的です。
・技術職員が最も活躍できるところ。科学技術の集合体
でもある清掃工場の維持管理には、技術職員の知識と
技術が必要不可欠です。

Ｑ

公務員試験突破に向けて行ったことは？

・清掃工場の見学など。実際の雰囲気を肌で感じること
で、
試験に対するモチベーションを維持していました。
・人間性や仕事に対する意気込みなどが反映されやすい
論文試験と面接試験の対策を重点的に行いました。
・大学や専門学校などで実施される公務員講座や過去の
問題集などを利用して、試験に備えました。
・学習計画を設定すること。時間は限られているので、
計画的に勉強することが大切です。

Ｑ＆Ａ

Ｑ

性別や居住地は採用に影響するの？

採用試験では、性別や居住地はもちろんのこと、学歴や
年齢によって有利・不利になることはありません。試
験区分ごとの受験資格を満たしていればＯＫです。

Ｑ

清掃一組で働くにはどうすればいいの？

特別区人事委員会が実施する「特別区（東京 23 区）職
員採用試験」を受験していただき、合格することが必
要です。詳しくは、特別区人事委員会又は清掃一組の
ホームページをご覧ください。

なぜ清掃一組を希望したのですか？

もともと公務員を志望していたこともありますが、清掃一組を目指した一番
の理由は技術職が活躍できる機会がたくさんあると感じたからです。中でも、
化学職は実際に排水などを自分で分析することができるため、その点に惹かれ
て志望しました。

衛生
監視

あなたにとっての清掃一組の魅力は？

今の仕事内容について教えてください

私の仕事は、清掃工場から環境に悪影響を及ぼす有害物質が
流出しないよう、ボイラ水や排水処理設備などの検査を行うこ
とです。焼却炉から出てくる灰が最終処分場の埋立基準をクリ
アしているか調べたり、工場から排出する水の水質が基準を満た
しているか測定したりします。また、委託業者による焼却灰や排
水のサンプリングの立会いを通して、保護具を適正に装着してい
るかなどの安全衛生面にも目を配っています。環境や安全衛生面
において、化学職はとても重要な役割を果たしています。

■

有明清掃工場は、海外からもたくさんの方が視察や見学に訪れます。その方たちに工
場の中を案内すると、自分では気付けなかった視点を新しく発見することがあります。
“地球環境についてグローバルな考えを持つことができる”－ここは、そんな雰囲気が
感じ取れる職場です。

9:00 ～ 12:00

Ｑ

もっと教えて！

～清掃一組職員を目指すあなたへ～

職場の雰囲気はどうですか？

12:00 ～ 13:00

係ミーティング・ 昼食
現場調査
係の職員と昼食
作業内容の打合 をとります。
せ、故障報告が
あった機器の調
査などを行いま
す。

仕事をするうえで心がけていることは？

・社会人としてのマナー（言葉遣いや礼儀）や仕事を早
く覚えるための勉強（メモをとる・マニュアルの熟読）
など。
・自分自身の成長につなげるためにも、わからないこと
は自ら率先して上司や先輩に質問するよう心がけてい
ます。
・仕事の効率が上がるよう、毎日、具体的な達成目標を
立てて仕事をしています。
・業務に集中すること。特に清掃工場内の作業は、気を抜
くとケガにつながる恐れもあるため気をつけています。

北清掃工場には若手からベテランの方々まで、幅広い年齢層・職種の職員が
和気あいあいと仕事をしています。わからないことがあれば上司や先輩方が丁
寧に教えてくださるので、安心して業務を覚えることができる職場です。

電話・窓口応対
申請手続きや届
出に関する問い
合わせなどに対
応します。

■

Ｑ

職場の雰囲気はどうですか？

8:30 ～ 9:00

実際に働いてみて感じたことは？

・清掃工場はデスクワークが少ないと思っていました
が、実際は想像していたよりも多くて驚きました。
・思っていた以上に専門性の高い職場でした。その分、
仕事をするたびに力がつくことを実感できます。
・清掃一組は技術職員が活躍しているイメージが強いで
すが、それは仕事に専念することができる環境づくり
に事務職員が大きく貢献しているからだと思いました。

私は電気職ですが、清掃工場には色々な設備があり、電気以外にも多くの知
識が必要となります。１年目から設備の担当を任していただけるため、設備に
不具合があれば責任を持って対応しなければなりません。少しずつではありま
すが、上司や先輩方の指導のもと知識と経験を積み、日々やりがいを感じなが
ら仕事をしています。

始業
１日の仕事内容
とその流れを確
認します。

■
「省エネ、発電、
エコ分野の最前線ステージ」

総務部事業調整課許可係
大塚 麻衣
（平成 25 年度採用）

大塚さんのある日のスケジュール

■

Ｑ

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？

■

職種紹介 ～○○職の仕事とは？～

機械

整備係は工場設備（焼却炉・ボイラ・発電設備など）
の維持保全を担当しており、補修工事の設計や、請負
業者の方と工事作業の進捗状況を確認するための監督
業務などが主な仕事です。操業中に設備の不具合を発
見した際は、自分たちで調査・補修をしています。
また年に１回、工場全ての設備を停止してオーバー
ホール（定期補修工事）を行い、安全かつ安定的に
ごみの焼却ができるよう工場を運営しています。

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？
電話や窓口業務では、きちんと応対できるか緊張感が伴いますが、その分ス
ムーズに手続きができたり、相手の方の不明点を解消できたりした時は嬉しく
思います。検査では、より臨機応変さが必要となり難しさを感じますが、現場
で学ぶことは多く、仕事の面白さを日々感じています。

若手職員に聞いてみました！

■ 今の仕事内容について教えてください

私が所属している係の仕事は、事業系一般廃棄物処理業の許可事務です。ご
みの収集運搬や処分を行う事業者の方から書類を受け付けて手続きを行います。
清掃一組はごみの中間処理を担っていることを考えると、やや特殊な部署です。
また、区と特に密接に関わる業務であり、23 区と協力していくことが不可欠です。
普段の業務は電話・窓口応対やデータ入力などですが、デスクワークだけでな
く直接事業者の方を伺い、検査を行うこともあります。

「職員を支え、組織を動かし、
区民に貢献する」
「高い技術と知識力で
工場運営の土台を支える」

電気

岡村さんのある日のスケジュール

Ｑ

採用後はどこで働くの？

採用後の配属先として、千代田区にある本庁舎や 23 区
内にある清掃工場、中防処理施設管理事務所などがあ
ります。
技術職員も本庁舎へ、事務職員も清掃工場などへ配属
されることがあり、人材育成や組織活性化などの観点
から定期的に人事異動も行われます。

Ｑ

勤務体系はどうなっているの？

１日の勤務時間は、休憩時間を除いて７時間 45 分、原
則、土曜日・日曜日が週休日となっています。ただし、
職場によってはローテーションで夜間・土曜日・日曜
日などに勤務する場合があります。
また、年に 20 日（４月１日付採用の場合は、初年のみ
15 日）の有給休暇が付与されるほか、夏季休暇（５日）、
妊娠出産休暇、育児休業、慶弔休暇、介護休暇なども
あり、職員が安心して働ける環境が整っています。

板倉さんのある日のスケジュール

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

始業
メールや仕事内容
を確認し、職場の
ラジオ体操で身体
を整えます。そし
て、運転班の引継
ぎに立会います。

書類作成
工事や修繕を発
注するために図
面や設計書を作
成します。

昼食
職場で先輩たち
とお弁当を食べ
ます。

工場見学者への
対応
社会科見学で訪
れた小学生に工
場の中を案内し
ます。

運転班の
引継ぎに立会い
明日の仕事内容
を確認します。

始業
ラジオ体操をし
てから中央制御
室で運転班との
引継ぎに参加し
ます。

係ミーティング・
ボイラ水の分析
係で仕事内容の
すり合わせをし
た後、ボイラ水
の濃度を測定し
ます。

昼食
昼食をとった
後、午後の業務
に備えます。

委託分析の
立会い
排水分析や重金
属処理汚泥等分
析委託などの作
業に立会いま
す。

事務処理
工業薬品の購入
や安全衛生委員
会の資料作成な
どを行います。

有明清掃工場技術係
岡村 直紀
（平成 25 年度採用）

港清掃工場技術係
板倉 政孝
（平成 24 年度採用）

仕事内容・勤務条件・採用試験などについて、もっと詳しく
知りたい方はぜひ清掃一組のホームページをご覧ください！

※ホームページのアドレス及びＱＲコードは、裏表紙に記載されています。

2015/11/26

9:31:00

事務

■ 今の仕事内容について教えてください

♦清掃工場等の土木施設の建設・
維持管理
♦土木施設工事に係る設計・
施工・監督
♦事業用地等の測量
♦壁面・屋上緑化等の造園

など

土木
造園
（土

♦文書・物品管理
♦人事・給与・福利厚生に関する
事務
♦広報活動、財政計画、予算作成
♦清掃工場等の運営に係る連絡調整
など

事務

「23 区の未来を設計し、
循環型社会を築く」
♦清掃工場等の建設、建築設備の
維持管理
♦建築工事に係る設計・施工・監督
♦清掃工場等の整備に係る実施計
画の調整
など

建築

木）

■

受験者へのメッセージ

就職活動時は大変だと思いますが、体調に気を付けて試
験に臨んでください。清掃一組の仕事は、23 区民の安心な
生活に欠かすことのできないものです。幅広く人に貢献で
きる清掃一組で、23 区を支えていきませんか。
皆さんと働ける日を楽しみにしています。

「清掃工場を
安定的・効率的に稼働させる」
♦清掃工場等の
機械設備の維持管理
♦施設建設（機械関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
など

衛生
監視
（化

学）

「安全を数値化し、
安心を届ける」
♦清掃工場等における大気汚染・
水質汚濁・臭気・騒音・振動等、
環境に関する調査や対策の実施
♦環境汚染物質の分析・測定
など

電気
♦清掃工場等の
電気設備の維持管理
♦施設建設（電気関係）の計画・
設計・施工・監督
♦清掃工場等の操業・監視
♦発電設備の管理運営・調整
など

私たちは、それぞれの職種がもつ力をつなぎあわせて
地球環境そして 23 区民の未来を支えています。
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北清掃工場整備係
石井 康平
（平成 24 年度採用）

石井さんのある日のスケジュール

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

昼食
職場で仕出しの
お弁当を食べま
す。
（先輩や同
期と外に食べに
行くこともあり
ます。）

データ入力・
申請手続きの準備
受付した書類のデー
タをシステムへ入力
し、翌日以降の申請
手続きに必要な書類
を整えます。

書類の送付
申請書類の写し
や通知、統計資
料などの必要書
類を各区へ送付
します。

始業
前日の工場の運
転状況を確認し
ます。

今の仕事内容について教えてください

私は、ごみの搬入・焼却灰の搬出・周辺地域への熱供給に関す
る業務などを担当しています。清掃工場の操業には、焼却炉など
の設備の安定稼働とともに的確なごみの搬入管理も重要です。私
は長期の搬入計画をもとに、週ごとのごみの搬入及び焼却計画そ
して焼却灰の搬出計画を作成しています。また、工場周辺施設な
どへの熱供給の管理にも携わっています。机に座ったままの事務
仕事だけではなく、自分が携わった計画に基づいて、制御システム
や現場の機器を実際に操作する機会も多く、日々やりがいを感じて
います。

先輩職員からの
メッセージ

機械

なぜ清掃一組を希望したのですか？

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

現場確認・書類
の作成
工事現場で作業状況を
確認し、補修工事のた
めの設計や積算、業者
から提出された書類な
どをチェックします。

作業報告
本日行った整備
係の作業内容を
他の係へ報告し
ます。

■

（化学）

■

受験者へのメッセージ

清掃工場は、生活の中で発生するごみを日々焼却しています。清掃工場がな
ければ私たちの周りはごみだらけになってしまい、快適な日常生活を送ること
ができません。
環境を守り、快適な暮らしづくりを皆さんと行えることを楽しみにしていま
す。

清掃一組には、先端技術が応用されているごみの中間処理設備が数多くあります。そ
れらは、ごみを焼却した時に得られる熱エネルギーや回収された資源を最大限利用して
おり、地球環境への配慮を体感できる魅力的な仕事だと思ったからです。

・１年目から専門的で多様な業務を担当できる点。より
早く、周りから頼ってもらえる職員へと成長すること
ができます。
・体を動かすことが好きなので、自ら機器の点検・補修
をする機会が多いところが魅力的です。
・技術職員が最も活躍できるところ。科学技術の集合体
でもある清掃工場の維持管理には、技術職員の知識と
技術が必要不可欠です。

Ｑ

公務員試験突破に向けて行ったことは？

・清掃工場の見学など。実際の雰囲気を肌で感じること
で、
試験に対するモチベーションを維持していました。
・人間性や仕事に対する意気込みなどが反映されやすい
論文試験と面接試験の対策を重点的に行いました。
・大学や専門学校などで実施される公務員講座や過去の
問題集などを利用して、試験に備えました。
・学習計画を設定すること。時間は限られているので、
計画的に勉強することが大切です。

Ｑ＆Ａ

Ｑ

性別や居住地は採用に影響するの？

採用試験では、性別や居住地はもちろんのこと、学歴や
年齢によって有利・不利になることはありません。試
験区分ごとの受験資格を満たしていればＯＫです。

Ｑ

清掃一組で働くにはどうすればいいの？

特別区人事委員会が実施する「特別区（東京 23 区）職
員採用試験」を受験していただき、合格することが必
要です。詳しくは、特別区人事委員会又は清掃一組の
ホームページをご覧ください。

なぜ清掃一組を希望したのですか？

もともと公務員を志望していたこともありますが、清掃一組を目指した一番
の理由は技術職が活躍できる機会がたくさんあると感じたからです。中でも、
化学職は実際に排水などを自分で分析することができるため、その点に惹かれ
て志望しました。

衛生
監視

あなたにとっての清掃一組の魅力は？

今の仕事内容について教えてください

私の仕事は、清掃工場から環境に悪影響を及ぼす有害物質が
流出しないよう、ボイラ水や排水処理設備などの検査を行うこ
とです。焼却炉から出てくる灰が最終処分場の埋立基準をクリ
アしているか調べたり、工場から排出する水の水質が基準を満た
しているか測定したりします。また、委託業者による焼却灰や排
水のサンプリングの立会いを通して、保護具を適正に装着してい
るかなどの安全衛生面にも目を配っています。環境や安全衛生面
において、化学職はとても重要な役割を果たしています。

■

有明清掃工場は、海外からもたくさんの方が視察や見学に訪れます。その方たちに工
場の中を案内すると、自分では気付けなかった視点を新しく発見することがあります。
“地球環境についてグローバルな考えを持つことができる”－ここは、そんな雰囲気が
感じ取れる職場です。

9:00 ～ 12:00

Ｑ

もっと教えて！

～清掃一組職員を目指すあなたへ～

職場の雰囲気はどうですか？

12:00 ～ 13:00

係ミーティング・ 昼食
現場調査
係の職員と昼食
作業内容の打合 をとります。
せ、故障報告が
あった機器の調
査などを行いま
す。

仕事をするうえで心がけていることは？

・社会人としてのマナー（言葉遣いや礼儀）や仕事を早
く覚えるための勉強（メモをとる・マニュアルの熟読）
など。
・自分自身の成長につなげるためにも、わからないこと
は自ら率先して上司や先輩に質問するよう心がけてい
ます。
・仕事の効率が上がるよう、毎日、具体的な達成目標を
立てて仕事をしています。
・業務に集中すること。特に清掃工場内の作業は、気を抜
くとケガにつながる恐れもあるため気をつけています。

北清掃工場には若手からベテランの方々まで、幅広い年齢層・職種の職員が
和気あいあいと仕事をしています。わからないことがあれば上司や先輩方が丁
寧に教えてくださるので、安心して業務を覚えることができる職場です。

電話・窓口応対
申請手続きや届
出に関する問い
合わせなどに対
応します。

■

Ｑ

職場の雰囲気はどうですか？

8:30 ～ 9:00

実際に働いてみて感じたことは？

・清掃工場はデスクワークが少ないと思っていました
が、実際は想像していたよりも多くて驚きました。
・思っていた以上に専門性の高い職場でした。その分、
仕事をするたびに力がつくことを実感できます。
・清掃一組は技術職員が活躍しているイメージが強いで
すが、それは仕事に専念することができる環境づくり
に事務職員が大きく貢献しているからだと思いました。

私は電気職ですが、清掃工場には色々な設備があり、電気以外にも多くの知
識が必要となります。１年目から設備の担当を任していただけるため、設備に
不具合があれば責任を持って対応しなければなりません。少しずつではありま
すが、上司や先輩方の指導のもと知識と経験を積み、日々やりがいを感じなが
ら仕事をしています。

始業
１日の仕事内容
とその流れを確
認します。

■
「省エネ、発電、
エコ分野の最前線ステージ」

総務部事業調整課許可係
大塚 麻衣
（平成 25 年度採用）

大塚さんのある日のスケジュール

■

Ｑ

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？

■

職種紹介 ～○○職の仕事とは？～

機械

整備係は工場設備（焼却炉・ボイラ・発電設備など）
の維持保全を担当しており、補修工事の設計や、請負
業者の方と工事作業の進捗状況を確認するための監督
業務などが主な仕事です。操業中に設備の不具合を発
見した際は、自分たちで調査・補修をしています。
また年に１回、工場全ての設備を停止してオーバー
ホール（定期補修工事）を行い、安全かつ安定的に
ごみの焼却ができるよう工場を運営しています。

■ どんな時に仕事のやりがいを感じますか？
電話や窓口業務では、きちんと応対できるか緊張感が伴いますが、その分ス
ムーズに手続きができたり、相手の方の不明点を解消できたりした時は嬉しく
思います。検査では、より臨機応変さが必要となり難しさを感じますが、現場
で学ぶことは多く、仕事の面白さを日々感じています。

若手職員に聞いてみました！

■ 今の仕事内容について教えてください

私が所属している係の仕事は、事業系一般廃棄物処理業の許可事務です。ご
みの収集運搬や処分を行う事業者の方から書類を受け付けて手続きを行います。
清掃一組はごみの中間処理を担っていることを考えると、やや特殊な部署です。
また、区と特に密接に関わる業務であり、23 区と協力していくことが不可欠です。
普段の業務は電話・窓口応対やデータ入力などですが、デスクワークだけでな
く直接事業者の方を伺い、検査を行うこともあります。

「職員を支え、組織を動かし、
区民に貢献する」
「高い技術と知識力で
工場運営の土台を支える」

電気

岡村さんのある日のスケジュール

Ｑ

採用後はどこで働くの？

採用後の配属先として、千代田区にある本庁舎や 23 区
内にある清掃工場、中防処理施設管理事務所などがあ
ります。
技術職員も本庁舎へ、事務職員も清掃工場などへ配属
されることがあり、人材育成や組織活性化などの観点
から定期的に人事異動も行われます。

Ｑ

勤務体系はどうなっているの？

１日の勤務時間は、休憩時間を除いて７時間 45 分、原
則、土曜日・日曜日が週休日となっています。ただし、
職場によってはローテーションで夜間・土曜日・日曜
日などに勤務する場合があります。
また、年に 20 日（４月１日付採用の場合は、初年のみ
15 日）の有給休暇が付与されるほか、夏季休暇（５日）、
妊娠出産休暇、育児休業、慶弔休暇、介護休暇なども
あり、職員が安心して働ける環境が整っています。

板倉さんのある日のスケジュール

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

8:30 ～ 9:00

9:00 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:30

16:30 ～ 17:15

始業
メールや仕事内容
を確認し、職場の
ラジオ体操で身体
を整えます。そし
て、運転班の引継
ぎに立会います。

書類作成
工事や修繕を発
注するために図
面や設計書を作
成します。

昼食
職場で先輩たち
とお弁当を食べ
ます。

工場見学者への
対応
社会科見学で訪
れた小学生に工
場の中を案内し
ます。

運転班の
引継ぎに立会い
明日の仕事内容
を確認します。

始業
ラジオ体操をし
てから中央制御
室で運転班との
引継ぎに参加し
ます。

係ミーティング・
ボイラ水の分析
係で仕事内容の
すり合わせをし
た後、ボイラ水
の濃度を測定し
ます。

昼食
昼食をとった
後、午後の業務
に備えます。

委託分析の
立会い
排水分析や重金
属処理汚泥等分
析委託などの作
業に立会いま
す。

事務処理
工業薬品の購入
や安全衛生委員
会の資料作成な
どを行います。

有明清掃工場技術係
岡村 直紀
（平成 25 年度採用）

港清掃工場技術係
板倉 政孝
（平成 24 年度採用）

仕事内容・勤務条件・採用試験などについて、もっと詳しく
知りたい方はぜひ清掃一組のホームページをご覧ください！

※ホームページのアドレス及びＱＲコードは、裏表紙に記載されています。

2015/11/26

9:31:00

清掃一組の魅力
区全域が活躍する
フィールド

23

東京二十三区清掃一部事務組合施設紹介

清掃一組は 23 区のごみの中間処理を一手
に担うため、活躍するフィールドは「１つの
区」ではなく「23 区全体」となります。そして、
清掃事業は人々の生活環境を守るうえで欠か
すことのできないものであり、清掃事業に携
わることはごみを出す全ての人々の生活を支
えることにつながります。
つまり、清掃一組の仕事は大都市東京で暮
らす全ての人々の快適な生活環境に貢献でき
る仕事といえます。
“区民生活をより豊かにし、23 区にまたが
る仕事ができる”ーそんなやりがいにあふれ
たステージが、ここにはあります。

熱エネルギーの有効利用で

環境や地域へ貢献する

清掃工場
可燃ごみの焼却により発生した
熱エネルギーを有効利用

電気・高温水
電気事業者や
熱供給事業者に
売却して、家庭
などで利用

など

施設内でも利用して
電力や燃料費の削減

近隣の施設
(温水プールなど)

に利用

※発電設備は全清掃工場に備わっています。

東京二十三区
清掃一部事務組合
Clean Authority of TOKYO

本 庁
★本庁舎

東京都千代田区飯田橋 3-5-1

清 掃 工 場
中
北

清掃工場は、焼却により発生する熱エネル
ギーを利用して発電や熱供給を行い、地域循
環型社会の形成に貢献しています。つくられ
た電気や高温水などは清掃工場内の施設で利
用し、余った分は電気事業者へ売却したり、
近隣施設へ熱供給しています。
その他、雨水の有効利用、緑化の推進、自
然エネルギーの活用などにも取り組んでいま
す。
このように、清掃工場はごみを燃やすだけ
でなく、省エネルギーや環境負荷の低減、そ
して周辺地域にも貢献しています。

＝職員採用案内＝

( 平成 28 年１月現在 )

央 ☎ 03-3532-5341
港

東京区政会館

☎ 03-5479-5300
☎ 03-3598-5341

中央区晴海 5-2-1

豊

島 ☎ 03-3910-5300

豊島区上池袋 2-5-1

港区港南 5-7-1

板

橋 ☎ 03-5945-5341

板橋区高島平 9-48-1

馬 ☎ 03-3995-5311

練馬区谷原 6-10-11

北区志茂 1-2-36

練

品

川 ☎ 03-3799-5353

品川区八潮 1-4-1

光 が 丘 ☎ 03-3977-5311

練馬区光が丘 5-3-1

目

黒 ☎ 03-5704-6311

目黒区三田 2-19-43

墨

墨田区東墨田 1-10-23

大

田 ☎ 03-3799-5311

田 ☎ 03-3613-5311

大田区京浜島 3-6-1

新 江 東 ☎ 03-5569-5341

江東区夢の島 3-1-1

多 摩 川 ☎ 03-3757-5383

大田区下丸子 2-33-1

有

明 ☎ 03-3529-3751

江東区有明 2-3-10

世 田 谷 ☎ 03-3416-5355

世田谷区大蔵 1-1-1

足

立 ☎ 03-3859-4475

足立区西保木間 4-7-1

千

歳 ☎ 03-3302-2590

世田谷区八幡山 2-7-1

葛

飾 ☎ 03-5660-5389

葛飾区水元 1-20-1

渋

谷 ☎ 03-3498-5311

渋谷区東 1-35-1

江 戸 川 ☎ 03-3676-4446

杉

並 建替え中

各清掃工場に直接お問合せ、お申込みください。日程等の詳細は、当組合ホームページに掲載しています。

（不燃ごみ処理センター・粗大ごみ破砕処理施設等）

江東区青海二丁目地先

清掃技術訓練センター

技術を活かし
未来を支える
最前線のステージへ

江東区夢の島 3-1-1

ホームページアドレス
http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

職員の育成に力を注ぐ

清掃一組

検

索
モバイル専用

平成 12 年に設立した清掃一組は、まだま
だ若い組織です。その分、職員一人ひとりに
かかる期待が大きいため、若手職員のうちか
ら活躍できる機会が豊富にあります。
また、清掃技術訓練センター（技術職向け
の訓練施設）や多様な研修などを通して、こ
れまで培われてきた清掃の技術や知識を次の
世代へと継承していき、職員の育成に力を注
いでいます。
その他、職員技術発表会や自主グループ学
習活動など、職場の垣根を越えて清掃一組全
体としての技術力の向上も目指しています。

特別区採用試験情報
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm

収集・運搬

中間処理（焼却・破砕など）

最終処分（埋立処分）

２３区

清掃一組

東京都

い つでも ち いきの く りーんな み らい

発行年月日

平成 28 年 1 月発行

編集・発行

東京二十三区清掃一部事務組合

印

総務部職員課

環境への対策の徹底
清掃工場では、本来の規制値よりさらに厳しい自己規
制値を設けるなど、環境汚染対策を徹底しています。
清掃工場は、環境負荷の低減に努めるクリーンな施設
です。

デザイン・印刷

「工場敷地内の緑化」

ここで工場内設備の稼働状況を把握

清掃工場は、緑のまちづくりとの調

することで、安全で安定的な焼却を

和にも配慮しています。

区民とのふれあい

03-6238-0658

山藤三陽印刷株式会社

FAX

刷

物

登

録

平成 27 年度第 74 号

〒 102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-5-1
TEL

を築いています

行っています。

東京二十三区清掃一部事務組合職員採用案内

Clean Authority of TOKYO
新任研修

東京二十三区清掃一部事務組合（略称：清掃一組）は、ごみの焼却・破砕といった中間処理を 23 区が共同して行う
ために設立した特別地方公共団体です。
23 区のごみ処理は「収集・運搬」「中間処理」「最終処分」と大きく 3 つに分かれており、以前は全て東京都が実施
していました。しかし、平成 12 年に住民に身近なサービスである清掃事業が東京都から 23 区へ移管されたことにより、
現在は収集・運搬を行う 23 区、中間処理を行う清掃一組、最終処分を行う東京都が連携をして運営しています。
人々が生活していくうえで欠かすことのできないごみの処理。24 時間 365 日、清掃工場を安定的に稼働させ、私た
ちは 23 区民の安全で安心できる生活を支えています。そして、これからも中間処理を通じて、区民の生活に密着した
循環型社会の一翼を担っていきます。

「中央制御室」

特別区人事委員会事務局任用課

清掃技術訓練センター

～安全・安心のための中間処理～

清掃事業は

中防処理施設管理事務所

☎ 03-5569-1990

区民の生活と信頼を胸に

江戸川区江戸川 2-10

清掃工場の見学

☎ 03-3599-5310

清掃一組の仕事

03-6238-0660
再生紙を使用しています。

円滑な清掃事業を行うためには、区民や 23 区との連
携が必要不可欠です。各清掃工場では、区や地域との共
催によるイベントのほか、工場見学会などを実施して、
より地域に開かれた工場づくりを目指しています。
「工場見学会」

「環境フェア」

毎年、国内外からたくさんの見学者

工場の見学以外にもゲームや体験教

が訪れています。

室を通して清掃工場を身近に感じて
いただいています。
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