
第３回 地元協議会

令和４年８月２１日（日） １４：００

多摩ニュータウン環境組合

管理棟 ２階 見学者説明室
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１ 多摩清掃工場の運営について

２ リサイクルセンター運営状況について

３ その他
（１）東京都との災害時における施設使用等に関する協定について

（２）多摩地域における宿泊療養施設のごみ処理広域支援について

（３）処理区域再編後のごみ搬入量の比較について（４月～６月の前年度比較）

（４）町田市処理支援ごみ搬入量の報告について（４月～６月）

（５）電力ひっ迫時の対応について

（６）多摩清掃工場周辺の道路工事について

定例報告（第１部）

(１) 主な事業の取り組み (４) 構成市間応援協定に基づく状況

(２) ごみ搬入量の推移 (５) 焼却炉運転日数

(３) 多摩清掃工場へのごみ搬入量 (６) 環境測定結果

令和３年度の報告
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１ 最新施設の視察研修について

２ 令和５年度 視察研修予定について
（１）町田市バイオエネルギーセンター

（２）新館クリーンセンター

３ 多摩清掃工場の施設見学について（概ね３０分程度）

連絡調整（第２部）
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定例報告
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１ 多摩清掃工場の運営について

（１）主な事業の取り組み

➢ 環境について

・ＩＳＯ１４００１の適切な運用

☜ 外部審査員による定期審査
を毎年実施しており、環境マ
ネジメントシステムが有効に
機能していることが認められ
ました。
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➢ 省エネ化について

・天井照明をLEDに更新 ・空気圧縮機を省エネ型へ更新

☝ 焼却プラットホームの天
井照明をLEDに更新し、明る
さと省エネを実現しました。
使用電力が従来に比べ削減

し、より明るくなって寿命も
延びました。

☝ 空気圧縮機を省エネ型の
コンプレッサーに更新し、
使用電力を削減しました。
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➢ 飛灰搬出改造工事が完了

これまで薬剤で固めてから搬出していた飛灰を、固化しな
い状態で搬出することで運用コストを削減できるようになり
ました。

飛灰を運搬する吸引車両
真空ポンプで飛灰を吸引し、

タンク内に貯留して安全に運搬します。

積込みの様子
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➢たまかんニュース

・年２回 各81,000部発行

（新聞折込）

・地域版年２回 各回約3,400世帯

（ポスティング）

➢学校・一般等の施設見学会の実施

・２０団体 666人参加

➢地元協議会の実施

第１回 令和３年 ８月２８日（土）

第２回 令和４年 ３月２６日（土）
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➢地域交流事業の実施

・令和３年１０月１７日

『たまかんフェスタ』

コロナウイルス感染症

拡大防止のため

中止

➢煙突登りにチャレンジ

・令和４年１月３１日～２月６日

（来場者 延べ ５６名）
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➢クリーンアップ作戦

組合職員、工場運転管理受託者職員による工場周辺美化活動

（１２月を除く毎月第３水曜日）

➢唐木田クリーンアップ作戦２０２１

令和３年１２月２７日（月）開催

１７団体 ９２名の参加

５１．４㎏のごみを収集
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（２）ごみ搬入量の推移
（構成市処理区域内の可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ）
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（３）多摩清掃工場へのごみ搬入量
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（単位：トン）

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 合計

（処理区域内） 45,453.58 2,038.91 2,412.40 49,904.89

（八王子拡大区域） 9,720.61 9,720.61

（八王子市応援分） 754.85 754.85

（町田市応援分） 248.63 242.14 490.77

56,177.67 2,281.05 2,412.40 60,871.12合　　　計

構

成

市



（４）構成市間応援協定に基づく処理支援の状況

八王子市からの「応援ごみ」受入れ状況

受入期間：令和３年５月３１日から令和３年６月1８日まで
受入理由：戸吹清掃工場の定期点検による休炉のため
ご み 種：家庭系可燃ごみ
搬入量と台数：３３９.３８トン １３７台

受入期間：令和３年９月１３日から令和３年１０月２９日まで
受入理由：北野清掃工場の定期点検による休炉のため
ご み 種：家庭系可燃ごみ
搬入量と台数：４１５.４７トン １６２台
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町田市からの「応援ごみ」受入れ状況

受入期間：令和４年 ２月２１日から当面の間
受入理由：町田市バイオエネルギーセンター不燃粗大ごみ

処理施設で火災が発生し、ごみの受入れが出来
ないため

ご み 種 ：可燃ごみ・不燃ごみ
搬入量と台数：可燃ごみ ２４８．６３トン １５４台

不燃ごみ ２４２．１４トン ３０９台
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（５）焼却炉運転日数
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令和２年度予定 令和３年度計画 令和4年度計画

1炉運転日数（日） 320 304 331

2炉運転日数（日） 0 7 5

全炉停止日数（日） 45 54 29



（６）環境測定結果 排出ガス調査 （ばい煙等）
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排出ガス調査（ダイオキシン類）

大気中のダイオキシン類調査

単位：ng-TEQ/m3
N

単位：pg-TEQ/m3
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からきだの道 中坂公園 小山田緑地 別所公園

夏期調査
（7/9～16）

0.011 0.014 0.011 0.014

冬期調査
（1/7～14）

0.015 0.020 0.021 0.025

0.013 0.017 0.016 0.020

0.025 0.028 0.029 0.024

年 度 調査名等

調査地点

環境基準

令和3年度

焼却炉稼動時

0.6

年平均値（稼動時）

焼却炉停止時調査
（1/17～24）

測定炉 排出基準 R3.4.5 R3.7.12 R3.10.1 R4.1.11

２号炉 休炉中 0.0021 0.000043 休炉中

３号炉 0.0030 休炉中 休炉中 0.00066

令和3年度

法規制値：1
自主規制運用値：0.01



排出ガスの基準：
〔（セシウム134 の濃度÷20） ＋（セシウム137 の濃度÷30） ≦１〕

焼却灰と飛灰の基準値：8,000 Bq/kg

放射能調査

不検出とは・・・その分析方法で対象物質が検出できる最低濃度のことです。
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直近測定値 最小値 ～ 最大値

排出ガス
放射能濃度

（単位：Bq/m3N）
不検出 不検出

焼却灰 不検出 不検出 ～ 24.0

飛灰 55.1 55.1 ～ 74.2

敷地境界 0.08 0.06 ～ 0.09

大気中 0.07 0.05 ～ 0.07

年度 令和４年度

測定項目

放射能濃度
（単位：Bq/kg）

空間放射線量率
（単位：μSv/h）



➢開館日数・来館者数

274日 15,854人（内講座等783人・一般来館者等15,071人）

➢主催講座、ｲﾍﾞﾝﾄ開催実績

109回 （主催講座100回、ｲﾍﾞﾝﾄ等9回）

➢リサイクル品販売実績

家具・木材等 5,853点

自転車用部品 55点

➢不用食器のリサイクル

持込者 486人

回収量 リユース分（講座等内部使用で約10kg）

リサイクル分搬出量 3,996kg
（令和３年度末）
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２ リサイクルセンター運営状況について



（１）東京都との災害時における

施設使用等に関する協定について
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３ その他

協定締結先：東京都

協 定 先：大規模災害時（首都直下・多摩直下地震）に、災害応急対のために他県

からの救出救助機関（警察、消防等）や民間ライフライン機関等の救出

救護活動拠点として多摩清掃工場の施設を使用する。

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

期間満了の３か月前までに解約の申出がないときは、この協定の有効期間を更に１年間延長する。

１ 大規模救出救助活動拠点として使用可能なスペースの提供

２ 大規模救出救助活動拠点開設に必要な資機材、被服、消耗品等の保管

３ 多摩清掃工場の運転業務に支障のない範囲で、東京都が必要とする事項

協定期間：

協力内容：



（２）多摩地域における宿泊療養施設の

ごみ処理広域支援について

東京都で運営している新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養
施設から排出されるごみの処理について、処理を行っている多摩川衛生
組合が定期修繕の間、処理ができなくなるため、多摩清掃工場で処理を
行いました。

受入れ期間：令和４年２月１４日（月）から ２月２８日（月）まで

搬 入 量：事業系一般廃棄物 ５，０３０ｋｇ
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（３）処理区域再編後のごみ搬入量の比較について

（前年度 第一四半期比較）
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令和３年度
４月-６月

令和４年度
４月-６月

前年度比

8,016.29 7,870.15 98.18%

7,255.34 7,227.99 99.62%

241.64 201.37 83.33%

403.40 336.61 83.44%

115.91 104.18 89.88%

6,833.43 5,581.35 81.68%

6,386.78 5,043.37 78.97%

2,566.07 0.00 0.00%

220.33 201.37 91.39%

226.32 336.61 148.73%

643.11 1,881.12 292.50%

563.54 1,706.38 302.80%

79.52 174.65 219.63%

0.05 0.09 180.00%

15,492.83 15,332.62 98.97%

14,205.66 13,977.74 98.40%

541.49 577.39 106.63%

629.77 673.31 106.91%

115.91 104.18 89.88%金属・小型家電

不燃ごみ

可燃ごみ

粗大ごみ

多摩ニュータウン環境組合

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

多摩市

金属・小型家電

不燃ごみ

粗大ごみ

八王子市

可燃ごみ

（内）拡大区域　可燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

粗大ごみ

町田市



（４）町田市処理支援ごみ搬入量の報告について（４月～６月）

町田市の可燃ごみ処理支援

令和４年度から町田市の「可燃ごみ処理支援要請」に基づき、

家庭系可燃ごみの搬入が始まります。

支援期間：令和４年４月～令和８年３月（４年間）

23

４月 802.82

５月 915.17

６月 889.08

合計 2,607.07



（５）電力の地産・地消と電力ひっ迫時の対応について
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・発電出力増加

☝ 蒸気タービン発電機

今夏発生した電力需給ひっ迫に
ついて、東京電力からの要請に応
じて、蒸気タービン発電機の発電
出力を増加させました。

みんなの役に立てた
ニャリ！

これからも、どんどん
発電するニャリ！

・電力地産地消事業



（６）多摩清掃工場周辺の道路工事について

町田市上小山田町、多摩市唐木田二丁目地内において、

道路を広げる工事が実施されます。工事に際して、一部

区間通行止めにて作業があります。

① 令和４年９月上旬から令和４年１０月中旬まで

② 令和４年１１月中旬から令和４年１２月下旬まで

８時００分から１８時００分

※ 原則、土曜・日曜・祝日は休工

昼間工事 交通規制を伴う作業は９時００分から１８時００分まで
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（６）多摩清掃工場周辺の道路工事について

① 令和４年９月上旬から令和４年１０月中旬まで

26



（６）多摩清掃工場周辺の道路工事について

② 令和４年１１月中旬から令和４年１２月下旬まで
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質 疑 応 答
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連絡調整
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１ 最新施設の視察研修について

視察研修の目的
最新のごみ処理施設を視察し、環境性能や防災機能についての知見深め、

多様化する清掃工場の役割（廃棄物エネルギーの利活用、コミュニティー創設
の場、環境・エネルギー等について学べる拠点等）の中で、次の施設に必要な
（地域を支える）機能を判断する検討材料を共有する。

８月
協議会委員
・前年度の工場等運営の報告
・多摩清掃工場の見学
・来年度の視察研修先について

３月
協議会を構成する自治会等の住民
・来年度の予算概要・事業予定
・最新のごみ処理施設の見学

このサイクルを回すことで、
多摩清掃工場の現状を知っ
てもらい、次の施設に必要な
機能について理解を深める。
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主なコンセプトと視察先の例

処理性能

防災機能

見学者設備

一般向け
スペース

・町田市バイオエネルギーセンター
・八王子市新館クリーンセンター

・浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設
・武蔵野クリーンセンター

・武蔵野クリーンセンター
・エコパークしおや

・杉並清掃工場
・高座クリーンセンター

視察項目を
毎年変えて、

色々な最新施設を
見学していきたいと
考えています。
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２ 令和５年度 視察研修予定（案）

集 合： 多摩清掃工場

視察先： 町田市バイオエネルギーセンター（MBEC）
もしくは 八王子市新館クリーンセンター

昼 食： 町田市グランベリーモール
八王子市道の駅・・・等

解 散：多摩清掃工場
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質 疑 応 答
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３ 多摩清掃工場の施設見学について

多摩清掃工場 見学ルート （概ね３０分程度）

焼却炉（ストーカ炉）
炉内映像（３Ｄ等）

↓

可燃ごみピット

↓

排ガス処理設備
６Ｆ集塵機上から

↓

飛灰固化処理設備

MBEC
→バイオガス化施設
新館クリーンセンター
→流動床炉

排ガス処理設備の外観
パルス音の体感

老朽化状況

大きいごみピットとクレーン
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ご清聴ありがとう
ございました。
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処理性能（可燃ごみ処理方法）
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処理性能（可燃ごみ処理方法）
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