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多摩ニュータウン環境組合 第25号 平成28年1月発行

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

　平成27年12月28日㈪に、清掃活動をとおして地域との交流と環境に対する関心を
深めることを目的とした「唐木田クリーンアップ作戦2015」を実施しました。
　災害への対応などで地域連携の重要性が指摘されており、唐木田地域には様々な
企業や事業所もあることから、唐木田クリーンアップ作戦をとおして、住民同士及
び住民と事業所、事業所同士がさらに交流の輪を広げ、お互いの顔がわかる関係を
築く機会とするために今年度は実行委員会方式で実施いたしました。
　初めての実行委員会方式での開催にもかかわらず、14団体及び一般参加13人で合
計106人の参加を頂きました。
　当日は天候にも恵まれ、唐木田駅を中心に、9グループに分かれ清掃活動を実施
し、総量42.5㎏のごみを集めました。
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～多摩ニュータウン環境組合は八王子市・町田市・多摩市で構成された一部事務組合です～
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※見学申込みは、事前予約制となっております。
　（☎042-374-6331）
※学校等については原則、事前に実地踏査をお願いします。
●所 要 時 間…約1時間30分

●受入可能時間…9時～15時の間　終了時間　16時まで
　　　　　　　　※ 火曜日から金曜日まで
　　　　　　　　　（土・日曜日・祝祭日・年末年始を除く）
●受入可能人数…120名程度まで（各回）

　多摩ニュータウン環境組合では、「開かれた清掃工場」の一環として随時、清掃工場の見学の受け入れをしています。
　清掃工場の仕組みやゴミをつかむクレーン、大きなごみ用ピット、蒸気タービン発電機等、ごみを処理する過程を見学することができます。
個人の方でもグループでも結構です。

～たくさんのご来場ありがとうございました～

ペダルをこいで、ルームランナーを走って人力発電！
発電した電気で電子ピアノが弾けるかな？

6回とも満員御礼！清掃工場特別見学会では、普段は
見れないごみ処理の過程の実演もありました。

八王子市のゆるキャラ「プクリン」も来ました。
一緒にハイ、チーズ！

工作教室ブースは子ども達に大人気！
みんな熱心に作りました。

本物のごみ収集車にごみを投げ入れる「ごみ投
入体験」。意外と難しいんです。

多摩清掃工場見学の受入れについて

地域交流事業「たまかんフェスタ」

今回初めてとなる、プロと首
都大学のサークルによる大道芸でステージを盛り上げ
てもらい、八王子市のご当地ヒーローや地域の各種団体、隣接する大
妻女子大学のサークルによる見応えのあるステージパフォーマンスさ

　多摩ニュータウン環境組合（八
王子市・町田市・多摩市で構成）
毎年恒例の「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」が平成27年10月18日㈰
に開催されました。今回で8回
目となりますが、当日は晴天に
恵まれ約2,000人もの来場者を
お迎えすることができ、地域の
皆様と当組合の良き交流の場
となり、活気にあふれたフェ
スタとなりました。
　地元、大松台小学校の生徒
によるエイサーで元気に幕を
開けたメインステージでは、

都大学のサークルによる大道芸でステージを盛り上げ
てもらい、八王子市のご当地ヒーローや地域の各種団体、隣接する大

王子市・町田市・多摩市で構成）
毎年恒例の「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」が平成27年10月18日㈰
に開催されました。今回で8回
目となりますが、当日は晴天に

らに落合中学校吹奏楽部による演
奏で大いに会場が沸きました。
　また、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
エコ体験ブース、迷路遊具（エア
遊具）や東京ヴェルディによるキ
ックターゲット、清掃工場特別見
学会など、様々な出し物で賑わいま
した。
　今年は、多摩市総合福祉センター
の「福祉フェスタ」や唐木田コミュ
ニティセンターの「からきだ菖蒲館
まつり」が同日開催となりスタンプ
ラ－などを3館共同で行いました。
　来年も引き続き地元の皆様との交流
の場として「たまかんフェスタ」を実
施する予定です。
　来年も是非ご来場ください。
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住民説明会を開催しました

　養鶏場で鳥インフルエンザが発生した場合は、その養鶏場の鶏は全
て殺処分されます。殺処分された鶏は、72時間以内に清掃工場で焼却
する必要があり、広域的な焼却体制の中で、多摩清掃工場も対象工場
となります。安全性については、鳥の運搬から東京都の獣医師である
家畜防疫員が同行し、指導・監督のもと安全に実施されます。

　不燃残渣（埋立てしていたごみ）の焼却による資源化を今年度から
開始しました。環境データは、各測定項目において、開始前と同様に
法令基準値やそれよりも厳しく設定した自主規制運用値を下回ってい
ます。（5頁の環境測定情報参照）

▶日　時：平成28年２月11日（木・祝）午前10時～
▶場　所：多摩市唐木田２－１－１　多摩ニュータウン環境組合
▶内　容：ごみ処理区域再編検討状況について
▶問合せ：総務課　☎042-374-6331

　町田市の多摩ニュータウン区域である「小山ヶ丘地区」の事業系ご
みは、これまで量が少ないことや、事業者の負担を考慮し、多摩清掃
工場へ搬入されていませんでした。
　しかし、小山ヶ丘地区の開発が進み、ごみ量が一定量見込まれるこ
とから、平成28年４月から搬入を開始する方向で調整を図りたいと考
えております。ご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○ 搬入されるごみは「事業系一般廃棄物」であり、主に生ごみ、紙類、布類、木
くずです。（金属やプラスチックは対象ではありません）
○ 量は、年間約1,300トン、収集車にして１日２台くらいの見込み量です。
○ 運搬車両の通行ルートは、小山ヶ丘地区の家庭ごみと同じで、尾根幹線から、
福祉センター前の交差点を右折して工場に入ります。

多摩清掃工場は、ごみを燃やして電気をつくり、余熱を有効
利用しています。
　ごみを燃やして、発生する熱を利用し、高温高圧の蒸気の力で
タービンを回して発電しています。発電した電気は、工場内で使
ったり、余った電気は、売電しています。さらに、この蒸気から
つくられた高温水は隣接する多摩市総合福祉センターの冷暖房、
給湯及び多摩市立温水プール等の熱源に利用されています。
　平成26年度の発電量は23,660,260kWhで、１世帯当たりの毎
月の平均電気使用量

※
を428.15kWhとすると、約4,605世帯分が１

年間に使用する電気の量に相当します。そのうち売電した電気は、
11,253,390kWh、収入は約２億3,742万円です。

※ 1世帯当たりの毎月の平均電気使用量は、総務省統計局〈家計調査〉2014年の

1世帯当たり電気使用量データの月平均値。

鳥インフルエンザ発生時における対応について

環境データについて

町田市事業系ごみの搬入について

次回の住民説明会

平成27年12月12日㈯に住民説明会を開催しました。

多摩清掃工場搬入区域図

町田市
小山ヶ丘

　不燃・粗大ごみの処理は、人の手や磁石の力で

鉄やアルミ等の資源を可能な限り回収します。残

った木片や汚れたプラスチック類はサーマルリサ

イクルしています。また、陶磁器やガラス片等は

平成26年度まで埋立てしていましたが、平成27年

度から木片や汚れたプラスチック類と一緒に焼却

し、灰と一緒に東京たま広域資源循環組合でエコ

セメントの原料として生まれかわっています。さ

らに、有害性ごみ等は、専門業者に依頼し適正に

処理後リサイクルされています。これにより、搬

入された不燃・粗大ごみは、多摩清掃工場で100％

リサイクルできるようになりました。右図は、平

成26年度の不燃・粗大ごみの処理フローです。

不燃･粗大ごみの行方 平成26年度の不燃･粗大ごみの処理フロー

平成27年度
からは、「埋立」ゼロ
になったんじゃよ。

不燃・粗大ごみ量の約22％
ア　ル　ミ： 73ｔ
　　鉄　　：877ｔ
携帯電話等： 1ｔ
基　板　等： 4ｔ
売 却 収 入：約3千万円

不燃・粗大ごみ量の約4％
不 燃 残 渣：166ｔ
（陶磁器・ガラス片等）

不燃・粗大ごみ量の約2％
有害性ごみ等約：96ｔ
（蛍光管・乾電池等）

不燃・粗大ごみ量の約72％
除 去 可 燃：3,139ｔ
サーマルリサイクル(熱回収)
（木片・汚れたプラスチック類）

自転車は海外でリユース。15ｔ(774台)売却収入は約58万円

手選別
磁選機

アルミ選別機
ふるい選別機
風力選別

選別、売却

埋立

適正処理

焼却処理

不燃ごみ･粗大ごみ
4,371ｔ
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　「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、平成26年度の人事行政の運営等の状況を公表します。

1 職員の任免及び職員数に関する状況
　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
（固有職員）の計20人から成っています。
　⑴ 所属別職員配置状況（派遣別）

　⑵ 固有職員の採用の状況
　　 平成26年度の職員採用はなし。
　⑶ 固有職員の退職の状況
　　 定年退職、普通退職いずれもなし。

事務局長
（多摩市）

総務課長
（多摩市）

施設課長
（八王子市）

総務課（ 8人）
八王子市 1人、町田市 1人、多摩市 3人
固有職員 3人

施設課（ 9人）
八王子市 2人、町田市 1人
多摩市 2人（うち再任用職員1人）、固有職員 4人

会計管理者
（多摩市会計）管理者兼務

出納課長
（総務課長兼務）

出納課
（総務課 2人兼務）

2 職員の給与の状況
　⑴ 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

80,406,860 2,604,000 13,546,629 4,395,975 3,300,000

期 末 手 当 勤 勉 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 休日勤務手当

22,126,819 15,057,789 2,111,160 360,000 44,382

給 与 費 計

147,953,614

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

1,070,000 3,805,932 27,219,580 180,049,126 7,397,681

※ 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。

　⑵ 平均給料月額及び平均年齢（平成26年4月1日現在）

平 均 給 料 月 額 平 　 均 　 年 　 齢

348,887円 46.0歳

平成26年度の決算

諸収入（20.6％）
5億7,272万円
売電収入や八王子市拡大区域
可燃ごみ処理費等

歳入総額
27億7,761万
8,542円

歳出総額
22億9,585万
5,549円

分担金及び負担金(53.9％）
14億9,567万9,000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　 5億2,389万5千円
町田市　　　　5,619万4千円
多摩市 　  9億1,559万円

その他の収入の内訳
使用料及び手数料 3万3,080円
電柱用地使用料等

国庫支出金　 5,875万5,720円
循環型社会形成推進交付金
廃棄物処理施設モニタリング補助金

財産収入 　　   75万2,135円
基金積立金の運用利子

繰入金　　1億1,695万8,000円
基金からの繰入金

その他の収入(6.3％）
1億7,649万8,935円

組合管理費(9.0％）
2億630万6,295円
環境組合の事務経費、職員給与等

不燃･粗大ごみ処理費(9.0％）
2億599万2,926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(1.1％）
2,607万8,148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(40.8％）
9億3,624万6,813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(0.9％）
2,124万4,685円
リサイクルセンターの管理運営経費

議会費(0.2％）
468万2,067円
環境組合議会に要した経費

諸支出金(16.3％）
3億7,421万5,515円
施設整備基金及び
損害賠償金管理基金
への積立金

繰越金（19.2％）
5億3,272万607円
前年度からの繰越金

公債費(22.7％）
5億2,108万9,100円
建設時の地方債（借入金）の返還金

平成26年度　　歳　入 平成26年度　　歳　出

　平成27年11月18日に開催された平成27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平成26年度の決算は次のとおりです。
　1年間のごみ処理に要した費用は、処理区域の市民一人あたり約4,196円、可燃ごみで
1トンあたり約20,053円、不燃・粗大・有害性ごみで1トンあたり約50,951円でした。
※この費用には、ごみ収集費用や埋立処分費用などは含まれていません。
　歳入と歳出の差額4億8,176万2,993円は平成27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、平成26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財務諸表
を使って解説した、「財務諸表による財政分析」を作成しました。
　当組合のホームページに掲載していますので、こちらもご覧く
ださい。

　平成27年10月7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自衛消防組織は毎年出場
しています。今年は1号消火栓の部で出場しました。

　平成27年度上半期（平成27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、公債費の
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。

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

環境組合の借金（公債費の現在高） （単位：千円）

区　分 平成27年9月
末現在高

平成27年3月
末現在高 増　　減

一般会計 491,482 727,754 △ 236,272

環境組合の貯金（基金の現在高） （単位：千円）

区　　分 平成27年9月
末現在高

平成27年3月
末現在高 増　　減

施設整備基金 622,620 622,620 0

損害賠償金
管 理 基 金 0 1,878,149 △1,878,149

財政調整基金 1,428 0 1,428

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 3,933,088 3,141,086 79.86 2,483,890 63.15

財政状況の公表

人事行政の運営等の状況の公表平成26年度
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　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、定期的
に調査しています。平成27年度に実施した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。多摩清掃工場ではISO14001に基
づき、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。この自主規制運用値も各項目で下回っていました。

《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

夏期調査（1炉運転）
（H27.7.10～17）

0.013 0.011 0.012 0.015 0.6

※冬期調査（稼働時）：1月測定予定　　停止時調査：2月測定予定

《排出ガス調査》

測定項目
測定場所 2号炉煙突 3号炉煙突

測定年月日 H27.7.15 H27.9.14 1月予定 3月予定 H27.5.18 H27.11.16

ばいじん
測定値[g/㎥N] <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] 0.32 0.46 － － 0.53 0.35

規制値[㎥N/h] 92.4 92.4 － － 90.9 92.4

測定値[ppm] 5 8 － － 9 6

　　　　　　　　　　　　　　自主規制運用値＝20ppm

窒 素
酸 化 物

測定値[ppm] 27 32 － － 36 29

規制基準値＝250ppm　　　　　　　　自主規制運用値＝56ppm

塩化水素
測定値[ppm] 9 15 － － 18 12

規制基準値＝430ppm　　　　　　　　自主規制運用値＝25ppm

測定項目
測定場所 2号炉煙突 3号炉煙突

測定年月日 H27.7.16 1月予定 H27.4.21 H27.10.19

ダイオキ
シ ン 類

測定値[ng-TEQ/㎥N] 0.0029 － 0.0025 0.0033

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

　多摩清掃工場で測定した放射能等測定結果は、次のとおりです。なお、放射
能等測定結果については、全ての項目で国の定めた基準値（飛灰固化物、主
灰： 8,000Ｂq/㎏以下）を下回る結果となっております。測定機器、測定方法
などの詳細については、ホームページにて公表していますので、ご覧ください。

直近の測定結果（平成27年11月13日実施）

項　目
空間放射線量率（高さ１ｍの点） 放射能濃度

敷地境界
［μSv/h］

工場周辺大気＊１

［μSv/h］
排ガス

［Bq/㎥N］
飛灰固化物
［Bq/㎏］

主灰
［Bq/㎏］

測定値 0.08 0.06 不検出 137 39.0

＊１　工場周辺大気とは、多摩清掃工場の東西南北に1㎞程度離れた4地点の平均値です。

　八王子市の清掃工場の定期検査等によ
る休炉のため、市内での可燃ごみ処理が
困難となる場合「構成市間における可燃
ごみ処理応援体制実施協定書」に基づき、
可燃ごみの受け入れを行いました。

▶ 受 入 期 間　 平成27年６月４日～６月30
日及び平成27年９月７日
～10月２日

▶受入搬入量　657.95トン
▶受 入 台 数　306台

平成27年度　構成市の応援ごみ受け入れについて

　町田市の清掃工場の法令点検及び耐震
補強工事等のため「構成市間における可
燃ごみ処理応援体制実施協定書」に基づ
き、可燃ごみの受け入れを行いました。

▶ 受 入 期 間　 平成27年５月12日～５月29
日及び平成27年６月８日
～６月30日

▶受入搬入量　2,988.95トン
▶受 入 台 数　1,149台

　町田市の清掃工場の機器更新工事のた
め「構成市間における可燃ごみ処理応援
体制実施協定書」に基づき、可燃ごみの
受け入れを行いました。

▶ 受 入 期 間　 平成27年９月28日～10月16日
▶受入搬入量　1,860.28トン
▶受 入 台 数　910台

構成市からのお知らせ

八王子市　資源循環部　ごみ総合相談センターからのお知らせ
　ナビダイヤル導入に伴い電話番号が変わりました。粗大ごみの受付やごみのご相談に
ついては、ナビダイヤル　☎0570-550-530（ここは　ごみゼロ）にお掛けください。
※ 受付時間：月曜日～金曜日（祝日を含む、年末年始を除く）午前８時30分～午後５時15分
※一部のＩＰ電話でご利用出来ない場合があります。
※ 携帯電話の定額通話の通話料割引サービスは適用されませんので、下記の番号をお使
いください。☎042-696-5377（電話がつながりにくい場合があります。）
※オペレータが応答するまでの音声ガイダンス中の課金はありません。
※ガイダンスに従いプッシュボタンで選択してください。

八王子市より

多摩エコ・フェスタ2016開催　つながろう、つなげよう、多摩のエコ！
　多摩市内にある環境市民団体・学校・企業などが30以上集まり、み
んなで作り上げる、発表あり、工作あり、展示ありの「五感を使って
楽しく体験」できる手作りの環境フェアです。是非、ご参加ください。
▶日　時：２月20日㈯・２月21日㈰　10：00～17：00
▶場　所：パルテノン多摩　特別展示室
▶対　象：どなたでも
▶内　容： 多摩市内にある木や枝や竹を使った木工作ができる工

作広場や、パッチワークキルトの手芸や木のおもちゃ
がある遊びの広場などの様々な体験、ステージでの団
体発表や環境に関する表彰式、パネル展示やＤＶＤの
上映は発表の広場で。また、ふれあい広場では生き物
の実物展示などがあり盛り沢山（内容は、変更となることがあります）。

▶主　催：多摩エコ・フェスタ2016実行委員会
▶共　催：多摩市民環境会議
▶問合せ：多摩市環境政策課　☎042-338-6831

多摩市より

「ごみ減量アクションプラン」を策定しました
　町田市一般廃棄物資源化基本計画に掲げる目標『ごみとして処理する量を40％削減』
の達成を目指して、市民・事業者・町田市が「何をすべきか」を具体的に示した行動計
画（アクションプラン）を策定しました。
●あなたからはじまる、40％ごみ減量
　町田市では、2020年度までに2009年度比で、ごみとして処理する量の40％削減を目指し
ています。アクションプランでは、『あなたからはじまる、40％ごみ減量』をキャッチフ
レーズに、施設整備の計画により減量（資源化）される量を除いた約13,700ｔのごみ減量
（発生抑制・資源化）を進めます。
●5つのターゲットでごみ減量
　約13,700ｔのごみ減量を達成す
るために、具体的な５つのターゲ
ットを設定しました。ターゲット
と減量目標は右のとおりです。
　５つ目のターゲットを「協働・パートナーシップ」として、市民・事業者・町田市の
三者協働で取組みを進めていきます。
※詳しくは、町田市ホームページをご覧ください。
▶問合せ先：環境政策課　☎042-724-4386

町田市より

●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、臨時に開催される
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。
平成27年第1回臨時会　平成27年7月24日
議案番号 提　　出　　議　　案 議決結果

9 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
る条例を専決処分したことについて 承　　認

10 平成27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 多摩ニュータウン環境組合監査委員（組合議員）の選任同意について 同　　意

12 多摩ニュータウン環境組合財政調整基金条例の制定について 原案可決

平成27年第2回定例会　平成27年11月18日
議案番号 提　　出　　議　　案 議決結果

13 平成26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

14 多摩ニュータウン環境組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条
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

15 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

16 多摩ニュータウン環境組合多摩清掃工場二期施設建設工事に関する損害
賠償金管理基金条例を廃止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非常勤職員の公務災害補償等に関する条
例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

●開催予定
開　催　日 議　　題

平成28年第1回定例会 平成28年2月9日㈫ 平成28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いました。

日　　時 視　　　察　　　地

平成27年8月18日㈫ 蕨戸田衛生センター組合（埼玉県戸田市）

①生ごみ
　3,000ｔ

②紙類
　2,500ｔ

③事業系ごみ
　5,000ｔ

④収集後資源化
　3,000ｔ

⑤協働・パートナーシップ

環境測定情報

放射能等測定情報

議会情報
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エコにこセンターの食器リサイクル事業

陶磁器製不用食器の回収

　エコにこセンターでは陶磁器製食器を回収して、美濃焼産地で粉砕し、再び食
器の原料として使う「食器リサイクル」に取り組んでいます。回収に協力いただ
ける場合は直接エコにこセンターまでお持ちく
ださい。ただし、八王子市・町田市・多摩市に
住んでいる方の家庭で使用した陶器または磁器
の食器のみです。お持ちいただいた食器はその
場で検品し、食べ物やほこりが付着しているも
の、リサイクル対象外のもの（土鍋など直火で
使用するもの、ボーンチャイナなど）はお持ち
帰りいただいています。また、簡単なアンケー
トにご協力ください。くわしいことはお気軽に
エコにこセンターまでお問い合わせください。
▶回 収 時 間　開館日の10時30分～16時30分
▶回収終了日　 今年度は３月20日㈰が最終日です。

こうさくの時間“陶芸” ＜事前申込不要＞

　１人150グラム以内のリサイクル陶土（回収した食器を原料の一部に使用）で
自由な作品１つを作ります。陶芸好きのスタッフが在室していますが、ていねい
な指導はできません。指導希望の方は「陶芸体
験教室」にお申し込みください。
▶開 催 日　２月27日㈯・３月26日㈯
▶受付時間　13時30分～15時
※ 受付時間内に直接会場までおいでください。
満席の場合はお待ちいただくことがあります。

▶費　　用　 １人200円
※ 陶土を２人以上で分けて使ったり、２人分以
上の陶土をあわせて大きな作品を作ることは
できません。

▶会　　場　２階多目的室

陶芸体験教室 ＜３日前までに電話・来館で申込みをしてください＞

　講師から指導をうけながら作陶します。
●２月28日㈰　 一輪ざし（小学生未満は参加不可。小学生は保護者同伴で参加して

ください）
●３月27日㈰　四角いお皿（小学生以下は保護者同伴で参加してください）
　いずれも13時30分～15時、１人1,000円、作品を作ることができるのは申込者
本人のみ。

せともの繕い教室 ＜３日前までに電話・来館で申込みをしてください＞

　陶磁器製の人形、置物、花びん、食器などを新うるしと接着剤を使って自分で
直します。
▶日　時　 ２月５日㈮　13時30分～15時（終了

時間は予定時刻です）
▶定　員　10名（申し込み先着順）
▶費　用　 1,000円（破損の程度により追加費用

をお支払いただく場合があります）
※ 破損状況により持参したやきもの（３点まで）
すべてを直せない場合があります。薬剤を使
用しますので、子どもは参加できません。

エコにこエコにこセンターセンター
「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

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。

案内図

タマ

活動発表展示会のお知らせ
　エコにこセンターで活動しているみなさんの
成果やセンターの事業について発表する展示会
です。会場アンケートにご協力いただくと、回
答用紙と引き換えに楽しいクジ引き（空クジな
し）に参加できます。
▶日　時　3月11日㈮～13日㈰
　　　　　10時30分～16時（13日は13時より）
▶会　場　２階多目的室

多摩ニュータウンりさせんキッズクラブメンバー募集
　エコにこセンターでは、センターを拠点として活動する子どもたちのサークル
を運営しています。
▶対　　象　 八王子市・町田市・多摩市在住の小学校３年～中学校３年生（2016年

４月時点）で、「りさせんキッズの約束」を守ることができる子ども
▶活動期間　2016年４月～2017年３月
▶活 動 日　原則として第３日曜日午後
▶活動内容　 工作、陶芸、簡易な調理、ガーデン作業、よこやまの道散策、セン

ター内装飾のお手伝い、その他
▶募集定員　５名程度（前年度からの継続者含まず）
▶費　　用　毎回おやつ代、材料費として100円～1,000円　保険料（全員加入）
▶公　　表　 館内掲示、エコにこニュース、ホームページなどで画像等を用い、

活動の様子を公表します。
●メンバーとして活動したい場合
　活動を希望する子ども及び保護者の方にセンター長が個別に事前面談を行い、
活動の内容や約束についての説明をします。２月２日㈫～11日㈭の開館時間内に
電話（来館可。FAX・メール不可）で面談日時を予約してください。申込用紙
は面談時にお渡しします。
▶面 談 日　２月13日㈯・14日㈰　各日10時30分～16時30分の間
　　　　　　所要時間は20分程度
　なお、メンバー申込みの締め切りは２月末日ですが、申込者が定員を超えた場
合は抽選になります。

共催事業　第23回TAMAとことん討論会
“陶磁器製食器と3Ｒ～食卓から考える「もったいない」～”

　第23回TAMAとことん討論会実行委員会（構成　特定非営利活動法人東京・多
摩リサイクル市民連邦　公益財団法人東京市町村自治調査会）との連携事業です。
▶日　　時　３月６日㈰　展示　10時～17時
　　　　　　　　　　　　ワークショップ　10時30分～16時
　　　　　　　　　　　　ディスカッション（講演など）　12時30分～17時
▶参加方法　 展示、ディスカッション（参加費無料）は事前申込みなしで参加で

きます。
　　　　　　 ワークショップ「食器の破片で作るモザイクアート」「Re陶土でつ

くるブローチ」（材料費200円）は当日整理券を発行します。いずれ
も事前申込が必要です。詳しくはhttp://www.renpou.org または館
内で配布しているパンフレットをご覧ください。

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
センター長のきまぐれブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/recycletama2002
ツイッタ－アカウント：タマちゃん＠エコにこセンター（＠econico1)

ごみの出し方についての

問い合わせ先
八王子市 多摩ニュータウン地域にお住まいの方
 南大沢清掃事業所 電話 042-674-0551
 上記以外にお住まいの方
 ごみ総合相談センター 電話 042-696-5353
町 田 市  町田リサイクル文化センター 電話 042-797-7111
多 摩 市  エコプラザ多摩 電話 042-338-6836

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い合わせください。

せともの繕い教室のようす

★りさせんキッズの約束★
①一人で活動できる
　 保護者や友達といっしょでなくても活動でき
る子ども
②出席や欠席の連絡を毎回自分で伝える
　 自分のことを自分のことばで伝えることがで
きる子ども
③ルールを守り、自分勝手な行動をしない
　 キッズの仲間と仲良く、楽しい活動をつくり
だすことができる子ども

キッズクラブ活動のようす

臨時休館のお知らせ
施設点検のため1月31日㈰は休館です。

粉砕した食器（粉砕工場にて撮影）

作品例

昨年の活動発表展示会のようす
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