
江戸川清掃工場は建替えに伴い、令和２年９月から稼働停止
目黒清掃工場は、令和５年３月に竣工予定

清掃工場
不燃ごみ処理センター
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清掃一組

職 員 採 用 案 内

技術を活かし
未来を支える
最前線のステージへ

清掃一組ってどんなところ？

区民の生活と信頼を胸に

23区全体が活躍のフィールド

東京二十三区清掃一部事務組合（略称：清掃一組）は、
23区内の各家庭や事業所から出るごみを中間処理※する
清掃工場を23区が共同で管理・運営するために設立され
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してごみの処理
をしています。 

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するこ
とで、23区に暮らす全ての人々の快適な生活環境を維持
し、区民の安全で安心できる生活を支えています。

※中間処理…ごみを小さく、無害な状態にすることです。

清掃一組は東京23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繋がります。 

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”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。

安全・安心のための中間処理

Clean Authority of TOKYO 

東京二十三区
清掃一部事務組合
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int erview

Q. 現在の仕事内容について教えてください 
清掃工場での化学職の仕事は、工場から出る排ガス、灰、排水

が環境に影響を及ぼさないように適切に処理することです。騒音
振動、臭気なども含めて法基準値、自己規制値を守って工場を運
営するために働いています。工場でトラブルが発生した際は、緊
急対応、原因究明などに協力します。原因究明のために手分析を
行うことも仕事の一つです。化学、衛生、薬学などを専攻した人
が、化学の知識を生かして仕事をしています。

Q.仕事をする上で心がけていることは何ですか？
工場では様々な人が仕事をしているので、職場でのコミュニ

ケーションを大切にしています。突発的な工事が発生し、自分の
担当業務に影響が及ぶこともあります。そのため、多方向にアン
テナを張るように心がけています。係間の調整の際には、文書を
発行するなど、連絡が確実にできる様に工夫しています。

Q.清掃一組で働く魅力は何ですか？
公害防止の面でミスがあると周辺地域

の広範囲に影響を与えかねないので、責
任が大きい仕事です。その反面やりがい
を感じます。また、住民の生活環境を守
る仕事という点で誇りをもって仕事に取
り組むことができます。さらに、化学の
分野以外にも幅広い分野にまたがった仕
事に取り組めることも魅力の一つです。

Q.現在の仕事内容について教えてください 
運転係の業務は、清掃工場を24時間安全・安定的に稼働させるた

め、プラント設備の運転管理を行うことです。具体的には、多数あ
る設備機器を点検するとともに、中央制御室では焼却炉の監視や機
器操作を行います。トラブル発生時には現場に駆けつけ、原因調査
や機器補修作業をすることもあります。

運転係は日勤と夜勤を組み合わせた勤務体制になりますが、私は
すぐに慣れることができ、平日の休みをエンジョイしています。 

Q.どんなときにやりがいを感じますか？
私は機械関係の職務経験がありましたが、清掃工場で必要な知識

や技術はほとんどありませんでした。先輩方から教わり、徐々に経
験することで、今では簡単な内容ならば自分で機器の操作や補修が
できるようになりました。そんな時、大きな工場の安定稼働に貢献
出来た達成感とともに自分の成長を感じます。

Q.受験生へのメッセージ
大きなプラントを操作しながら安定稼

働させることが区民の快適な生活環境の
維持につながる仕事です。不安なこと、
わからないことは気軽に質問でき、ス
テップアップのための研修メニューも充
実していると感じます。是非一緒に特別
区の暮らしを支えていきましょう。

Q.現在の仕事内容について教えてください 
中防処理施設管理事務所（略称：中防）では、不燃ごみ及び粗

大ごみの中間処理等を行っています。私が所属している粗大施設
係の主な仕事は、委託の監督や施設の維持保全です。日々、適切
な監督業務を行い、委託業者と協力して安全な施設運営を行って
います。また計画外で施設の稼働を止めることが出来ないため、
年に2回補修工事を行い、施設の安定稼働に努めています。

Q.どんなときにやりがいを感じますか？
清掃事業は区民の生活にとって不可欠なため、人の役に立てて

いると日々やりがいを感じています。また粗大施設は23区に一つ
しかないので、停止させることが出来ません。そのため、担当し
た補修工事がトラブル等なく、無事終えられたときは、特に大き
なやりがいを感じます。

Q.職場の雰囲気はどうですか？
中防の職員は、若い人が多く、活気あ

ふれる明るい職場です。上司や先輩から
は、いつも気にかけてもらっています。
仕事で分からないことや困ったことがあ
ればすぐに相談でき、丁寧に教えてもら
えるので、安心して業務に取り組むこと
が出来ます。

Q.現在の仕事内容について教えてください 
私は係の中で、主に廃棄物処理手数料に関する業務を担当してい

ます。事業系一般廃棄物を継続的に一組処理施設に持ち込んでいる
業者や、臨海副都心地域で使用されている管路収集輸送システムの
利用業者に対し、手数料の決定及び通知等を行っています。お金が
関わってくる業務であるため大きな責任が伴いますが、やりがいの
ある仕事です。また、搬入の承認申請に来た業者の受付けや電話対
応をすることもあります。

Q.職場の雰囲気はどうですか？
職員の年齢層は幅広いですが、皆さんとてもフレンドリーで、温かい

雰囲気の職場だと思います。初めての仕事でまだまだわからないこと
だらけですが、ちょっとしたことでも優しく丁寧に教えてもらえるので、
日々自分の成長を感じながら働いています。

Q.仕事をする上で心がけていることは何ですか？
私が所属している係は、窓口・電話

等の対応が多く、覚えることも多いで
すが、先輩方が窓口対応するときは可
能な限り一緒に出たり、電話対応をし
ているときは、説明している内容を聞
いていることで、同じような質問をさ
れたときに答えられるように心がけて
います。

電気職
中防処理施設管理
事務所粗大施設係
 （令和元年度採用） 

事務職

機械職

ある一週間の
スケジュール

ある一週間の
スケジュール

月 8:30～17:15 委託業者と打合せ、見学対応

火 8:30～17:15 年次有給休暇を取得

水 8:30～17:15 委託業者と打合せ、
有価物売却の書類作成

木 8:30～17:15 委託業者と打合せ、
補修工事の設計積算

金 8:30～17:15 委託業者と打合せ、
補修工事の書類作成

土 週休日

日 週休日

月 8:30～17:15 薬剤残量確認、発注業務
環境関係の報告書作成

火 週休日

水 8:30～17:15 脱臭器用活性炭交換のための
資料作成

木 8:30～17:15 委託業者による排水
サンプリング立ち合い

金 8:30～17:15 薬剤購入資料作成
灰試料の分析

土 8:30～17:15 会議資料作成

日 週休日

ある一週間の
スケジュール

ある一週間の
スケジュール

衛生
監視職

先輩職員 それぞれの職種の力を
つなぎ合わせて

23区民の衛生生活を支えています。

事務

衛生監視
（化学）職

土木造園
（土木）

機械

板橋清掃工場技術係
 （平成30年度採用） 

衛生監視
（化学）

電気

職種紹介 建築

インタビュー 「職員を支え、組織を動かし、区民に貢献する」
♦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

「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 
♦清掃工場等の運転・監視　など 

「省エネ、発電、エコ分野の最前線ステージ」
♦清掃工場等の建設、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 
♦清掃工場等の運転・監視 
♦発電設備の管理運営・調整　など

「高い技術と知識力で工場運営の土台を支える」
♦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

「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・悪臭・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 

「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 

月 8:30～17:15 手数料の算定、調定

火 8:30～17:15 納入通知書の印刷、封入

水 8:30～17:15 納入通知書の発送、
申請の受付

木 8:30～17:15 受付書類の確認・データ入力

金 8:30～17:15 ホームページの修正作業

土 週休日

日 週休日

電気職

機械職
中央清掃工場
運転第三係

 （令和元年度採用） 

事務職
施設管理部管理課
搬入承認・手数料係
 （令和２年度採用） 

月 16:00～24:00 汚水処理設備の点検
焼却炉の監視・操作

火 ０:00～９:30 灰押出し装置の点検
焼却炉の監視・操作

水 週休日

木 ８:30～17:15 ポンプ運転切替
焼却炉の監視・操作

金 16:00～24:00 クレーン設備の点検
焼却炉の監視・操作

土 ０:00～7:30
機器補修依頼書の作成
焼却炉の監視・操作
（2時間の年次有給休暇を取得）

日 週休日
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若手職員へのアンケート編

採用編

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！

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/saiyo/index.html

Q.現在の仕事内容
現在、総務部財政課・予算係に所属し、課内庶務や契約、ホーム

ページ掲載事務などを担当しています。庶務の仕事の基本はメール
処理です。通知や調査依頼などのメールを課内へ周知したり相手へ
回答したりします。また、契約担当として、文房具や参考書籍など
も購入します。契約相手とはメールでやりとりをして契約を進めて
いきます。その他、清掃一組の財政状況に関する情報などをホーム
ページに掲載し区民に公表する仕事を担当しています。

Q.  入庁前に不安だったこと・実際働いてみて感じた
こと

私は、聴覚に障害があり耳が聞こえないため、入庁前は、多くの
健常者と一緒に仕事ができるか不安に思っていました。また、前職
は製造員で清掃関係の仕事で体を動かすことが多かったので、仕事
内容が大きく異なるということも、とても不安で緊張もしていまし
た。

しかし、入庁すると電子メモパッドを用意してもらえ、それを用
いて筆談でコミュニケーションを図ってくれたり、仕事について説
明してくださいました。そのおかげで苦手であまり使ってこなかっ
たWordやExcelに苦手意識がなくなり、仕事がはかどるようになり
ました。

筆談でコミュニケーションを図るときは、時間がかかりすぎない
ように誤解なく説明や報告をうまくできるように心がけています。

 Q. 障害がある受験生へのメッセージ
私は聴覚に障害があるので筆談でコミュニケーションをとってい

ます。清掃一組に入った一年目は、いろいろなことを覚えるのに時
間がかかってしまい、メモやノートをとるのも上手くできませんで
したが、周りの人が丁寧に教えてくださるので、少しずつメモをと
れるようになりました。

私は、障害者自身が周りの人に追いついて合わせるものだと思っ
ていましたが、清掃一組では、周りの人が障害者と働きやすい環境
を作ってくれました。入庁前は、コミュニケーションを図るために
自前のメモを持参していましたが、清掃一組では電子メモパッドを
用意してくださったことに私は驚きました。それだけではなく、タ
ブレット端末で人の発言をリアルタイムに自動で文章に変えてくれ
るというコミュニケーションツールも用意してくださいました。障
害者であっても主体的に動きやすい環境や方法を一緒に考えてくれ
ますので、安心して働ける職場だと思います。

Ｑ 実実際に働いてみて感じたたことは？ 
・ごみを焼却して処理するだけでなく、発電や周囲の環境、住民と

の関わりの中で様々な仕事があると感じました。
・現場メインの仕事が多数であると思っていましたが、実際はデス

クワークも想像以上に多くあり驚きました。
・ルールがきちんと定まっている中にも、自分の思ったことを発言

できたりと風通しのよい職場であり、イキイキと仕事ができる環
境が整っていると思いました。

・清掃工場の性質上、工場周辺はにおいがあるのかなと思っていま
したが、臭気対策がきちんとされており、働く上でもほとんどの
場合においに困ることはありませんでした。

Ｑ 清清掃一組のアピールポイントは？ 
・23区民の生活基盤を陰から支えられることです。直接区民と接す

る機会は少ないですが、やりがいを感じます。
・福利厚生が充実しており、平日の休みも取りやすいため、ワーク

ライフバランスがとりやすいところです。
・和やかな雰囲気が魅力だと思います。わからないことも先輩方が

優しく教えてくださるので安心して働けています。
・技術職に関しては、機械設備の運転や保全に携わることで多くの

知識・技能が実践的に得られます。

Ｑ 仕仕事でうれしかったことは？ 
・問題が発生したときに、他職種含め職員同士で協力し、解決でき

たことです。
・自分が身に付けた技術・知識が実際に役立ったことです。
・はじめは先輩に頼りっぱなしでしたが、経験を積んで一人でいろ

いろな仕事ができるようになったときにうれしさを感じました。
・見学を通して、ごみの分別の大切さやごみ処理の流れを勉強して

もらい、清掃事業が区民にとって身近なものであると理解しても
らえたことです。

Q どどんな後輩と一緒に働きたい？
・明るく元気な挨拶ができる後輩。
・難しいことにも前向きな気持ちで取り組んでくれる方。
・コミュニケーションを取りながら、一緒に成長していける方と仕

事ができたらうれしいです（先輩もまだ成長途中なので！）。
・チームで仕事をすることがあるので、お互いに協力し合える人で

す。
・清掃工場の運営には専門分野以外の知識も必要となるため、多方

面に興味、関心を持ち、積極的に知識を吸収しようと努力する人
です。

Ｑ 性性別や居住地は採用に影影響するの？ 
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 清清掃一組で働くにはどうすればいいのの？ 
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
人事委員会または清掃一組のホームページをご覧ください。 

また、清掃一組では独自の採用も行っています。詳しくは清掃
一組のホームページをご覧ください。

Ｑ 入入庁するにあたり、必要要な知識・資格格はあああるの？
ありません。特別区採用試験に合格した方で、清掃一組の面接

に合格した方が入庁します。業務で必要な知識は、入庁後の各種研
修や日々の業務で身につけることができるのでご安心ください。ま
た、業務上必要な資格は、入庁後適宜取得することができます。

Ｑ 採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。 

■勤務時間・週休日
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。

■休暇など
１年間を通じて20日の年次有給休暇が付与
されるほか、夏季休暇（５日）、妊娠出産休暇、
育児休業、病気休暇、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。

■福利厚生
特別区と清掃一組にそれぞれ職員互助会が
あり、宿泊施設やチケットの補助、給付金、
貸付など様々な事業を行っています。

■職員住宅
新規採用者を対象に、民間のオートロック
付マンションを借り上げた職員住宅があり
ます。入居期間は４年間が上限となってい
ます。なお、入居者は、災害時に災害対策
要員として活動する役割を担います。

私は育児休業制度を利用して、約２か月の間、
育児に専念しました。

育児休業中にひと通りの育児をこなしたおか
げで、子育てに関するスキルが身につき、復職
後も積極的に子どもの面倒を見ることができて
います。また、休業中は育児休業手当金の給付
があるので金銭面での不安もなく、安心して育
児に取り組むことができました。

また、上司や同僚が休業中の私の仕事をカバー
してくれていたので、復職時に自分の仕事が山積
みになっているということもありませんでした。

清掃一組は、育児休業を取得するための環境
が整っており、女性に限らず男性も積極的に育
児休業を取得しています。

私も、今後は育児休業を取得しやすい職場環
境づくりに貢献したいと考えています。

インタビュー 総務部財政課予算係（令和元年度採用）

障害者を対象とする職員の採用も行っています Q＆Aもっと教えて！

勤務条件や

福利厚生

使った職員に
話を聞いてみました！

育児休業制度

インタビュー職員（左）：
先輩職員と電子メモパッドを
使って打合せをしています。

その他の情報や詳細は、
清掃一組のホームページを
ご覧ください

総務部職員課
給与・福利係

（平成25年度採用）

を

採用情報ページ
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清掃一組職員の採用情報の詳細や最新情報はwebをご覧ください！
また、清掃工場の見学情報もwebでご確認いただけます。

◇特別区職員採用試験情報は 特別区人事委員会のホームページをご覧ください。

ホームページアドレス

検　索清掃一組清掃一組

清掃一組の取組をご紹介します！ 東京二十三区清掃一部事務組合の組織　（令和４年４月１日現在）

東京二十三区清掃協議会の組織

循環型ごみ処理システムの推進

充実した職員の育成体制

区民とのふれあい

清掃工場では、ごみの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に有効利用しています。
特に発電については、「都会の発電所」と呼ばれるほど
の発電量があります。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、近隣施設へ供給しています。 

その他、雨水の有効利用、緑化の推進、風力や太陽
光など自然エネルギーの活用などにも取り組んでいま
す。 清掃工場では、法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。

また、限りある最終処分場を大切に使っていくため、
焼却灰のセメント原料化にも積極的に取り組んでいま
す。

このように、清掃工場はごみを燃やすだけでなく、
ごみの処理過程で生じるエネルギーや資源を回収し、
有効利用することで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。　

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。

清掃技術訓練センター

太陽光発電パネル 壁面緑化

新任研修

工場見学会
毎年、国内外からたくさんの見学者が訪れています。

環境フェア
工場の見学以外にもゲームや体験教室を通して
清掃工場を身近に感じていただいています。 

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。

※  高温水とは、圧力をかけること
で100℃以上でも液体状態の水の
ことです。

エネルギーや資源の有効利用で環境や地域に貢献

技術を磨き着実な成長を

クリーンな未来は地域とともに

管理者

副管理者

総務部 総務課、企画室、職員課、財政課、契約管財課、事業調整課、清掃技術訓練センター

清掃事業国際協力室 清掃事業国際協力課

建設部 計画推進課、建設課

施設管理部 管理課、技術課、施設課
清掃工場等
・中央清掃工場 ・港清掃工場 ・北清掃工場
・品川清掃工場 ・目黒清掃工場 ・大田清掃工場
・多摩川清掃工場 ・世田谷清掃工場 ・千歳清掃工場
・渋谷清掃工場 ・杉並清掃工場 ・豊島清掃工場
・板橋清掃工場 ・練馬清掃工場 ・光が丘清掃工場
・墨田清掃工場 ・新江東清掃工場 ・有明清掃工場
・足立清掃工場 ・葛飾清掃工場 ・江戸川清掃工場
・中防処理施設管理事務所

会計室

議会 会長

監査委員 事務局

事務局 次長 事務局 事業調整課、会計課

�������B⤌ྜෆBRPRWH�LQGGࢪ࣮ࡢ࡚ࡍ��� ��������������������


