


組合の紹介

海部地区環境事務組合は、津島市、愛西市、弥富市、あま市
（旧甚目寺町を除く）、大治町、蟹江町、及び飛島村の4市2町
1村の約30万人分のごみ・し尿を共同処理するために設立され
た地方公共団体（一部事務組合）です。

ごみ処理施設

八穂クリーンセンター

◆敷地面積 49,907.83㎡
◆処理能力 110t/24h×3基（焼却施設）

131t/日（リサイクルプラザ）
◆処理方式 全連続燃焼式

種別 令和元年度 令和2年度

可燃ごみ 48,958,610㎏ 49,303,940㎏

プラスチックごみ 5,281,450㎏ 5,436,480㎏

不燃ごみ 3,015,980㎏ 3,340,600㎏

粗大ごみ 1,869,150㎏ 1,861,560㎏

その他ごみ 21,002,790㎏ 20,058,270㎏

＜処理実績＞



し尿処理施設

新開センター 上野センター

◆敷地面積 10,224.38㎡
◆処理能力 135㎘/日
◆処理方式 膜分離高負荷脱窒素処理方式

◆敷地面積 27,326.95㎡
◆処理能力 150㎘/日（し尿処理施設）

100㎘/日（し尿浄化槽汚泥処理施設）
◆処理方式 酸化処理方式

好気性処理方式
種別 令和元年度 令和2年度

し尿 3,928.96㎘ 3,872.26㎘

浄化槽汚泥 40,415.83㎘ 41,173.87㎘

＜処理実績＞

種別 令和元年度 令和2年度

し尿 2,222.66㎘ 2,105.50㎘

浄化槽汚泥 74,469.37㎘ 75,103.29㎘

＜処理実績＞



勤務条件・福利厚生

勤務地

➢ 新開センター（津島市新開町）

➢ 八穂クリーンセンター（弥富市鍋田町）

➢ 上野センター（弥富市上野町）

勤務時間

職種 初任給

大学院卒 207,230円

大学卒 193,132円

短大卒 172,886円

高校卒 159,636円

※上記の金額は、地域手当を含みます。
※給与制度の改正等により変更することがあります。
※経験年数により加算があります。

諸手当

初任給

休日・休暇

地域手当のほか、支給条件に応じて扶養手当、通
勤手当、時間外手当、特殊勤務手当、期末手当、
勤勉手当等が支給されます。

・休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始

・休暇
年次有給休暇、夏季休暇、結婚・出産休暇、
介護休暇、育児休暇等

※有給休暇平均取得日数 14日（令和2年実績）

勤務時間は、原則として月曜日から金曜日までの
午前8時30分から午後5時15分（休憩時間を除く）
までとなっています。

※平均時間外労働時間 2時間/月（令和2年度実績）

研修制度

新規採用職員研修、一般職員前期研修、一般職員
中期研修、一般職員後期研修、係長研修など経験
年数、役職に応じた研修を行っています。
また、地方公務員法研修などの専門研修やハラス
メント防止研修やメンタルヘルス研修といった職
場研修を行っています。



事務職 「主な業務内容」 「所属先」

「主な業務内容」 「所属先」

・総務課、出納室
・八穂クリーンセンター
・新開センター
・上野センター
・環境対策室

職種紹介

・組合議会事務
・財務事務
・予算・決算の作成
・出納事務
・監査事務
・例規事務
・職員の人事管理
・職員の研修、教養
・職員の福利厚生等
・施設の管理
・各センター間の連絡調整

電気職

・電気設備の維持管理
・設備の保守計画作成
・設備改修の企画立案
・業務の施工管理
・施設の運転管理
・電気設備の点検
・電気工作物の運用、監督
・自主検査の指導・監督
・施設消費電力の管理
・電力の売却管理

・八穂クリーンセンター
・新開センター
・上野センター



「主な業務内容」 「所属先」

機械職 化学職

「主な業務内容」 「所属先」

・公害関係の分析業務
・ルーチン分析
・分析計測器の保守管理
・排水処理施設の保守管理
・作業環境測定
・エコアクション21の推進
・環境学習教室の啓発活動
・薬品の管理
・薬剤の検討、購入
・最終処分場の管理

・八穂クリーンセンター
・新開センター
・上野センター
・環境対策室

・機械設備の維持管理
・設備の保守計画作成
・設備改修の企画立案
・業務の施工管理
・施設の運転管理
・設備修繕の対応、計画

・八穂クリーンセンター
・新開センター
・上野センター



部署紹介

八穂クリーンセンター

総務課

新開センター

上野センター

環境対策室

[雰囲気]

[業務内容]

所属する職員は20代から40代と比較的若い職員で仕事をしています。
仕事とプライベートのon/offの切替えができ、自分の時間を大切に
できる職場です。

議会運営、財政、人事給与、法制執務、監査など業務は多岐にわた
り、市町村では複数の部署で行っていることをこの総務課では一手
に担っています。その他、組合全体の取りまとめを行っています。

[雰囲気]

[業務内容]

他の部署に比べて人数が多く、ベテランから新人まで幅広い年齢層
の方が働いており、とても活気のある職場です。

設備の維持管理や保守計画の作成、ごみの分別指導、資源物の選
別・売却、予算作成などごみ焼却処理施設として、ごみの処理から
施設の維持管理に関するさまざまな業務を行っています。

[雰囲気]

[業務内容]

少人数の部署ですが年齢層は若めです。みんなで相談しながら仕事
を進めていくことが多い職場で、和気あいあいとした雰囲気があり
ます。

し尿処理施設の運転や保守、整備計画や処理計画の立案、水質管理
などを行っています。

[雰囲気]

[業務内容]

平均年齢は高めで職員は6人と少人数ですが、同僚や上司に相談しや
すい環境で、明るい雰囲気で仕事のできる職場です。

し尿処理施設としての受入れをはじめ、施設の運転や各設備機器の
保守点検・調整を行います。また、修繕や工事などの整備計画の立
案も行っています。

[雰囲気]

[業務内容]

所属する職員が一番少ない部署です。
年齢層は若めで、仕事の相談がしやすい職場です。

各施設に関する分析業務のほか、契約業務や予算編成などの事務業
務やエコアクション21の運用、環境学習教室など分析業務以外の業
務も行っています。



若手職員の声
時間 業務内容

6：30 起床

8：00 登庁

8：30 決裁や請求書作成などの事務作業

10：00 試料のサンプリング

11：00 分析業務

12：15 お昼休憩

13：15 分析業務の続き

15：15 分析データの入力

16：00 報告書等の書類作成

17：15 退庁

23：00 就寝

[現在の業務内容]

[仕事のやりがい]

[職場の雰囲気]

水質や灰の分析などの分析業務と、業務に関する書類の作成を行っています。

分からないことがあっても質問しやすい、風通しのよい職場だと思います。

薬品調合や試料の測定分析などの分析業務、事務、分析装置の操作など幅広い業務
に携われることにやりがいを感じます。初めは慣れない業務も多く苦戦しましたが、
日々新しい知識を得られることが仕事へのやる気に繋がります。

時間 業務内容

5：30 起床

8：00 登庁

8：30 1日の安全対策の確認

9：00 資料の整理

11：00 故障設備の対策打合せ

12：15 お昼休憩

13：15 修繕等の書類作成

15：30 トラブル報告の確認、点検

16：30 業務の進捗状況の確認

17：15 退庁

22：00 就寝

令和３年度入庁 化学職
環境対策室勤務
横井悠里子

ある1日のスケジュール

ある1日のスケジュール

令和2年度入庁 電気職
八穂クリーンセンター勤務
阿野勇太

[現在の業務内容]

[仕事のやりがい]

[職場の雰囲気]

日々の業務で使用する書類や報告書の管理をしています。また、施設で使用する消耗
品の購入・規模の小さい修繕を担当し、先輩に教わりながら業務に取り組んでいます。

とても風通しの良い職場です。少人数で仕事を回しているため、業務量は多いかもし
れませんが、一人ひとりが責任とやりがいを持って働ける職場です。

入庁したばかりで覚えることが多く新しい仕事を任されるとそれがやりがいに繋がり
ます。技術的な知識だけでなく事務能力も要求され、幅広い業務の経験ができいい刺
激を受けています。



教えて先輩！Q&A

Q 実際に働いてみて感じたことはありましたか？
・個人の裁量に任せてもらえる部分が多く、自分の意見や考えを成果
として反映させることができ、仕事の充実感が高いです。
・技術職で採用されましたが、実際はデスクワークが多かったです。
・公務員ということで堅苦しい雰囲気を想像していましたが、気さく
な人が多かったです。

・事務職は幅広く業務を覚えることが多く、技術職は専門的な業務を
担当することが多いです。

Q 海部地区環境事務組合の魅力とは？
・ごみやし尿の処理は、地域の環境に直結するため、誇りをもって取
り組むことができます。
・地域に根差した仕事のため、地域に貢献しているという実感があり
ます。
・少人数ということもあり、新人でも重要な仕事を任されます。

Q 海部地区環境事務組合を志望される皆さんへ！
・予算管理、業務計画、課題解決、施工管理、業者対応など、求めら
れる業務が多岐にわたるため、自身のスキルを存分に発揮できるお
もしろい職場だと思います。

・この職場は業務に取り組む自由度が高く、希望を出せばいろいろな
ことにチャレンジさせてもらえます。技術系公務員は仕事内容がイ
メージしづらいとは思いますが、先輩方がいちから教えてくれます
ので心配はいりません。

・もし地域貢献や環境保全に興味があるなら海部地区環境事務組合の
採用試験を受けてみてください。熱意を持って取り組めば、様々な
挑戦ができる職場です。もしわからないことがあっても先輩たちが
教えてくれます。みなさんと一緒に仕事ができる日を楽しみにして
います。

採用試験情報

「求める人材」

公務員として、一般的な知識や理解力が
必要であることはいうまでもありませが、
入庁後さまざまな研修を行い、学び、身
につけることができます。そのため、組
合では豊かな人間性や熱意などの人物面
を重視し、「コミュニケーション能力」
「責任感」「協調性」のある人材を求め
ています。
私たちの仕事は地域住民に貢献できる仕
事です。このようなやりがいのある仕事
に私たちとともに取り組んでみませんか。

「採用までのスケジュール」

試験案内 1次試験 2次試験 内定者
説明会

入庁

3月 7月中旬 1次試験
1か月後

3月上旬 4月

「お問い合わせ」

〒496-0071 愛知県津島市新開町二丁目212番地
海部地区環境事務組合 総務課 採用担当
TEL 0567-28-3810 FAX 0567-28-3809
Email ekumiai@atkankyo.or.jp


