
二ツ塚処分場の埋立量の推移
（m3）
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※焼却灰はすべてエコセメントの原料としてリサイクルしています。

前年比

－31％
可燃ごみ焼却灰の
埋め立てがゼロ※に！

※焼却灰はすべてエコセメントの原料としてリサイクルしています。

家庭から出るごみは、捨てるときに工夫したり、
分別してリサイクルすれば、もっと減らせます。

ごみ減量は、処理にかかるエネルギーや
費用を節減し、限りある処分場を

長持ちさせることにつながります。

買うときに考える
それも大切ね

もっと減らせるよ
家庭のごみ

分けて捨てれば
ごみじゃないよ

分別ごみ箱なら
捨てるの簡単

※平成18年7月より焼却灰はすべてエコセメントの原料としてリサイクルしています。
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二ツ塚処分場・谷戸沢処分場（日の出町）を管理・運営している特別地方公共団体で、日の出町の皆さまの協力
を得ながら、多摩地域25市1町の約400万人の可燃ごみの焼却灰をエコセメントとしてリサイクルし、資源と
して活用しています。また、不燃ごみの埋立をしています。皆さまと共にごみ問題の解決に取り組んでいます。

［循環組合］とは…

 開 催 日 10月27日（土）
 時　　間 午前9時30分集合 〜 午後３時30分解散（予定）
	 ※昼食は用意しておりませんので、お弁当をお持ちください。

 集合・解散場所 立川通り曙町2交差点付近（JR立川駅北口より徒歩7分）
	 ※集合・解散場所まで貸し切りバスで送迎いたします。

 定　　員 50人（応募者多数の場合は抽選とさせていただきます）

 参 加 費 無料

 開 催 日 11月８日（木）までの火・木曜日
 時　　間  午前もしくは午後の1時間30分程度
 （申し込み時に希望する時間帯をお伝えください）

 定　　員  各開催日とも1グループ（最大50人まで）

 参 加 費 無料

■ 申し込み方法（往復はがき） ■ 往復はがきに「谷戸沢ガイドツアー参加希望」と明記のうえ、参
加される方全員の ❶氏名（ふりがな）❷年齢 ❸住所 ❹電話番号 ❺携帯電話番号（お持ちの方）
を記入してお送りください。  ◎締切 ： 10月15日（月）必着 ※詳しくはホームページをご覧ください。

■ 申し込み方法（電話） ■ 下記までお電話でお申し込み
ください。（先着順、希望日の7日前まで）
※ 各回1グループのみのご案内です。詳しくはホームページをご

覧ください。

  申し込み・問い合わせ　東京たま広域資源循環組合二ツ塚処分場  管理センター　〒190-0181 西多摩郡日の出町大字大久野7642番地　☎042-597-7881

谷戸沢処分場の自然観察ガイドツアーに参加しませんか

参加者募集中！

お一人から参加できる
立川発のバスツアー

土曜日実施 グループ向け
乗用車での来場ツアー

毎週火・
木曜日実施

谷戸沢処分場の貴重な自然の中を散策するガイドツア ー

http://www.tama-junkankumiai.com/

TEL：042-385-5947　FAX：042-384-8449
循環組合組織団体　循環組合は組織団体からの負担金で運営されています

八王子市  立川市  武蔵野市  三鷹市  青梅市  府中市  昭島市  調布市  町田市  
小金井市　小平市  日野市  東村山市  国分寺市  国立市  福生市  狛江市  東大和
市  清瀬市  東久留米市  武蔵村山市  多摩市  稲城市  羽村市  西東京市  瑞穂町

〒183-0052 東京都府中市新町2-77-1
東京自治会館内
東京たま広域資源循環組合［たまエコニュース］係

［メールアドレス］
sjkumiai@tama-junkankumiai.com

［たまエコニュース］の内容やごみ処理に関
するお考えなど、皆さまのご意見を、お手紙、
FAX、電子メールでお聞かせください。また、
処分場の敷地内や周辺の土壌、水質など環境
調査の結果をホームページで公表しています。

〉〉〉 災害廃棄物焼却灰の受け入れ状況をお知らせします
　宮城県女川町の災害廃棄物の一部について、平成２４年３月より東京二十三区清掃一部事
務組合の清掃工場で受け入れが開始されていますが、多摩地域においても、下記の７カ所の
清掃工場で順次受け入れを開始しています。

受入清掃工場及び受入開始日（予定日） ※受入開始日、受入予定量については、各清掃工場のホームページで順次公表

　上記清掃工場で発生する焼却灰については、日
の出町および地元自治会・対策委員会のご理解を
得て、エコセメント化施設で受け入れています。
受け入れた焼却灰は、組織団体が収集した通常の
ごみの焼却灰と混合した状態でエコセメント化施
設に運ばれ、セメントとしてリサイクルしています。
　なお、安全性については、災害廃棄物を搬出す
る宮城県女川町、受け入れる多摩地域の清掃工
場、焼却灰を受け入れる循環組合でそれぞれ放射
能測定を行い、安全性を確認しています。測定結
果については毎月公表しています。

 お問い合わせ 	日の出町役場	産業観光課	観光係
	 ☎042-597-0511（内線241）
	 http://www.town.hinode.tokyo.jp/

※観光ガイドのページにハイキングコースの情報があります。

日の出
だより

日の出
だより

Vol.48 自然の中でリフレッシュしませんか？

初心者でもファミリーでも楽しめる
御岳山ハイキングコース

JR御岳駅▶バス10分▶ケーブルカー 滝本駅▶
ケーブルカー6分▶ケーブルカー 御岳駅▶20分▶
御岳山▶45分▶日の出山▶65分▶つるつる温泉
▶バス20分▶JR武蔵五日市駅

歩行時間：約2時間10分

〒 190-0171　あきる野市養沢 1311
秋川漁業協同組合　☎ 042-596-2215

申し込み先

家族で楽しむマス釣り
好評「魚のつかみ取り」も！

往信はがきの裏に住所、氏名、電話番号、参加家族人数(大
人、子ども)、利用交通機関(電車・自家用車)、マス釣り体験
人数(大人、子ども)、希望会場（第1希望から第3希望まで）
を記入してお申し込みください（10月7日(日)必着）。
※	返信はがきの表に申込者の郵便番号、住所、氏名、裏に希望会場（第1
希望から第3希望まで）を記入してください。
※	申し込み多数の場合は抽選となります。また、会場はご希望に添えな
い場合があります。

 申し込み方法（往復はがき）

参加者
募集

日 時	 平成24年10月21日（日）10時〜14時（雨天決行）

会 場	 ①	秋川国際マス釣り場（あきる野市養沢)
	 ②	自然休養村さかな園（日の出町）
	 ③	神戸国際ます釣場（檜原村）

内 容	 	マス釣り、魚のつかみ取りなど、家族を対象とした
イベントです。※軽食付き（カレーライス、飲み物など）

定 員	 600人（会場①300人、会場②200人、会場③100人）

費 用	 	大人1,000円、子ども（中学生以下）500円

〉〉〉 放射性物質濃度の測定を毎月行っています
　循環組合では、放射性物質汚染対処特別
措置法および日の出町と締結した特別協定
に基づき、エコセメント化施設における放
射性物質濃度の測定(月1回)と二ツ塚処
分場の敷地境界における空間放射線量の
測定(週1回)を行っています。７月の測定
結果は表のとおりです。

測定結果は毎月ホームページでも公開しています。

放射性セシウム濃度（セシウム134と137の合計）

乾燥機等排ガス 不検出 Bq/m3N

焼成炉排ガス 不検出 Bq/m3N

金属回収汚泥 不検出 Bq/kg
下水道放流水 255 Bq/L
エコセメント（製品） 不検出 Bq/kg

エコセメント化施設

空間放射線量
最小値 平均値 最大値

入場ゲート前 0.09 0.10 0.10
管理センター東 0.08 0.08 0.08
第1-1区画堤南側外周道路 0.08 0.08 0.09
防災調整池近傍 0.07 0.08 0.08
馬引沢峠近傍 0.07 0.07 0.08

単位 ： μSv/時

二ツ塚処分場

放射性セシウム濃度（セシウム134と137の合計）

最小値 平均値 最大値
主灰 83 137 309
飛灰固化物 173 655 1,065
飛灰 427 587 828

単位 ： Bq/kg

組織団体15清掃工場

  受入条件

受入期間	 	多摩地域７清掃工場焼却灰搬入日から
平成２５年３月３１日まで

受 入 量	 	約６，０００トン以内（平成２５年３月３１
日までの合計量）

受入台数	 	日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場に係
る公害防止協定書第１２条に基づき承認
を得た予定台数の範囲内（通常のごみの
搬入台数の範囲内）

受入対象	 	宮城県女川町の廃棄物選別処理施設より
搬出された可燃性廃棄物（木くず等）を多
摩地域７清掃工場で処理した焼却灰

受入状態	 	組織団体が収集した通常のごみの焼却
灰と災害廃棄物焼却灰を混合した状態

西多摩衛生組合　環境センター	 ６月１１日
日野市クリーンセンター	 ６月１５日
多摩ニュータウン環境組合		多摩清掃工場	 ７月11日
柳泉園組合　柳泉園クリーンポート	 9月10日

多摩川衛生組合　クリーンセンター多摩川	 10月（予定）
町田市　町田リサイクル文化センター	 11月（予定）
八王子市　戸吹清掃工場	 平成25年1月（予定）

〉〉〉 交通安全功労者（優良事業所）で
　  表彰されました
　循環組合は、日ごろから職員の交通安全対策
を積極的に推進し、地域の交通安全に貢献して
いるということで、6月1日に警視庁五日市警
察署・五日市交通安全協会より、感謝状が贈呈
されました。同時に職員1名に対しても交通法
規を順守し安全運転に努めているということ

で感謝状が贈呈され
ました。

表彰式の様子

桜井前局長（左）と小林主査

循環組合の動き［平成24年］

	3月	21日（水）	第3自治会谷戸沢処分場監視委員会

	3月	22日（木）	第22自治会二ツ塚処分場対策委員会

	3月	29日（木）	環境データ公表（平成23年度第3四半期分）

	5月	22日（火）	第22自治会二ツ塚処分場対策委員会（臨時）

	5月	31日（木）	 	東日本大震災に伴う災害廃棄物焼却残さの日
の出町二ツ塚廃棄物広域処分場東京たまエコ
セメント化施設への受入に関する特別協定書
締結

	6月	14日（木）	第27回循環組合技術委員会

	6月	18日（月）	第31回環境保全調査委員会

	6月	20日（水）	第3自治会谷戸沢処分場監視委員会

	6月	27日（水）	第22自治会二ツ塚処分場対策委員会

	8月	30日(木）	第36回谷戸沢処分場環境影響評価委員会

	8月	31日（金）	環境データ公表（平成23年度分）

つるつる温泉
天然温泉でハイ
キングの疲れを
癒してくれます。

晴天時には
スカイツリーも見える

日の出山（標高902m）。
　週末にはハイキングを楽しむ人々でにぎわう
日の出町。おすすめは、御岳山を経て日の出山
からの眺望を楽しみ、つるつる温泉で疲れをリ
フレッシュするハイキングコースです。

家族みんなで
工夫しようね



〉〉〉 夏休み処分場見学会を行いました 〈〈〈
	事業者の皆さまへ

東京たま広域資源循環組合
入札参加申請の受付
平成25・26年度の工事・物品買入れ等
の入札参加申請を受け付けます。
受付期間	 	平成24年10月22日(月)

〜11月２日(金)
申請方法	 	郵送もしくは宅配便にて東

京たま広域資源循環組合ま
で（〒183-0052		府中市新
町2-77-1）

申請書類等	 	詳しくはホームページをご
覧ください。

問い合わせ	 	東京たま広域資源循環組合
総務課　契約担当

	 ☎042-385-5947

〉〉〉 今年もオオムラサキが元気に羽ばたきました 〈〈〈

　昨年に引き続き今年も国蝶オオムラサキ
の放蝶会が、6月25日に谷戸沢処分場で
実施されました。美しい羽根を元気よく広
げて、力強く羽ばたくオオムラサキの様子
に、招待された日野市の小学生たちは目を
輝かせて歓声を上げていまし
た。循環組合では、来年もオオ
ムラサキの元気な姿を皆さん
にお見せできるよう、保全・育
成に取り組んでいます。

　恒例の夏休み処分場見学会を8月3日と
17日に行いました。小学生の親子を中心に
128人が参加し、多摩地域の清掃工場から、
二ツ塚処分場、谷戸沢処分場を見学しまし
た。参加者からは「ごみの行方がわかり、分別
の大切さを実感した」「ごみ
減量について家族でできる
ことをやっていきたいと思っ
た」などの感想が聞かれま
した。

放蝶会は、実際にオオムラサキに手を触れ、
その力強さに驚き、喜ぶ子どもたちの笑顔で
あふれていました。

谷戸沢処分場では素朴な自然がいっぱいの自然
観察路や、昆虫の標本などが見られる谷戸沢記念
館を見学しました。

　私は資格マニアで、これまでに30個以上のいろいろな資格を取得し
ましたが、食や自然、香りなど、エコについて再認識するきっかけとなっ
た資格がたくさんありました。
　ごみを減らすことは、簡単そうで実はとても面倒だと思いますが、まず
は分別を習慣にすること。これは、分別の数だけごみ箱を用意すれば意外
とできます。あとは捨てる物を増やさないように気をつけることですね。
私はマイバッグやマイ箸を持ち歩いて、過剰な包装や袋はお断りし、不要
になった衣類や小物はフリーマーケットに出すことから始めました。生ご
みもできるだけ出さないように、野菜などは調理法をいろいろ工夫して
います。それだけでも、ごみの量がずいぶん減って楽しくなってきました。
　多摩地域の遊園地や温泉には、家族そろってよく出かけますが、自然が
たくさんあって素晴らしい環境だと思います。美しい景色をぜひ子ども
たちに残してあげたいですね。

山口県宇部市出身。
1986年に映画『ドン松
五郎の生活』で主演デ
ビュー。現在はテレビや
ラジオ、雑誌など多方面
で活躍中。料理人の夫
と小学生の娘との3人
暮らし。

家庭から出るごみをもっと減らして、今年度はごみ全体量の減少を目指しましょう。
そのためには家族が一丸となって、ごみ減量に取り組むことが大切です。

毎日少しずつ、楽しみながらごみを減らせたら素敵ですね！

83,792
　　　  トン

78,050
　　　  トン

74,172
　　　  トン

75,670
　　　  トン

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

平成23年度は、焼却灰の搬入量だけ増えています。これは
東日本大震災に伴う計画停電の実施のため、平成22年
度末に搬入量の調整を行ったことが原因と考えられます。

総ごみ量（トン）

人　口（人）

可　燃（トン）

不　燃（トン）

資　源（トン）

粗　大（トン）

有　害（トン）

1,088,084

平成22年度 平成23年度 前年度比較

4,037,027

738,527

77,954

243,229

26,758

1,616

1,088,585

4,043,285

741,911

72,779

244,314

28,091

1,490

+501

+6,258

+3,384

－5,175

+1,085

+1,333

－126

　多摩地域の皆さんのご家庭から排出されるごみの量は、年々減
少傾向にありましたが、平成23年度は前年度に比べほぼ横ばいと
なりました。「余分な買い物をしない」「食べ物は残さず食べる」「ご
みは分別して出す」など、家族一人ひとりが自分にできることを少し
ずつ実行することで、大きな力が生まれます。これからも、ごみの減
量と分別にご協力をお願いします。

25市1町の総ごみ量比較

組織団体 搬入量（トン）人口（人）
平成23年10月1日現在

合　計

八 王 子 市
立 川 市
武 蔵 野 市
三 鷹 市
青 梅 市
府 中 市
昭 島 市
調 布 市
町 田 市
小 金 井 市
小 平 市
日 野 市
東 村 山 市
国 分 寺 市
国 立 市
福 生 市
狛 江 市
東 大 和 市
清 瀬 市
東久留米市
武蔵村山市
多 摩 市
稲 城 市
羽 村 市
西 東 京 市
瑞 穂 町

564,980
178,823
138,278
179,850
139,860
251,691
113,672
222,187
425,173
116,147
184,218
178,521
153,433
117,076
74,606
59,693
76,902
84,415
74,231
116,117
71,902
146,637
85,212
57,589
197,973
34,099

4,043,285

9,031
5,147
3,243
1,675
2,877
1,954
2,224
2,878
8,706
888
4,981
3,974
2,956
2,312
740
1,227
676
2,165
1,784
3,118
1,975
4,025
838
1,154
4,338
784

75,670

生ごみを乾燥させたり、ぎゅっと絞って
水分を切るだけで、驚くほどごみ減量。
ごみ出しも楽になりました。

写真はアタリ

谷戸沢処分場近くの
川でカルガモが産ま
れました。

家庭から出されるごみの最終処分は、日の出町にある処分場
周辺の皆さまのご理解とご協力のもと行われています。

組織団体（25市1町）から二ツ塚処分場とエコセメント化施設
へ搬入されたごみの量（不燃ごみ＋可燃ごみの焼却灰）

総ごみ量とは、市・町で収集したごみや、市・町の処理施設で受け入れたごみを合計した量

出典：「多摩地域ごみ実態調査	平成23年度統計」公益財団法人東京市町村自治調査会

二ツ塚処分場とエコセメント化施設へ搬入された
ごみの量（不燃ごみ＋可燃ごみの焼却灰）

平成23年度 組織団体別ごみの搬入量

家族で工夫するのは
楽しそうだね！

乾かして冷蔵庫や下駄箱の中に置くと
脱臭効果を発揮するし、発酵させて植物
の土に混ぜれば肥料や防虫剤にも。

ごみを出す曜日も
覚えたよ！また使えるね！

ごみ箱の前で
迷わなくなったよ！

壊れたお
もちゃを

捨てる前
に、パソ

コンで

「おもち
ゃの修理

」と検索
したら、

近くに

「おもち
ゃ病院」

を見つけ
たよ。

はじめは複雑で面倒に感じたけど、毎回みんなで確認しながら
分別していたら、すっかり身につきました。

少し重い荷物でもマイバッグなら持ちや

すいし、破れちゃう心配もないでしょ。

ついでにエコもできるから◎。

平成23年度は、焼却灰の搬入量
だけ増えています。これは東日本
大震災に伴う計画停電の実施の
ため、平成22年度末に搬入量の
調整を行ったことが原因と考えら
れます。

タレント 
西村知美 さん


