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議会の報告
循環組合の議員は、組織団体25市1町の議会議員の中から選出されています。

循環組合の動き

平成２4年

9月 ２０日（木）第3自治会谷戸沢処分場監視委員会

9月 ２５日（火）第２２自治会二ツ塚処分場対策委員会

10月 ４日（木）平成２４年第４回正副管理者会議

10月 １０日（水）環境報告書２０１２公表

10月 ２２日（月）平成２４年第３回理事会

10月 ３０日（火）平成２４年第２回議会定例会

１1月 ２６日（月）第２８回循環組合技術委員会

１２月 １７日（月）第３２回環境保全調査委員会

１２月２１日（金）第３自治会谷戸沢処分場監視委員会

１２月２５日（火）第２２自治会二ツ塚処分場対策委員会

１２月２６日（水）環境データ公表（上半期分）

平成２5年

1月 ３１日（木）平成２５年第1回正副管理者会議

2月 １４日（木）平成２５年第1回理事会

２月２２日（金）平成２５年第1回議会定例会

　平成25年度予算の骨子は、前年度に引き続き二ツ塚・谷戸沢両処分場の安全
かつ適正な維持管理を実施するとともに、エコセメント事業を推進する予算となっ
ています。
　歳入では、組織団体からの負担金が5年連続で93億3千万円と全体の
86.7％、歳出ではエコセメント事業費が53億5千万円で全体の49.7％となっ
ています。

　決算額は、歳入が110億3,267万円（前年度比7.0％減）、歳出が109億
3,665万円（前年度比4.7％減）となりました。
　平成23年度は、エコセメント化施設で使用する燃料費と電気料が増加したも
のの、災害廃棄物の受け入れが平成24年度実施になったことなどで、エコセメ
ント事業費は微増にとどめることができました。エコセメント事業費は歳出決算
額の4割強を占めていますが、処分場への埋め立てが大幅に減少し、処分場の延
命化に大きく貢献しています。

　日の出トマトは、トマト本来の味と旨みを徹底的に追求した
結果、真っ赤に完熟してから収穫する「完熟もぎ」で出荷を行っ
ています。日持ちのしない完熟もぎは、地域限定の少数販売だ
からこそ実現できました。日の出町がお届けする完熟「日の出
トマト」。ぜひご賞味ください。

 お問い合わせ 	日の出町サービス総合センター（株）
	 ☎・FAX 	042-597-1009
	 日の出町直売ショップ（ネット販売）
	 store.shopping.yahoo.co.jp/hinodemachi/日の出
だより

日の出
だより

Vol.49 新鮮ご当地野菜！ 完熟「日の出トマト」
おいしさの秘密は、こだわりの「完熟もぎ」。高糖度でおいしい歯ごたえの究極の味わいトマトをどうぞおためしください。

平成23年度決算の報告 平成25年度予算の報告
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合計
107億

5,813万円

繰越金
1億円（0.9％）

財産収入
938万円（0.1％）

諸収入
9億3,437万円

（8.7％）

国庫支出金
454万円（0.1％）
都支出金
8万円（0.0％）

繰入金
3億7,976万円（3.5％）

分担金及び
負担金
93億3,000万円
（86.7％）

議会費
1,313万円（0.1％）

総務費
1億5,124万円

（1.4％）
衛生費
83億7,338万円
（77.8％）

公債費
21億9,924万円

（20.5％）

諸支出金
114万円（0.0％）

予備費
2,000万円（0.2％）

合計
107億

5,813万円
歳入 歳出

衛生費内訳	 1エコセメント事業費	………………………………… 47億7,412万円
	 2二ツ塚処分場費	……………………………………… 18億3,542万円
	 3谷戸沢処分場費	………………………………………… 4億6,009万円
	 4清掃総務費	……………………………………………… 2億3,833万円

合計
109億

3.665万円

議会費
1,030万円（0.1％）

総務費
1億4,186万円

（1.3％）

衛生費
73億796万円
（66.8％）

公債費
32億1,900万円

（29.4％）

諸支出金
2億5,753万円

　　　　　　　   （2.4％）

諸収入
5億9,780万円

（5.4％）

財産収入
916万円（0.1％）

繰越金
3億9,353万円（3.6％）

国庫支出金
113万円（0.0％）

都支出金
105万円（0.0％）繰入金

7億円
（6.3％） 分担金及び

負担金
93億3,000万円
（84.6％）
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合計
110億

3,267万円
歳入 歳出

衛生費内訳	 1エコセメント事業費	………………………………… 53億5,140万円
	 2二ツ塚処分場費	……………………………………… 21億2,641万円
	 3谷戸沢処分場費	………………………………………… 6億2,471万円
	 4清掃総務費	……………………………………………… 2億7,086万円

販売期間 	例年12月〜6月ごろまで
販 売 店 	 	イオン日の出店、日の出つるつる温泉など
販売価格 	1袋400円前後より
	 ※	箱売りのご注文もお受けしています。

番　号 件　名 議決結果 

議案第6号
平成23年度東京たま広域資源循環組合一般会計歳入歳出決算の認定に
ついて

認 定

議案第7号 平成24年度東京たま広域資源循環組合一般会計補正予算（第1号） 可 決

議案第8号 監査委員（識見を有する者）の選任につき同意を求めることについて 同 意

平成24年第2回循環組合議会定例会 〈平成24年10月30日開催〉

番　号 件　名 議決結果 

議案第1号
専決処分（東京たま広域資源循環組合職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例）の承認を求めることについて

承 認

議案第2号 東京たま広域資源循環組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 可 決

議案第3号
東京たま広域資源循環組合一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格を
定める条例

可 決

議案第4号 平成24年度東京たま広域資源循環組合一般会計補正予算（第2号） 可 決

議案第5号 平成25年度東京たま広域資源循環組合一般会計予算 可 決

議案第6号 平成25年度東京たま広域資源循環組合負担金について 可 決

平成25年第1回循環組合議会定例会 〈平成25年2月22日開催〉

次のページでは、
2つの処分場を紹介しています

http://www.tama-junkankumiai.com/
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…

豊かな里山の
生態系が戻った
埋立地

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。

1 年中同じところにすむ。
初夏には雛が巣立つ

オオタカ

春から秋にかけて見られる
夏の渡り鳥

サシバ

秋から春にかけて多く
見られる水辺の冬鳥

コガモ

きれいな水辺から草原、
森で年間見られる

キセキレイ

草原や明るい森林で胸を
張ってさえずる

ホオジロ

　埋め立てが終わった谷戸沢処分場の自然観
察路を歩くと、たくさんの鳥たちのさえずりが
聞こえてきます。青々とした森林に囲まれた
処分場はいま、美しい草原と水辺に恵まれ、多
くの種類の鳥や小動物、昆虫たちの楽園となっ
ています。

（オス）

（メス）

鳥たちが元気に暮らす

トウキョウサンショウウオ、
モリアオガエルなど

キセキレイやコチドリ、
トノサマバッタなどホオジロやカヤネズミ、

タヌキなど

コガモやカイツブリ、
ギンヤンマなど

キィーキィー

チチン チ
チン

ピリッピリー

チチチッ チチッ

ピックイー



〉〉〉 環境調査を行い安全性を確認しています 〈〈〈〉〉〉 放射性物質濃度の測定を毎月行っています 〈〈〈

　可燃ごみの焼却灰からセメントを作る「エ
コセメント化施設」、不燃ごみを埋め立てて
いる「二ツ塚処分場」、すでに埋め立てを終
了した「谷戸沢処分場」では定期的に水質や
大気などの環境調査を行っています。
　これらの環境調査は、日の出町および地
元自治会と締結した公害防止協定に基づい
て実施しているもので、各調査は日の出町
の方々の立ち会いのもとに行っています。
平成24年度上半期の調査では、いずれも
基準値や自己規制値を下回り、エコセメン
ト化施設や処分場の埋立事業による周辺環
境への影響はないことが確認されました。

調査項目（単位）
調査結果 自己

規制値
法規制基準値

焼成炉 乾燥機等 焼成炉 乾燥機等
窒素酸化物（ppm） 不検出〜33 20〜33 50 250 414
硫黄酸化物（ppm） 不検出 不検出 10 2158 9635
塩化水素（ppm） 不検出 不検出 10 430 —
ばいじん（ｇ/ｍ3

N） 不検出〜0.005 0.005〜0.009 0.01 0.04 0.35
水銀（mｇ/ｍ3

N） 不検出 不検出〜0.028 0.05 — —
ダイオキシン類
（ng-TEQ/ｍ3

N）
0.00000057〜

0.000019
0.0000064〜

0.00022 0.05 0.1 —

エコセメント化施設  排ガス調査結果 （平成24年度上半期）

調査項目
谷戸沢処分場 二ツ塚処分場

基準値
上流 下流 上流 下流

カドミウム 不検出 不検出 不検出 不検出 0.01
鉛 不検出 不検出 不検出 不検出 0.01

ひ素 0.001 不検出 0.001 不検出 0.01
総水銀 不検出 不検出 不検出 不検出 0.0005

トリクロロエチレン 不検出 不検出 不検出 不検出 0.03
テトラクロロエチレン 不検出 不検出 不検出 不検出 0.01

処分場内上流側および下流側井戸の重金属等調査結果 （平成24年度上半期）

※単位はmg/ℓ

　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。1月の測定結果は表のとおりです。

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 140 Bq/L
エコセメント（製品） 不検出 Bq/kg

エコセメント化施設

測定結果は毎月ホームページでも公開しています。
調査結果はホームページでも

公開しています。

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 0.07 0.08 0.09
第1-1区画堤南側外周道路 0.08 0.09 0.09
防災調整池近傍 0.07 0.08 0.08
馬引沢峠近傍 0.07 0.08 0.09

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 不検出 35 54
飛灰固化物 74 265 436
飛灰 134 214 272

単位：Bq/kg

組織団体15清掃工場

これからも

処分場を利用していくために
処分場周辺の環境を良好に保つとともに
処分場をできるだけ長い期間使用していくために、
日頃から家庭や職場でごみの減量に努め、
分別を徹底してリサイクルを心がけましょう。

　捨てられない性分なので、さまざまなものをとっておいて再利
用しています。掃除に欠かせないのが卵の殻。自宅の扉は、トイレ以
外はすべて引き戸なんですが、体に合わせて扉を大きくしたため、
時間がたつとすべりが悪くなって重くなるんです。そういうときに、
ストッキングに卵の殻を入れてレールを磨くと、研磨効果があって
すべりがよくなります。また、我が家で大活躍するのが新聞紙。結露
したところをぬぐい、その後窓をふけばピカピカになります。冬用
の衣類も、たたんで新聞紙にくるんで収納しておけば、脱臭効果が
あって防虫剤も必要ない。子どもが学校で習字を書くときには、余
分な墨汁を吸い取ったり、作品をはさんだりするのにも使えます。
　長男が１歳のときに私が生まれ育った埼玉県の田舎に引っ越し
ました。目標はただ1つ、爪が汚い子どもにすること。泥遊びで爪が
真っ黒になっている子どもに育てたかったんです。多摩地域は試
合でときどき行きますが、私が住んでいる環境と似ていて、東京と
は思えないぐらい自然が多いのがいい。この美しい自然をぜひ未
来の子どもたちにも残していきたいですね。

埼玉県吉川市出身。1985
年に全日本女子プロレスに
入門し、「デンジャラスクィー
ン」と呼ばれ活躍。現在は
（株）健介オフィスの代表。
夫・佐々木健介氏と2人の
息子の4人暮らし。

元女子プロレスラー・
タレント 

北
ほ く

斗
と

晶
あきら

 さん

二ツ塚処分場 谷戸沢処分場
　谷戸沢処分場で生まれた国蝶オオムラサキ
の幼虫を大切に育て、毎年初夏のころに放蝶会
を行っています。

オオムラサキの保全・育成に
取り組んでいます

処分場の見学会を行っています
　家庭から出されたごみのゆく
えを知ってもらうため、毎年8月に
「夏休み処分場見学会」を実施し
ています。清掃工場やエコセメン
ト化施設、二ツ塚処分場、谷戸沢
処分場を見学しています。

処分場内の大気や水
質の状態を定期的に
調査して、その結果を
ホームページなどに
公開しています。

環境調査　埋め立てるごみ
の厳重な検査や、
ごみの飛散防止対
策など、周辺環境
を保全するために
徹底した施工管理
を行っています。

　2月18日に行われた植
樹会では、今年協力してく
れた小平市立小平第十四
小学校の6年生が、2年間
大切に育てた広葉樹の苗
を処分場内の緑地にてい
ねいに植えました。

安全に埋め立てを行っています

私たちが育てた苗を植樹しました

　可燃ごみの焼却灰はエコセメント
化施設に運ばれ、エコセメントの原料
として再生利用されます。

焼却灰を
リサイクルしています

　谷戸沢記念館の展示室では、谷戸沢処分場
の自然回復の記録や処分場内に生息する動植
物の写真、昆虫標本などを見ることができます。

動植物の情報がいっぱいです

2つ並んだ処分場

　貯水池がある水辺ゾー
ンでは、カイツブリが子育
てをする姿やセグロセキ
レイなどの水辺の鳥たち
が確認され、豊かな生態
系が育まれています。

水辺の生き物が暮らしています

二ツ塚処分場

谷戸沢処分場

　谷戸沢処分場内に
建設している天然芝
のサッカー場が間も
なく完成する予定で
す。この秋開催され
る「スポーツ祭東京
2013」の女子サッ
カー競技会場として
使用されます。

スポーツ祭東京2013の会場に

※�ごみの飛散防止対策：水をかけながらごみを下ろす、その日のうち
に土をかぶせる、風が強い日はごみの搬入を中止する、埋立地内を
走行した車両は洗車して土やごみを外に出さない、など。

　昨年秋、自然が回復した谷戸沢処分場を
知ってもらうために観察会を行いました。
専用バスで来場した参加者は、処分場内の
動植物や環境保全活動について説明員の
話を聞きながら、散策をして楽しみました。

谷戸沢処分場
自然観察会を行いました

埋立地の外側約50m幅を
残留緑地（山を崩さず自然
のままの状態で残す）とし
て保護し、木を切る面積を
少なくするため搬入道路を
トンネル構造にしています。

環境保全

国内最高水準の設備とシス
テムで、浸出水（埋め立てた
ごみに触れた雨水）を外に
漏らさず、きれいに処理し
て下水へ流しています。

浸出水処理施設

建設中のサッカー場


