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令和2年度予算 　令和２年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正
かつ安全安心な管理運営の継続に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団
体からの負担金が86億4千万円（対前年度▲6.9億円※）と全体の約90％、歳出では、
エコセメント事業費が約61億円（前年度並）で全体の約60％を占めています。
※公債費償還金の減額（▲7.9億円）から消費税増税等による事業費の増額（約1億円）を差引いた額

環境調査を行い、
安全性を確認しています。

　ニツ塚処分場(エコセメント化施設を
含む)および谷戸沢処分場では、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等に基
づいて定期的に実施しているもので、各
調査は日の出町の方々の立会いのもと
に行っています。令和元年度の調査にお
いても、特段の異常は見られず、処分場
が周辺環境に影響を与えていないことが
確認されました。調査結果はホームペー
ジでも公表しています。

放射性物質の濃度を
毎月測定しています。

4月分

　循環組合では、放射性物質汚染対処特別措置法、日の出町およ
び地元自治会・同対策委員会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）とニツ塚処分
場の敷地境界における空間放射線量等の測定（週1回）を行っていま
す。測定結果は毎月ホームページでも公表しています。

エコセメント化施設（4月調査分）
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/m3 N
焼成炉排ガス 不検出 Bq/m3 N
金属回収汚泥 不検出 Bq/kg 
下水道放流水   15.1 Bq/L
エコセメント(製品) 不検出  Bq/kg

循環組合の動き
令和元年 内容

12月 3日（火）

12月 10日（火）

12月 17日（火）

12月 18日（水）

12月 27日（金）

第42回循環組合技術委員会  

第46回谷戸沢処分場環境保全調査委員会 

第22自治会二ツ塚処分場対策委員会 

第3自治会谷戸沢処分場監視委員会 

環境データ公表（令和元年度上半期分）

令和２年 内容

 1月 24日（金）

 2月 10日（月）

 2月 20日（木）

 3月 24日（火）

 3月 25日（水）

 3月 27日（金）

令和2年第1回正副管理者会議  

令和2年第1回理事会  

令和2年第１回議会定例会  

第3自治会谷戸沢処分場監視委員会 

第22自治会二ツ塚処分場対策委員会 

環境データ公表（令和元年度第3四半期分）

循環組合からのご報告

日の出町だより
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日の出町「ひのでちゃん」

　東京たま広域資源循環組合とは？　二ツ塚処分場・谷戸沢処分場を管理・運営している
特別地方公共団体で、日の出町の皆さまにご理解とご協力をいただきながら、多摩地域
25市1町、約400万人のごみの最終処分を行っています。可燃ごみの焼却灰をセメント
（エコセメント）としてリサイクルし、不燃ごみは埋立てます。

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

詳しくは中面へ

組
織
団
体

東京たま広域資源循環組合

●住所　〒190-0181東京都西多摩郡日の出町大字大久野7642
●TEL　042-597-6151　　FAX　042-597-7886
●Eメール　toiawase@tama-junkankumiai.com

ご意見などをお待ちしています。
循環組合では、皆さまのご意見などをお待ちしています。
お手紙、FAX、電子メールのいずれかの方法で、「たまエコニュース係」と明記のうえ、左記あて先にお送りください。

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。 https://www.tama-junkankumiai.com/循環組合

information

エコセメントってなぁに？
特集

処分場見学会の

報告レポートも

読んでね

エコタロー
エコセメント事業のシンボルマーク

日の出町イメージキャラクター
ひのでちゃん
　日の出町イメージキャラクター・ひ
のでちゃんは、平成２５年に行われた
日の出町イメージキャラクターの募
集によって１１月２日に誕生しました。
　ひのでちゃんは日の出町の未来を
担う輝く子どもであり、豊かな自然に
恵まれた山林や町の花・桜を体現し
ています。がぶっている帽子の模様は
「緑美しい山々」、「真っ赤に輝く太陽」、
「春を彩るさくらの花」を表しています。
　多くの皆さんに愛され、親しまれる
明るく元気なひのでちゃんが
「太陽と緑のまち日の出町」の魅力を
PR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。

おいしさの秘密は「完熟もぎ」。
究極の味わいトマトをGETしよう！

新鮮ご当地野菜!
完熟「日の出トマト」

販売期間 例年12月～6月ごろまで

問い合わせ 日の出町サービス総合センター㈱　☎・FAX　042-597-1009

6月号
vol.75

2020たまエコニュ
ース

次回発行予
定

2020年12
月

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。

令和2年第1回組合議会定例会（令和2年2月20日開催）

議案第1号

議案第2号

議案第3号

議案第4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

令和元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）

令和2年度東京たま広域資源循環組合
一般会計予算

令和2年度東京たま広域資源循環組合負担金

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

　番号　 件名　

歳出合計
97億4,900万円

歳入合計
97億4,900万円

■諸収入
　10億8,387万円
　（11.12％）

■分担金及び負担金
　86億4,000万円（88.62％）

■財産収入
　263万2千円
　（0.03％）

■国庫支出金
　218万5千円
　（0.02％）

■諸支出金
　413万2千円（0.04％）

■予備費
　2,000万円
　（0.21％）

■議会費
　874万9千円
　（0.09％）

■衛生費
　88億3,562万8千円
　（90.63％）

■総務費
　3億2,750万1千円
　（3.36％）

■公債費
　5億5,299万円
　（5.67％）

■都支出金
　31万3千円
　（0.00％）

■繰越金
　2,000万円（0.21％）

歳入 合計97億4,900万円 歳出 合計97億4,900万円

【内訳】
●❶エコセメント事業費
　61億2,337万7千円
●❷二ツ塚処分場費
　19億4,791万8千円
●❸谷戸沢処分場費
　7億160万円
●❹清掃総務費
　6,273万3千円

好きなもの
さくらとふじと、笑顔
あふれる日の出の
みんなです！

趣味
楽しいことを探すこと

好きな食べ物
とまと

ホームページには
「ひのでちゃんの部屋」

があります。

地域とともに自然とともに

Tama Eco News

表紙
中面
・エコセメントってなぁに？
・見学会レポート
裏表紙
・インフォメーション
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二ツ塚処分場
谷戸沢処分場

エコセメント化
施設

オオムラサキ
のケージ

多摩地域
25市1町のごみは

日の出町で

最終処分
されています



オオムラサキは
国の準絶滅危惧種

　谷戸沢処分場に生息する国蝶オオムラサキは、6月の梅雨の訪れと
ともに羽化のピークを迎えます。

知ってますか？

　毎年6月に、オオムラサキ
見学会を開催しています。昨
年は、雨の中約700名の方々
に来場していただき、蘇った谷
戸沢の自然や、多くの動植物
たちとふれあいました。

　ごみ処分場だった場所に、
豊かな自然が再生していて、
素晴らしい体験ができました。

ふだん接することの少ない動植物
とのふれあいは貴重な体験です。

参加者の声

　自分たちの出すごみが、どのように処
分されているのか学ぶことができ、とても
有意義な時間でした。

参加者の声

ケージの中でオオム
ラサキを観察しました

。

　毎年、夏休み期間中に、
処分場見学会を行ってい
ます。昨年は、8月2日、9日、
16日に実施しました。清掃
工場から最終処分場の二
ツ塚処分場(エコセメント
化施設)、谷戸沢処分場を
見学し、ごみ処理の流れを
学びました。

家庭から回収されたごみが
集まるピットを見学

クレーンの大きさ、
迫力にびっくり

最後まで熱心に
質問をする見学者

映像や模型を使って、最終処分場
について学ぶ様子

清掃工場から運び込ま
れた大量の焼却灰を貯
めるピットを見学

エコセメントで造られた
点字ブロックなどの製
品を見学

自然が再生した谷戸沢処分場で虫取り

地元の方から処分
場の歴史や建設
当時の貴重なお話
を聞く見学者

清掃工場

二ツ塚
処分場

谷戸沢
処分場

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、
今年度の「オオムラサキ見学会」及び
「夏休み処分場見学会」は中止します。
オオムラサキの写真等をホームページに掲載します
ので、ぜひご覧ください。

フクロウのヒナ

成虫

一齢幼虫

夏

秋

冬
春

越冬幼虫
落ち葉の下で休眠

五齢幼虫
エノキの葉を食べて成長します
かわいいお顔が特徴的

終齢幼虫

蛹（さなぎ）
葉の裏で蛹に

卵

どんなしくみで
エコセメントが
できていくの？

清掃工場

生コンクリート工場

コンクリート製品工場

エコセメントは
ごみを再資源化
して役立って
いるんだね

エコセメント

道路整備

建物・住宅・公園私たちのまち

エコセメント化施設

清掃工場

エコタロー

焼却灰は、
ごみを清掃工場で
燃やした後に出る
灰のことだよ！

エコタロー

東京スカイツリータウン

三吉野桜木中央
公園（日の出町）

エコセメント化施設

生コンクリート工
場

可燃ごみ

公園や道路など
いろいろなところで
使われています

焼却灰

里山の蝶

里山的自然環境の
保全に取り組んでいますニツ塚処分場

ふ た つ 　づ か

谷戸沢処分場
や 　 と 　 ざ わ

　二ツ塚処分場は、多摩地域25市1町から

搬出されるごみの最終処分場です。

　平成18年7月からは、エコセメント化施設

の運転を開始したため、焼却灰の埋立てを

行わず、全てリサイクルされています。
※平成30年度から、ごみの埋立てを行っていません。

　谷戸沢処分場は、昭和59年から平成10年までごみの埋立て

を行っていた処分場です。現在では里山的自然環境が再生され、

国蝶オオムラサキなど多くの里山の動植物が生息しています。

ごみの焼却灰を
エコセメント化しています

　エコセメントとは、焼却灰を主な原料として製造さ
れるセメントです。廃棄物資源を再利用するセメント
であることから、「エコロジー」の「エコ」と「セメント」を
合わせて名付けられた、JIS規格にも定められている
新しいセメントです。

エコセメントとは？

　エコセメント事業の３つの目的を推進することにより、
循環型社会の実現を目指します。

1 多摩地域のリサイクルをさらに進めます。

2 二ツ塚処分場を長く有効に活用します。

3 安全な埋立対策をさらに進めます。

エコセメント事業3つの目的

エコセメントは
どんなところで使われているの？
　エコセメントは、普通ポルトランドセメントと変わらない性質を
持っており、道路の側溝、縁石や点字ブロックといった土木・建築
工事等、さまざまな用途に使うことができます。
　令和元年11月からは、エコセメントからできた生コンクリートを
出荷できる体制が整いました。

しょう  き ゃく  ば い


