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　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。搬入された焼却灰を主原料として、全量エコセメントにリサ
イクルし、不燃ごみは埋立てます。なお、平成30年度以降埋め立て処分はゼロを継続しています。

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
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二ツ塚処分場
夏休み処分場見学会

谷戸沢処分場
国蝶オオムラサキ見学会

新管理者就任あいさつ日の出町の皆様、多摩地域400万人の住民の皆様へ
　この度、東京たま広域資源循環組合の管理者に就任いたしました   
渡部　尚でございます。
　はじめに、日の出町の皆様には、多摩地域25市1町、400万人の家庭
から出されるごみの最終処分に多大なるご理解とご協力をいただき、
心より感謝申し上げます。
　当組合では、谷戸沢・二ツ塚の両処分場及びエコセメント化施設の
管理・運営に当たり、法令をはじめ処分場周辺の皆様と締結した公害
防止協定を遵守し、万全な管理体制の下、環境保全に努めています。
　エコセメント化施設については平成18年７月から稼働させ、焼却灰
を全量リサイクルすることで、資源循環を図っています。組織団体にお
いても、様々な手法でごみの減量化やリサイクルが進み、二ツ塚処分場

に埋め立てていた不燃ごみの量が大幅に削減され、平成30年度以降
は埋立処分ゼロを継続しています。
　また、埋立てが終了した谷戸沢処分場においては、里山的自然環境
の保全に取り組み、里山を代表する国蝶「オオムラサキ」や生態ピラ
ミッドの頂点に位置する「フクロウ」が営巣するほどの豊かな自然環境と
なっています。
　今後とも当組合といたしましては、処分場等の建設に際し、日の出町の
皆様におかけした御苦労を風化させることなく、その思いを引き継いで
いくとともに、ごみの最終処分を通じて廃棄物の再資源化・環境への配
慮といったSDGｓの取組みを進め、多摩地域400万人の生活を守るべく
全力を挙げて取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

令和3年5月１日就任
管理者
（東村山市長）渡部 尚

わたなべ たかし

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



　私たちの街から出た可燃ごみは清掃工場で燃やされ焼却灰となり、そこからエコセメント
化施設で石灰石などの材料を加え、焼成等の処理をすることでエコセメントとなります。
　その後コンクリート製品工場で加工され道路の縁石や側溝、歩道の舗装ブロックなどに
利用されます。

コンクリート製品工場

可燃ごみ

START!

私たちのまち 清掃工場
可燃ごみを燃やすと、
約1/10の焼却灰が
残ります。

可燃ごみは、ごみ収集車
で集められ、焼却施設へ
運ばれます

いろいろなコンクリート
製品に加工されます。

専用のトラックで
運ばれます。

エコセメント化施設
焼却灰に石灰石などを加えて焼成等の
処理をすることで、エコセメントへ変身！

エコタロー

エコセメント
焼却灰は、日の出
町の二ツ塚処分
場内にあるエコ
セメント化施設に
運ばれます。

焼却灰

参加者募集中!
各回定員20人

※応募多数の場合抽選になります。

武蔵野クリーンセンター

三鷹駅付近

8月20日（金）日付

行先

集合・解散

浅川清流環境組合

立川北口公園付近

8月17日（火）日付

行先

集合・解散

八王子市戸吹クリーンセンター

八王子駅南口

8月10日（火）日付

行先

集合・解散

ニツ塚処分場
ふ た つ 　 づ か

　二ツ塚処分場ではごみの焼却灰を埋め立てずに
エコセメントとして再生利用するための施設が稼働し
ています。
　私たちの街で出た可燃ごみは再生され、エコセメ
ントとして街の様々な場所で活用されています。

ごみのゆくえを知ろう！

夏休み処分場見学会

【午前中】 中間処理施設見学
【 昼 食 】 つるつる温泉
【 午 後 】 二ツ塚処分場、谷戸沢処分場
※バスで移動します。

対象
多摩地域在住・在勤・在学者
●小学生(原則4～6年生)  ※保護者同伴
●中学生以上 ※なるべく２人１組でご参加ください。

参加費
1人500円（昼食代）　※当日お支払いください。

申込方法
●はがきの場合　　　　　　　　　　　　　
官製はがきに右記のとおり必要事項をご記入
の上、お申込みください。
※①～④は参加者全員分ご記入ください。
※保険に加入しますので、必ず全ての項目をご記入ください。

●インターネットの場合
循環組合ホームページにある「夏休み処分場
見学会申込みフォーム」からお申込みください。
https://www.tama-junkankumiai.com/

申込締め切り
各日とも7月28日（水）必着
※抽選結果については、別途通知します。

問合せ（適正化・広報担当）
☎042-597-6152

※見学会では写真撮影やインタビューにご協力いただくことがあり、写真等は「たまエコニュース」やWEBサイトなどに掲載される場合があります。
※取得した個人情報は、法令で定める場合を除き、本人の同意なしに第三者への提供は行いません。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い中止又は事業内容の変更がある場合があります。
※［個人情報の利用目的について］ご記入頂いた個人情報は参加登録された情報に関する確認、連絡、問い合わせ、回答（メール・お電話・郵送等）の目的に利用します。

夏休み処分場見学会
参加希望

① 氏名（ふりがな）
② 年齢
③ 性別
④ 住所
①～④は参加者全員分を記入ください。
※住所は同一なら１つでＯＫ

⑤ 電話番号
※日中連絡が取れる電話番号
　（代表者のみでＯＫ）

⑥ 参加希望日
⑦ 通勤・通学先
（多摩地域にお住まいでない方のみ）
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昨年の12月3日に秋の自然観察会を開催いたしました。
八王子市戸吹クリーンセンターでごみの分別を見学した後、
二ツ塚処分場（バスで周回して見学）、谷戸沢処分場の自然
環境の見学を行いました。
※感染症対策を充分行った上で実施いたしました。

谷戸沢処分場
や 　 と 　 ざ わ

　谷戸沢処分場は昭和59年から14年間多摩地域
25市1町のごみの最終処分を行ってきました。
　平成10年に埋立てが終了した後も適切な維持管
理を行い、現在では四季を通して様々な動植物が生
育する里山的自然環境を再生しております。

内容
●オオムラサキ観察会

●自然観察ガイドツアー

国蝶オオムラサキ見学会

秋の自然観察会開催レポート

対象
多摩地域在住・在勤・在学者

参加費
無料

申込方法
●はがきの場合
官製はがきに右記のとおり必要事項をご記入
の上、お申込みください。
※①～④は参加者全員分ご記入ください。
※当選された方から各回に振り分けますので、時間の希望は受
　付けません。

●インターネットの場合
循環組合ホームページにある「オオムラサキ
見学会申込みフォーム」からお申込みください。
https://www.tama-junkankumiai.com/

申込締め切り
6月15日（火）必着
※抽選結果については、別途通知します。

問合せ（適正化・広報担当）
☎042-597-6152

※見学会では写真撮影やインタビューにご協力いただくことがあり、写真等
は「たまエコニュース」やWEBサイトなどに掲載される場合があります。
※取得した個人情報は、法令で定める場合を除き、本人の同意なしに第三
者への提供は行いません。　※新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い
中止又は事業内容の変更がある場合があります。　※［個人情報の利用目
的について］ご記入頂いた個人情報は参加登録された情報に関する確認、連
絡、問い合わせ、回答（メール・お電話・郵送等）の目的に利用します。

オオムラサキ見学会
参加希望

① 氏名（ふりがな）
② 年齢
③ 性別
④ 住所
①～④は参加者全員分を記入ください。
※住所は同一なら１つでＯＫ

⑤ 電話番号
※日中連絡が取れる電話番号
　（代表者のみでＯＫ）

⑥ 通勤・通学先
（多摩地域にお住まいでない方のみ）

日
の
出
町
大
字
大
久
野
７
６
４
２

東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組
合

「
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
見
学
会
」係

〒190-0181
63

参加者募集中!
各回定員40人

※応募多数の場合抽選になります。

6月26日（土）日付

行先

集合・解散

時間

①  8：30～11：30まで
②10：00～13：00まで
③13：00～16：00まで
※各回入れ替え制で行います。

谷戸沢処分場

ＪＲ青梅線 河辺駅
※詳しい集合場所・集合時間は、当選された方にお知らせします。

●普段知ることができない取り組みを知
る貴重な機会になったので良かった。

　（30代・男性）

●ごみの分別の現場を実際に見て、しっ
かり分別して出さないと作業が大変に
なることを知り普段から気をつけよう
と思いました。

　（60代・女性）

●3Rとごみの分別の必要性と大切さを
再認識した。

　（70代・男性）

●私たちのごみのために自然や動植物
を犠牲にしたが、今、森（里山）にして
自然に返す取り組みを知り感動した。

　（70代・女性）
現場の担当者から見学に際しての注
意事項などを説明しました。

参加者のコメント

埋立てが終了した谷戸沢処分場で保全し
ている「国蝶オオムラサキ」の観察や再生
した里山的自然環境を体感できる「自然
観察ガイドツアー」を開催します。



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)

循環組合の動き
令和２年 内容

 12月 1日（火）

 12月 14日（月）

 12月 22日（火）

 12月 23日（水）

 12月 25日（金） 

第４４回循環組合技術委員会

第４８回谷戸沢処分場環境保全調査委員会※

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２年度上半期分）

令和３年

 1月 25日（月）

 1月 27日（水）

 2月 10日（水）

 2月 22日（月）

 3月 23日（火）

 3月 24日（水）

 3月 26日（金）

 4月 6日（火）

 4月 22日（木）

令和３年第１回臨時理事会

令和３年第１回正副管理者会議

令和３年第１回理事会

令和３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２年度第３四半期分）

令和３年第１回臨時正副管理者会議

令和３年第２回臨時理事会
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面により開催

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

●住所　〒190-0181東京都西多摩郡日の出町大字大久野7642
●TEL　042-597-6152　　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、皆様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 たまエコニュ
ース

次回発行予
定

2021年12
月

議会の報告
令和３年第１回組合議会定例会（令和３年２月２２日開催）

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

専決処分（東京たま広域資源循環組合会計年度任
用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
の一部を改正する条例）の承認を求めることについて

令和２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３年度東京たま広域資源循環組合一般会
計予算

令和３年度東京たま広域資源循環組合負担金

承 認

承 認

議案第1号

議案第2号

議案第3号

議案第4号

議案第5号

原案可決

原案可決

原案可決

　番号　 件 名 議決結果

草花丘陵地の里山へ
ひので野鳥の森自然公園へおいで下さい

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  18.5 Bq/L
エコセメント(製品) 不検出  Bq/kg

　ひので野鳥の森自然公園は、草花

丘陵の一端に位置する日の出町の

東部平井・川北地区に位置する面積

約97haの里山です。周辺自治体を

含めて南北に類似の大規模な里山

の緑地が連なっており、関東山地の

東縁部に位置しています。また関東山

地に向かって、つるつる温泉や日の

出山荘などの観光資源や年間約１千

万人の集客力のある大規模商業施

設が周辺地域に点在し、観光ネット

ワークの拠点として期待されています。

【問合せ・アクセス】
現地駐車場は狭いので、公共交通機
関のご利用をお願いします。

【電車でお越しの方】
ＪＲ五日市線武蔵引田駅から徒歩約30分

【電車またはバスでお越しの方】
ＪＲ青梅線福生駅西口からバス
『草花・平井経由五日市駅』行・『草花・
菅瀬橋経由日の出折返場』行に乗車
し 15分→尾崎バス停下車徒歩約5分

【問合せ】
日の出町まちづくり課　都市計画係
☎042-588-5114

令和3年度予算 　令和3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
からの負担金が78億2千万円（対前年度▲8.2億円）と全体の約90％、歳出では、エコ
セメント事業費が約55億円（対前年度▲5.7億円）で全体の約60％を占めています。

歳出合計
88億8,910万1千円

歳入合計
88億8,910万1千円

■諸収入
　9億4,178万4千円
　（10.59％）

■分担金及び負担金
　78億2,000万円（87.97％）

■財産収入
　481万4千円
　（0.05％）

■国庫支出金
　218万5千円
　（0.03％）

■諸支出金
　2,377万9千円（0.27％）

■予備費
　2,000万円
　（0.22％）

■議会費
　990万6千円
　（0.11％）

■衛生費
　84億3,138万6千円
　（94.85％）

■総務費
　3億7,129万2千円
　（4.18％）

■公債費
　3,273万8千円
　（0.37％）

■都支出金
　31万8千円
　（0.00％）

■繰入金
　1億円（1.13％）

■繰越金
　2,000万円（0.23％）

歳入 合計88億8,910万1千円 歳出 合計88億8,910万1千円

【内訳】
●❶エコセメント事業費
　55億5,570万1千円
●❷二ツ塚処分場費
　20億5,878万1千円
●❸谷戸沢処分場費
　7億4,694万5千円
●❹清掃総務費
　6,995万9千円


