5月28日、新しい組合副管理者が就任しました
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初夏の日の出町を
歩いてみませんか
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Toshio Takeuchi
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TEL：042‑385‑5947

FAX：042‑384‑8449

日の出山からの眺望を楽しんで、
つるつる温泉で汗をながす

温泉でさっぱりとながしたいですね。

このたび、処分組合の副管理者に就任

このたび、処分組合の副管理者に就任

ホームページ

「ひので三ツ沢つるつる温泉」は三ツ

いたしました。組合が三多摩25市1町の

いたしました。
まず、
「三多摩は一つなり」

処分組合は、多摩地域25市1町376万人の可燃ごみ焼却灰や不燃物を埋め立てている二ツ塚処分場を管理・運営している特別地方公共団体です。

初夏の新緑を楽しみながら、日の出山

沢分岐から約5分。ゆったりくつろいで

ごみの最終処分事業という重責を担って

というヒューマニティの精神で最終処分

のハイキングに出かけてみませんか。

から家路につけるのが、
このコースのい

いることを深く受けとめ、副管理者として

場を受け入れていただいている日の出町

往復で約２時間半のコースですから、お

いところです。

の責務を全力で果たす決意でおります。

の皆さまに深く感謝申し上げます。組織

子さま連れなどご家族でお楽しみいただ

また、温泉から赤い機関車バス（無料：

また、最終処分場が、
日の出町の皆さま

団体25市1町並びに日の出町の皆さま

けます。松尾バス停から登り始め、途中

土日のみ運行）で「ひので肝要の里」に

の格別なご理解と日頃のご協力により、

の信頼に応えるために、副管理者として

杉林の森林浴を楽しみながら、日本武

立ちより、季節の恵みを発見するのも一

設置・運営されていることに改めて感謝

責任を持って組合運営に取り組んでま

尊が顎をかけて関東平野を見渡したと

興です。近くには、子供たちに人気の魚

を申し上げます。さて、いま、豊かで便利

いります。いま、私たちは豊かな社会を実

の掴み捕りができる「さかな園」もありま

な生活を求める一方で、温暖化や環境

現する一方で、地球の資源を消費し、環

あごか けいわ

いわれる顎掛岩を経て、
クロモ岩へ。山
頂はもうすぐです。

すから自然満喫のファミリーレジャーを

破壊など、地球規模での環境問題が深

境に負荷を与え続けています。未来を考

標高902ｍの日の出山山頂からは、都

一日ゆっくりとお楽しみいただけます。

刻化しており、限りある資源の有効活用

えた場合、現在の私たちが何をしなけれ

心の市街地から御岳山の神社までが

と、環境への負荷の低減が課題となって

ばならないかを考え、環境問題に取り組

一望でき、下界の喧騒から離れ、心休ま

おります。
ごみ行政では、
ごみの減量化と

むことが必要です。小平市では、事業系

る、
すがすがしいひとときが過ごせます。

資源化が求められています。
青梅市では、

ごみの有料化やプラスチックボトルの拠

ハイキングでかいた気持ちのいい汗は、

ごみの戸別収集と有料化を実施し、大き

点回収を実施するなど、
ごみの減量化、

日の出山（902m）
クロモ岩 旧道 顎掛岩 ひので三ツ沢
つるつる温泉
●
●
平井川 ●
源流の碑

つるつる温泉

熊野神社
↑
←三ツ沢分岐
新旧道分岐

新道
滝本川
不動尊

●ひので三ツ沢つるつる温泉

松尾バス停
松沢寺
肝要川

白岩の滝

麻生山

処分組合組織団体
処分組合は組織団体からの負担金で運営されています

肝要の里

日の出町
自然休養村
さかな園

熊野社

分別・リサイクルの推進に取り組んでい

延命化に寄与しているところです。今後

ます。また、処分組合は、焼却灰を資源

も引き続き、組織団体の皆さんと連携し

化し有効活用するエコセメント事業を進

ながら、
リサイクル社会構築に向け努力

めています。
これからも、
まさに三多摩が一

するとともに、責任を持って最終処分場

つとなって、資源の有効利用と環境負荷

の運営に取り組んでまいります。

の低減に向けて取り組んでまいります。

電子メール

sskumiai@tokyo‑shobunkumiai.com
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主な記事 「なるほど、
知るほど、ごみ事情 」 捨ててしまえばおしまいではなかった！ 多摩のごみの行方
●エコセメント通信

●裁判レポート

●環境調査データ報告

●日の出だより

●三多摩は一つなり交流事業

●副管理者2名就任

し、ニオイもこもらないでしょ。
リサイクル

多摩に暮らす。

できるビン、缶、ペットボトルは、庭にある
種類別のごみ箱にまとめています。
これ

からは、
コンポストを使って、庭で生ごみ

「ごみ問題への、市民の意識と市の取り組みについて」

シリーズ❶・高橋惠子さん

女 優 で あ り 、二 人 の お 子 さ ま の
母親でもある高橋惠子さん。
多摩地域に住む市民代表として、
ごみと暮らしについて
語っていただきました。

を処理しようかとも考えているんですよ。

無駄を出さない生活を家族で
心がけています
生ごみをなるべく出さないように、買い
物前には、必ず冷蔵庫の中をチェックし
ています。そうしないと同じものをまた買
ってしまうでしょ。そして買ったら新鮮な
うちに食べる。その方が美味しいし、無
駄なごみも出ない。それから過剰な包装
はしてもらわない、ペットボトル類はなる

高橋惠子 ＿

●女優

Keiko Takahashi

1955年北海道生まれ。14歳の時、関根恵子の芸名で
映画デビュー。
「朝やけの詩」
「神田川」などで一躍
スターに。82年高橋伴明監督と結婚。今年6月には三
島由紀夫作・蜷川幸雄演出「弱法師」をロンドンで公

べく買わないとかね。ウチには17歳の

演。最新出演映画「ドラッグ」も公開予定。

山祇社
勝峰神社

矢越沢
光明沢

光明寺薬師寺堂

な成果を上げるとともに、最終処分場の

http://www.tokyo‑shobunkumiai.com

八王子市

娘と15歳の息子がいるんですが、洗っ

以前住んでいた都区内とは大違い。ご

たプラスチックトレイなど、
スーパーマー

みって、実は軽く考えていてはいけない

岩井院
■つるつる温泉入口

ケットまで自転車で返しに行ってくれる

大事なことなんですよね。人が生活して

んですよ。

いる限り、
ごみは必ず出るもので、文字
通り「チリも積もれば山となる」。でも無

3月16日（金）／エコセメント事業に関する「環境影響評価調査計画書」

ごみ問題はとても大事なこと。
ひとりひとりがもっと関心を

（以下「調査計画書」）を東京都知事に提出

私が住んでいる国立市では、
とくにごみ

に多いのではないかしら。

に対する意識が高いように感じます。自

もっと多くの人たちが関心を持って生活

5月15日（火）／調査計画書の縦覧終了

治体の指導や住民の意識がしっかりし

すれば、
日本のごみ問題は大きく変わっ

5月25日（金）／第5回処分組合技術委員会

ているのではないでしょうか。

ていくと思います。

勝峰山

処分組合の動き

市駅
五日

武蔵

●日の出山山頂

●交
通：ＪＲ武蔵五日市駅より「つるつる温泉」または「松尾」行きバスに乗り「松尾バス停」下車
●コ ー ス：＊登り
（約１時間20分）／松尾バス停→三ツ沢分岐→新旧道分岐→顎掛岩→クロモ岩→日の出
山山頂
＊下り
（約１時間10分：つるつる温泉まで）／日の出山山頂→クロモ岩→顎掛岩→新旧道分岐
→三ツ沢分岐→つるつる温泉
●問い合わせ先：＊日の出町役場経済課／TEL.042‑597‑0511（代）
＊つるつる温泉／TEL.042‑597‑1126（7月3日〜10日まで臨時休館）
＊肝要の里／TEL.042‑597‑5290（7月3日〜10日まで臨時休館）
＊日の出町ホームページ／http://www.town.hinode.tokyo.jp

4月16日（月）／調査計画書の公示・縦覧開始
5月

9日（水）／処分場敷地内大気中のダイオキシン類調査実施

5月28日（月）／平成13年第2回理事会

高橋さんの住む国立市の取り組み

5月30日（水）／調査計画書に対する意見書提出締め切り

＊三多摩は一つなり交流事業＊
「三多摩は一つなり交流事業」
とは？
最終処分場を受け入れていただいている日の出町の方々と多摩
地域25市1町の住民とが文化・スポーツ等を通じ、相互の理解と信
頼を深めていくことを目的とした事業です。
処分組合では、本事業の実施を支援しています。

6月

4日（月）／環境保全調査委員会

実施日

実施イベント

家にいるときはひとりの主婦。
もちろんごみ出しもしています

6月15日（金）／平成12年度谷戸沢・二ツ塚処分場水質等調査結果公表

最近は舞台の仕事が多く、いったんお

分別しやすいようキッチンの
設計にひと工夫しました

1）給食センターから出る生ごみの約半分を実証実験により、堆肥化しています。

稽古や公演が始まってしまうと、家事は

私の家では、キッチンの壁に扉付き小

3）粗大ごみからパソコンを回収し、使用可能な電子部品を再利用しています。

残念ながらほとんどできません。そうなる

窓が付いていて、そこへごみを投げ込

と、家は仕事をする場ではなく、
「憩い

むと、ダクトを通って外部にあるごみ箱

の場」になりますね（笑）。そうやって自

に落ちるようになっているんです。

谷戸沢処分場に関する土壌中のダイオキシン類調査結果公表
平成12年度処分場敷地内大気中のダイオキシン類調査結果公表

問い合わせ先 TEL:042-385-5947･FAX:042-384-8449

分の中で、
うまくバランスをとっているん

可燃ごみと不燃ごみの2つに分かれてい

ルでお聞かせください。
また、
組合の概要やデータ類を満載したホームページも、
ぜひご覧ください。

だと思います。普段の家事は、有難いこ

て、12年前に新築した時、私のアイデア

とに私の母に助けてもらっています。た

で特注したものなんです。ごみを分別す

だ私が家にいる時は、自分で家族の食

る意識が進んでいたのかもしれません

事を作りますし、
お掃除もします。

ね
（笑）。
これだとキッチンがすっきりする

処分組合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

イベント名

事業主体

7月19日
（木）

アミュー立川にて松竹大歌舞伎

立川市

〒183‑0052 東京都府中市新町2‑77‑1 東京自治会館内

8月18日
（土）

三鷹阿波踊り

三鷹市

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合「処分組合ニュース係」

8月22日
（水）

楽焼き体験と調布市花火大会

8月25日
（土）

親子そば打ち体験

調布市
日の出町

もちろん「ごみ出し」もしていますよ。

国立市では、
ごみ問題を市政の重点課題に位置づけ、
独自の減量・資源化への取り組みを行っています。

6月14日（木）／第3自治会谷戸沢処分場対策委員会

6月12日（火）／第22自治会二ツ塚処分場対策委員会

処分組合のホームページをぜひご覧ください
●2001年夏

意識にごみを捨てている人って、意外

［ホームページ］ http://www.tokyo‑shobunkumiai.com
［電子メール］ sskumiai @ tokyo‑shobunkumiai.com

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

2）白色トレイを拠点回収し、公園のベンチやボールペンなどに製品化しています。
4）廃タイヤをゴムチップ化し、
ジョギングコースなどの弾性舗装に使用しています。
粗大ごみに出された
自転車や家具を再生しています。

回収されたペットボトルは、
圧縮梱包されたのち、資源化されます。

他の市町と協力して
清掃工場を運営している
ところもあるんだ



捨ててしまえば
おしまいではなかった！
多摩のごみの行方

青梅市
秋水園

（東村山市）

羽村市

二ツ塚処分場

私たちの捨てた可燃ごみは、

清瀬市

瑞穂町

収集されたあと、
どこへ行くのでしょうか。

日の出町

今回は、2001年に新しく誕生した処分組合ニュースのキャラクター

東久留米市

東村山市

東大和市
小平・村山・
大和衛生組合

（西多摩衛生組合）

（平成12年度
稼働日数246日）

（柳泉園組合）

武蔵村山市

西多摩衛生
組合環境センター

二ツ塚処分場への1日の搬入量

柳泉園クリーンポート

西東京市

第二処理場

福生市

「クリンクリン」といっしょに、可燃ごみの行方を旅してみましょう。

立川市清掃工場

（武蔵野三鷹地区保健衛生組合）

小平市

（立川市）

ざん

焼却残さ

武蔵野市
昭島市

多摩地域25市1町の可燃ごみは、各市町で収集されたあと、17カ所の清掃工
場で高温焼却されます。
しかし、
どんなに燃やしても、
ごみは消えてなくなるわ

昭島市清掃センター

戸吹清掃工場

国分寺市
清掃センター

【420t／日】

小金井市

（国分寺市）

（昭島市）

（八王子市）

けではなく、灰や燃えかすが残ります。

国分寺市

立川市

三鷹市

国立市

ざん

それを「焼却残さ」と呼び、
その量は、燃やす前の重量の約10％となります。
多摩地域全体では、毎日約2,900トンのごみが燃やされ、約300トンの焼却残

第一処理場

（武蔵野三鷹地区
保健衛生組合）

府中市

日野市クリーンセンター

（日野市）

さが残るのです。そしてこの焼却残さは、多摩西部の日の出町にある「二ツ塚

八王子市

処分場」までトラックで運ばれ、安全に埋め立てられているのです。

北野清掃工場

（八王子市）

調布市

日野市
クリーンセンター
多摩川

（多摩川
衛生組合）

多摩市
館清掃工場

二ツ塚処分場が
日の出町にあること、
知らない人って多いよね

不燃ごみ

【170t／日】

二枚橋衛生組合

狛江市
（多摩川衛生組合）

稲城市

（八王子市）

多摩清掃工場

（多摩ニュータウン
環境組合）

搬入車両

【85台／日】
あなたのごみがどこで処理されているか、確認してみよう！
搬入団体名

町田リサイクル文化センター

「クリンクリン」
プロフィール

（町田市）

はじめまして、
クリンクリンです。
多摩の雄大な大地から生まれた妖精です。
大空を飛び回り、二ツ塚処分場のこれからを日の出町と
多摩地域の皆さんといっしょに見守っていきます。
どうぞよろしく。

町田市
焼却残さの流れ

可燃ごみ収集の流れ

清掃工場

可燃ごみが焼却されて二ツ塚処分場に搬入されるまで
エコセメント通信

見書および関係する市町からの意見を

現在、お寄せいただいた意見に対する

エコセメントとは、エコロジーとセメントの合成語で、
ごみの焼却灰を主原料に
したセメントのことをいいます。
処分組合では、二ツ塚処分場に埋め立てられているごみの量の約6割にあたる
焼却灰を安全に資源化し有効利用するエコセメント事業を推進していきます。

裁判レポート

いただきました。

見解書を作成しています。今後、見解書
の提出、環境影響評価審議会の答申、
都知事の審査意見書を受け、環境影
響評価の項目等の選定を行い、調査計

環境影響評価調査計画書の
公示・縦覧を行いました

す。この3月には、環境影響評価調査計

画書に基づく調査・予測・評価を実施

画書をまとめ、東京都環境影響評価条

していく予定です。

処分組合では、現在埋立処分されてい

例の定める手続きに従って、4月16日から

エコセメント事業は、平成14年度に造

る焼却灰を、安全に処理し、セメントの

5月15日にかけて調査計画書の公示・縦

成工事に着手し、平成15年度および16

原料とすることで資源化・有効利用を図

覧を行いました。あわせて、4月16日から5

年度に建設工事を行い、平成16年度

るエコセメント事業の準備を進めていま

月30日にかけて都民の皆さんからの意

末からの稼働を目指しています。

施設名

炉形式

処理能力

炉数

八王子市

戸吹清掃工場・館清掃工場・北野清掃工場

ストーカ式

550トン／日

5

立川市

立川市清掃工場

ストーカ式

280トン／日

3

昭島市

昭島市清掃センター

ストーカ式

190トン／日

2

町田市

町田リサイクル文化センター

流動床式

626トン／日

4

日野市

日野市クリーンセンター

ストーカ式

220トン／日

2

東村山市

秋水園

ストーカ式

150トン／日

2

国分寺市

国分寺市清掃センター

ストーカ式

140トン／日

2

武蔵野三鷹地区保健衛生組合（武蔵野市・三鷹市）

第一処理場・第二処理場

ストーカ式

390トン／日

6

二枚橋衛生組合（調布市・府中市・小金井市）

二枚橋衛生組合

ストーカ式

510トン／日

4

柳泉園組合（清瀬市・東久留米市・西東京市）

柳泉園クリーンポート

ストーカ式

315トン／日

3

西多摩衛生組合（青梅市・福生市・羽村市・瑞穂町）

西多摩衛生組合環境センター

流動床式

480トン／日

3

多摩川衛生組合（稲城市・狛江市・府中市・国立市）

クリーンセンター多摩川

ストーカ式

450トン／日

3

小平・村山・大和衛生組合（小平市・東大和市・武蔵村山市）

小平・村山・大和衛生組合

ストーカ式

360トン／日

3

多摩ニュータウン環境組合（多摩市・八王子市・町田市）

多摩清掃工場

ストーカ式

400トン／日

2

●流動床式：砂等を炉床にし、下部から加圧した空気を供給することで、蓄熱した砂等を流動させ、
その中でごみを燃焼させる装置。
●ストーカ式：可動するストーカ（火格子）上でごみを移動させながら、
ストーカ下部から空気を送入し、燃焼させる装置。
※八王子市戸吹清掃工場および多摩川衛生組合では、焼却灰をスラグとして有効利用するために灰溶融処理施設を設けています。

環境調査データ報告

処分場の建設やデータ開示をめぐり、
これまで処分組合が当事者となった複数
の訴訟が提起されてきましたが、
そのほとんどは、処分組合の主張が認められ
確定しています。
ここでは、現在係争中の裁判について報告します。

処分組合では、処分場による環境への影響を調べるために、
さまざまな環
境調査を実施しています。今回は、処分場敷地内大気中のダイオキシン
類調査について報告します。

損害賠償等請求訴訟 請求内容
処分組合ニュース10号により名誉を毀損された
裁判名
控訴審判決
でも勝訴 とし、処分場建設に反対する99名が、損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を求めました。

処分組合では、平成9年度より処分場

0.6pg‑TEQ/m 3 ）」と比較することになっ

訴訟の経過

平成12年11月30日の判決で、組合の勝訴となりましたが、原告のうち60名が控訴。平成13年5月22日の控訴

審判決でも、相手方の控訴は棄却され、組合の勝訴となりました。
裁判名

持分権確認請求訴訟

請求内容

元地権者が収用裁決に基づく補償金の支払い、供託手続きが違法

であり、旧共有地の所有権は組合に移転しておらず、持分権は消滅していないことの確認を求めました。
訴訟の経過

原告の元地権者ごとに21件の個別審理が行われ、
すでに12件の一審判決が出され、
11件が組合の勝訴、
1件

が原告勝訴となりました。
さらに原告側が控訴した7件のうち3件について判決が出され、
いずれも組合の勝訴となりました。
ま
た、元地権者のうちの2名が、2期工事禁止等を求めた仮処分は、平成12年10月19日、地裁において相手方の申立てが却下
され、平成13年2月14日には、高裁で相手方の抗告が棄却されました。
これに対して、相手方の1名が同月21日最高裁に特別
抗告しましたが、6月5日に棄却され、組合の勝訴が確定しました。※持分権確認請求訴訟の21件の他、現在係争中の裁判は、5件あります。

敷地内の大気中ダイオキシン類の調査

ています。調査によれば、処分場内5地

を実施しています。今回、
ご覧いただく

点の平成12年度平均値は、
「0.14〜

のは平成12年度の調査です。ダイオキ

0.16pg‑TEQ/m 3」で、いずれも環境基準

シン類の評価は、年平均値（少なくとも

を満たしています。また、数値は過去の

夏冬の年2回の平均・処分組合では春

調査結果や都内
（19カ所）
における調査

夏秋冬の年4回調査）と「大気の汚染

結果の範囲内か、
それを下回り、埋立に

に 係 る 環 境 基 準（ 大 気 環 境 基 準

よる大気への影響はみられませんでした

■大気中のダイオキシン濃度
（ 平成12年度
調査平均値 ）
0.7

大気環境基準

0.6

0.5

0.4

0.3

都内平均濃度（4〜12月）

0.22
0.2
0.16

0.14

0.16

0.16

0.16

0.1

0.0

。

pg‑TEQ/m3

谷戸沢

二ツ塚東

二ツ塚西 二ツ塚中央北 二ツ塚南

※この調査結果の詳細は処分組合ホームペー
ジでご覧いただけます。

5月28日、新しい組合副管理者が就任しました

NO.
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区部

発行：東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合

初夏の日の出町を
歩いてみませんか

竹内俊夫 ＿

前田雅尚 ＿

●青梅市長

Toshio Takeuchi

●小平市長

Masanao Maeda

［事務局］
〒183‑0052 東京都府中市新町2‑77‑1 東京自治会館内

TEL：042‑385‑5947

FAX：042‑384‑8449

日の出山からの眺望を楽しんで、
つるつる温泉で汗をながす

温泉でさっぱりとながしたいですね。

このたび、処分組合の副管理者に就任

このたび、処分組合の副管理者に就任

ホームページ

「ひので三ツ沢つるつる温泉」は三ツ

いたしました。組合が三多摩25市1町の

いたしました。
まず、
「三多摩は一つなり」

処分組合は、多摩地域25市1町376万人の可燃ごみ焼却灰や不燃物を埋め立てている二ツ塚処分場を管理・運営している特別地方公共団体です。

初夏の新緑を楽しみながら、日の出山

沢分岐から約5分。ゆったりくつろいで

ごみの最終処分事業という重責を担って

というヒューマニティの精神で最終処分

のハイキングに出かけてみませんか。

から家路につけるのが、
このコースのい

いることを深く受けとめ、副管理者として

場を受け入れていただいている日の出町

往復で約２時間半のコースですから、お

いところです。

の責務を全力で果たす決意でおります。

の皆さまに深く感謝申し上げます。組織

子さま連れなどご家族でお楽しみいただ

また、温泉から赤い機関車バス（無料：

また、最終処分場が、
日の出町の皆さま

団体25市1町並びに日の出町の皆さま

けます。松尾バス停から登り始め、途中

土日のみ運行）で「ひので肝要の里」に

の格別なご理解と日頃のご協力により、

の信頼に応えるために、副管理者として

杉林の森林浴を楽しみながら、日本武

立ちより、季節の恵みを発見するのも一

設置・運営されていることに改めて感謝

責任を持って組合運営に取り組んでま

尊が顎をかけて関東平野を見渡したと

興です。近くには、子供たちに人気の魚

を申し上げます。さて、いま、豊かで便利

いります。いま、私たちは豊かな社会を実

の掴み捕りができる「さかな園」もありま

な生活を求める一方で、温暖化や環境

現する一方で、地球の資源を消費し、環

あごか けいわ

いわれる顎掛岩を経て、
クロモ岩へ。山
頂はもうすぐです。

すから自然満喫のファミリーレジャーを

破壊など、地球規模での環境問題が深

境に負荷を与え続けています。未来を考

標高902ｍの日の出山山頂からは、都

一日ゆっくりとお楽しみいただけます。

刻化しており、限りある資源の有効活用

えた場合、現在の私たちが何をしなけれ

心の市街地から御岳山の神社までが

と、環境への負荷の低減が課題となって

ばならないかを考え、環境問題に取り組

一望でき、下界の喧騒から離れ、心休ま

おります。
ごみ行政では、
ごみの減量化と

むことが必要です。小平市では、事業系

る、
すがすがしいひとときが過ごせます。

資源化が求められています。
青梅市では、

ごみの有料化やプラスチックボトルの拠

ハイキングでかいた気持ちのいい汗は、

ごみの戸別収集と有料化を実施し、大き

点回収を実施するなど、
ごみの減量化、

日の出山（902m）
クロモ岩 旧道 顎掛岩 ひので三ツ沢
つるつる温泉
●
●
平井川 ●
源流の碑

つるつる温泉

熊野神社
↑
←三ツ沢分岐
新旧道分岐

新道
滝本川
不動尊

●ひので三ツ沢つるつる温泉

松尾バス停
松沢寺
肝要川

白岩の滝

麻生山

処分組合組織団体
処分組合は組織団体からの負担金で運営されています

肝要の里

日の出町
自然休養村
さかな園

熊野社

分別・リサイクルの推進に取り組んでい

延命化に寄与しているところです。今後

ます。また、処分組合は、焼却灰を資源

も引き続き、組織団体の皆さんと連携し

化し有効活用するエコセメント事業を進

ながら、
リサイクル社会構築に向け努力

めています。
これからも、
まさに三多摩が一

するとともに、責任を持って最終処分場

つとなって、資源の有効利用と環境負荷

の運営に取り組んでまいります。

の低減に向けて取り組んでまいります。

電子メール

sskumiai@tokyo‑shobunkumiai.com

小金井市

清瀬市

立川市

小平市

東久留米市

武蔵野市

日野市

武蔵村山市

三鷹市

東村山市

多摩市

青梅市

国分寺市

稲城市

府中市

国立市

羽村市

昭島市

福生市

西東京市

調布市

狛江市

瑞穂町

町田市

東大和市

主な記事 「なるほど、
知るほど、ごみ事情 」 捨ててしまえばおしまいではなかった！ 多摩のごみの行方
●エコセメント通信

●裁判レポート

●環境調査データ報告

●日の出だより

●三多摩は一つなり交流事業

●副管理者2名就任

し、ニオイもこもらないでしょ。
リサイクル

多摩に暮らす。

できるビン、缶、ペットボトルは、庭にある
種類別のごみ箱にまとめています。
これ

からは、
コンポストを使って、庭で生ごみ

「ごみ問題への、市民の意識と市の取り組みについて」

シリーズ❶・高橋惠子さん

女 優 で あ り 、二 人 の お 子 さ ま の
母親でもある高橋惠子さん。
多摩地域に住む市民代表として、
ごみと暮らしについて
語っていただきました。

を処理しようかとも考えているんですよ。

無駄を出さない生活を家族で
心がけています
生ごみをなるべく出さないように、買い
物前には、必ず冷蔵庫の中をチェックし
ています。そうしないと同じものをまた買
ってしまうでしょ。そして買ったら新鮮な
うちに食べる。その方が美味しいし、無
駄なごみも出ない。それから過剰な包装
はしてもらわない、ペットボトル類はなる

高橋惠子 ＿

●女優

Keiko Takahashi

1955年北海道生まれ。14歳の時、関根恵子の芸名で
映画デビュー。
「朝やけの詩」
「神田川」などで一躍
スターに。82年高橋伴明監督と結婚。今年6月には三
島由紀夫作・蜷川幸雄演出「弱法師」をロンドンで公

べく買わないとかね。ウチには17歳の

演。最新出演映画「ドラッグ」も公開予定。

山祇社
勝峰神社

矢越沢
光明沢

光明寺薬師寺堂

な成果を上げるとともに、最終処分場の

http://www.tokyo‑shobunkumiai.com

八王子市

娘と15歳の息子がいるんですが、洗っ

以前住んでいた都区内とは大違い。ご

たプラスチックトレイなど、
スーパーマー

みって、実は軽く考えていてはいけない

岩井院
■つるつる温泉入口

ケットまで自転車で返しに行ってくれる

大事なことなんですよね。人が生活して

んですよ。

いる限り、
ごみは必ず出るもので、文字
通り「チリも積もれば山となる」。でも無

3月16日（金）／エコセメント事業に関する「環境影響評価調査計画書」

ごみ問題はとても大事なこと。
ひとりひとりがもっと関心を

（以下「調査計画書」）を東京都知事に提出

私が住んでいる国立市では、
とくにごみ

に多いのではないかしら。

に対する意識が高いように感じます。自

もっと多くの人たちが関心を持って生活

5月15日（火）／調査計画書の縦覧終了

治体の指導や住民の意識がしっかりし

すれば、
日本のごみ問題は大きく変わっ

5月25日（金）／第5回処分組合技術委員会

ているのではないでしょうか。

ていくと思います。

勝峰山

処分組合の動き

市駅
五日

武蔵

●日の出山山頂

●交
通：ＪＲ武蔵五日市駅より「つるつる温泉」または「松尾」行きバスに乗り「松尾バス停」下車
●コ ー ス：＊登り
（約１時間20分）／松尾バス停→三ツ沢分岐→新旧道分岐→顎掛岩→クロモ岩→日の出
山山頂
＊下り
（約１時間10分：つるつる温泉まで）／日の出山山頂→クロモ岩→顎掛岩→新旧道分岐
→三ツ沢分岐→つるつる温泉
●問い合わせ先：＊日の出町役場経済課／TEL.042‑597‑0511（代）
＊つるつる温泉／TEL.042‑597‑1126（7月3日〜10日まで臨時休館）
＊肝要の里／TEL.042‑597‑5290（7月3日〜10日まで臨時休館）
＊日の出町ホームページ／http://www.town.hinode.tokyo.jp

4月16日（月）／調査計画書の公示・縦覧開始
5月

9日（水）／処分場敷地内大気中のダイオキシン類調査実施

5月28日（月）／平成13年第2回理事会

高橋さんの住む国立市の取り組み

5月30日（水）／調査計画書に対する意見書提出締め切り

＊三多摩は一つなり交流事業＊
「三多摩は一つなり交流事業」
とは？
最終処分場を受け入れていただいている日の出町の方々と多摩
地域25市1町の住民とが文化・スポーツ等を通じ、相互の理解と信
頼を深めていくことを目的とした事業です。
処分組合では、本事業の実施を支援しています。

6月

4日（月）／環境保全調査委員会

実施日

実施イベント

家にいるときはひとりの主婦。
もちろんごみ出しもしています

6月15日（金）／平成12年度谷戸沢・二ツ塚処分場水質等調査結果公表

最近は舞台の仕事が多く、いったんお

分別しやすいようキッチンの
設計にひと工夫しました

1）給食センターから出る生ごみの約半分を実証実験により、堆肥化しています。

稽古や公演が始まってしまうと、家事は

私の家では、キッチンの壁に扉付き小

3）粗大ごみからパソコンを回収し、使用可能な電子部品を再利用しています。

残念ながらほとんどできません。そうなる

窓が付いていて、そこへごみを投げ込

と、家は仕事をする場ではなく、
「憩い

むと、ダクトを通って外部にあるごみ箱

の場」になりますね（笑）。そうやって自

に落ちるようになっているんです。

谷戸沢処分場に関する土壌中のダイオキシン類調査結果公表
平成12年度処分場敷地内大気中のダイオキシン類調査結果公表

問い合わせ先 TEL:042-385-5947･FAX:042-384-8449

分の中で、
うまくバランスをとっているん

可燃ごみと不燃ごみの2つに分かれてい

ルでお聞かせください。
また、
組合の概要やデータ類を満載したホームページも、
ぜひご覧ください。

だと思います。普段の家事は、有難いこ

て、12年前に新築した時、私のアイデア

とに私の母に助けてもらっています。た

で特注したものなんです。ごみを分別す

だ私が家にいる時は、自分で家族の食

る意識が進んでいたのかもしれません

事を作りますし、
お掃除もします。

ね
（笑）。
これだとキッチンがすっきりする

処分組合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

イベント名

事業主体

7月19日
（木）

アミュー立川にて松竹大歌舞伎

立川市

〒183‑0052 東京都府中市新町2‑77‑1 東京自治会館内

8月18日
（土）

三鷹阿波踊り

三鷹市

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合「処分組合ニュース係」

8月22日
（水）

楽焼き体験と調布市花火大会

8月25日
（土）

親子そば打ち体験

調布市
日の出町

もちろん「ごみ出し」もしていますよ。

国立市では、
ごみ問題を市政の重点課題に位置づけ、
独自の減量・資源化への取り組みを行っています。

6月14日（木）／第3自治会谷戸沢処分場対策委員会

6月12日（火）／第22自治会二ツ塚処分場対策委員会

処分組合のホームページをぜひご覧ください
●2001年夏

意識にごみを捨てている人って、意外

［ホームページ］ http://www.tokyo‑shobunkumiai.com
［電子メール］ sskumiai @ tokyo‑shobunkumiai.com

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

2）白色トレイを拠点回収し、公園のベンチやボールペンなどに製品化しています。
4）廃タイヤをゴムチップ化し、
ジョギングコースなどの弾性舗装に使用しています。
粗大ごみに出された
自転車や家具を再生しています。

回収されたペットボトルは、
圧縮梱包されたのち、資源化されます。

