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多摩390万人のごみ情報紙

この他にも個性溢れる俳句を
たくさんいただきました。

Mar. 2004

町田市立小山小学校4年生のみなさんより
平成15年12月2日に二ツ塚処分場を見学した町田市立小山小学校4年生のみなさんか
ら、お礼状と処分場を見ての感想を題材にした俳句をいただきました。
「少しでも ゴミを
クラスごとに色違
いの画用紙に貼ら
れた俳句集。

へらそう リサイクル」
（宮坂もえかさん）
、
「エコセメント 自然にいいね 地球にも」
（西山
秀也さん）
など、
ごみ減量や地球環境問題を踏まえた大人顔負けの作品が多数ありました。

【 1 面 】 エコセメント事業が本格スタート
主 な 記 事 【2・3面】 多摩環境フェスティバル、日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場で開催!!

処分組合
組織団体

【 4 面 】 処分場見学者からおたよりが届きました、組合議会だより など
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第14回
「日の出町桜まつり」開催
日の出町

毎年恒例の
「桜まつり」
を平井川
（塩田耕地）
の堤防沿いで開催し

多摩地域

東 京 都
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NO.
区部

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
西東京市
東久留米市 瑞穂町
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市

処分組合は組織団体からの負担金で運営されています

処分組合議会の議員は、多摩地域25市1町の議会議員の中から選出されています。

処分組合議会の、平成16年第1回定例会が2月27日に開かれ、以
下の案件について審議しました。

ます。4月3日
（土）
には各種イベントも実
施いたしますので是非おでかけください。
■開催期間／4月1日
（木）
〜4月11日
（日）
■イベント日時／4月3日
（土）
※雨天の場合翌日に順延

午前10時〜午後3時
■場所／日の出町民グラウンド
＊フリーマーケット、ステージショー、模擬店、乗馬体験、野点ほか

夜期
桜間
も中
楽は
し午
め後
ま 10
す
︒時
ま
で

［日の出町観光のお問い合わせ先］日の出町役場 経済課商工観光係 TEL.042- 597- 0511
（内線241）

＊｢三多摩は一つなり交流事業｣…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・スポーツなどの事業を通じて交流し、相互の理解を深めていくことを目的とした事業。
処分組合では、この事業の実施を支援しています。

● ● ● 2004年冬の実施イベントの報告

パルテノン多摩でレビュー鑑賞（多摩市）
2月1日

日の出町民４７名が多摩市のパルテノン多摩を訪問。施設見学や多摩
センターの街を散策したあと、宝塚OGによるザ・レビュー
「サ・セ・パリ」
を鑑賞しま
した。参加者からは「すばらしい舞台に感動しました。ありがとうございました」
「お互いを知ることは大切だと思います。また多摩センターに足を運びたいと思い
ます」
などの声が寄せられました。

議案と審議結果
件

名

議 決 結 果

平成15年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
一般会計補正予算（第2号）
について

原案可決

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合職員の
給与に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合管理者等の
報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合職員等の
旅費に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決

土地の取得について

原案可決

平成16年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
一般会計予算について

原案可決

平成16年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合負担金について

原案可決

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、多摩地域
25市1町の約380万人の可燃ご
み焼却灰や不燃ごみを、日の出町
のみなさまの協力を得ながら埋立
処分しています。みなさまと共にご
み問題の解決に取り組んでいます。

処分組合では、全国の自治体で初となるエコセメント事業に取り組んでいます。これは、これまで埋立処分していたごみ
の焼却灰をセメントにリサイクルするという画期的な事業です。施設完成後には、一日に430トンのエコセメントを生
産する予定です。このたび平成18年4月の稼働に向けて、施設建設工事起工式典が行われましたので、ご報告します。

新しい議長 就任の挨拶

議長：木内

徹（東村山市）

何よりもまず、処分場の運営に多大なご理解・ご協力を
いただいております日の出町のみなさまに、心から感謝
を申し上げます。
処分組合ではエコセメント事業が始動し、新しい段階
を迎えました。今後、
この事業を着実に推進するとともに、
ごみ減量や処分場の安全管理等にも、一層強力に取り組
まなければなりません。
このような重要なときに、組合議会もその使命を全う
すべく、全力を尽くしてまいる所存です。

東京都環境影響評価審議会で報告

12月25日(木) 谷戸沢処分場水質等調査結果公表（平成15年度上半期）
二ツ塚処分場水質等調査結果公表（平成15年度第2四半期分）

1月 26日(月)

平成15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（平成15年度1、2回：春期及び夏期分）

その他
3516万1000円

エコセメント化施設建設工事起工式典

繰越金
3億9000万円

平成16年第1回正・副管理者会議

2月 18日(水)

平成16年第1回理事会

2月27日（金） 平成16年第1回処分組合議会定例会

ダイオキシン類の適切な処理がなさ
れるために、安全が確立されている
ことなどが紹介されました。

青木日の出町長、地元選出の井上

その後、東京都副知事、日の出町

衆議院議員をはじめ、日の出町の住

長ほか、来賓各位の祝辞をいただき、

民の方々を含む、約３３０名に及びま

最後は鍬入式へ。管理者や来賓の

した。

方々が「エイ、エイ、エイ」
と威勢のよ

くわいれしき

二ツ塚処分場費
24億5568万7000円

谷戸沢処分場費

6億5394万1000円

まずは処分組合の土屋管理者が、
この日を迎えた喜びや、関係各省庁、
関係団体、日の出町や多摩地域住

い掛け声を響かせながら鍬を振り下
ろし、閉式となりました。
エコセメント事業は今後、太平洋

上／鍬入式には18人の代表者が参加
しました。

民への感謝等を述べました。
つづいて、会場のモニター画面を

が施設整備を請け負い、運営業務

左／式典後に行われたレセプションの
様子。日の出町の有志の皆さんによる、
無形文化財である勇壮な獅子舞「玉の
内獅子舞」が披露され会場は和やかな
ムードに包まれました。

通して、エコセメント事業に関するビ

は東京たまエコセメント
（株）
に委託

デオ映像が流されました。このなか

されます。コストや安全性に配慮し

では、エコセメントが日本工業規格

ながら、進行していきます。

セメント・荏原建設特別共同企業体

その他

7億6117万9000円

2月 3日（火）
二ツ塚処分場敷地内大気中ダイオキシン類調査実施
〜10日
（火）
2月 4日(水)

「エコセメント化施設建設工事起工

くわ

エコセメント化施設建設工事
二ツ塚・谷戸沢処分場の適正な維持管理
（環境調査、浸出水処理施設運転管理等）
分担金及び負担金

築資材であること、また製造過程で

くわ い れし き

1
2

83億9938万4000円

二ツ塚 廃 棄 物 広 域 処 分 場 内にて

出席者は、福永東京都副知事、

予算額は218億8190万8000円で、前年度と比べおよそ121億5000万円増加となりま
した。エコセメント事業の推進や二ツ塚・谷戸沢処分場の万全な維持管理等に必要な経費を
計上する一方、不要不急の支出を抑え、事業の見直しなどに努めました。

主な事業

（JIS）
にも定められた新しい土木建

式典」
が行われました。

左から島田衆議院議員、青木日の出
町長、福永東京都副知事、土屋管理
者、井上衆議院議員、篠崎日の出町
第22自治会処分場対策委員長

12月24日(水) 二ツ塚処分場建設事業事後調査報告書（工事の施行中 その3）

去る平成16年1月26日、日の出町

歳入合計

歳出合計

218億8190万8000円

218億8190万8000円

国・都支出金
49億2006万3000円

組合債

81億3730万円

公債費
30億1669万8000円

エコセメント事業の
シンボルマーク
「エコタロー」
。
エコセメント事業費

149億9440万3000円

このエコセメント事業で建設されるプラント
は、ダイオキシン対策などの最新鋭装置を完備
した、画期的で安全な施設です。自治体では全

＊前号の環境クイズの答えは エ コ セ メ ン ト でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

発行・問い合わせ先
TEL：042-385-5947

処分組合では、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。
クイズに挑戦しながら「ごみ処理」について知ることができるコーナーも好評です。ぜひアクセスしてみてください。

FAX：042-384-8449

クリーンな環境先進地域として確固たる地位を
築くものと確信しております。
時あたかも谷戸沢処分場の開場から20年。

国初、規模は日本一を誇り、世界の最先端をい

この節目に施設の着工を迎え、改めて日の出町

くものと言っても過言ではありません。この事

のみなさまに深く感謝しております。今後とも処

業により、多摩地域の循環型社会作りは大きく

分場を適正かつ安全に運営し、周辺における自

前進し、なかでも日の出町は全世界を先導する、

然環境の保全にも全力を尽くして参ります。

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、みなさ
まのご意見を、お手紙、FAX、電子メールでお聞かせください。
〒183-0052 東京都府中市新町2-77-1 東京自治会館内
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」
［メールアドレス] sskumiai@tokyo-shobunkumiai.com

この印刷物は環境にやさしい大豆インキを使用しています。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

多摩環境フェスティバル参加者募集のお知らせ

詳しくは2・3面をご覧ください

谷 戸 沢

来たる平成16年5月15日
（土） 午前10時〜午後4時（雨天決行）
、日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場内グラウンド及び周辺にて、多摩環境フェスティバルを開催します。
大人も子どもも楽しめるショーや、魅力的なイベント満載！ 美しい自然に触れながら、一日のんびりお楽しみください。

マギー審司マジックショー開催

今年は、谷戸沢廃棄物広域処

場の現在と未来を見つめつつ、環

分場の開設から20周年にあたりま

境先進地域をアピールすること。そ

大きな耳 のマジックで、大人

す。その節目の記念事業として、多

して、会場となる谷戸沢の自然再

気のお笑いタレント、マギー審司

摩環境フェスティバルを開催します。

生を多くの方々に体感していただく

さんが登場。一流のマジックと

コンセプトは３つ。地元・日の出町

ことです。風薫る新緑の季節、豊

軽妙な語りが織りなす、抱腹絶

のみなさんと、多摩地域25市1町の

かな大自然のなかで繰り広げられ

倒のひとときをご堪能あれ。

みなさんとの交流を深めること。エ

る数々の楽しいイベントに、ぜひご

コセメント施設の稼働を前に、処分

家族そろって、ご参加ください。

特捜戦隊デカレンジャーショー
モノのヒーロー参
上！ お子さまが大

流復活事業として創出された水辺

ってきた谷戸沢廃棄物広域処分

には、埋立前より数を増やしたセキ

場。ここは6年前に埋立が終了した

レイ類やタヒバリなどが見られます。

後、ひき続き適切な維持管理を続

また、日の出町の天然記念物であ

けています。

るトウキョウサンショウウオやひっそ

その結果、現在も埋立地やその
周辺には多様な動植物が見られま

りと暮らすタヌキの姿も観測されて
います。
温暖な季節には22ヘクタールの広

す。
これまで行ってきた生態モニタリ

大な平原に、色とりどりの花が咲き

ング調査では、昆虫類は1294種、

乱れ見応えのある美しい光景です。

現在の谷戸沢

喜びのショーです。

初
夏
の
頃
︑
谷
戸
沢
に
は
絵
画
の
よ
う
に
美
し
い
花
畑
が
広
が
っ
て
い
ま
す
︒

鳥類は107種が確認されました。清

多摩地域のごみの埋立処分を担

容

環境展示

多摩地域の市町をはじめ各団体によるさまざまな環境への取
り組みを紹介します。

音楽イベント・
郷土芸能

ブラスバンドの演奏のほか、日の出町をはじめ多摩地域に伝
わる踊りや出し物を披露します。

フリーマーケット

日用品や雑貨など家庭で使われなくなったものを欲しい方へ
安く販売するリサイクルを兼ねたマーケットです。

花きの展示即売

季節の草花などを販売します。

植樹祭・種まき

フェスティバルの趣旨のひとつ 環境との調和 への思いを込
めて、市民・町民のみなさんが植樹と種まきを行います。

その他、スタンプラリーや熱気球体験、ターゲットバードゴルフなどの体験イベントも
あります。

東青梅

各市町から無料の団体送迎バスが用意されます。乗
無 料
送迎バス

多摩川

長淵7丁目

秋 吉野
街道
川
街
道

車ご希望の方は、下記の問い合わせ先までご連絡く
ださい。

二ツ塚峠

二ツ塚処分場
か

道

谷戸沢

市」駅よりそれぞれ無料のシャトルバスが運行されます

多摩環境
フェスティバル
会場

かやくぼ

武蔵増戸

ターゲットバードゴルフ
熱気球など

コチドリ

メインステージ

鳥類はとくにコチドリ、ハ
クセキレイ、タヒバリなど、
水辺を好む種類が多くみ
られます。

（至福生）
日の出IC

武蔵引田

JR五日市線

武蔵五日市駅

五日市街道

秋川

参加のお申し込み等、詳しくは、
多摩環境フェスティバル事務局03-3327-2236
または、下記の連絡先までお問い合わせください。

メイン会場

埋立区域の草原化により、
草原性チョウ類が増えまし
た。

日の出町役場

です。
■当日は、上記のどちらかの交通手段にて会場まで
お越しくださいますよう、お願い申し上げます。

圏
央

べ

JR 青梅線「河辺」駅南口、及びJR五日市線「武蔵五日
公 共
交通機関

青梅街道 JR
青梅
線

ので、ご利用ください。会場までの乗車時間は約２０分

ベニシジミ

べ

河辺駅
（至新宿）

（環境展示・フリーマーケットなど）

谷戸川護岸工事で作られ
た親水公園などに棲息し
ています。

内

か

■主催 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
■共催 日の出町／多摩地域25市1町（処分組合組織団体）
■後援 東京都

上／9年前の谷戸沢処分場。ごみの埋立処分が行われてい
ました。左／現在の谷戸沢処分場。埋立区域は広大な草原
に生まれ変わりました。

日の 出 町 の 天 然 記 念 物。
組合による産卵地の設置
などが功を奏して毎年産卵
しています。

イベント

青梅

スタンプラリー
（谷戸沢廃棄物処分場内コース）

ゲンジボタル

ーローショーなどさまざまなイベントが開催されます。

注：各イベントにつきましては、天候により内容が変更になる場合がありますので、
ご了承ください。

©2004テレビ朝日・東映AG・東映

9年前の谷戸沢

トウキョウサンショウウオ

当日は環境展示をはじめ、わくわくするマジックショーやヒ

マギー審司

TVで話題の戦隊

昭和59年から14年間にわたり、

日の出町

大型バス駐車場
※会場配置につき
ましては、状況によ
り変更が生じる可
能性があります。

市町名

お問い合わせ先

市町名

お問い合わせ先

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

環境部ごみ減量対策課
0426-20-7383
環境下水道部清掃事務所
042-536-2921
環境生活部ごみ総合対策課
0422-60-1843
生活環境部ごみ対策課
0422-45-1151 内線2534
環境部ごみ対策課
0428-22-1111 内線684
環境安全部清掃課
042-335-4400
環境部ごみ減量課
042-541-1342
環境部ごみ対策課
0424-81-7686
環境部環境総務課
042-797-7112
環境部ごみ対策課
042-387-9835
環境部リサイクル推進課
042-346-9535
環境共生部リサイクル推進課
042-581-0444
環境部管理課
042-393-5111 内線2613

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
日の出町

環境部生活環境課
042-300-5300
環境部ごみ減量課
042-576-2111 内線143
生活環境部環境課
042-551-1511 内線332
環境部清掃課
03-3488-5300
生活環境部ごみ対策課
042-563-2111 内線1731
市民生活部環境課
0424-93-3750
環境部ごみ対策課
0424-73-2117
生活環境部環境課
042-565-1111 内線293
環境部ごみ総合対策課
042-338-6836
生活環境部環境課
042-378-2111 内線262
羽村市リサイクルセンター
042-578-1211
環境防災部ごみ減量推進課 0424-64-1311 内線2222
生活環境課
042-557-7706
企画財政課
042-597-0511 内線311
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多摩390万人のごみ情報紙

この他にも個性溢れる俳句を
たくさんいただきました。

Mar. 2004

町田市立小山小学校4年生のみなさんより
平成15年12月2日に二ツ塚処分場を見学した町田市立小山小学校4年生のみなさんか
ら、お礼状と処分場を見ての感想を題材にした俳句をいただきました。
「少しでも ゴミを
クラスごとに色違
いの画用紙に貼ら
れた俳句集。

へらそう リサイクル」
（宮坂もえかさん）
、
「エコセメント 自然にいいね 地球にも」
（西山
秀也さん）
など、
ごみ減量や地球環境問題を踏まえた大人顔負けの作品が多数ありました。

【 1 面 】 エコセメント事業が本格スタート
主 な 記 事 【2・3面】 多摩環境フェスティバル、日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場で開催!!

処分組合
組織団体

【 4 面 】 処分場見学者からおたよりが届きました、組合議会だより など

発 行：東 京 都 三 多 摩 地 域 廃 棄 物 広 域 処 分 組 合
［ 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
ホームページ http://www.tokyo-shobunkumiai.com
メールアドレス sskumiai@tokyo-shobunkumiai.com

第14回
「日の出町桜まつり」開催
日の出町

毎年恒例の
「桜まつり」
を平井川
（塩田耕地）
の堤防沿いで開催し

多摩地域

東 京 都

21

NO.
区部

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
西東京市
東久留米市 瑞穂町
武蔵村山市
多摩市
稲城市
羽村市

処分組合は組織団体からの負担金で運営されています

処分組合議会の議員は、多摩地域25市1町の議会議員の中から選出されています。

処分組合議会の、平成16年第1回定例会が2月27日に開かれ、以
下の案件について審議しました。

ます。4月3日
（土）
には各種イベントも実
施いたしますので是非おでかけください。
■開催期間／4月1日
（木）
〜4月11日
（日）
■イベント日時／4月3日
（土）
※雨天の場合翌日に順延

午前10時〜午後3時
■場所／日の出町民グラウンド
＊フリーマーケット、ステージショー、模擬店、乗馬体験、野点ほか

夜期
桜間
も中
楽は
し午
め後
ま 10
す
︒時
ま
で

［日の出町観光のお問い合わせ先］日の出町役場 経済課商工観光係 TEL.042- 597- 0511
（内線241）

＊｢三多摩は一つなり交流事業｣…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・スポーツなどの事業を通じて交流し、相互の理解を深めていくことを目的とした事業。
処分組合では、この事業の実施を支援しています。

● ● ● 2004年冬の実施イベントの報告

パルテノン多摩でレビュー鑑賞（多摩市）
2月1日

日の出町民４７名が多摩市のパルテノン多摩を訪問。施設見学や多摩
センターの街を散策したあと、宝塚OGによるザ・レビュー
「サ・セ・パリ」
を鑑賞しま
した。参加者からは「すばらしい舞台に感動しました。ありがとうございました」
「お互いを知ることは大切だと思います。また多摩センターに足を運びたいと思い
ます」
などの声が寄せられました。

議案と審議結果
件

名

議 決 結 果

平成15年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
一般会計補正予算（第2号）
について

原案可決

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合職員の
給与に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合管理者等の
報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合職員等の
旅費に関する条例の一部を改正する条例について

原案可決

土地の取得について

原案可決

平成16年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合
一般会計予算について

原案可決

平成16年度東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合負担金について

原案可決

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、多摩地域
25市1町の約380万人の可燃ご
み焼却灰や不燃ごみを、日の出町
のみなさまの協力を得ながら埋立
処分しています。みなさまと共にご
み問題の解決に取り組んでいます。

処分組合では、全国の自治体で初となるエコセメント事業に取り組んでいます。これは、これまで埋立処分していたごみ
の焼却灰をセメントにリサイクルするという画期的な事業です。施設完成後には、一日に430トンのエコセメントを生
産する予定です。このたび平成18年4月の稼働に向けて、施設建設工事起工式典が行われましたので、ご報告します。

新しい議長 就任の挨拶

議長：木内

徹（東村山市）

何よりもまず、処分場の運営に多大なご理解・ご協力を
いただいております日の出町のみなさまに、心から感謝
を申し上げます。
処分組合ではエコセメント事業が始動し、新しい段階
を迎えました。今後、
この事業を着実に推進するとともに、
ごみ減量や処分場の安全管理等にも、一層強力に取り組
まなければなりません。
このような重要なときに、組合議会もその使命を全う
すべく、全力を尽くしてまいる所存です。

東京都環境影響評価審議会で報告

12月25日(木) 谷戸沢処分場水質等調査結果公表（平成15年度上半期）
二ツ塚処分場水質等調査結果公表（平成15年度第2四半期分）

1月 26日(月)

平成15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（平成15年度1、2回：春期及び夏期分）

その他
3516万1000円

エコセメント化施設建設工事起工式典

繰越金
3億9000万円

平成16年第1回正・副管理者会議

2月 18日(水)

平成16年第1回理事会

2月27日（金） 平成16年第1回処分組合議会定例会

ダイオキシン類の適切な処理がなさ
れるために、安全が確立されている
ことなどが紹介されました。

青木日の出町長、地元選出の井上

その後、東京都副知事、日の出町

衆議院議員をはじめ、日の出町の住

長ほか、来賓各位の祝辞をいただき、

民の方々を含む、約３３０名に及びま

最後は鍬入式へ。管理者や来賓の

した。

方々が「エイ、エイ、エイ」
と威勢のよ

くわいれしき

二ツ塚処分場費
24億5568万7000円

谷戸沢処分場費

6億5394万1000円

まずは処分組合の土屋管理者が、
この日を迎えた喜びや、関係各省庁、
関係団体、日の出町や多摩地域住

い掛け声を響かせながら鍬を振り下
ろし、閉式となりました。
エコセメント事業は今後、太平洋

上／鍬入式には18人の代表者が参加
しました。

民への感謝等を述べました。
つづいて、会場のモニター画面を

が施設整備を請け負い、運営業務

左／式典後に行われたレセプションの
様子。日の出町の有志の皆さんによる、
無形文化財である勇壮な獅子舞「玉の
内獅子舞」が披露され会場は和やかな
ムードに包まれました。

通して、エコセメント事業に関するビ

は東京たまエコセメント
（株）
に委託

デオ映像が流されました。このなか

されます。コストや安全性に配慮し

では、エコセメントが日本工業規格

ながら、進行していきます。

セメント・荏原建設特別共同企業体

その他

7億6117万9000円

2月 3日（火）
二ツ塚処分場敷地内大気中ダイオキシン類調査実施
〜10日
（火）
2月 4日(水)

「エコセメント化施設建設工事起工

くわ

エコセメント化施設建設工事
二ツ塚・谷戸沢処分場の適正な維持管理
（環境調査、浸出水処理施設運転管理等）
分担金及び負担金

築資材であること、また製造過程で

くわ い れし き

1
2

83億9938万4000円

二ツ塚 廃 棄 物 広 域 処 分 場 内にて

出席者は、福永東京都副知事、

予算額は218億8190万8000円で、前年度と比べおよそ121億5000万円増加となりま
した。エコセメント事業の推進や二ツ塚・谷戸沢処分場の万全な維持管理等に必要な経費を
計上する一方、不要不急の支出を抑え、事業の見直しなどに努めました。

主な事業

（JIS）
にも定められた新しい土木建

式典」
が行われました。

左から島田衆議院議員、青木日の出
町長、福永東京都副知事、土屋管理
者、井上衆議院議員、篠崎日の出町
第22自治会処分場対策委員長

12月24日(水) 二ツ塚処分場建設事業事後調査報告書（工事の施行中 その3）

去る平成16年1月26日、日の出町

歳入合計

歳出合計

218億8190万8000円

218億8190万8000円

国・都支出金
49億2006万3000円

組合債

81億3730万円

公債費
30億1669万8000円

エコセメント事業の
シンボルマーク
「エコタロー」
。
エコセメント事業費

149億9440万3000円

このエコセメント事業で建設されるプラント
は、ダイオキシン対策などの最新鋭装置を完備
した、画期的で安全な施設です。自治体では全

＊前号の環境クイズの答えは エ コ セ メ ン ト でした。たくさんのご応募ありがとうございました。

発行・問い合わせ先
TEL：042-385-5947

処分組合では、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。
クイズに挑戦しながら「ごみ処理」について知ることができるコーナーも好評です。ぜひアクセスしてみてください。

FAX：042-384-8449

クリーンな環境先進地域として確固たる地位を
築くものと確信しております。
時あたかも谷戸沢処分場の開場から20年。

国初、規模は日本一を誇り、世界の最先端をい

この節目に施設の着工を迎え、改めて日の出町

くものと言っても過言ではありません。この事

のみなさまに深く感謝しております。今後とも処

業により、多摩地域の循環型社会作りは大きく

分場を適正かつ安全に運営し、周辺における自

前進し、なかでも日の出町は全世界を先導する、

然環境の保全にも全力を尽くして参ります。

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、みなさ
まのご意見を、お手紙、FAX、電子メールでお聞かせください。
〒183-0052 東京都府中市新町2-77-1 東京自治会館内
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」
［メールアドレス] sskumiai@tokyo-shobunkumiai.com

この印刷物は環境にやさしい大豆インキを使用しています。

古紙配合率100％再生紙を使用しています。

多摩環境フェスティバル参加者募集のお知らせ

詳しくは2・3面をご覧ください

