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　当調査会では毎年度、多摩地域30市町村のごみ処理の実績をまとめ、「多摩地域ごみ実態調査」として
発行しています。このたび、平成29年度の統計ができあがりましたので、概要をご紹介します。

多摩地域ごみ実態調査（平成29年度統計）を発行しました

▲

 平成29年度 多摩地域30市町村のごみ処理の実績

 
「多摩地域ごみ実態調査（平成29年度統計）」の報告書は、当調査会のホームページ
（http://www.tama-100.or.jp/）からダウンロードすることができます。

　・「多摩地域ごみ実態調査（平成29年度統計）」 　　　 全54ページ
　・「多摩地域ごみ実態調査（平成29年度統計 概要版）」 全18ページ
　なお、以前の報告書（平成19年度～平成28年度統計）についても、
ダウンロードすることができます。ぜひご活用ください。　　

　平成29年度の総ごみ量（家庭ごみ及び事業系ごみ）は1,052,322ｔとなり、前年度に比べて1.5％減少しました。
　主な内訳を見ると、収集ごみ量（主に家庭ごみの量）は892,290tで前年度に比べて1.2％減少し、持込ごみ量（主
に事業系ごみの量）は160,032tで前年度に比べて3.0％減少しました。

総ごみ量

１人１日あたりのごみ量

　１人１日当たりのごみ量（集団回収［※］量を含む)は733ｇとなり、前年度に比べて1.9％減少しました。　
　　※町会・自治会等の地域の団体が、紙類やびん等の資源物を回収して直接回収業者に引き渡す自主的な資源回収
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　平成29年度の総資源化率（リサイクル率）は37.4％で前年度に比べて0.2ポイント減少し、ごみ資源化率は
32.9％で前年度に比べて0.1ポイント減少しました。

◆ ごみの資源化の状況を示す総資源化率（リサイクル率）とごみ資源化率は、次の計算式で求めています。

※１ 分別収集や拠点回収を行った資源ごみ（缶、びん、ペットボトル等）の量
※２ 中間処理施設において、不燃ごみや粗大ごみ等から選別された資源物の量とエコセメントの原料に
　　 使用した焼却灰の量

ごみ資源化率 ＝
資源ごみからの資源化量＋収集後資源化量

総ごみ量

総資源化率（リサイクル率）＝
資源ごみからの資源化量（※1）＋収集後資源化量（※2）＋集団回収量

総ごみ量＋集団回収量

　最終処分量は1,431ｔとなり、前年度に比べて4.0%減少しました。
　内訳を見ると、焼却処理施設からの焼却残灰が1,316tで前年度に比べて0.8％増加、埋立処理された不燃残さ
（不燃ごみ等を破砕選別したもの）が115tで前年度に比べて37.5%減少しました。

ごみの資源化

最終処分量

集めてみたい？ なら、行ってみよう
～マンホールカード～

ちょっと一息

　以前、本紙（2015年3月号（No.018））で、マンホールのふたについて取り上げました。様々なデザインが施され、カラフルな
ものがあるとご紹介しました。
　今、それらマンホールのふたの図柄をあしらったカードが作られ、ちょっとしたブームになっているのはご存知ですか？
　マンホールカードは、下水道の関係団体などで構成される「下水道広報プラットホーム（GKP）」が企画したもので、2018年８
月末時点で、全国で累計364自治体が発行してい
ます。表面に発行自治体名やマンホールのふたの
写真、裏面にそのデザインの由来等が書かれてお
り、訪れた方に無償で配布されています。例えば、
小平市のマンホールカードを見れば、新宿の高層
ビルや富士山を見ることのできる、自然に恵まれ
た閑静な住宅地域をイメージしたデザインの由来
が分かりますね。
　発行自治体や配布場所などの一覧は、下水道広
報プラットホーム（GKP）のホームページ（www.
gk-p.jp）で確認することができます。また、各自
治体の配布場所や在庫状況などは、発行自治体の
ホームページで確認するか、直接、配布先までお
問い合わせください。カードごとに指定された場
所に足を運ぶともらえますよ。みなさんも是非多
摩地域の色んなところへ出かけてマンホールカー
ドを集めてみませんか。

小平市マンホールカード
※�小平市のマンホールカードの配布は「小平市ふれあい下水道館」で行っており、なくなり次
第終了となります。
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シーナ

立川市2 環境フェア

瑞穂町3 春の花植え運動

八王子市1 地球温暖化防止普及啓発イベント

オール東京６２市区町村共同事業

みどり東京・温暖化防止プロジェクト

　本プロジェクトでは、自然環境保護及び地球温暖化防止についての普及・啓発
を目的とする市区町村の自主事業に対する助成を行っています。本助成を活用し
て多摩・島しょ地域の自治体で実施された事業を紹介します。

市 町 村 助 成 事 業 紹 介

かれんとシーナは、みど
り東京・温暖化防止プ
ロジェクトのイメージ
キャラクターです。

　立川市では、市民団体や事業所、行政が協働で『こどもの未来へエコライフ』をテーマ
として、“こどもたちに体験を通して環境について考えてもらうきっかけをつくる”ことを目
的に、６月３日（日）に環境フェアを開催しました。
　小学生が育てたゴーヤ苗の配布、剪定枝たい肥の配布、野鳥の巣箱作りなど自然素
材を使用した工作教室、環境にやさしい製品の紹介など出展者が趣向を凝らした企画
を行いました。また、スタンプラリーや環境かるた大会、竹の水鉄砲合戦などを行いまし
た。
　天候にも恵まれ、楽しみながら環境を学べる場となりました。

【問合せ先】 立川市　環境対策課　TEL 042-523-2111

立川市Tama

瑞穂町

Tama

　瑞穂町では、毎年５月下旬から７月上旬にかけて、町内会や小学校の児童に協力し
ていただき「春の花植え運動」を実施しています。
　今年度も大勢の児童たちが梅雨の合間や梅雨明け後の暑い日差しの中、一生懸命
「日々草」、「マリーゴールド」、「ベゴニア」の３種類の花を植えて、水をあげていました。
　子どもたちの優しく純粋な気持ちが、町内の公園や町並みを美しく彩っています。一
年を通して綺麗な花で町が彩られるよう、この花植え運動は秋にも行われる予定です
　また、花植え運動のほかに、11月に開催される「産業まつり」で、花苗の配布を予定し
ており、例年多くの方から喜びの声をいただいています。　

【問合せ先】 瑞穂町　建設課　TEL 042-557-7659

　八王子市では、市民の地球温暖化問題に対する関心を高め、一人ひとりが行動する
きっかけとなるように、毎年12月に「地球温暖化防止普及啓発イベント」を開催しています。
　昨年度は、12月17日（日）にオリンパスホール八王子にて、俳優・気象予報士の石原良純
さんをお招きして、環境講演と地球温暖化対策をテーマにした省エネコンテストを行いま
した。
　当日は、1,066名の方にご来場いただき、盛況のまま終了することができました。
　今年度も地球温暖化問題に対し、市民の皆さんに広く関心を持ってもらうため、イベント
で周知啓発を図ります。

【問合せ先】 八王子市　環境政策課　TEL 042-620-7384

八王子市

Tama

かれん
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番号 日時 講義テーマ 教授 教場

第1155回 11月1日（木）
14：00から

祭礼の原点
 “お旅どころ” について

松岡　茂雄　氏
(自分史を書く運動 “ふだん着” 編集スタッフ）

西東京市民会館
（西武新宿線田無駅北口　徒歩8分）

第1156回
※

11月8日（木）
14：30から

ドビュッシー没後100年 作曲の
インスピレーションはどこから？
ー東洋の文化との関連性を探るー

齊藤　真
ま さ み

美　氏 
(ピアニスト・ピアノ講師）

遠隔視聴（サテライト）会場
武蔵野市西久保コミュニティセンター

（JR三鷹駅北口　徒歩7分）

第1157回 11月15日（木）
14：00から

キャリアコンサルティング
について

高峰　章　氏
(キャリアコンサルタント・前ハローワーク相談員）

西東京市民会館
（西武新宿線田無駅北口　徒歩8分）

第1158回 11月22日（木）
14：00から 大人の絵本の楽しみ 髙野　正美　氏

(語り部・読人）
西東京市民会館

（西武新宿線田無駅北口　徒歩8分）

☆申込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
※第1156回は、第177回多摩発・遠隔生涯学習講座と共同で実施します。メイン会場は多摩交流センターです。
問合せ先　TEL 042-465-3741（浅田）　　TEL 0422-52-0908（菅原）

（受講料は会員無料・会員外は11月8日を除き、1回500円）

特定非営利活動法人

東京雑学大学 平成30年11月講義案内

問合せ先 TEL 070-2685-3602（高原）　TEL 0422-52-0908（菅原）

○受 講 料
○メイン会場
○サテライト会場
○ライブ中継・VOD視聴について

無料（ただし資料代100円）
多摩交流センター　第2会議室（申込みは必要ありません。直接会場にお越しください。）
武蔵野市西久保コミュニティセンター

多摩発・遠隔生涯学習講座のホームページ（http://zsgn.dp-21.net/tsgn/）から無料で、当日の講座の視聴（ライブ中継）
や過去の講座を視聴（VOD視聴）することができます。

題　名　ドビュッシー没後100年　作曲のインスピレーションはどこから？　ー東洋の文化との関連性を探るー　　
日　時　平成30年11月8日（木）　14：30から約1時間　　　講　師　齊藤　真

ま さ み
美　氏（ピアニスト・ピアノ講師）

NPO法人全国生涯学習ネットワーク・公益財団法人東京市町村自治調査会共催
後援：武蔵野市教育委員会

多摩発・遠隔生涯学習講座

10・11月開催予定の講座案内

インターネット
放送による

日　時 平成30年10月11日（木）　14：30から約1時間
講　師  小西 信生 氏（NPO法人府中かんきょう市民の会理事長、府中市環境審議会委員）

題　名

府中市最西部のまちづくりと市民活動

内　容 　府中市西部・多摩川の北側に位置する市立日新小学校の学区 ( 住民数は
6,000 人弱 ) を中心とした、まちづくりの状況をお話しします。
　各種施設の開発・建設 ( ハード )、住民間のつながりなど ( ソフト ) と、
多摩川や立川断層といった自然環境など、この地域固有の課題と対応についても言及します。
　土壌汚染、水質汚濁、大気汚染、ごみ処理、緑地保全、交通問題など、まちづくりに隣接する各種
環境問題についても時間があれば触れたいと思います。

176回

177回

D
dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

of

dictionary

Wide
Variety

 
Subjects

多摩交流センターだより

多摩交流センターだより
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多摩交流センターだより

実施日 10月14日（日）10:15～15:00 
場　所  東京都立奥多摩湖畔公園　山のふるさと村
 （奥多摩駅から山のふるさと村へ無料貸し切りバス運行）
内　容   　豊かな自然の中で、奥多摩中学校吹奏楽部の演奏、

国内外で活躍する若手声楽家によるフレッシュコン
サート、若手音楽家による弦楽四重奏のポピュラーコ
ンサート、本格的で楽しいジャズコンサート、音の都
ウィーンで活躍する本場のウィーンアンサンブルといっ
た様々なジャンルの曲が演奏されます。また、ポルトガル
で磨き上げた本格的ポルトガル・ファドもあり、子どもか
ら大人まで楽しめる内容になっています。皆さんお誘い
合わせてお越しください。

入場料・参加費　無料
主　催　山のふるさと村音楽祭実行委員会
問合せ　山のふるさと村音楽祭実行委員会事務局
 （奥多摩町観光産業課内）
　　　　T E L　0428－83－2295　　ＦＡＸ　0428－83－2344
　　　　Ｅ-mail　kankou@town.okutama.tokyo.jp
　　　　ホームページ　http://www.town.okutama.tokyo.jp/

広域的市民ネットワーク活動助成事業紹介

山のふるさと村音楽祭 in OKUTAMA

TAMA市民塾・日曜講座のお知らせ

【講　師】 山
やました

下　敏
と し お

夫　氏
  　昭和23年愛知県生まれ70歳。商社マン時代に繊維業界

と長く関わることで、四季の到来時期が大事なことや、中
国をはじめ近隣諸国との取引で旧暦の必要性を強く感じた。
現在は、「旧暦の会」の会員・「南太平洋協会」の会員で旧暦の
知識を習得し、自らも勉強会を開催し普及に努めている。

【内　容】  　旧暦は明治5年以前まで使われていた暦で、正しくは太陰太
陽暦です。月の満ち欠けを基準にした太陰暦を基にしていま
す。しかし太陽暦とは1年で11日程度くるいが生じ、この季
節のずれを調整するため二十四節気を取り入れたものです。

  　慶長19年（1614年）10月1日に起きた大坂の陣は、旧暦
では冬の季節となるため大坂冬の陣と言われ、翌年の旧暦の
夏にあたる4月6日に起きた陣は、大坂夏の陣と呼ばれます。

  　この様な事件、伝統行事（七五三他）を旧暦と照らすと一
層理解が深まります。

旧暦を知れば事件・伝統行事が見えてくる第115回

日　　時 平成30年10月21日（日） 14：00～16：00
場　　所　 多摩交流センター会議室 京王線府中駅北口
 府中駅北第２庁舎６F（府中市寿町1-5-1）
申込方法  当日会場にお越しください。先着50名までとさせて

いただきます。

受  講  料 無　料
問合せ先 多摩交流センター内　TAMA市民塾 
 TEL 042-335-0111
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☆ 多摩交流センターは、広域的市民ネットワーク活動の支援、多摩地域市民交流の場の提供等
　 を目的として活動しています。

府中駅
→宿新至子王八至←

大國魂神社↓

甲州街道（国道２０号線）

武蔵府中
郵便局

寿町一丁目交差点

府中駅北第２庁舎６F

り
通
木
並
き
や
け

多摩交流
センター

ビル

ご注意：駐車場はありません

銀行

（公財）東京市町村自治調査会　多摩交流センター
〒183-0056 府中市寿町1-5-1 府中駅北第2庁舎6F
TEL 042-335-0100　FAX 042-335-0127
ホームページ　http://www.tama-100.or.jp/（当調査会ホームページ内にコンテンツがあります）

「多摩交流センターだより」の問合せ先

多摩交流センターだより

○　気候変動の影響が、私たちの暮らしの様々なところに現れ
ています。

　　今年の夏は、猛暑日が続いて熱中症により救急搬送される
人が急増し、また、これまでに経験したことのないような大雨
によって各地で河川の氾濫等による被害が出るなど、異常気
象が人々の暮らしに深刻な影響を及ぼしました。

○　このような異常気象が増加していることについては、地球
温暖化に伴う気温の上昇と水蒸気量の増加が関係していると
されています。

　　温暖化の原因については、人間の活動の拡大によって、
CO2をはじめとする温室効果ガスが増加したことにあるとさ
れており、これまで、各自治体では、省エネルギー対策の推進
や再生可能エネルギー等の導入推進など、温室効果ガスの排
出を抑制する「緩和策」を中心に施策を展開してきました。

○　しかしながら、最近では、このまま緩和策を進めても、温暖
化による気候変動の影響は少なからず受けるとの考えから、
緩和策に加えて、温暖化による気候変動を受け入れた上でそ
の悪影響を回避・軽減する「適応策」を実施していくことが重
要となってきています。本年6月には気候変動適応法が公布
され、適応策を法的に位置付け、国・地方公共団体等が一丸
となって適応策を推進していくこととなりました。

○　当調査会は、関係団体と連携して、オール東京６２市区町
村共同事業「みどり東京温暖化防止プロジェクト」を実施して
いるところですが、今年度からその一環として、「気候変動へ
の適応策に関する調査研究」事業を立ち上げました。

　　本事業は、都内62市区町村の職員が、学識者・教育機関・
専門家の知見を共有し、ともに学び合いながら、ぞれぞれの地
域に合った適応のための取組や適応計画の策定を目指す取
組などについて研究活動を行うものです。2018年から2020
年までの3年間のスパンで実施する予定となっております。

　　本年7月には、都内自治体職員を対象に、適応策の基礎的
知識の習得や意識啓発を図るための講演会を実施しました。

○　８月からは参加自治体による「オール東京６２気候変動適
応策研究会」がスタートし、今月には第２回目が開催されま
す。参加した自治体へのアンケートからは、風水害などの自然
災害や熱中症などの健康面、自然生態系への影響などに対す
る関心が高いことがうかがわれました。

○　地理的条件や社会経済条件などの地域特性によってポイン
トは異なりますが、多くの自治体がそれぞれの特性に応じて
創意工夫を凝らした適応策を進めていくことで、地域に暮らす
人々が受ける気候変動の悪影響が回避・軽減され、暮らしの
向上につながるものと期待しています。 （S．K）

編 集 後 記

この宝くじの収益金は区市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。 公益財団法人 東京都区市町村振興協会



　

◆馬場大門のケヤキ並木
・京王線「府中駅」から徒歩1分
・JR南武線・武蔵野線「府中本町駅」から徒歩5分
◆大國魂神社
・京王線「府中駅」南口から徒歩5分
・JR南武線・武蔵野線「府中本町駅」から徒歩5分

［ 情報・写真提供 ］ 
府中市生活環境部経済観光課　TEL 042-335-4095

再生紙を利用しています。
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とっておきフォトスポット
Photogenic tama & tolsho

[現地案内]

写真を撮るときは、周囲の状況をよく確認し、柵を越えたり立ち入り禁止区域に入るなど、マナー違反にならないようにね！

　馬場大門のケヤキ並木は、源頼義・義家父子がケヤキの苗1,000本
を寄進したことからはじまっているそうだよ。府中のシンボル的な存在
で、国の天然記念物に指定されているんだ。
　毎年10月には、ここをはじめ、市内20数カ所のストリートやカフェで
ジャズを楽しめる「JAZZ in FUCHU」が開催されるんだ。今年は、10月
７日（日）だよ。市内の各所で100バンド以上の演奏が楽しめ、府中の街
が音楽であふれるイベントだよ。

　大國魂神社は、今から約1900年前に、武蔵国の守り神として大國魂大神
を祀ったのが始めといわれている、都内でも屈指の古社なんだ。縁結びや厄
よけのご利益で有名だよ。
　酉の市は、その境内で毎年11月の酉の日に開かれる大鷲神社の祭礼な
んだ。関東三大酉の市の一つで、開運招福、商売繁盛の熊手を求める人々
で賑わう光景は、年末の風物詩となっているんだよ。今年の11月の酉の日（酉
の市開催日）は、11月1日（木）、13日（火）、25日（日）なんだ。

・けやき並木通りが混雑するため、人の往来に気を
　つけて撮影してね。

・�縁起物の熊手を売る露店がずらりと並ぶ光景は圧巻！
　威勢のいい掛け声が響く神社で活気ある写真が撮影できるんだ。

JAZZ in FUCHU
（馬場大門のケヤキ並木） 大國魂神社の酉の市

＠WATAGE ＠WATAGE

府中市第10回 

撮影のPOINT ! 撮影のPOINT !

きれいな景色やおもしろいものをみつけたら、写真を撮りたくなるよね。
今回はわたげのボクが「JAZZ in FUCHU（馬場大門のケヤキ並木）」と「大國魂神社の酉の市」を紹介するよ。


