
【写真提供】国分寺市教育委員会
　【撮影場所】武蔵国分僧寺金堂跡（むさしこくぶそうじこんどうあと）

武蔵国分寺跡は、2022年10月12日に史跡指定100周年！様々なイベントを実施します。
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多摩地域ごみ実態調査　2021（令和3）年度統計を発行しました

▶ 2021（令和３）年度 多摩地域30市町村のごみ処理の実績

総ごみ量

　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、2021（令和３）年度の統計がまとまりましたので、概要をご
紹介します。

　2021（令和３）年度の総ごみ量（家庭ごみ及び事業系ごみ）は 1,058,443t となり、
前年度に比べて 2.1％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 901,948t で前年度に比べて 2.9％減少し、持込ごみ量（主に事業系ごみの量）は
156,495t で前年度に比べて 2.6％増加しました。

「多摩地域ごみ実態調査　2021（令和３）年度統計」の報告書は、
当調査会のホームページ（https://www.tama-100.or.jp）から
ダウンロードできます。

　なお、以前の報告書（2010（平成22）年度～2020（令和２）年度統計）についても、ダウ
ンロードできます。ぜひご活用ください。

・「多摩地域ごみ実態調査　2021（令和３）年度統計」 　　
・「多摩地域ごみ実態調査　2021（令和 3）年度統計 概要版」　
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◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

ごみの資源化

１人１日あたりのごみ量

　2021（令和３）年度の総資源化率（リサイクル率）は 37.3％で前年度に比べて 0.6 ポ
イント減少し、ごみ資源化率は 33.8％で前年度に比べて 0.5 ポイント減少しました。

　１人１日当たりのごみ量（集団回収※量を含む )は 721 ｇとなり、前年度に比べて 2.3％
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

　最終処分量は 1,347 ｔとなり、前年度に比べて 2.2%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 1,347t で前年度に比べて 2.2％減少、
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）は 2018（平成 30）年度から
ゼロが続いています。

最終処分量
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シーナ

かれん

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。

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
市 町 村 の 取 組 紹 介

　本プロジェクトでは、自然環境保護と地球温暖化防
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取組を紹介し
ます。

　清瀬市では、市民と行政、事業者等の協働による環境
イベントとして、毎年柳瀬川・台田運動公園内で「きよ
せの環境・川まつり」を開催しています。
　2020年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため現地でのイベント開催が中止となっていますが、
2021年度からは新たに開設した特設ホームページ上で、
環境保全に関する取組を行っている団体の活動、柳瀬川
など清瀬の自然について紹介しています。

　東久留米市では毎年、５月と 11月（各
２日間）に「環境美化マナーアップキャン
ペーン」を実施しています。環境美化推進
員が、東久留米駅周辺などで、「なくそう！
ポイ捨て　やめよう！歩きたばこ」という
スローガンのついたベストを着用し清掃活
動を行っています。
　また、駅周辺にある「路上喫煙禁止区域」
内の古くなった路面シートを貼り替えるな
ど、路上喫煙禁止の普及啓発に一層努めて
います。

【問合せ先】清瀬市 環境課　TEL 042-497-2099

◀「きよせの環境・川まつり」ホームページはこちらから
ご覧いただけます。

 なお、右記写真は過去の事業の様子です。

【問合せ先】東久留米市 環境政策課　TEL 042-470-7753

清瀬市
Tama

１ 清瀬市　　きよせの環境・川まつり

東久留米市
Tama

２ 東久留米市　 環境美化マナーアップキャンペーン
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多摩・島しょ地域には、隠れた魅力や知られざる不思議が
たくさんあるんだ！ 今回は 東京たま広域資源循環組合が
運営する二ツ塚処分場（日の出町）を訪ねたよ♪

　「二ツ塚処分場」は、多摩地域２５市１町
の中間処理施設（清掃工場）から運ばれ
た焼却灰や不燃ごみを受け入れる一般廃
棄物最終処分場なんだ。
　埋立地の延命化を図るため、2006年
度に「エコセメント化施設」が設置された
よ。その後、焼却灰を埋め立てることなく
１００％セメントの材料として利用し、「エ

コセメント」として製造・販売しているんだ。 「エコセメント」を製造している施設は日本で
ここだけなんだよ。販売された「エコセメント」は一般的なセメントと同様に様々な建築資
材、道路整備に幅広く利用されているよ。
　不燃物についても、2018年度からはこの処分場への持ち込みはゼロ
なんだって。（現時点の埋立地の埋立率は44.7％）
　各自治体によるリサイクルや地域住民のごみ減量への努力のおかげで、
処分場は長く利用できるんだね！

エコセメント施設と埋立地

◆今回紹介した施設の最新情報は各施設のホームページなどでご確認ください。

Tama

日の出町

二ツ塚処分場

　御蔵島村では、傷んだ御蔵島小
中学校校庭の芝生の再生、維持・
管理に取り組んでいます。再生事
業を行った部分は雑草もなく、生
き生きとしています。緑豊かな校
庭は、学校の児童・生徒たちの授
業だけでなく、遊び場や憩いの場
として地域の人々に親しまれてい
ます。

【問合せ先】御蔵島村 総務課　TEL 04994-8-2121

３ 御蔵島村　　御蔵島小中学校校庭芝生再生事業

御蔵島村

Tokyo
Islands

御御御

わたげわたげ探偵探偵！！！！こんなのこんなの調調べてみましたべてみました！！
～ ～ 二ツ塚処分場ってどんなとこ？ 二ツ塚処分場ってどんなとこ？ ～～
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多摩交流センターだより

～多摩地域の複数の市町村からなる市民団体の広域的な活動を支援します～～多摩地域の複数の市町村からなる市民団体の広域的な活動を支援します～

2023年度2023年度
広域的市民ネットワーク活動等広域的市民ネットワーク活動等

助成事業の助成団体助成事業の助成団体

募集します

　「多摩地域を元気にしたい」そんな市民活動を広域的に行っている皆さんのイベントや
事業を応援します。市町村の枠を越えて行われる活動や成果発表の場の経費の一部を助成
することによって、市民ネットワークや相互交流を推進し、多摩地域のひとづくり、まち
づくりへとつなげていきます。 詳細はパンフレットか当調査会のホームページ（https://
www.tama-100.or.jp）をご覧ください。
※この助成制度は、2023年度予算の成立を条件とし、その予算の範囲での実施になります。

※説明会の参加には事前申込が必要です。10月18日（火）までに、事前にお電話にてお申し込みください。
※参加者は各団体１人のみとします。会場ではマスク着用、手指消毒にご協力ください。
※説明会へ参加されなくても助成申請できます。

問合せ先 公益財団法人 東京市町村自治調査会 企画課
東京都府中市新町 2-77-1　TEL 042-382-7781　受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

募 集 期 間

新規団体向け
説 明 会

2022年10月17日（月）～12月１日（木）

日時：2022年10月20日（木）　18:00～
場所：多摩交流センター第３会議室
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10 月 16 日（日）　10：15～15：00
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）
山のふるさと村の豊かな自然の中で、地域で活動している
奥多摩吹奏楽団による演奏、音楽の都・ウィーンで活躍す
る本場のウィーンアンサンブル、ポルトガルで磨きあげた
本格的ポルトガル・ファド、本格的なスタンダードジャズ
やブルース、スペインで磨きあげた本格的フラメンコなど、
様々なジャンルの曲が演奏されます。子どもから大人まで
楽しめる内容となっています。
無料
山のふるさと村音楽祭実行委員会
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）
TEL　0428-83-2295　　FAX　0428-83-2344
E-mail　kankou@town.okutama.tokyo.jp
ホームページ　https://www.town.okutama.tokyo.jp

実施日
場　 所

内　 容

入場料
主　 催
問合せ

山のふるさと村音楽祭

特定非営利活動法人 ※受講の際は、必ず
　マスク着用のこと！東京雑学大学

2022 年 11 月講義案内

日　時 講義テーマ 教　授 教　場

11月6日（日）
14：00から

ユーラシアの民族移動略史
※中止の場合があります。“東京雑学大学”まで
お問い合わせください。

和田　康　氏
（( 株）安土代表取締役）

田無公民館
（西武新宿線田無駅南口　徒歩３分）

11月17日（木）
14：00から 日本の近世城郭とその復元について 里見　哲夫　氏

（東京法経学院代表取締役）

小金井市市民会館「萌え木ホール」
（JR 武蔵小金井駅南口　徒歩 7分

小金井商工会館 3F）

11月24日（木）
14：00から

原発反対・再エネ賛成
－未来の子供達へ
　　　安全な地球を託せるか？－

小西　辰男　氏
（電子医療技術士）

小金井市市民会館「萌え木ホール」
（JR 武蔵小金井駅南口　徒歩 7分

小金井商工会館 3F）

（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　https://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

☆ 多摩交流センターは、広域的な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
→至新宿至八王子←

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

多摩交流
センター

※駐車場はありません

け
や
き
並
木
通
り

スカイ
ナード

きらぼし銀行 みずほ銀行
ホテル

ビル

☆申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
［問合せ］東京雑学大学　TEL 042-465-3741（浅田）／0422-52-0908（菅原）　ホームページ http://t-zd.life.coocan.jp

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、11月講義を中止させていただく場合があります。
　詳しくは東京雑学大学までお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

会員無料・会員外は 1回につき 500 円受講料

広域的市民ネットワーク活動等助成事業紹介
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ホームページ　https://www.tama-100.or.jp（本紙のバックナンバーをご覧いただけます。）

本紙についてのご意見・ご要望は、ホームページの問合せフォームからお寄せください。 問合せフォーム▼

再生紙を利用しています

とっておき歴史発見とっておき歴史発見
多摩・島しょ多摩・島しょ

国分寺市第19回

history of tama & tosho-

　武蔵国分寺跡資料館は、長年の発掘調査をもとに、
出土した遺物の展示や整備事業をはじめ、先人が残
した貴重な文化財を紹介する施設だよ。
　史跡内にある利点を活かし、資料を「見る」、「学
ぶ」、そして、実際に史跡を「訪ねる」の３つをキー
ワードにしているよ。現地に足を運ぶことで、来館
者が展示を見て学んだことを体感し、より武蔵国分
寺跡への理解を深めてもらうことを目的としている
んだよ。

　2023年２月12日まで、左記で紹介した武蔵国
分寺跡資料館で特別展を開催しているよ。100周年
のメモリアルイヤーに史跡の魅力を再発見しよう！
　武蔵国分寺跡は 1922年10月12日に国史跡の指
定を受け、2022年で 100周年になるんだよ。特別
展では、これまでの 100年の保護、調査、整備の
あゆみについて知ることができるよ。
　また、武蔵国分寺跡と同時指定の全国８か国の国
分寺跡についても併せて紹介してるよ。

身近な場所で歴史を発見！今回はわたげのボクが
『武蔵国分寺跡資料館』と『特別展 史跡武蔵国分寺跡100年のあゆみ』を紹介するよ。

【情報・写真提供】 国分寺市ふるさと文化財課　TEL 042-300-0073

【現地案内】

武蔵国分寺跡資料館 特別展 史跡武蔵国分寺跡
100年のあゆみ

◆ 武蔵国分寺跡資料館　
 （国分寺市西元町1－13－10
  おたかの道湧水園内）

・開館時間
 9:00 ～ 17:00（入園は 16:45まで）

・休館日
 月曜日（祝日・振替休日の場合はその翌日）
 年末年始（12月29日～1月3日）

・駐車場　なし

国分寺西国分寺

武蔵国分寺跡資料館

バス停
史跡武蔵国分寺跡

バス停
泉町一丁目

バス停
国分寺駅西

JR中央線

府
中
街
道

J
R
武
蔵
野
線

殿
ヶ
谷
戸
庭
園

武蔵国分寺
公園

黒鐘公園

国
分
寺
街
道

◆ アクセス
・国分寺駅から徒歩約20分
・西国分寺駅から徒歩約15分
・国分寺市循環バス『ぶんバス』
 万葉・けやきルート「史跡武蔵国
分寺跡」下車徒歩約８分
・国分寺市循環バス『ぶんバス』
 日吉町ルート「泉町一丁目」下車
徒歩約８分
・国分寺駅南口より『京王バス』
 系統番号＜寺83＞＜寺85＞乗車
「泉町一丁目」下車徒歩約８分


