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柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している、特別地方公共団体（一部事務組合）です。
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燃やせないごみに
混入していた
処理不適物！

正しい分別を
しないと処理できません。
皆様のご協力を
お願いします。

燃やせるごみ
缶、びん類、ペットボトル、乾電池、蛍光管、
鉄・アルミ等の金物類

燃やせないごみ
燃やせるごみ、缶、びん類、ペットボトル、
乾電池、蛍光管

缶 びん類、ペットボトル、スプレー缶、
タバコの吸殻

びん 缶類、ペットボトル、ビニール袋、
タバコの吸殻

古紙・布 トレイ、タバコの吸殻、ラップの芯、
プラスチック製品

ペットボトル
缶類、びん類、サラダ油等の入れ物、
洗剤・洗浄剤のボトル、タバコの吸殻

手選別により
危険な物や処理不適物を
    取り除きます。

ごみの正しい分別に
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　現在、柳泉園組合で処理しているものは、燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ及び資源物（びん、缶、古紙・布、ペッ
トボトル）などで、分別された状態で運ばれてきます。しかし、燃やせるごみの中に燃やせないごみや資源物が混ざっていたり、
燃やせないごみの中に燃やせるごみや資源物が混ざっていたり、資源物の中に燃やせるごみや燃やせないごみが混ざったりと、
搬入されてくるごみの分別は、まだまだ完全なものではありません。
　柳泉園組合には、搬入されるごみの種類に応じた処理施設があり、燃やせるごみ以外の処理施設には、目で確認しながら手を
使って異物等を取り除く手選別の設備や磁選機などの機械的な選別設備が設けられています。搬入されてくるごみの分別が悪い
と、手選別が困難であるばかりか作業をしている者が負傷をする事故や機械の故障による操業停止の事態になり、ごみ処理が滞っ
てしまうことがあります。
　ごみを適切に処理するためにも、お住まいの市（清瀬市、東久留米市及び西東京市）で配布されている『ごみの出し方』のパ
ンフレット等をご参考のうえ、正しいごみの分別を心がけるようご協力をお願いします。

清 瀬 市

東久留米市

西東京市
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<施設見学会のご案内>　●日時:平成22年11月10日（水）  12月8日（水） 　平成23年1月12日（水）  2月9日（水）　※いずれも午前10時から11時45分　　　 ●場所:柳泉園組合管理棟1階ロビー　　●お問い合わせ:総務課庶務文書係　☎042-470-1545

申請を希望される方は、下記のとおり手続きをお願いいたします。
なお、詳細については当組合ホームページに「申請の手引き」を掲載しておりますので、
ご覧ください。

●受付期間� �平成22年10月1日（金）から随時受付中
●申請書類� 当組合ホームページからダウンロードしてください。
� http://www.ryusenen.or.jp
●提出方法� 郵送で提出

リサイクルセンターでは…
参加者に対し、資源物としてリサ
イクルできるものと、資源物がリ
サイクルによってどのような製品
に生まれ変わるのか等の説明を行
ないました。

測定項目
（単位）
排出基準

排出ガス
（ng-TEQ/m3N）

0.1

工場排水
（pg-TEQ/ℓ）

10

焼却灰
（ng-TEQ/g）

3

ばいじん
（飛灰）

（ng-TEQ/g）

測定場所測定日 1号炉 2号炉 3号炉 工場排水 総合排水 焼却灰 ばいじん

平成22年4月22日 0.00058 0.000049 0.00019 0.00015 0.054 0.024 0.12

平成22年8月 6日 0.0000034 0.0000059 0.00014 0.000060 — 0.034 0.36

●お問い合わせ：
　総務課企画財務係
　☎ 042-470-1546

柳泉園クリーンポート（焼却炉）ダイオキシン類測定結果

平成 21・22・23 年度柳泉園組合競争入札参加資格審査追加・変更申請の受付を行います！

夏休みこども見学会を開催しました！
　平成２２年８月５日（木）に、小学生とその保護者
を対象にした夏休みこども見学会を開催し、今年は、
３９名の親子が参加しました。こどもたちはクリーン
ポートでごみが処理されている様子や、リサイクルセ
ンターの資源化の様子などを熱心に見学し、ごみの分
別やごみの減量の大切さを改めて感じているようでし
た。
　終了後、参加したこどもたちには柳泉園環境博士認
定証を発行しました。たくさんのご参加ありがとうご
ざいました！
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多摩川衛生組合ごみ焼却炉の停止に伴う可燃ごみの受入れについて
　平成２２年６月１５日、稲城市・狛江市・府中市・国立市の可燃ごみを共同処理している多摩川衛生組合のごみ処理施設『ク
リーンセンター多摩川』において、汚水処理設備塩酸配管が破損し、焼却炉を停止しました。そのため、可燃ごみの焼却処
理ができない事態になりました。
　そこで、『多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱』の規定に基づき、多摩川衛生組合より柳泉園組合へ広域支援要請が
あり、６月３０日に可燃ごみ焼却処理委託契約を締結し、７月１日より受入れを開始しました。
　受入れ期間は、８月３１日までの２ヶ月間という予定でありましたが、多摩川衛生組合の施設の復旧が完了したため、７
月３０日をもって受入れを終了しました。
　市民のみなさまのご理解とご協力をいただき、無事に広域支援を行うことができました。

＜受入実績＞
　●受入量１，６３５トン２０キログラム
　●受入日数２２日

※ 『多摩地域ごみ処理広域支援体制実施要綱』とは、多摩地域における可燃ごみ処理施設又は不燃・粗大ごみ
処理施設に、突発的な機器の故障やあらかじめ計画された施設の点検整備、更新、新設などの事象が生じた場
合に、多摩地域の市町村および一部事務組合が広域的な協力体制のもと、処理が円滑に実施できるよう必要な
事項を定めているものです。

<施設見学会のご案内>　●日時:平成22年11月10日（水）  12月8日（水） 　平成23年1月12日（水）  2月9日（水）　※いずれも午前10時から11時45分　　　 ●場所:柳泉園組合管理棟1階ロビー　　●お問い合わせ:総務課庶務文書係　☎042-470-1545

施設探検
りゅうせんえん

⑧ 蒸気の利用　→蒸気の流れ　を見てみよう！
　以前、施設探検の「ごみ処理施設（クリーンポート）のしくみ」で、安全で
環境に配慮したさまざまな設備をお話しましたが、今号では、「蒸気の利用」
蒸気を利用するための設備について、ご紹介します。
　クリーンポートでは、ごみを燃やしたときの熱を利用してボイラで発生
した蒸気をタービンの羽根に当てることによりタービンの羽根を回して電
気を作っています。
　発電した電気は、クリーンポート等の施設内で使用され、余った電気を
電力会社に売っています。
　また、ボイラで作る蒸気は、発電以外にも柳
泉園グランドパークのお風呂や室内プールの水
を温めるなど有効に利用しています。

蒸気タービン発電機
蒸気の力で発電します。
最高6,000kWhの電気を
作ることができます。

蒸気だめ
ボイラで作られた蒸気
をタービン発電機、プー
ル、その他余熱利用す
る設備に送ります。

焼却炉
850℃以上でごみ
を燃やします。

ボイラ
焼却炉で発生した熱を利用し、
ボイラの中の水を沸騰させ蒸気
を作り
ます。

ごみクレーン

ガス

ごみピット

灰クレーン

灰ピット 灰押出機

灰コンベヤ

蒸気だめ
消石灰貯留塔

蒸気タービン発電機
グランドパーク施設
余熱利用

活性炭貯留塔

減温塔
バグフィルタ

脱硝反応塔

薬品供給ブロア

煙突

誘引ファン その他余熱利用
管理棟等の冷暖房
や給湯に使用して
います。

柳泉園
グランドパーク
お風呂やプールの
水を温めるために
蒸気を使用します。



野
火
止
通
り

野
火
止
用
水

出
水
川全生園

至久米川
新青梅街道

西団地

案内看板案内看板

西団地南

★

所沢街道

新所沢街道

下里小

至清瀬

滝山団地滝山団地

滝山団地

至武蔵小金井

小
金
井
街
道

至
所
沢

交番

駐在所

交番

給水塔

多摩北部
医療センター

青葉町一丁目

西団地入口 西団地前

久留米西団地バス停

流泉園グランドパークバス停

前沢南

滝山南
柳窪

柳泉園組合
柳泉園グランドパーク

〒203-0043　東久留米市下里4-3-10
TEL：042-470-1555（代）　FAX：042-470-1559
ホームページ　http://www.ryusenen.or.jp
E-mail　info@ryusenen.or.jp

※この印刷物は再生紙を使用しています。
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薬湯のお知らせ

今後の予定
平成 22年 11 月 7日（日） 柿の葉湯
 12 月 5日（日） 生姜の湯
 12 月 22 日（水） ゆず湯
平成 23 年 1 月 9日（日） 南天の湯

2月 6日（日） 行者の湯

※日程については、
変更になる場合が
ございますので、
電話でお問い合わ
せください。
（田無浴場組合と
協同開催です。）

ぜひお試し
ください！
ぜひお試し
ください！

柳泉園グランドパーク
●湯～プラザ柳泉園（浴場施設）
●野球場（一般用・学童用）
●テニスコート　５面
●室内プール（一般用・幼児用・歩行用）
●トレーニング室
●会議室（洋室・和室）

●休館日：毎週木曜日、年末年始　　●お問い合せ：グランドパーク　1 0 4 2 - 4 7 3 - 3 1 2 1

開設期間：1月 4 日〜12 月 28 日　使用時間：10 時〜21時
使用対象 使用料金 使用する上での注意事項

大人
1回

500円・20時30分以降の入場はできません
・3歳未満のお子様の入浴料は無料です
・オムツをご使用中の方は入浴できません小人 200円

大人 1時間券
1時間

200円・�野球場、テニスコート、室内プール又はトレー
ニング室の当日の使用者に限って使用できま
す小人 1時間券 100円

大人 1月券 10,000 円・�1月の間で使用時間内に回数の制限なく使用
できます。ただし、施設の休日及び臨時休業
の日については使用することができません小人 1月券 5,000 円

大人回数券 5,000 円
・1回の使用券で11回分です。

小人回数券 2,000 円

※大人は高校生以上、小人は 3 歳以上中学生以下の方です。
※施設の休日は木曜日（木曜日が祝日の場合は、翌日が休日）です。

●平湯

●ドライサウナ

●ミストサウナ

地下水をくみ上げ、余熱利
用（クリーンポートからの
蒸気で熱交換）で沸かした
てのお湯を適温で常に供給
しています。

蒸気が白い霧となって降り
そそぎ、おだやかに汗を流
せる低温タイプのサウナで
す。

発汗作用の強い高温タイプ
のサウナです。

　平成２２年７月１９日（月）に第９回学童野球大会が行われました。

　大会参加チームは、清瀬市、東久留米市、西東京市代表の高学年３チー

ム、低学年３チームの合わせて６チームが参加し、日頃の練習の成果

を競い合いました。

低学年の部優勝チーム
清瀬ツインズA

高学年の部優勝チーム
清瀬ヒーローズ

交通アクセス

●西武池袋線　東久留米駅西口よりバスで 12分
　〈武 21〉�「久留米西団地・錦城高校経由　武蔵小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」

下車　徒歩 6分
●西武池袋線　清瀬駅南口よりバスで 21分
　〈清 03〉�「下里団地経由　花小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車　徒歩 6分
●西武新宿線　花小金井駅北口よりバスで 21分
　〈花 01・02〉「久留米西団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車　徒歩 6分
　〈清 03〉「下里団地経由　清瀬駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車　徒歩 6分
● JR中央線　武蔵小金井駅北口よりバスで 32分
　〈武 21〉�「久留米西団地・錦城高校経由　東久留米駅西口」行きに乗り、「久留米西団地」

下車　徒歩 6分

●西武新宿線
　東村山駅東口よりバスで 11分
　「柳泉園グランドパーク」下車（バス停留所は、柳泉園組合入口のところです）

●柳泉園ニュースの内容や組合業務に関するお考えなどをお手紙、FAX、電子メールでお聞かせください。
●組合情報を掲載したホームページもご覧ください。

西武バス

銀河鉄道（青葉恩多町線）




