
ダイオキシン類・放射能等測定結果
クリーンポート（焼却炉）ダイオキシン類測定結果（直近の測定結果）

測定項目
（単位）
排出基準

排出ガス
（ng-TEQ/m3 N）

0.1

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 工場内

灰コンベヤ
飛灰処理物

搬送コンベヤ

令和 3 年 7 月 9 日 ── 0.000015 0.0000067
（令和 3 年 7 月 30 日測定） 0 0.025 0.15

敷地境界空間放射線量測定結果（地上高さ 1m 単位 : μSv/ 時・直近の測定結果）
測定日 東 西 南 北 B.G

令和 3 年 10 月 27 日 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07

放射性物質測定結果（直近の測定結果）
試料採取日 焼却灰（Bq/kg） 飛灰（Bq/kg） 排ガス（Bq/m3）

令和 3 年 10 月 4 日 不検出 37 不検出

水銀濃度分析計測定結果（mg/m3 N）
測定日 １号炉 ２号炉 ３号炉

令和 3 年 6 月 0.00 0.00 0.00 
令和 3 年 7 月 0.00 0.00 0.00 
令和 3 年 8 月 0.00 0.00 0.00 
令和 3 年 9 月 0.00 0.00 0.00 

柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の契約に係る住民訴訟事件について
　柳泉園組合では、柳泉園クリーンポート（焼却施設）の運営管理を長期包括的に委託しています。この委託契約に
関して、平成29年度に、契約の締結行為の中止を求める住民訴訟がありました。住民訴訟を提起した原告からは、
請求の原因として、当該委託契約が地方自治法や廃棄物処理法等に違反している等の様々な主張がありました。裁判
が進む中で、原告側からの請求内容の変更などもありましたが、当組合としては、原告側の様々な主張に対して必要
な反論を行い、この住民訴訟については、第１審、第２審ともに原告の主張は認められず、当組合が勝訴しておりま
した。その後、原告から最高裁判所への上告の提起がされていたところです。　
　このたび、令和３年６月16日に、最高裁判所が上告を棄却したことから、第２審による判決が確定し、当組合が
勝訴しましたのでお知らせいたします。
　柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業は、自治体負担の低減や、安全性、信頼性の向上などの効果が見込ま
れ、国においても導入を推奨しているものです。当組合では、今後とも、関係市の皆さまの安全、安心を第一に考
え、安定したごみ処理の運営管理を実施してまいります。

★1ng（ナノグラム）＝10億分の1gの重さです。（例：人体の細胞1つの重さ）
★�1pg（ピコグラム）＝1兆分の1gの重さです。（例：東京ドームに相当する体積の入れ物を水でいっぱいにした場合の重さ
が約1兆gです。このため、東京ドームに相当する入れ物に水を満たして角砂糖1個（1g）を溶かした場合を想定すると、そ
の水1ccに含まれている砂糖が1pgになります。)
★�TEQ（Toxicity�Equivalency�Quantity）＝毒性等量のことで、ダイオキシン類の量をダイオキシン類の中で最も毒性の強
い2,3,7,8―四塩化ダイオキシンの毒性等量に換算した数値です。
★㎥N（立法メートルノルマル）＝標準状態(0℃、101.325kPa）に換算した気体の体積を表します。
★Bq（ベクレル）＝放射性物質が放射線を出す能力を表す単位です。
★�Sv（シーベルト）＝人体が受けた放射線による影響の度合いを表す単位で、放射線を安全に管理するための指標として用い
られます。
★μ（マイクロ）＝m（ミリ）の1,000分の1を表す単位です。
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詳細な測定結果などはホームページ及び

情報公開コーナーでご覧ください。

QRコードからでも閲覧できます。

お問い合わせ：技術課 TEL 042-470-1547
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緑地公園 ( 柳泉園組合敷地内 )

表に使用
されている
単位について

小平・村山・大和衛生組合の
広域支援の状況について

　小平・村山・大和衛生組合（構成市：小平市、
武蔵村山市及び東大和市。以下「当該組合」とい
います。）が、ごみ処理施設の更新工事を実施す
ることに伴い、柳泉園組合では、令和３年４月か
ら当該組合の可燃ごみを受け入れています。
　令和３年度は、約4,000トンの可燃ごみを受け
入れる予定ですが、この経過について皆さまにお
知らせいたします。

令和３年度上半期における可燃ごみの受入れ実績（単位：トン）　
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月

253.98 437.48 0 0 565.75 778.86



　ランチやティータイムに、どなたでもお気軽にご利用いただ
けます。（レストランのみのご利用も可能）
　こだわりの鶏の唐揚げや、当店自家製のルーローハン等各種
メニューを取り揃えております。

【営業時間】11：00〜20：00（ラストオーダー19：30）
【定 休 日】毎週木曜日
※�祝日の場合は翌日、10月の臨時休館（2週間程度）及び年末
年始（12/29〜1/3）、グランドパークの休館日に準じます。

教室プログラムのご案内☆プールプログラム☆
アクアリズム

水中ウォーキング
幼児水泳教室
小学生水泳教室
成人水泳教室
ナイトアクア

☆スタジオプログラム☆
やさしいヨガ
ピラティス
フラダンス

膝痛腰痛・転倒予防教室
かんたんエアロ

☆ものづくりプログラム☆

柳泉園グランドパークでは、
幅広い層の方がご参加いただける教室プログラムを
　　　　　　　　　　　　　　開催しております♪

新たな趣味を増やす
きっかけにいかがでしょうか☆

/皆さまのご参加お待ちしております/

※石鹸づくりデコパージュ
内容：ペーパーナプキンを使用して

石鹸にかわいい模様をつけます♪
日程：12/15（水）
時間：14：00～15：00
対象：高校生以上の方
料金：400円

NEW

※無地の小物にその絵柄を移し貼る技法

スプレー缶等の排出方法
　透明または半透明の袋に入
れ、指定有料袋に入れる通常のご
みとは分けて右記の収集日に排出
してください。

　令和３年９月29日、不燃・粗大ごみ処理施設内において、小型掃除機に内蔵された
充電式電池が原因の火災が発生しました。
　充電式家電、スマートフォン、ゲーム機器などには充電式電池が使用されており、
衝撃を与えると爆発・発火することがあります。
　こうした危険を避けるため、充電式電池は、市の庁舎やリサイクル協力店（電気店
やスーパーなど）に設置されているリサイクルボックスに排出してください。
※�充電式電池が取り外せないものについては、お住まいの地域によって排出方法が異
なりますので、関係市で定められているルールに従って排出してください。

柳泉園グランドパーク 1階

レストラン  フォレスト

左の柳泉園グランドパークの教室
プログラムやレストランの詳細は、
右のQRコードから確認できます！
お問い合わせは042-473-3121
まで！

スプレー缶等を排出する際のお願い
　近年、柳泉園組合において、不燃ごみに混入されたスプレー缶、ガスボンベ及びライター等が原因と思われる火災
や爆発事故が発生しています。
　当組合では、作業員が手選別により不燃ごみに混入した危険物や不適物を除去しておりますが、混入量が多くすべ
てを取り除くことは困難な状況にあります。また、火災や爆発による作業員の負傷や設備の損傷等が原因でごみ処理
が滞ってしまう恐れがあります。
　当組合は皆さまの税金により施設を運営しています。作業員の人命が最も大切ではありますが、設備が損傷した場
合の修理に係る費用は税金で賄うことになります。
　スプレー缶等は各市で定められているルールに従い、中身の有無にかかわらず

指定有料袋には入れずに通常のごみとは分けて排出してください。
　皆さまの正しい分別によって安全かつ安定した廃棄物の処理体制が支えられています。ご理解とご協力をお願いい
たします。

清瀬市にお住まいの方→	 不燃ごみの日に
東久留米市にお住まいの方→	有害ごみの日に
西東京市にお住まいの方→	 びんの日に

新型コロナウイルス感染予防対策  実施中

店内商品全てお持ち帰り可能です！

当店おすすめメニュー

（ラーメン・うどん等汁物系はテイクアウト対象外）

トレイでの
金銭やりとり

あんドーナツ
¥200

チャーシュー
チャーハン ¥550

ホットドッグ
¥200

鶏の唐揚げ
¥400

自家製
ルーローハン
　…¥550

博多風
豚こつラーメン
　　　…¥600

油そば風
平打ちうどん
　…¥600 餃子 ¥300 焼きそばパン

　…¥250

トッピング付き唐揚げ

韓国風甘辛味噌
　　　…¥450 洋風カツ丼 ¥650

揚げたてジューシー！
各種トッピングも
ご用意しております。

辛旨でヤミツキに！

黒胡椒入りの醤油ベース
が香り豊かでスパイシー！

専用の鉄板で焼き
あげた熱々餃子。 焼きそばをたっぷり

挟んだ昔懐かしの味。

豚バラ肉を甘辛ダレで煮込ん
で白飯にかけた、八角香る台
湾定番の屋台飯。

博多風の細麺！豚こつスープ
は濃厚でクリーミー。

厚切りのカツをデミグラス
ソースと卵でとじた洋風のカ
ツ丼。

唐揚げ＆ポテト
¥500

ビーフカレー
¥500

カレーパン
¥200

こまめな換気 除菌・消毒 マスク着用
テーブルの
除菌

火災が発生しました！

焼け残った小型掃除機の一部


