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【注意事項注意事項】
○ ○ ３歳～小学校歳～小学校３年生は、高校生以上の年生は、高校生以上の

　保護者１名につき２名まで利用できます。　保護者１名につき２名まで利用できます。
○水泳帽子及び水泳着を着用してください。水泳帽子及び水泳着を着用してください。

【お問い合わせお問い合わせ】 柳泉園グランドパーク柳泉園グランドパーク
☎ 0 4 2 - 4 7 3 - 3 1 2 10 4 2 - 4 7 3 - 3 1 2 1

【利用料金利用料金】

子ども:子ども:100100円 （円 （2時間）時間）

【対象期間対象期間】
7月1日～ 8～ 8月3131日までまで
（毎週木曜日休館日）（毎週木曜日休館日）

【営業時間営業時間】

午前午前9時からから

午後午後9時までまで
（７月・月・８月のみ開始時間を月のみ開始時間を

１時間繰り上げ）時間繰り上げ）

詳細はこちら
▼

今年もやって来ました！

柳泉園組合総務課：☎ 042-470-1545042-470-1545
メール: p

「参加者全員の氏名、年齢、電話番号」「参加者全員の氏名、年齢、電話番号」をご記入のうえ、をご記入のうえ、

上記アドレスまで送信してください。上記アドレスまで送信してください。
※ 写真は令和元年度夏休み子ども見学会※ 写真は令和元年度夏休み子ども見学会

の様子です。の様子です。

日　　時：令和日　　時：令和４年７月2727日（水）、日（水）、2828日（木）日（木）

　　　　　　　　　　いずれも午前10時から約１時間半いずれも午前10時から約１時間半

参加対象：子どもとその保護者参加対象：子どもとその保護者

定　　員：各日定　　員：各日3030名　※申し込み先着順です。　※申し込み先着順です。

申し込み：電話またはメールにて承ります。申し込み：電話またはメールにて承ります。

　　　　  　　　　  ※ ※ ６月2727日（月）午前９時から申し込み日（月）午前９時から申し込み
受付受付開始です。開始です。

柳柳

メールで
お申し込み
の際は、

お申し込みお申し込み



可燃ごみ
67,060（83.0%）
可燃ごみ

67,060（83.0%）

不燃ごみ（有害ごみ含む）・粗大ごみ
8,360（10.3％）

し尿
803（1.0％）

資源物
4,586（5.7％）

缶類
1,094（1.4％）

びん類
2,726（3.4％）

ペットボトル
766（0.9％）

缶類
1,094（1.4％）

びん類
2,726（3.4％）

ペットボトル
766（0.9％）

可燃ごみ等焼却量
73,877（91.4%）
可燃ごみ等焼却量
73,877（91.4%）

有害ごみ処理量 126（0.2％）
資源物等処理量 4,644（5.7％）

不燃物再利用量 1,327（1.6％）

し尿処理量 784（1.0％）

その他 51（0.1％）

災害時における施設使用等に関する協定を締結しました

【お問い合わせ】施設管理課 ☎042-470-1549

小平・村山・大和衛生組合への可燃ごみ処理支援の状況

令和４年度　処理計画について
組合への搬入予定量（単位：トン） 処理計画量（単位：トン）

令和４年度　柳泉園組合一般会計予算について

小型家電などの分別排出にご協力をお願いします

　柳泉園組合は東京都と、令和４年３月31日に「災害時における施設使用等に関する協定」を締結しました。

　災害時に、自衛隊、警察、消防その他の広域支援・救助部隊の活動拠点として活用できるオープンスペースを
有する柳泉園組合と東京都が、災害時における施設使用等に関する協定を締結することで、大規模災害時における
応急・復旧活動の一層の強化・迅速化を図ることを目的とします。

・�自衛隊、警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、災害派遣医療チーム等の広域支援・救助部隊の
活動拠点（部隊車両の駐車スペース、部隊員の待機場所・宿営場所、現地指揮所等）
・ライフライン復旧活動のための資機材置場

　災害発生時、柳泉園組合が所有・管理する土地や建物を、東京都が大規模救出救助活動拠点として使用します。
　ただし、柳泉園組合の業務に重大な支障を生じさせないよう配慮します 。

　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していることに伴い、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４年度は、約3,500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
らせします。（ 広域支援期間は令和７年９月までを予定しています。）

※令和４年度の搬入予定量、処理計画量の総量は80,809トンです。
※ 令和４年度は、小平・村山・大和衛生組合から可燃ごみを受け入れる予定であり、上のグラフはこれを含んだ

数値です。

　柳泉園クリーンポート長期包括運営管理事業の受託事業者である住友重機械エンバイロメント株式会社は、一般廃棄物処理に関する事業を分割して、日鉄環境
エネルギーソリューション株式会社へ承継する会社分割（吸収分割）を行いました。つきましては、会社法第759条に基づいた、民間企業同士の手続きとなって
おり、令和４年４月１日付で、事業者名は、日鉄環境エネルギーソリューション株式会社となりましたので報告いたします。内容は、都市ごみ焼却・リサイクル
設備の一般廃棄物処理施設の人材を含めた運転管理・補修及び新設工事に関して有する権利義務を承継するものとなっております。柳泉園組合としては、今後も
事業のモニタリングを行い、適切な管理運営に努めてまいります。

柳泉園クリーンポート長期包括
運営管理事業、受託事業者の
会社分割（吸収分割）について

〇歳入の約47%は組合を組織する関係市の負担金です。
　 　前年度に比べて分担金及び負担金は2,216万7千円の増、使用料及び手数料は114万5千円の減、繰越金は

500万円の減、諸収入は232万6千円の増、繰入金は1,341万4千円の減、国庫支出金は前年度と同額、財産
収入は2千円の増となっております。

〇歳出の約67%はごみ処理費、約1%は借入金の返済にあてる公債費です。
　 　前年度に比べてごみ処理費は2,320万6千円の増、総務費は692万3千円の増、予

備費は700万円の増、公債費は3,206万7千円の減、議会費は12万6千円の減となっ
ております。

〇主な事業 ・ごみ処理施設及びし尿処理施設の運営
 ・厚生施設の指定管理事業（令和3年4月より）
 ・クリーンポート長期包括運営管理事業（平成29年7月より）
 ・資源物再利用（選別、回収）

　不燃・粗大ごみ処理施設破砕棟破砕機内において、令和４年４月８日（金）、午前１０時７分頃に火災が発生しました。

　近年、柳泉園組合において、不燃ごみに混入された充電式掃除機、モバイルバッテリー等の小型家電類に内蔵されて

いるリチウムイオン電池が原因と思われる火災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

取り除くことが困難な状況にあります。また、火災による作業員の

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。

　小型家電類を捨てる際は、お住まいの市で定められているルールに

従い、指定有料袋には入れずにお出しください。

　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。

協定の目的協定の目的

協定の内容協定の内容

オープンスペースの
主な使用例

歳 入
26 億 2,901 万円

繰入金
6,839万3千円
（2.6%）

繰越金
3億1,300万円
（11.9%）

諸収入
4億1,028万5千円
（15.6%）

分担金及び負担金
12億4,556万2千円
（47.4%）使用料及び手数料

5億9,010万2千円
（22.4%）

国庫支出金
165万円（0.1%）

財産収入
1万8千円（0.0%）

歳 出
26 億 2,901 万円

公債費
1,618万9千円
（0.6%）

予備費
2億3,000万円
（8.7%）

議会費
470万7千円
（0.2%）

ごみ処理費
17億5,621万5千円
（66.8%）

総務費
6億2,189万9千円
（23.7%）

令和４年２月から５月までの受け入れ状況（単位：トン）

2月 3月 4月 5月
0 213.18 840.58 422.58



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/ｍ3N）

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
搬送コンベヤ総合排水

令和4年1月12日 0.00000049 0.000000072 0
0

0.023 0.13
ー

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4年6月8日 0.06 0.05 0.05 0.07 0.05

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4年4月8日 不検出 36 不検出

水銀濃度分析計測定結果（mg/㎥N）
測定日 1号炉 2号炉 3号炉

令和4年2月 0.00 0.00 0.00 
令和4年3月 0.00 0.00 0.00 
令和4年4月 0.00 0.00 0.00 
令和4年5月 0.00 0.00 0.00 

ダイオキシン類・放射能等測定結果

令和３年度柳泉園組合情報公開等の実施状況について

技術課
☎042-470-1547

　情報公開制度は、柳泉園組合が保管、保存している文

書を対象に公開するもので、請求された情報は、個人情

報などの非開示情報を除き、原則すべてが公開されます。

　なお、令和3年度柳泉園組合情報公開の実施状況（任意

的情報公開申出含む。）については、右表のとおりでした。

令和３年度情報公開請求の件数及び決定内容

請求等の区分 件数 決定等内容 件数

情報公開
請求

2件

全部公開 1件
一部公開 1件

非公開 不存在 0件
その他 0件

取り下げ 0件

任意的
情報公開
申出

0件

全部公開 0件
一部公開 0件

非公開 不存在 0件
その他 0件

取り下げ 0件

お問い
合わせ

2022年6月

注意事項
○ ３歳～小学校３年生は、高校生以上の

　保護者１名につき２名まで利用できます。
○水泳帽子及び水泳着を着用してください。

お問い合わせ  柳泉園グランドパーク
04 2 - 4 7 3 - 3 1 2 1

利用料金

子ども:100円 （2時間）
対象期間

7月1日～ 8月31日まで
（毎週木曜日休館日）

営業時間

午前9時から

午後9時まで
（７月・８月のみ開始時間を
１時間繰り上げ）

042-470-1545

「参加者全員の氏名、年齢、電話番号」をご記入のうえ、

上記アドレスまで送信してください。
※ 写真は令和元年度夏休み子ども見学会

の様子です。

日　　時：令和４年７月27日（水）、28日（木）
　　　　　いずれも午前10時から約１時間半

参加対象：子どもとその保護者

定　　員：各日30名　※申し込み先着順です。
申し込み：電話またはメールにて承ります。

　　　　  ※ ６月27日（月）午前９時から申し込み
受付開始です。

お申し込み


