
えんとつフェスは今年で第16回目！！10/6（土）
午前10時〜
午後３時 ご来場お待ちしています

荒天の場合7日（日）に順延（7日も荒天の場合は中止）
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こもれびの足湯

〔フードドライブの実施について〕
　フードドライブとは、家庭で余っている食べ物を学校や職場等に持ち寄り、それらをまとめてフードバンク等に寄付することをいいます。
　今回、会場（３市情報コーナー）で、未利用食品の回収を実施いたします。回収できる食品の条件等は以下のとおりです。
〈回収できる食品の条件〉
・未開封で包装や外装が破損していないもの、賞味期限が明記されており、１ヶ月以上先のもの。
〈回収品目等〉
・お米（白米）、パスタ、食用油、しょうゆ、みそ、砂糖などの調味料、インスタント・レトルト食品、缶詰（くだものなど）、コーヒー、お茶など

〔会場でのお願い〕
○ペット類の入場はできませんので、ご了承ください。
○�駐車場はありませんので、徒歩、自転車、または公共交通機関を
ご利用ください。

○�模擬店ではデポジット※にご協力ください。（※デポジット:再
利用のための回収を目的として、あらかじめ販売価格に容器代
を上乗せし、容器を返却した場合にその容器代を返却するシス
テム）

主管：えんとつフェスティバル実行委員会
主催：連絡協議会、小平・村山・大和衛生組合
後援：小平市、東大和市、武蔵村山市
協力：武蔵野美術大学えんとつ仲間
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えんとつフェスティバル2018
♪♪つなげよう資源の輪　広げよう地域の和♪♪

本紙「えんとつ地域版№46」を当日お持ちください。
模擬店の割引券を差し上げます。

割引券発行チェック

割引情報

○清掃工場ミニツアー（清掃工場の見学会）　○模擬店（焼きそば等）
○参加型イベント（クイズラリー等）　　　　○ステージ（バンド演奏、よさこい等を予定）
○参加団体等のブース　その他　　　　　　　　　　　　　　　　※内容は都合により変更することがあります。

松の木通り

野火止用水（緑道）←玉川上水駅 東大和市駅→

玉川上水（緑道）

出入口

出入口

ステージ

※３市情報コーナー
（フードドライブ実施場所）

休憩スペース

計量機

野菜産直

草花販売

トイレ
（女性専用）
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駐車場

自転車置き場

子ども広場
（トランポリンなど）

美大生コーナー

本部

ごみ収集車展示

焼きそばは皿持参で、
割引あり。（使い捨て
容器は対象外）

清掃工場ミニツアーの
参加者はココに集合!!

焼きそば
ポップコーン
わたあめ
飲み物
リズム工房
あさやけ作業所
食器返却場所

有楽製菓

　平成31年４月に供用開始を予定している資源物中間処理施設について、資源物を処理する施設としてだけ
でなく、市民のみなさまにリサイクルやエコ活動への関心を持っていただき、親しみのある施設となるように
愛称を募集します。
１．応募資格	 衛生組合の組織市（小平市・東大和市・武蔵村山市）に在住の方
２．応募方法	 郵便はがき、ＦＡＸ又はＥメールに
	 ①施設の愛称（ふりがな）　　②愛称を決めた理由（40字程度）
	 ③氏名（ふりがな）　　④年齢　　⑤性別　　⑥職業（学校名・学年）　　⑦住所　　⑧電話番号
　	 をご記入のうえ、下段に記載の宛先までお送りください。
	 ※Ｅメールの場合は、件名を「愛称募集」としてください。
３．募集期間	 平成30年11月30日（金）まで　※郵便は当日消印有効、その他は必着
４．賞　　等	 入選作（１点）に記念品を差し上げます。　※同一作品が複数の場合、抽選により決定します。
５．結果発表	 入選作の応募者には、別途通知するほか、平成31年３月末（予定）の開所式で公表・表彰する予定です。
６．注意事項	 採用作品の著作権等一切の権利は、本組合に帰属します。
	 応募者の個人情報は、愛称募集に関わる事務以外には使用しません。

宛　先  〒187-0033 小平市中島町２番１号　小平・村山・大和衛生組合　計画課
ＴＥＬ：０４２（３４１）４３４５　ＦＡＸ：０４２（３４３）５３７４　Ｅメール：info@kmy-eiseikumiai.jp

施設所在地	 東大和市桜が丘２丁目122番地の２（案内図のとおり）
施設概要	 	　小平市、東大和市、武蔵村山市から排出されるその他プラスチック製容器包装及びペットボトルをリサイク

ルするため、選別、圧縮、梱包等を行う、中間処理施設です。処理された資源物は、再資源化業者に引き渡され、
資源として生まれ変わります。

	 	　施設の外観は、周辺の緑豊かな公園等との調和を意識したうえで、ナチュラルな風合い、かつ深みのある色
調で構成します。

小平・村山・大和衛生組合 資源物中間処理施設について
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小平・村山・大和衛生組合
資源物中間処理施設

【案内図】【完成予想図】

小平･村山･大和衛生組合 資源物
中間処理施設愛称募集のお知らせ



平成30年度第1回（第117回）連絡協議会　会議録
日時　平成30年5月24日（木） 午後7時から午後8時45分まで
場所　小平・村山・大和衛生組合4･5号ごみ焼却施設3階　大会議室
１　開会：事務局（小平･村山･大和衛生組合　計画課長）
２　事務局長あいさつ
３　議題

（３）（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設整備について
　　（旧小平市清掃事務所解体工事について）
　　※会議進行の都合上、以下4点の資料を基に、上記議題を先に報告･説明。
　　　ア.「旧小平市清掃事務所解体工事に係る説明会の開催について」
　　　イ.「（仮称）新ごみ焼却施設及び（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設整備スケジュール」
　　　ウ.�「小平･村山･大和衛生組合（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設の整備に伴う旧小平市清掃事務所

解体工事について」
　　　エ.「（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設整備基本計画（改訂版）－概要版－」
　　（衛生組合計画課）
　　・�6/2（土）�10:00～　旧小平市清掃事務所解体工事に係る説明会を衛生組合大会議室で開催す

る。案内通知は各戸ポスティングするので、ご承知おき願いたい。自治会回覧用も用意している
のでそちらの対応もお願いしたい。

　　　　　　　　～工事方法等の説明等～
 <質疑>　　　なし
４　連絡協議会の概要説明
　（衛生組合計画課）
　　・�組合のごみ処理事業について相互（近隣住民と組合）の意見交換と連絡調整を図ることを目的と

して平成10年10月に設置。
　　・�構成は、衛生組合周辺自治会の代表者、3市（小平市、東大和市、武蔵村山市）の清掃事務担当課長、

衛生組合の３課長･事務局参事。
　　・�所管事項は、組合のごみ処理事業に関すること、組合のごみ処理施設計画に関すること、地域住

民の要望に関すること。
　　・�会議は、例年1回/2ヵ月程度開催。今後、施設整備関連の情報提供の場が増加することが考えら

れるため、開催回数は増加する可能性がある。
 <質疑>　　なし
５　自己紹介
　　�小平市・東大和市・武蔵村山市の清掃事務担当課長→衛生組合職員→会議出席の自治会長・専任者

の順で自己紹介
６　議　題

（１）組織市、衛生組合からの連絡・報告
　　①小平市
　　※「小平市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）－概要版－」
　　　�「小平市災害廃棄物処理計画－概要版－」「小平市家庭ごみ有料化及び個別収集への移行実施計

画－概要版－」「ごみゼロフリーマーケット開催！」配付。
　　・�今回の基本計画の改訂は、計画策定から4年を経過し、中間目標年度に達したことに伴う定期見

直しである。
　　・�5/27（日）　小平市役所立体駐車場で「ごみゼロフリーマーケット」を開催する。様々なイベント

を用意しているので参加をお待ちしている。
　　②東大和市
　　※「ごろすけだより　平成30年5月発行　第6号」配付。
　　・�6/3（日）　東大和市役所北側駐車場で「環境市民の集い」を開催する。様々なイベントがあるの

で参加をお待ちしている。
　　・�今回の「ごろすけだより」は「食品ロス」を特集した。そのことに関心をもっていただければ幸い

である。
　　③武蔵村山市
　　・�6/3（日）　市内クリーン作戦（市民によるごみ拾い）を実施する。昨年は5/28に実施し参加者

4,884名、ごみ収集量約670㎏であった。収集量は年々減量している。
　　・�今後、当市小学生や市民の衛生組合の施設見学等を予定している。
　　④衛生組合
　　　（総務課）
　　・�4月上旬の春の交通安全運動期間に合わせ、松の木通りを通るごみ収集運搬車両の安全運転を

促す目的で交通安全監視活動を実施した。結果は概ね良好で、松の木通りを通る車両は適正速度
を順守し走行していた。

　　　（業務課）
　　　※「平成29年度焼却施設維持管理状況一覧」配付。
　　・�焼却に伴い発生する排ガス等の各種数値の昨年度の結果であるが、全ての期間において法定基

準値を下回る結果となった。平成30年度も同様に各種数値の測定を実施している。結果が出る
まで概ね1ヵ月必要なため、現時点では平成30年4月の結果は出ていない。

　　・�3/22（木）,23（金）、ごみ収集業務終了後、ごみ収集運搬車運転手を対象に安全運転講習会を実
施した。合計116名の参加があり、組合場内通路、松の木通りに実際に出向き、一時停止場所、危
険個所、制限速度、運転手順、以上の確認等を実施した。

　　　（計画課）
　　・�灯りまつりについて、今年度は8/4（土）　18:30～21:00で開催される。小平市内各所で催され、

この地域では、こもれびの足湯が開催場所となる。当日、開催準備に時間を割くことが可能な方
は、ぜひお力添え願いたい。

　　●�各種配付書類の中で回覧等での情報提供に値する内容のものについては、各自治会内で分割さ
れている班・グループ数分の部数を事務局側で用意することが再確認された。

　 <質疑>
　　・�交通安全等の話をされていたが、松の木通りの道路幅員が狭く、収集車が通る時、地域住民の車

両が譲っている場面を見かけるときがある。電柱を、植物園や野火止用水歴史環境保全地域に移
設してもらうことはできないのか。

　　　⇒（衛生組合計画課）
　　　・�現在、電柱移設に向けて調整・調査を実施しているが、薬用植物園との調整の中では、園内移設

となると、送電線との兼ね合いで希少植物･樹木を伐採しなければならないため、その移設は
困難と言われている。地中化も視野に進めているが、現状、効果的な具体策はない。保全地域に
ついては、東京都が所有者であり、東京都の見解では、歴史環境保全地域に電柱を移設するの
は現状では不可能とのことであった。今後もその調整・調査は継続していきたい。

　　　・�線路脇の道路を「収集車専用道路」として使用できないのか。
　　　⇒（衛生組合計画課）
　　　・�以前、専用道路として使用可能か検討したが、現状の道路形状等では衛生組合を出入りする車

両の円滑な動線確保が難しく、その確保のためには道路形状の変更、新設道路建設等が必要と
なることがわかった。その実現に向け関係公共団体が関係各所へ働きかけたが、関連法令・条
例等が壁となり、当時、実現不可能ということが判明した。現在もそれらに関連した法令・条例
等の改正がないため、その状況に変化はない。電柱の移設等について1点付け加える。先ほど
「地中化」の話をしたが、その場合、地上に「トランスボックス」の設置が必要となり、これが電
柱よりも邪魔になるのではないかという懸念がある。

（２）（仮称）新ごみ焼却施設整備について
　　※「（仮称）新ごみ焼却施設整備基本計画　－概要版－」を基に報告･説明。
　　（衛生組合計画課）
　　・�新施設は、焼却時の蒸気熱を利用し発電し、稼働する。余剰電力は売電する。
　　・�災害時でも稼働可能な耐久性を確保する。
　　・�「排ガス自主基準値」「騒音・振動の公害防止基準値」「悪臭の公害防止基準値」等、公害防止基準設

定値を相当程度下回る施設とする。
　　・�災害時一時的避難可能施設とする。
　　・�煙突設備の高さは59.5ｍ。
　　　以上、要点説明

 <質疑>
　　・�臭気の件。かなり臭う時がある。新施設では、それがどの程度抑えられているのか、解消できてい

るのかが、素人でも判断できるような基準をわかりやすく示してもらいたい。
　　・�災害について。個人的に、施設の爆発が心配。その点に対する組合の考え方を聞きたい。
　　　⇒（衛生組合計画課）
　　　・�臭気については、新施設は、収集車の施設出入時のみ扉を開閉し、ほぼ密閉状態で作業するた

め、その臭気漏れはないに等しい状況になる。
　　　・�爆発・火災については、新施設は、その原因になると考えられるガスボンベ類を手選別により

取り除くため、その件については安心していただきたい。
　　　・�臭気について、計測器のようなものを導入することはできないのか。その数値を基に、臭気の目

標値を設定していくべきと考える。臭気を最小限に抑えるプロセスを具体的に示してほしい。
　　　⇒（衛生組合計画課）
　　　・�環境の継続的な改善は、建て替え後も当然実施し、それらに関する情報も近隣住民の皆様に公

表していく。
　　　　※質疑に対し、他の委員から以下の意見あり。
　　　・�近年建設された他のごみ処理施設を何件か見学したが、いずれも臭気に関してはほぼ感じら

れない。新施設は現在よりも全てが良くなることが明白である。今質疑していることは、新施
設になってもその問題が解決できない場合に、組合に訴えるべき。

（４）えんとつフェスティバルについて
　（衛生組合計画課）
　　・�昨年は、連絡協議会において、継続して開催すべきという意見と、住民の高齢化に伴い協力しに

くくなっているという理由で、実施方法を見直すべきという意見があり、規模縮小で開催しては
どうかということになった。

　　・��開催内容を工夫し、昨年と同様、連絡協議会と共催で開催したい。今年度の開催日は10/6（土）の
予定である。

　　・�（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設整備の関係上、駐車場として使用していた旧小平市清掃事務所跡
地が使用できなくなる。その影響で、その他の場所も例年より制限されてしまう可能性がある。

　　・�実行委員会役員及び地域役員（当日協力者）は、事務局から依頼させていただく。
 <質疑>　　なし

（５）意見・要望について　　なし
（６）その他
 <質疑>
　　・�灯りまつりについて教えていただきたい。
　　　�⇒（衛生組合計画課）
　　　・�灯ろうの灯りのみで、小平の自然と夏の風情を味わうというイベント。市内各所で実施される。

足湯はその実施場所の一つ。
　　　・�連絡協議会は、木曜日で決定しているのか。
　　　�⇒（衛生組合計画課）
　　　・�決してそうではない。開催日の調整は可能なので、ご意見を伺えれば対応させていただく。
７　閉　会

平成30年度第2回（第118回）連絡協議会　会議録
日時　平成30年7月31日（火）　午後7時から午後7時45分まで
場　所　小平・村山・大和衛生組合４･５号ごみ焼却施設　３階大会議室
１　開会：事務局（小平･村山･大和衛生組合　計画課長）
２　議　題

（１）連絡協議会会長・副会長の選出について
　【結果】
　　・�正副会長とも選出できず。
　〔討議要旨〕
　　（衛生組合計画課）
　　・�例年、会長は小平市の自治会長から、副会長は立川市の自治会長又は専任者から互選している。

立候補していただける方はいらっしゃるか。
　　→（立候補者なし）
　　　�　この件は、議題（３）の「連絡協議会について」でも取り上げたい。後ほどその中で再度話させて

いただきたいので一旦保留とさせていただく。そのため、本日は事務局側で会議進行させていた
だきたいがよろしいか。

　　→（異議なし）→会議進行は事務局が担当することとなった。
（２） 組織市、衛生組合からの連絡･報告
　　①東大和市
　　・�6/3開催「環境市民の集い」の結果（主なもの）について。フードドライブを実施し、162点、総重

量約57㎏の食料を来場者の協力により集めることができた。それらは、東大和市内にある2ヵ所
の子ども食堂と生活福祉課に寄付した。ペットボトルの自動回収機を、市民に広く周知する目的
で展示した。1,236本、総重量約40㎏の回収ができた。

　　・�今回のイベントでＰＲしたこと以外でも様々な施策を実施していく予定のため、今後も東大和
市のごみ行政に御協力願いたい。

　　②武蔵村山市
　　・�夏休み期間の塵芥収集車の運転について、業者に安全運転の徹底を促している。武蔵村山市の塵

芥収集車につき危険と感じられる運転・動きを見かけたら武蔵村山市ごみ対策課へ御一報いた
だきたい。

　　・�現在、村山団地跡地でひまわりガーデンを7/21～8/6の間で開催中。また、8/8、ひまわりガー
デン閉園後は、ガーデンのひまわりの切り花を取り放題、プレゼントする。ぜひお越しいただき
たい。

　　・�8/25、観光納涼花火大会を実施する。40周年を迎え、例年より多い4,000発の花火を打ち上げ
る。野山北公園で実施する。ぜひお越しいただきたい。

　　③衛生組合
　　（総務課長）
　　・�幸町6丁目自治会と幸団地自治会の夏祭りイベントの案内をいただき、幸町6丁目自治会につい

ては7/29（日）に組合職員をお招きいただいた。幸町団地自治会についても職員がお伺いするの
でよろしくお願いしたい。

　　（業務課長）
　　・�（「平成30年度焼却施設維持管理状況一覧表」を説明。）
　　　　引き続き安全操業に努めていくので、今後ともよろしくお願いいたしたい。
　　（計画課）
　　・�（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設の工事進捗状況について報告させていただく。
　　　�　現在、旧小平市清掃事務所を解体中で、施設建設工程に着手した。その中のアスベスト処理に

ついて、飛散防止に充分努めつつ作業に当たっている。分析会社による調査実施日と測定結果算
出にタイムラグが生じてしまうためこのような時期の結果になっている。結果的には検出され
ていない。今後も引き続き測定を行い、周辺環境に影響のないよう細心の注意を払い作業を進め
ていき、この会議の中で報告させていただく。解体工事は10月中旬までの予定。11月からは建
設工事開始。その前に建設工事に係る説明会の実施を予定している。その際は御協力を賜りたい。

　　・�（仮称）新ごみ焼却施設更新工事について。現在、プラントメーカーへ発注するための工事仕様書
を作成している。環境アセスメントについては、昨年の冬季から調査開始している。今年の秋季
で終了する。

　　・�8/4、灯りまつり実施。こもれびの足湯が会場の一つとなっている。開催準備等に可能な限り御
協力いただける方をお待ちしている。16:30の足湯閉場とともに準備を開始し、18:30から開始
となる。ぜひお越しいただきたい。

 <質疑>　　　なし
（３）連絡協議会について
　【結果】
　　・�各自治会への「連絡協議会についての訪問説明」について、実施が了承された。その前段階として

の「自治会会議等開催日調査（仮）」の実施も了承された。ただし、具体的な調査日は未定。“近日
中”と表現したのみ。

　　・�正副会長の選出について、具体的な対策は未決定。
　〔討議要旨〕
　　（衛生組合計画課）※概要説明
　　・�会議の開催は、概ね2ヵ月に１回、年5回程度の開催を予定しており、特別な開催事由が

あれば、随時開催することとなっている。
　　・�会議の傍聴に関する取扱いを策定し、傍聴希望者については、傍聴届に住所･氏名を記

入した上で、上限10名を受け入れている。
　　・�自治会長及び専任者が出席できない場合、その自治会に所属している自治会員の代理

出席が可能。
　　・�今後、（仮称）新ごみ処理施設の建設工事が本格化していく中で、その情報提供・状況報

告を中心に、地域の皆様にできる限り遺漏なく、それらの連絡調整を実行したいと考え
ているが、この出席状況では、それが成り立つ可能性は低いのではないかと思われる。
今後、連絡協議会の意義・目的の再確認のため、各自治会の定期会議等に伺い、「小平･村
山･大和衛生組合　ごみ処理に関する連絡協議会」について説明する機会を設けさせて
いただきたいと考えている。その日程把握のための調査に御協力いただきたいと考え
ている。自治会会議の場所がないということであれば、組合の会議室が利用できるので
その場合は御連絡いただきたい。取り急ぎ、本日出席いただいている自治会の中で、近
日中に会議開催するところがあれば、教えていただきたいが、いかがか。→なし

　　　　�近日中に、その会議開催日程調査をさせていただくので、その際は御協力願いたい。
　　　�（補足）今回、正副会長を選出する上で、主な自治会長に打診した中で、例えば、「自治会

長さえ負担なのに役員など二重の負担」、「そもそも説明・報告の集まりなどいらない」
という意見をいただいた。施設の操業維持管理についての不安要素を解消する一手段
としての役割を持つ会議、施設管理・運営側と地域住民とのいわゆる“顔が見える交流”
の場としてこの会議を意義のあるものにしたいと考えている。時代の流れに沿った、可
能な限りのいい形でこの会議を成立させたいと考えている。意向調査に御協力いただ
きたい。

 <質疑>
　　・�訪問説明について、自治会会議等の開催日に合わせてもらえるのか、事務局との調整の

上、自治会会議等の日程を決めるのか。
　　　�⇒（衛生組合計画課）
　　　・�基本的にはみなさまの都合に合わせるが、土日を含め、業務上の関係により、日程調

整はさせていただきたい。衛生組合会議室を利用するなら、会議室の空き状況も同様
のイメージで捉えておいていただきたい。

（４）えんとつフェスティバルについて
　【結果】
　　・�今年度の実行委員について、今会議出席者の中で、本日時点で委員を承諾していただい

ている方以外の立候補者なし。
　　・�実行委員会について、組合事務局主導で実行委員会を立ち上げ、その実務を進めていく

ことが承認された。
　〔討議要旨〕
　　（衛生組合計画課）
　　・�主催者は連絡協議会と小平・村山・大和衛生組合、後援が小平市・東大和市・武蔵村山市、

主管組織がえんとつフェスティバル実行委員会、という構成で開催している。現在、昨
年の実行委員の方々を中心に今年度の委員承諾依頼の交渉中。委員について、今年度の
会議構成員の方からも選出したいので、今回出席者の中で、委員を引き受けていただき
だいが、いかがか。

　　→承諾をもらっている方以外で、出席者中からは立候補なし。
　　・�具体的な活動は、会議は開催までに2～3回程度。事務局が検討する計画案をその都度

確認・修正することがメインである。当日は、地域の方々中心のボランティアを統率し、
フェスティバルの進行に援助・協力していただく。

　　　�　今後、取り急ぎ、事務局主導で早急に実行委員会を立ち上げ、実務を進めていくこと
としたい。それについて承認いただけるか。

　　→出席者承認→当面の間、そのように進めさせていただく
（５）意見・要望について
　【結果】
　　・�「小平・村山・大和衛生組合の災害時避難場所として活用」について、組合側でそのＰＲ

方法を検討することを了承した。
　　・�灯りまつりポスターの今年度未配付について、組合側から小平市担当課へ意見を伝え

ておく。
　　・�「えんとつフェスティバル・ボランティア募集」について、募集は行うが現時点では具体

的な募集方法は定まっていない。
　〔討議要旨〕
　　・�日本各地で自然災害が発生しているこのタイミングで、小平・村山・大和衛生組合が災

害時の避難場所として活用できることをもっとＰＲしてはどうか。
　　　�⇒（衛生組合計画課）
　　　・�今後、そのＰＲ方法を検討したいと思う。
　　　・�灯りまつりのポスターが今年度自治会に配付されていない。
　　　�⇒（衛生組合計画課）
　　　・�小平市・担当課に確認し、意見を伝えておく。
　　　・�（衛生組合計画課）
　　　�　�えんとつフェスティバルのボランティア募集について、現時点でその方法は未決定

だが、募集はさせていただくので、その際は御協力願いたい。
３　その他
　　　　なし
４　閉　会

●（仮称）不燃･粗大ごみ処理施設整備工事について
　１．工事の進捗状況と今後のスケジュール
　　　�　工事は、平成30年6月15日に着手し、現在、施設更新場所にある旧小平市清掃事務所の解体工事を実施しています。解体工事は、平成30年10月中旬に完了し、

その後順次、建築工事、建築機械工事、建築電気工事、プラント工事、外構工事と進めていきます。引き続き、騒音･振動･粉じん等の発生防止及び作業中の事故防止、
交通安全等に細心の注意をはらい工事を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

　２．アスベスト測定結果
　　　�　解体工事に当たっては、作業に伴うアスベストの飛散がないように建物全体をシートで覆う等の養生作業を行い、除去作業を実施しました。なお、飛散がない

ことを確認するために、作業場付近でアスベストの測定を行いました。
　　　　結果は、下表のとおり管理値を下回っていました。

ア ス ベ ス ト 測 定 結 果 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年９月５日更新　

測定日 作業場所 測定時の状況
測定地点�（※１）と測定結果�（※２）

管理値
測定時の気象状況

測定地点１ 測定地点２ 測定地点３ 測定地点４ 作業場近傍 天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s）
2018年7月17日 － 工事開始前 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満

１本/L
以下
（※３）

晴れ 33.6 69 南西 1.6
2018年7月20日 ボイラー室 作業の施工中 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.15�本/L�未満 晴れ 33.7 64 南東 2.9
2018年8月2日 事務所棟 作業の施工中 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.15�本/L�未満 晴れ 37.4 64 北 1.8
2018年8月8日 事務所棟 作業の施工中 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.15�本/L�未満 雨 25.1 99 北 3.1
2018年8月16日 事務所棟 作業の施工中 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.15�本/L�未満 晴れ 29.9 76 南西 4.7
2018年8月22日 事務所棟 作業の施工中 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.15�本/L�未満 晴れ 31.4 69 南 2.9
2018年8月27日 事務所棟 作業の施工中 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.15�本/L�未満 晴れ 34.8 56 南東 2.1
2018年8月30日 － 工事終了後 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 0.3�本/L�未満 晴れ 27.9 71 東 1.4

※１
　測定は、以下の地点で実施しました。

ボイラー室

事務所棟

１

４

２

３

※２
○「本/L」とは
・�大気１リットル中に含まれるアスベスト繊維の本数を表し、測定
地点１～４の周辺大気を連続で４時間、作業場近傍の大気を連続
で２時間吸引し、顕微鏡でアスベスト繊維の本数を数え、その本数、
吸引量及び顕微鏡の視野面積等から算出した結果を表す単位です。

○「本/Ｌ未満」とは
・�上記の方法でアスベスト繊維が検出されない場合において、この
ように表します。

※3
　大気汚染防止法や環境確保条例では、解体等工事に関する石綿大
気濃度の規制基準は設けられていませんが、「建築物の解体等に係る
石綿（アスベスト）飛散防止対策マニュアル」では、目安として1本/L
としているため、本工事の管理値は、１本/Ｌとしています。付近

�凡例

小平・村山・
大和衛生
組合

玉川上水（緑道）

こもれびの足湯

平成30年９月末現在　
年・月

工種
2018年（平成30年） 2019年（平成31年） 2020年（平成32年）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

仮設工事・解体工事 予定
実績

建築工事 予定
実績

建築機械工事、建築電気工事 予定
実績

プラント工事 予定
実績

外構工事 予定
実績

試運転・性能試験 予定
実績


