
本組合全体及び所属における環境目的及び目標の達成状況（平成 29年度） 

                        

環境目的 環境目標 関係所属 達成程度 

環境保全及

びコンプラ

イアンス意

識を持った

職員の養成 

職員の意識向上のための

研修を適宜実施する 

安全推進室 

 

（目標）適宜実施 

（実績）15回 

（達成状況）○：適宜実施 

公害防止基

準の尊守 

ＣＯ濃度の 80ＰＰＭ  

（1 時間平均値）超過回数

を 12 回以内とする 

折居清掃工場 （目標）12回以内 

（実績） 3 回 

（達成状況）○：9 回減 

ＮＯｘ濃度の 80ＰＰＭ 

（１時間平均値）超過回数

を 12 回以内とする 

折居清掃工場 （目標）12回以内 

（実績）1回 

（達成状況）○：11回減 

ＣＯ濃度の 29ＰＰＭ  

（1時間平均値）超過回数

を 20 回以内とする 

クリーン 21 長谷山 （目標） 20 回以内 

（実績） 7 回 

（達成状況）○：13回減 

ＮＯｘ濃度の 29ＰＰＭ 

（１時間平均値）超過回

数を 20回以内とする 

クリーン 21 長谷山 （目標） 20 回以内 

（実績） 0 回 

（達成状況）○：20回減 

グリーン購

入の推進 

特定調達物品等における

調達率 95％以上の品目数

の割合を 77.2％以上とす

る 

EMS事務局 ※サイト全体 

（目標）77.2% 

（実績）75.5%  

（達成状況）×：1.7%減  

3R の推進 OA 用紙の使用量を全体総

量で 1,369.6〆以下とする 

EMS事務局 ※サイト全体 

（目標）1,369.6〆以下 

（実績） 1,246.75〆 

（達成状況）○：122.85〆減 

可燃ごみを平成 27 年実績

（1095.6kg）以下とする  

 

EMS事務局 ※サイト全体 

（目標） 1095.6kg 以下 

（実績） 1096.6kg 

（達成状況）×：1kg増 

剪定枝チップ化物を平成

27、 28 年度実績平均値

（2,390㎥）以上配布する 

施設課 （目標）2,390㎥以上 

（実績）1,365㎥ 

（達成状況）×：1,025㎥減 

省エネルギ

ー・省資源の

推進 

電気使用量を過去 3年間

の実績平均（2,221,501  

kWh）以下とする 

クリーンピア沢 （目標）2,221,501 kWh以下 

（実績）2,096,100 kWh 

（達成状況）○：125,401kWh 減 

焼却設備の灯油使用量を

過去 3 年間の実績平均

（253,644ℓ）以下とする 

クリーンピア沢 （目標）253,644ℓ以下 

（実績）196,896ℓ 

（達成状況）○：56,748ℓ減 



環境目的 環境目標 関係所属 達成程度 

中継車（4 台）の燃費を平

成 28 年度実績に対して維

持・向上する 

ごみ中継場 （目標）2.554km/ℓ以上 

（実績） 2.591km/ℓ 

（達成状況）○：37km/ℓ増 

電気使用量を平成 28 年度

実績（7,055,185kWh）以下

とする 

折居清掃工場 （目標）7,055,185 kWh 以下 

（実績）5,879,471 kWh 

（達成状況）○：1,175,714kWh減 

電気使用量を平成27、28年

度実績平均値 

（226,136kWh）以下とする 

グリーンヒル三郷山 （目標）226,136kWh 以下 

（実績）202,582kWh 

（達成状況）○：23,554kWh 減 

省エネルギ

ー・省資源の

推進 

4ｔダンプ・バキューム車

における軽油使用量を平

成 27、28 年度実績平均値

（1,733ℓ）以下とする 

グリーンヒル三郷山 （目標）1,733ℓ 以下  

（実績）1,394ℓ 

（達成状況）○：339ℓ減 

公用車におけるガソリン

使用量を平成 27、28 年度

実績平均値（762ℓ）以下と

する 

グリーンヒル三郷山 （目標）762ℓ以下 

（実績）736.3ℓ 

（達成状況）○：25.7ℓ減 

灯油使用量を平成27、28年

度実績平均値（271,408ℓ）

以下とする 

クリーン21長谷山 （目標）271,408ℓ以下 

（実績）267,885.3ℓ 

（達成状況）○：3,522.7ℓ減 

電気使用量を平成 29年度

予算ベース

（9,742,137kWh）以下と

する 

クリーン21長谷山 （目標）9,742,137kWh 以下 

（実績）9,525,382kWh 

（達成状況）○：216,755kWh 減 

施設の電気使用量を平成

28 年度実績（247,100kWh）

以下とする 

エコ・ポート長谷山 （目標）247,100 kWh以下 

（実績） 241,900 kWh 

（達成状況）○：5,200kWh減 

軽油使用量を平成 24 年度

の実績（3,750.1ℓ）以下と

する 

エコ・ポート長谷山 （目標） 3,750.1ℓ以下 

（実績） 3,388ℓ 

（達成状況）○：362.1ℓ減 

施設の安定

稼動・処理 

不適物等混入に伴う破砕

運転休止時間を平成 28 年

度実績（137分/月）以下と

する。 

リサイクルセンタ

ー長谷山 

（目標）（137分/月）以下 

（実績）88分/月 

（達成状況）○：49分減 

資源化率の

向上 

プラスチック製容器包装

廃棄物の資源化率を昨年

度実績（71.9％）以上とす

る 

リサイクルセンタ

ー長谷山 

（目標）71.9％以上 

（実績）73.47％ 

（達成状況）○：1.57％増  

環境啓発活

動の推進 

ガラス・衣服教室開催数を

平成 27、28 年度実績（52

回）以上とする 

エコ・ポート長谷山 （目標） 52 回以上 

（実績） 84 回 

（達成状況）○：32回増 



環境目的 環境目標 関係所属 達成程度 

環境問題に

関する内部

組織の充実 

環境運用管理者実施の所

属別研修を年 4 回以上行

う 

本庁管理棟 （目標）各所属 4回以上 

（実績）20回 

（達成状況）×：総務課 3回 

 

 


