
 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 30年度） 

                        

基本方針 共通目標項目（全所属） 単年度目標 達成程度 

循 環型社

会、低炭素

社会の構築

を目指した

一体的な取

組の推進 

電気使用量の削減  
18,032,839kWh 以下と

する 

（目標）18,032,839kWh以下 

（ 実 績 ） 17,765,734kWh （ △

267,105kWh） 

（達成状況）○ 

灯油使用量の削減 410,112ℓ以下とする 

（目標）410,112ℓ以下 

（実績）512,698.7ℓ（+102,586.7

ℓ） 

（達成状況）× 

平成 30 年度より本格稼働をした

クリーンパーク折居での灯油の

増加が大きく影響した。 

ガソリン使用量の削減 6,161.4ℓ以下とする 

（目標）6,161.4ℓ以下 

（実績）5,738.2ℓ（△423.2ℓ） 

（達成状況）○ 

軽油使用量の削減 
43,498.11ℓ（平成 29年

度実績）以下とする 

（目標）43,498.11ℓ以下 

（実績）45,338.91ℓ（+1,840.8ℓ） 

（達成状況）× 

クリーンパーク折居の稼働によ

り沢中継車の運搬回数の変更や

運転手の交代よる使用量の増が

影響した。 

ＯＡ用紙の使用量の削減 1,352.6〆以下とする 

（目標）1,352.6〆以下 

（実績）1,171.25〆（△181.35〆） 

（達成状況）○ 

ごみ排出量の削減 

可燃ごみを 1,096.6kg

（平成 29 年実績）以

下とする 

不燃ごみを 168.6kg

（平成 29 年実績）以

下とする 

可燃ごみ 

（目標）1,096.6kg以下 

（実績）864.1kg（△232.5kg） 

（達成状況）○ 

不燃ごみ 

（目標）168.6kg以下 

（実績）220.4kg（+51.8kg） 

（達成状況）× 

パソコン関係の処分や経年劣化

したのものの処分が多かったこ

とが影響した。 



基本方針 共通目標項目（全所属） 単年度目標 達成程度 

グリーン購入推進につい

て、特定調達物品等におけ

る調達率 95%以上の品目数

の割合を向上させる。 

平 成 29 年 度 実 績

（75.5%）以上とする 

（目標）75.5％以上 

（実績）82.5％（+7％） 

（達成状況）○ 

 

基本方針 所属目標 担当所属 達成程度 

安心安全

な施設運

営 

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）24回 

（達成状況）○ 

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（△20回） 

（達成状況）○ 

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）16回（△4回） 

（達成状況）○ 

ＮＯｘ濃度の 65ppm（1時

間平均値）超過回数を 6

回以内とする 

クリーンパーク折居 

（目標）6回以内 

（実績）0回（△6 回） 

（達成状況）○ 

ＣＯ濃度の 30ppm（1時間

平均値）超過回数を 12回

以内とする 

クリーンパーク折居 

（目標）12回以内 

（実績）37回（+25回） 

（達成状況）× 

本稼働が始まった年もあり、ＳＰＣ

の運転担当者の運転技術の未熟さ

が出た結果と考えられる。徐々に改

善傾向にはある。 

ＣＯ濃度の 20ppm（4時間

平均値）超過回数を 6回

以内とする 

クリーンパーク折居 

（目標）6回以内 

（実績）11回（+5 回） 

（達成状況）× 

本稼働が始まった年もあり、ＳＰＣ

の運転担当者の運転技術の未熟さ

が出た結果と考えられる。徐々に改

善傾向にはある。 



基本方針 共通目標項目（全所属） 単年度目標 達成程度 

6月から 10月までの降雨

時期に発生する過剰浸出

水の処理量を 100ｍ3/日ま

でとする 

グリーンヒル三郷山 

（目標）100ｍ3/日 

（実績）6/7  100.1ｍ3/日 

9/28 104.9ｍ3/日 

10/1 101.9ｍ3/日 

（達成状況）× 

処理量の管理がうまくできなかっ

たことによる 

不適物等混入に伴う破砕

運転休止時間を平成 29年

度実績（88分/月）以下と

する 

リサイクルセンター

長谷山 

（目標）1,056分 

（実績）1,631分（+575分） 

（達成状況）× 

充電池等による小火災回数が前年

度比 2 倍強となったことの影響が

大きい 

点検整備改修工事（その

2）において、平成 30年

度内に NO1ペットボトル

圧縮形成機の更新を行う 

エコ・ポート長谷山 

（目標）更新を行う 

（実績）予定どおり実施 

（達成状況）○ 

循環型社

会、低炭素

社会の構

築を目指

した一般

的な取組

の推進 

ノー残業デー実施率 90%の

月を 6回以上実施する 
総務課 

（目標）6回以上 

（実績）8回（+2回） 

（達成状況）○ 

環境まつりにおいて来場

者満足度 85%以上を達成す

る 

総務課 

（目標）85％以上 

（実績）86.5％（+1.5％） 

（達成状況）○ 

業務に係る苦情を年度ご

とに集約分析し、業務改善

資料を作成し活用する 

業務課 

（目標）業務改善資料の作成 

（実績）業務改善資料（苦情分析）

作成済 

（達成状況）○ 

環境問題等に関するテス

トを年度内に 5回実施

し、課員の環境負荷軽減

の意識向上を図るため理

解度を数値化する（試行

的取組） 

業務課 

（目標）テストを年度内 5回 

（実績）5回実施 

（達成状況）○ 

 



基本方針 共通目標項目（全所属） 単年度目標 達成程度 

各月の残業時間を平成 30

年度予算措置時間に対し

各月 20%減とする 

会計課 

（目標）96時間 

（実績）123 時間（+27時間） 

（達成状況）× 

突発事案の増加や人事異動に伴う

引継事務の増加による 

平成 30年度の残業時間を

平成 29年度実績に対して

5%減とする 

施設課 

（目標）791 時間以下とする 

（実績）620 時間（△171時間） 

（達成状況）○ 

4台の中継車の燃費を平成

30年度 1年間に平成 29年

度の燃費実績に対して維

持・向上する 

施設課 

（沢中継場） 

（目標）2.628km/L 

（実績）2.493km/L 

（△0.135km/L） 

（達成状況）× 

 運転によるだけではなく、行き

先が CP折居と C21 によって燃費の

増減が生じる可能性が高く、運搬

回数の差も影響した。 

水資源（井水）の使用量

削減（下水道排水におい

て使用する井戸水の水量

を年間通して 712,426ｍ3

以下にする） 

施設課 

（クリーンピア沢） 

（目標）712,426ｍ³以下 

（実績）493,593.1ｍ³（△

218,832.9ｍ³） 

（達成状況）○ 

有色袋の使用割合を年間

51%以下とする 
クリーン 21長谷山 

（目標）51％以下 

（実績）36％（△15％） 

（達成状況）○ 

年間売電量を

7,979,520kWh以上とする 
クリーンパーク折居 

（目標）7,979,520kWh 

（実績）8,160,915kWh

（+181,395kWh） 

（達成状況）○ 

プラスチック製容器包装

廃棄物の資源化率を平成

29年度実績（73.25%）以

上とする 

リサイクルセンター

長谷山 

（目標）73.25％ 

（実績）73.87％（+0.62％） 

（達成状況）○ 

ガラス・衣服教室開催数

を平成 28年度実績値（60

回）以上とする 

エコ・ポート長谷山 

（目標）60回以上 

（実績）88回（+28回） 

（達成状況）○ 

 


