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Ⅰ 総量削減計画の進捗状況等 
 

１ 位置づけ 

 自動車ＮＯＸ・ＰＭ法※１第7条・第9条に基づき、自動車から排出される窒素酸化物（ＮＯＸ）

や粒子状物質（ＰＭ）の総量を削減することを目的に、平成15年7月に総量削減計画※２を策定。 
 

※１ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 
※２ 神奈川県自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総量削減計画 

 

２ 総量削減計画の目標 
 
（１）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

平成22年度までに環境基準達成率を100％とするよう努めます。 

（目標達成に必要な自動車から排出されるＰＭ排出量は、基準年の平成9年度の2,960ｔから平成22

年度に510ｔへと2,450ｔ削減することを目途とする） 
 
（２）二酸化窒素（ＮＯ２） 

平成22年度までに環境基準達成率を100％とします。 

（目標達成に必要な自動車から排出されるＮＯＸ排出量は、基準年の平成9年度の23,400ｔから平成

22年度に11,200ｔへと12,200ｔ削減することを目途とする） 

 

３ 目標達成に向けた施策 
 
（１）自動車からの排ガス抑制の直接的な施策（主な施策） 
 

施策 
種類 

開始 
年度等 

内容 
想定される 

ＰＭ 
削減効果 

想定される 
ＮＯＸ 

削減効果 

単体規制 H9～ ※１

大気汚染防止法により、基準に適合しない自動
車は、新規登録できない 

1,870ｔ 

※２ 

9,900ｔ 

※２ 

車種規制 H14.10 
自動車ＮＯx・ＰＭ法により、基準に適合しない
自動車は、対策地域内で車検が更新できない 

150ｔ 

※３ 

1,100ｔ 

※３ 

運行規制 H15.10 
県条例により、基準に適合しない自動車は、県
内を走行できない 

380ｔ 

※４ 

300ｔ 

※４ 

低公害車
の導入 

H8～ ※５ 低公害車の導入 
50ｔ 

※２ 

900ｔ 

※２ 

削減効果の合計 2,450ｔ 12,200ｔ 

※１ H9～長期規制（3.5t超のトラック等の規制値は4.5g/kWh）、H14～新短期規制（3.38 g/kWh）、H17～新長期規制

（2.0 g/kWh）、H21～ポスト新長期規制（0.7 g/kWh） 

※２ H9～H22までの削減効果  ※３ H14～H22までの削減効果 

※４ H15～H22までの削減効果（NOX規制値はないが、買換等による削減効果を推計） 

※５ H8.3：八都県市で低公害車指定制度開始、H12.4：国で低公害車認定制度開始、H14：県等でトラック等への低公

害車導入補助開始 H15.10：県条例で低公害車導入義務化  
 
（２）自動車からの排ガス抑制の間接的な施策（主な施策） 
 

施策種類 内容 

交 通 需 要

の調整 

環境ロードプライシング※６、パークアンドライド※７、鉄道の整備※８、ＰＴＰＳ（公共車両優先システ
ム）、高速バス路線の整備※９、貨物輸送の改善※１０ 等 

交通流対
策の推進 

道路構造対策（横浜環状２号線の整備、首都高湾岸線（本牧ふ頭～幸浦）の整備、川崎縦貫
道の整備、国道357号線（本牧ふ頭～大黒ふ頭）の開通 等）、適正な交通管理（道路交通情
報通信システムやＥＴＣの整備、違法駐車取り締まりや駐車場の整備） 

※６ 首都高横羽線・産業道路を通過する自動車を湾岸線へ転換を図るため、料金格差を設ける 

※７ 自宅から最寄り駅まで自家用車を運転し、鉄道に乗り継ぎ目的地に移動 

※８ 横浜高速鉄道みなとみらい21線（H16から） 等  ※９ 東扇島～横浜駅間の通勤用高速バス 

※１０ H7より川崎市北部から臨海部への廃棄物輸送にＪＲ貨物線を利用した鉄道輸送システムを導入 
 
（３）局地汚染対策 

県内全域の対策だけで環境基準達成が困難と見込まれる地域は、局地汚染対策を重点的に推進。 
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総量削減計画の施策体系
県内全域にわたる対策

（１） 自動車からの排出ガス抑制のための直接的な施策
自動車単体規制の 自動車排出ガス規制の

強化等 強化等
適正な自動車管理

車種規制の実施 車種規制の適正かつ確実な実施
新車代替に対する支援措置

運行規制の適正かつ確実な実施運行規制等の
実施 八都県市粒子状物質減少装置指定制度

ＤＰＦ等装着に対する支援措置
規制適合車への代替に対する融資
燃料の品質対策 燃料規制

クリーン軽油の普及
低公害車の普及促進 低公害車の導入義務づけ

普及促進のための体制整備 八都県市低公害車指定制度の活用等
各種協議会における検討
環境情報の整備・提供

公用車等への率先導入
低公害車導入に対する支援措置
燃料供給施設の整備拡充 整備拡充に対する支援措置等
次世代低公害車の技術開発等

（２） 自動車からの排出ガス抑制のための間接的な施策
自動車交通需要の調 都市交通を適切に調整する 環境ロードプライシング

整・低減 施策の推進 パークアンドライド等
時差出勤等

マイカー利用の抑制 公共交通機関の利便性の向上
徒歩、自転車の利用促進

貨物輸送の改善 鉄道・海運の積極的活用等
貨物輸送の合理化推進

交通流対策の推進 道路構造対策の推進 幹線道路ネットワークの整備
ボトルネック対策の推進

適正な交通管理 交通規制の効果的な実施
情報提供システムの整備拡張等

総合的な駐車対策 駐車場の整備等
違法駐車の排除等

排出濃度が高濃度な地域における対策

（３） 局地汚染対策の推進 地域の実情に応じた効果的な施策の実施

(1)～(3)の対策効果を高めるための施策

（４） 各種対策の効果を高めるための施策
自動車起因の大気汚
染の低減のための
施策研究、実用化

普及啓発活動の推進 自動車使用管理計画に基づく指導等
自動車使用方法の啓発 アイドリングストップ
高濃度期における対策 自動車使用の自粛呼びかけ
その他の普及啓発活動

地方公共団体間 八都県市による共同した取組み等
の連携

計画の進行管理 「神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会」
による進行管理等
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４ 排出量の推移 
 
（１）ＰＭの排出量の推移 

平成20年度のＰＭの排出量は440ｔとなっており、基準年である平成9年度の2,960ｔより

2,520ｔ削減され、既に目標値を達成した状況となった。 
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（２）ＮＯＸの排出量の推移 

平成20年度のＮＯＸの排出量は11,100ｔとなっており、基準年である平成9年度の23,400ｔよ

り12,300ｔ削減され、目標値を達成した状況となった。 
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【参考１】 ＮＯＸ及びＰＭの排出量の推計方法 

 

（１）平成20年度の排出量の推計方法の概要 

① H20交通量 

H17交通量（4車種別）を基礎資料として、平成19年度から平成20年度の交通量の伸び率、各道路別

の8車種別の構成率より、H20交通量（道路別、8車種別）を算定。 

② H20ＮＯＸ・ＰＭ排出係数 

排ガス規制年別・旅行速度別の排出係数を基礎資料として、H20自動車登録台数、8車種別のH20

走行割合より、H20排ガス規制年別の8車種別等の構成率を算定するとともに、H17旅行速度より、H20

ＮＯx・ＰＭ排出係数（道路別、8車種別）を算定。 

③ H20ＮＯＸ・ＰＭ排出量 

H20交通量、H20ＮＯx・ＰＭ排出係数より、H20ＮＯx・ＰＭ排出量を推計。 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

低公害車の構成率を含む

（環境省提供資料 平成14年）平成17年度道路交通センサス一般交通
量調査結果（国土交通省）

平成20年度末自動車保有車両数（（財）
自動車検査登録情報協会）

平成20年度自動車交通環境影響総合調
査ﾅﾝﾊﾞｰﾌ゚ ﾚー ﾄ調査結果（環境省）

平成17年度、平成20年度自動車交

通量調査（神奈川県）

平成9年度道路交通センサス一般交

通量調査結果（国土交通省）

平成17年度道路交通センサス混雑

時旅行速度等（国土交通省）

H17　交通量
（534地点　4車種別）

H17からH20の
交通量伸び率

H１7、20の交通量
（13地点　8車種別）

H9 道路別の
8車種別の構成率

H9の交通量
（525地点　8車種別）

H20　交通量
（道路別　8車種別）

H20 NOX・ＰＭ排出係数
（道路別　8車種別）

H20排ガス規制年別の
8車種別等の構成率

H17の旅行速度
（道路別等）

排ガス規制年別・旅行
速度別　排出係数

H20　NOX・PM排出量

H20　自動車登録台数
（登録年・排ガス規制年別等）

H20の走行割合
（34地点　8車種別）
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５ 環境基準達成率の推移 
 
（１）ＳＰＭの環境基準達成率の推移 

平成20年度のＳＰＭの環境基準達成率は、19年度に引き続き100％（92局全局が達成）である。 
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ＳＰＭ環境基準の達成率の推移

H22目標
100

 

 

 

（２）大気汚染常時監視測定局の状況 

 

 

日平均値の2％
除外値（mg/m3）

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H20
幸区遠藤町交差点 川崎市 － － － × × × × ○ ○ × ○ ○ 0.067
川崎区池上新田公園前 川崎市 × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ 0.066
磯子区滝頭 横浜市 × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 0.066
磯子区総合庁舎 横浜市 × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ 0.065
宮前平駅前 川崎市 － － － － × × × ○ ○ × ○ ○ 0.067
高津区二子 川崎市 × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ 0.057
西区平沼小学校 横浜市 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 0.063
西区浅間下交差点 横浜市 × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ 0.067
鎌倉市滑川(H20 岡本に移動) 鎌倉市 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 0.048
中区本牧 横浜市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 0.067

 注）H18に非達成の10測定局を掲載

測定局 市町村
環境基準の達成状況（○：達成、×：非達成）

 

 

【参考２】ＳＰＭの環境基準と長期的評価 
 

ＳＰＭの環境基準は、「1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が

0.20mg/m3以下であること」となっており、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活しな

い地域又は場所には適用しない。（大気の汚染に係る環境基準について（環境庁告示）） 

総量削減計画の環境基準達成状況は、「年間にわたる日平均値につき、測定値の高い方から

2％の範囲内にあるものを除外した日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、年間を通じて日平

均値が0.10mg/m3を超える日が2日以上連続しないこと。」という長期的評価で実施している。 
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（３）ＮＯ２の環境基準達成率の推移 

平成20年度のＮＯ２の環境基準達成率は95.7％（92局のうち88局が達成）であり、非達成の

測定局は4局となっている。 
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（４）大気汚染常時監視測定局の状況 

 

 

日平均値の年間
98％値（ppm）

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H20
幸区遠藤町交差点 川崎市 × × × × × × × × × × × × 0.063
川崎区池上新田公園前 川崎市 × × × × × × × × × × × × 0.064
高津区二子 川崎市 × × × × × × × × × × ○ × 0.062
相模原市上溝 相模原市 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ 0.058
川崎市役所前 川崎市 × × × × × × × ○ ○ × ○ ○ 0.054
相模原市淵野辺十字路 相模原市 × × × × × × × × × ○ ○ × 0.061

注）H18またはH20に非達成の6測定局を掲載

環境基準の達成状況（○：達成、×：非達成）
測定局 市町村
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Ⅱ 局地汚染対策の検討 
 

１ 経緯 

◇ 平成15年7月に策定した総量削減計画では、県内全域で進める対策だけでは環境基準の達成が

困難と見込まれる地域については、局地汚染対策を実施することとしている。 
 
◇ 平成16年度には、関係機関からなる局地汚染対策検討調整会議を設置し、環境基準未達成地域

の現状把握と、国内の対策事例の収集を実施。 
 
◇ 平成17年度には、平成16年度まで環境基準を一度も達成していない地域（幸区遠藤町交差点、

川崎区池上新田公園前、高津区二子等）に対する対策メニューの立案、施策ごとの大気環境改

善効果を試算。 
 
◇ 平成18年度は、平成22年度の環境基準達成状況の予測調査を実施。幸区遠藤町交差点、川崎区

池上新田公園前の2地点が、追加施策がなく現状のまま推移した場合、ＮＯ2の環境基準未達成

と想定。 
 
◇ また、低公害車の使用拡大に向けた補助制度の拡充やエコドライブモデル事業の実施といった、

局地汚染対策につながる対策の準備を進めるとともに、国に対して流入車対策や、抜本的な局

地汚染対策を要望。 
   
◇ 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法が平成19年5月18日に改正され、知事は大気汚染が特に著しく対策を計

画的に実施する必要がある地区を重点対策地区に指定できることとなり、 川崎区池上新田公

園前測定局を中心とした産業道路の環境基準達成に向けて、法改正に伴う重点対策地区の指定

を視野にいれた追加施策の検討。 
 
◇ 平成20年度には、産業道路を利用する自動車の実態調査、京浜臨海部の事業所調査、窒素酸化

物削減効果の推計調査を実施。 

   平成21年2月の専門委員会で、環境基準未達成地域（川崎区池上新田公園前、幸区遠藤町交差

点）における対策や自動車ＮＯｘ・ＰＭ法改正に基づく重点対策地区の指定について検討。 

   

 

２ 対策の必要性 
 

  本県の大気環境は大幅に改善し、ＳＰＭは平成19、20年度にすべての測定局で環境基準を達成し

たが、ＮＯ2は２ヶ所の測定局（川崎区池上新田公園前、幸区遠藤町交差点）が一度も環境基準を

達成していなく、この２局の環境基準達成に向けた対策が必要である。 
 

 

３ 対策の対象地域 
 

局地汚染対策の対象地域は、環境基準を今までに１度も達成していない川崎区池上新田公園前測

定局付近（以下「池上」という。）と幸区遠藤町交差点測定局付近（以下「遠藤町」という。）の

２ヶ所。  
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（参 考） 

【京浜臨海部の環境改善に向けた調査結果】 
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低公害車へ
の代替

エコドライ
ブの実施

他の道路へ
の転換

公共交通機
関の利用

合計

19年度 － － － － － 69
22年度

単純将来
－ － － － － 65.6

22年度
対策将来

4.7 12.7 19.1 0.3 34.8＊ 62.5

＊各取組の重複分を除いた合計であり、各取組の削減量を足し合せたものとは一致しません。

NOx削減量と予測濃度
ＮＯＸ削減量　(t) ＮＯ２

濃度
(ppb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 産業道路を利用する自動車の実態調査。平成20年7月23日に環境省、神奈川県及び川崎市が実施。 

※2 京浜臨海部の事業所調査。平成20年7月～8月実施。京浜臨海部の503事業所（工場・事業場）に調査を行い、

408事業所より回答(回答率81%)  

※3 エコドライブのキーとなる燃費目標を設定している事業所  

  

 

【窒素酸化物削減効果の推計調査結果】 

臨海部の道路沿道の大気環境は、産業道路の池上測定局（川崎区池上新田公園前測定局）で測定

しています。池上測定局について、現状の取組を進めた場合（単純将来）と、産業道路を利用する

全ての車が環境に配慮した自動車利用に取り組んだ場合（対策将来）についてＮＯ２濃度を推計し

ました。 

エコドライブの実施や他の道路への転換（利用道路を産業道路から首都高速道路湾岸線へ転換）

などの取組が、ＮＯＸの削減に大きな効果があります。 

産業道路

京浜臨海部

大師 17,836 台 

浅田 21,169 台  

 

◇ 低公害車の導入     ４５％ 

◇ エコドライブの実施※3  ２０％ 

◇ 出入り事業者への要請 

・ 低公害車の使用      ８％ 
・ エコドライブの実施  １５％ 

京浜臨海部の事業所調査※2 結果概要

 

◇大師及び浅田から流入し 

産業道路を利用した自動車  39,005 台 

◇走行実態が把握できた自動車 16,637 台

（臨海部への出入り実態） 

・主要交差点から臨海部に 
出入りした自動車  ８４％(13,915 台)

・通過した自動車   １６％( 2,722 台) 
（車種の状況） 
 ・大型車        ６１％(10,202 台)
 ・乗用車等       ３９％( 6,435 台)

 産業道路を利用する自動車の実態調査※1 結果概要



４ 対象地域の状況 
 
（１） 川崎区池上新田公園前測定局付近の概況 

◇ 川崎区池上新田公園前測定局は、東京大師横浜線（産業道路）（6車線道路）の池上新田

公園の南側の場所で大気を採取。 

◇ 産業道路の交通量は、H11で19,517台、H17で24,560台（12時間データ）と25.8％増加して

いる。また、H17の交通量のうち大型車の割合は45％。 

 

池上新田公園

6

5

4
川崎駅扇島線

焼肉穂高

至

川
崎
駅 11

10

12

7 9
8

至　東京都

至　横浜市

至
　
水
江
町

東
京

大
師
横

浜
線

㈱関東機工美登利食堂

2
3 1

川崎臨港

警察署前

交差点 至　横浜市

至　東京都

至

　

川

崎

駅川崎臨港警察署前交差点

池上新田公園前測定局付近の概況

至

　

水

江

町

池上新田公園前測定局

道路・交通状況

132号線
H17：24,581台
H11：24,273台

首都高速
H17：50,882台
H11：54,906台

産業道路
H17：38,105台
H11：35,811台

産業道路
H17：24,560台
H11：19,517台

池上新田公園前測定局

排ガス採取口
　高さ：地上３ｍ
　車道端からの距離：８ｍ

H22のNO2濃度分布予測

池上新田

公園前測定局

川崎臨港警察署前

交差点
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（２） 幸区遠藤町交差点測定局付近の概況 

◇ 遠藤町交差点測定局は、国道1号線（4車線道路）と国道409号線（4車線道路）の交わる

「遠藤町交差点」の横浜市よりの場所で大気を採取。 

◇ 国道1号線の交通量は、H11で38,713台、H17で35,430台と8.5％減少している。また、H17

の交通量のうち大型車の割合は15％。 

◇ 国道409号線の交通量は、H11で23,353台、H17で20,193台と13.5％減少している。また、

H17の交通量のうち大型車の割合は17％。 

 

川崎信用金庫

至　横浜市

至
　
浮
島

民家

至　東京都

国
道

１
号
線

国道409号線

駐車場生活ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾗﾌﾞ戸手

至

府
中
市

2
3 1

7 9
8

11

10

12

6

5

4

至　横浜市

至　東京都

至

　

府
中

市

遠藤町

交差点

遠藤町交差点

遠藤町交差点測定局付近の概況

至

　
浮

島

遠藤町交差点測定局

道路・交通状況

409号線
H17：20,193台
H11：23,353台 1号線

H17：35,430台
H11：38,713台

遠藤町交差点測定局

排ガス採取口
　高さ：地上３ｍ
　車道端からの距離：２ｍ

遠藤町交差点

遠藤町交差点

測定局

H22のNO2濃度分布予測
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（３）ＮＯ２の濃度等の推移 

    川崎区池上新田公園前測定局及び幸区遠藤町交差点測定局の二酸化窒素濃度の年平均値、日

平均値の年間98％値の推移及び環境基準超過日数は次のとおりである。 

    

 NO2-年平均値の推移

0.030

0.035

0.040

0.045

0.050

0.055

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 年度

濃度(ppm)

池上

遠藤町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2-98％値の推移

0.050

0.055

0.060

0.065

0.070

0.075

0.080

0.085

0.090

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
年度

濃度(ppm)

池上

遠藤町

 

 NO2環境基準超過日数

33

24

10

29

32

42

27

40

33

42
48

28

0

10

20

30

40

50

60

H15 H16 H17 H18 H19 H20 年度

超過日数

池上

遠藤町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 幸区遠藤町交差点測定局は平成１２年４月に採取口を道路端へ延長した。  
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５ 対策の主体 
 

  局地汚染対策を具体化するためには、対象地域を走行する自動車に影響もつ主体が、各対策を実

行することが不可欠である。 

 対策の主体は、対象地域を走行する自動車を使用する者（以下「使用者」という。）やその使用

者に配送などを依頼する者（以下「荷主」という。）がある。 

 また、対象地域の道路構造の改良や信号機制御などを行う「道路管理者」や「警察」などが対策

の主体となる。 
 

６ 対策の種類 
 

  対象地域を走行する自動車のＮＯｘ排出量は、１台当たりのＮＯｘ排出量と、対象地域の走行台

数が要素となっている。 

このため、局地汚染対策は、１台当たりのＮＯｘ排出量の削減に向けて、低公害車への代替、エ

コドライブの実施、速度の向上があり、また、走行台数の削減に向けて、他の道路への転換、公共

交通機関の利用等と、大きく５種類の対策が考えられる。 

  

ＮＯｘ排出量 台 数 
１台当たりの 

ＮＯｘ排出量 

 

＝ × 

 

 
① 低公害車への代替 

・より低公害な車への買換 

・より低公害な車の使用 

 

② エコドライブの実施 

 

③ 速度の向上 

・対象地域の道路の構造改良 

・対象地域の信号機制御 

・ピークカット 等 

 

④ 他の道路への転換 

・環境ロードプライシングの

拡充 

・他の地域の道路の構造改良 

 

⑤ 公共交通機関の利用等 

・バス、鉄道の充実 

・配送の効率化  

・モーダルシフト 等 
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７ 対象地域毎の対策 
 

   池上及び遠藤町の局地汚染対策は、「使用者、荷主、道路管理者、警察等」の各主体が「①低

公害車への代替、②エコドライブの実施、③速度の向上、④他の道路への転換、⑤公共交通機関の

利用」の５種類の対策を、対象地域の実態を踏まえて、取組むよう働きかける必要がある。 

  池上の局地汚染対策は、産業道路を走行する多くが（H20年度調査結果では84％）※1が、京浜臨

海部に出入りしているため、臨海部の「使用者」及び「荷主」としての事業者の取組みを促進する

ための施策が も重要であり、具体策の検討や、実施可能な対策を進める。 

  一方、遠藤町は、県内から首都圏間の通過車両が多い※2と想定され、「使用者」「荷主」とし

ての事業者が首都圏全体等に広範囲に分布することから、県内の事業者への取組みを促進するため

の施策が重要であり、具体策の検討や、実施可能な対策を進める。 
  
 

 

 

  

※1  H20年度 産業道路を利用する自動車の実態調査結果（走行実態が把握できた自動車16,637台の内訳）

 

８４％

主要交差点から臨海部に
出入りした自動車
８４％

通過した自動車
１６％

産業道路

その他県外ナンバー

周辺地域ナンバー（☆）

首都圏ナンバー

県内ナンバー

１％

２％

６％
７％

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆周辺地域ナンバーは、群馬、栃木、茨城、山梨、静岡を想定 

 

 ※2 平成17年度 局地における大気汚染改善事業に係る検討結果報告書では、川崎市幸区を走行する車

両の64％が通過車両 

    （H11年度の交通センサスデータのＯＤ表をもとに、16年度のＯＤ表を作成） 
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８ 池上の局地汚染対策 
 

（１）窒素酸化物（ＮＯｘ）重点対策地区指定の検討 

   ア 指定 

    ◇ 知事が重点対策地区を指定（改正自動車NOx・PM法第15条）   

    ◇ 知事は「自動車NOx・PM法総量削減計画」において、重点対策計画を策定 

【対策と効果】 

    ◇ 地区内で一定の用途で、一定規模以上の建物（特定建物）を立地する場合、事業者は重点

対策計画を踏まえ、排出抑制の配慮事項を届出 

     （特定建物の規模要件は、県条例で設定） → [NOx削減効果は見込めない] 

    ◇ 首都圏以外の周辺地域から指定地区(※1)に流入する車の使用者（周辺地域内事業者※2）

に計画策定と定期報告義務        →  [NOx削減効果は1.8～2.5t] 

          ※1 周辺地域と指定地区は、環境大臣が指定  ※2 30台以上保有、300回/年運行対象 
   

   イ 地区指定に係る取組経過 

    ◇ H20年度に産業道路を利用する自動車の実態調査、京浜臨海部の事業所調査、地区指定に

よる流入車の窒素酸化物削減効果の推計調査を実施 

      ◇ H21.2に専門委員会にて次の主な意見を得る。「指定による削減効果はほとんどない」

「臨海部全体を指定することで、事業者等への働きかけのきっかけとなる」など    

  ◇ 実効性ある地区指定に向け、法制度面からの課題として、指定可能な範囲や重点対策計画

の目標年度などについて国の見解を確認するとともに、専門委員に意見照会 
   

 ＜指定に向けての課題と国の見解＞ 

指定に向けての課題 指定に関する国の見解（H21.4） 

国の基本方針では、指定範囲は交差点近傍の合

理的な範囲であるが、実効性ある指定は京浜臨

海部全体など広範囲の指定が必要。 

指定範囲は、シミュレーションによりＮＯ２が高

濃度となっている地区であり、高濃度地区に影響

を与えている地区まで含むことはできない。 

実効性ある流入車対策は、国による周辺地域内

事業者の把握や県への情報提供が必要。 

ナンバープレート調査結果を提供できるが、事業

者名など個人情報は提供できるか確認が必要。周

辺地域内自動車を30台以上保有している事業者の

把握調査は予定していない。 

基本方針により「重点対策計画は、一つの計画

として総量削減計画において定める」となって

いるが、総量削減計画の目標年度は22年度であ

り、平成23年度以降も重点対策計画は有効か。 

重点対策計画の目標年度は、総量削減計画の22年

度を超えることができない。 

   

ウ 現状における判断と対応 

 ◇ 指定に向けての課題と国の見解を踏まえると、川崎市京浜臨海部全体など広範囲の指定が

できず実効性がないこと、重点対策計画が総量削減計画の目標年度(平成22年度)を超える

ことができず、対策期間の確保ができないことなどから、現行の枠組みでは指定困難。 

専門委員へ意見照会したところ、対策期間の確保ができないなど現実的には指定困難との

理解を得た。 

     ◇ H21年7月に国に「目標年度等を規定している自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状

物質の総量の削減に関する基本方針の見直しを早期に行うとともに、地域の実情に合った

実効性ある局地汚染対策が行える仕組みを構築すること」を要望。（→P42,43 資料７） 

    ◇ 池上、遠藤町の局地汚染対策の検討、実施するとともに、総量削減計画策定協議会関係機

関の対策の進捗状況を把握し、関係機関の連携強化や対策を推進。  
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（２）既に実施している施策 

 

ア 川崎市臨海部事業者向けガイドラインによる取組の要請 

（ア）経緯 

◇ 川崎市臨海部の現状把握のため実施した調査では、産業道路を利用する自動車の84％が 臨

海部に出入りしており、また、エコドライブの実施などの取組が進んでいない状況であり、

事業者向けの自動車利用ガイドラインにより、エコドライブの実施などの取組の普及啓発

を図ることとした。 

 

（イ）内容 

◇ 川崎市臨海部の事業者の取組を促進するため、「川崎市臨海部の二酸化窒素環境基準達成

に向けて～事業者向け自動車利用ガイドライン」（以下ガイドライン）を作成した。 

（→P44～49 資料８） 

◇ 平成21年７月～22年３月に、京浜臨海部の事業所調査に回答のあった408事業所の内、323

事業所を個別訪問し、ガイドラインによる取組の協力を依頼した。 

◇ ガイドラインによる取組に賛同する事業所を募集し、事業所名をホームページに公開した。 

◇ 川崎市臨海部二酸化窒素環境基準達成に向けた取組のホームページを作成し、ガイドライ

ンの取組を普及啓発した。                  

 （→P50～55 資料９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

【事業者向け自動車利用ガイドライン概要】 

◇ 自ら自動車を使用する場合の取組 

   ① エコドライブの実施 ② 低公害車の利用 ③ 混雑時間帯の回避 

   ④ 他の道路へのう回  ⑤ 公共交通機関等の利用 ⑥ 輸送の効率化  

◇ 荷主として貨物運搬を委託する場合等の取組 

   ① 出入り事業者への要請 ② 輸送の効率化 

（ウ）結果 

◇ ガイドラインによる取組を依頼するとともに、既に取組んでいる事例や、取組めない理由

を聴取した。主な事例は次の通りであった。（→Ｐ16） 

◇ 取組を進めるための課題や事業所からの要望を把握することができ、今後はこれらを関係

機関に情報提供するなど、取組の促進を考えていく必要がある。 

◇ また、賛同書の提出があった事業所を、県のＨＰに掲載することによりＰＲした。 

 

  ＜今後の方向性＞ 

◇ 事業所訪問により得た課題や要望などを関係機関に情報提供し、臨海部事業所の取組を促

進する。 

◇ 21年度に個別訪問していない臨海部事業所等に対し、ガイドラインによる環境に配慮した

自動車利用の取組の普及推進を図る。 

◇ 各種協議会や関連する会議などでガイドラインによる取組を周知、依頼することにより、

更なる普及推進を図る。 
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取組事例 取組めない理由例 考察・課題

デジタルタコグラフを導入して、燃費改善
や事故防止に効果を上げている。また、
燃費やドライバーの順位などの管理に
データを活用している。

デジタルタコグラフの導入には費用がか
かる。

運送事業者については、経費削減を目
的に何らかの形で実施しているが、デジ
タルタコグラフ等の新たな費用を伴う取
組には踏み込めないところも多い。
費用や時間がない事業所は、それが理
由で取組めない。

前年度より１％減などの燃費目標を設
定。ドライバーの成績を掲示、表彰する
など競わせる、削減費用を手当てとして
支給するなどにより推進している。

走行距離や仕事内容により燃費は様々
なため一律の目標は設定できない。
決まった車を運転しないので、個人の燃
費が管理できない。

燃費目標は、トラックの運用方法等に
よっては、一律に設定することが難しい
場合もある。

ドライバー教育を実施。個別指導や、ト
ラック協会やディーラー実施の講習会に
参加。

講習会に参加する時間がない。

低
公
害
車

の
利
用

一定の走行距離、使用年数を決めて代
替している。

不景気で買換え費用が出せない。
荷が減って走行距離が伸びないため買
換えていない。

不景気の影響で買換えが進まない。

無線を備えドライバーや管理者で渋滞等
の情報を連絡し合い、混雑を回避してい
る。

配達時間を指定されていて、運行時間は
変更できない。

運送事業者の努力の他、荷主の協力が
必要。

混雑時間を避けて出発し、荷卸場所の
休憩所で受付時間まで待つ。

敷地や人員がないため、休憩所は作れ
ない。

受付時間より早めに到着し、路上駐車し
て待っている車両がある。

配送時間に間に合わせるため、渋滞が
少ない湾岸線を利用。

一般道を利用し渋滞により時間がかかる
と、燃料費、人件費コストが増えるので、
渋滞の少ない湾岸線を利用。

高速料金は荷主が負担してくれるため湾
岸線を利用。

危険物はトンネルの走行を禁止・制限さ
れているため湾岸線を利用できない。

大型車がなく環境ロードプライシングが
適用されない。

駐車場がない、駐車場代削減、通勤災
害対策のためマイカー通勤を禁止してい
る。

路線バスは混雑、渋滞し通勤時間が読
めないなど不便。

マイカー通勤禁止は、通勤が不便な人も
おり、従業員確保の点からも難しい場合
がある。利用しやすい公共交通機関の
充実が必要。

不便な立地のため送迎バスを運行して
いる。

従業員により出勤時間が違うので送迎
バスは運行できない。

送迎バスの路上駐車がある。

コスト削減のため、混載による積載率の
向上や大型化による台数削減などを推
進。出荷から配送まで自動化した総合配
送システムを導入。

荷主から着時間の指定など輸送形体の
条件を指定されるため、混載等による効
率的な運送ができない。

コスト削減の観点から、運送事業者、荷
主ともに輸送の効率化を進めている。
コンビニ等保管能力が小さい店舗への
配送はこれ以上回数を減らすことは難し
い。
運送事業者から積極的に荷主に働きか
けることが必要であるとともに、過度な着
時間の指定をしない等、荷主の協力も必
要である。

安全性、輸送コスト削減のためモーダル
シフトを進めている。

　
鉄道利用は、運搬物や輸送形体の制限
があるため利用しにくい場合もある。

出入り事業者を集めての会議で周知。

省エネ法の対応や輸送時のＣＯ２削減
の観点から、出入り事業者にも配慮を求
めている。

エコドライブを要請。エコドライブ運転適
正検査を実施している。安全対策ととも
に、エコドライブ教育とテストを受けること
を出入り運転手の許可条件としている。

低公害車の利用を要請。車両仕様一覧
を提出させている。

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
実
施

輸
送
の
効
率

出
入
り
事
業
者
へ
の
要
請

公
共
交
通
機
関
の

利
用

他
の
道
路
へ
の
う
回

混
雑
時
間
帯

の
回
避

倉庫業や廃棄物処理業者等出入り事業
者が客先の関係である場合要請が難し
い。
要請内容を契約書等に記載することに
難色を示す事業者がある。

契約関係にない出入り事業者には要請
できる立場にない。
輸送コストを優先するため、委託事業者
に環境配慮を求めない。

高速料金がかかるため、湾岸線は利用
しない。

湾岸線を利用することによる燃料費や人
件費の削減効果を考慮せずに、単純に
料金がコスト高になると考えている事業
者が多い。
費用を出せない事業者は、高速道路利
用が進まない。料金体系の見直しも検討
すべき。

首都高速道路を除けば、迂回する道路
が他にない。

川崎市臨海部事業所の取組の主な聴取結果 



  イ 池上測定局二酸化窒素情報システムの運用開始 
 

（ア）目的 

      池上新田公園前測定局が高濃度となった場合、臨海部事業所や臨海部で自動車を利用する

方に情報配信し、産業道路の二酸化窒素濃度の低減を図る。 
 

（イ）対 象 

     臨海部事業所、臨海部で自動車利用する方 
 

（ウ）内容 

◇ 池上新田公園前測定局の二酸化窒素が高濃度となった場合に、予め登録しているメールア

ドレスに県から直接情報提供し、エコドライブの実施や不要不急の自動車利用の自粛など

の取組の協力を依頼した。 

◇ 川崎市臨海部二酸化窒素環境基準達成に向けた取組のホームページへ掲載するとともに、

トラック協会など関連団体にシステムを周知した。 

                      （→P56、57 資料10）  

【二酸化窒素高濃度情報の配信があった時には】 

○ 不要不急の自動車利用を避けてください。 

○ 自動車を利用する場合は、☆ エコドライブで運転してください。 

              ☆ 低公害車を利用してください。 

                         ☆ う回できる場合は、産業道路以外の道路を利用してください。 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

（エ）システムの概要 

    ◇ 予め情報配信を受けるメールアドレスを登録すると、池上測定局の二酸化窒素が高濃度に

なると、メールにより情報が配信される。  

◇ 平成 21 年 12 月 24 日（木）より運用開始。 

◇ 送信時間は、８時から１３時まで（1時間値データを測定後、毎時 10 分位で送信） 

◇ 送信条件 ・一時間値が 0.075ppm を４回超えたとき 

       ・１日の内で、４回超えた時だけ送信し、以降は送信しない 

       ・１３時以降は超えた場合でも送信しない 

       ・８時より前に超えた場合は、８時に送信する 

       ・送信条件は変更する場合がある 

◇ 送信内容 〔送信件名〕 

       NO2 高濃度情報 

       〔送信文〕 

       二酸化窒素の濃度が高くなっております。環境に配慮した自動車利用の取

組についてご協力をお願いします。        

       川崎区池上新田  

○時 ○ppm 

             ○時 ○ppm   

       ○時 ○ppm 

○時 ○ppm 

◇ メールアドレスの登録は、次のアドレスから手続。 

<携帯電話の場合> http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/i/ 

<パソコンの場合> http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/haturei/tourokuhouhou.htm 
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（オ）システムの運用状況 

  ◇ システム稼働後（H21.12.24～H22.2.28）の運用状況は次のとおり 
     

      

年月日
メール
配信

日平均値
(速報値)

日平均環境
基準(速報値)

2009/12/26 × 0.068 超過
2010/1/7 ○ 0.067 超過
2010/1/12 ○ 0.070 超過
2010/1/14 ○ 0.059
2010/1/15 ○ 0.076 超過
2010/1/18 ○ 0.072 超過
2010/1/19 ○ 0.068 超過
2010/1/20 ○ 0.062 超過
2010/1/25 ○ 0.066 超過
2010/1/27 ○ 0.058
2010/1/29 ○ 0.055
2010/2/8 × 0.061 超過
2010/2/9 ○ 0.063 超過
2010/2/15 ○ 0.059
2010/2/19 × 0.065 超過
2010/2/22 × 0.061 超過
2010/2/23 ○ 0.070 超過
2010/2/24 × 0.063 超過
2010/2/25 ○ 0.057

発信日に日平均値が超過した日数 14日中9日
日平均値が超過した日に発信した日数 14日中9日

 

＜今後の方向性＞ 

◇ 臨海部事業所や臨海部で自動車を利用する方を対象に、幅広くシステムの登録や取組の協

力を依頼していく。 

◇ 各種協議会や関連する会議などで池上測定局二酸化窒素情報システムによる取組を周知、

依頼することにより、更なる普及推進を図る。 
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ウ 環境に配慮した運搬制度の創設〔川崎市〕 

       川崎市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物等の出荷、原材料の購入、廃棄物の運

搬などの際、運送事業者や取引先事業者に対し、環境に配慮した運搬の実施（エコ運搬）を書

面等で要請する「環境に配慮した運搬制度（エコ運搬制度）」を創設した。 

◇ 川崎市は、二酸化窒素に係る対策目標値の早期達成及び地球温暖化対策の推進のため、

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」を一部改正し、環境に配慮した運搬制度

（エコ運搬制度）を規定した。（平成22年４月１日施行予定） 

◇ エコ運搬とは、運搬の際に「エコドライブの実施及びエコドライブを行う旨の表示」「自

動車NOx・PM法の車種規制不適合車の不使用」「低公害・低燃費車の積極的な使用」を実施

することをいう。                                             （→P58～61 資料11） 

＜今後の方向性＞ 

◇ 平成22年４月１日から環境に配慮した運搬制度を開始し、制度の円滑な運用に向けた事業

者へのフォローアップを行う。 

     ◇ 制度の周知徹底を図るとともに、エコ運搬ポータルサイトを立上げ、エコ運搬にかかわる

全事業者が必要とする情報を提供し、事業者及び運送事業者のエコ運搬の取組を支援する。 

 

 

エ エコドライブ推進協議会による取組の展開 

「かながわエコドライブ推進協議会」や「かわさきエコドライブ推進協議会」での「エコド

ライブ講習会」や「運行管理者向け講習会」などを拡充するとともに、荷主企業関連団体との

連携も図り、荷主企業のエコドライブの意識を高めた。 
 

◇ 運送事業者等を対象に、運行管理者向け、ドライバー向けのエコドライブ講習会等の各種

支援を拡充した。 

◇ 荷主企業を対象に、荷主企業における取組の促進を図るため、環境に配慮した配送の取組

状況調査を実施した。 

◇ エコドライブ活動の裾野を広げていくため、エコドライブフォーラムを開催し、取組が進

んでいる事業者の事例発表などを実施した。           

   ＜今後の方向性＞ 

◇「かながわエコドライブ推進協議会」や「かわさきエコドライブ推進協議会」による「エコ

ドライブ講習会」や、「運行管理者向け講習会」など、エコドライブの取組に係る人材育

成等の各種支援を提供していく。 
◇ 荷主企業関連団体との連携を図り、荷主企業のエコドライブの意識を高める。 
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  オ 環境ロードプライシングの拡充の要請 

◇ 産業道路から他の道路にう回する場合、首都高速湾岸線が利用できるが、有料道路である

ことから、利用が進まない状況もある。 

◇ 神奈川県と川崎市は、国や首都高速道路㈱に対し、産業道路から首都高速湾岸線へ転換す

るような対策を講じるように要請した。 

・首都高速湾岸線や高速川崎縦貫線の環境ロードプライシングの拡充 

    ・首都高速湾岸線の料金体系の見直し 

   ＜今後の方向性＞ 

◇ 神奈川県と川崎市は、国や首都高速道路㈱に対し、引き続き産業道路から首都高速湾岸線

へ転換するような対策を講じるように要請していく。 
 

カ 局地汚染対策の進捗状況の把握と関係機関の連携強化 

総量削減計画策定協議会関係機関における局地汚染対策の具体化、対策の進捗状況を把握す

るとともに、関係機関の連携強化や対策推進の調整や、事業の進捗状況等をホームページに公

開した。 
 

◇ 局地汚染対策に係る事業調査を実施して、局地汚染対策を具体化し、短期・中長期的対策

や実施中・実施予定などの進捗状況等を把握し、関係機関の連携強化や対策推進の調整を

行った。 

◇ 調査により把握した局地汚染対策の進捗状況等をとりまとめ、確認し、関係機関の事業の

進捗状況等のホームページを作成・公開した。                  （→P62～65 資料12） 

   ＜今後の方向性＞ 

       ◇ 総量削減計画に位置づけた対策を継続的に推進するとともに、総量削減計画策定協議会関

係機関による局地汚染対策の進捗状況の把握や関係機関の連携強化により、引き続き対策

を推進していく。 

 

（３）今後新たに実施予定又は実施を検討する施策 

ア 産業道路から他の道路への効果的なう回情報等表示の検討 

 池上測定局二酸化窒素情報システムにより、二酸化窒素の高濃度情報が配信された場合に、

高濃度情報を道路掲示板に表示し、産業道路から他の道路利用やエコドライブ運転などの取組

を効果的に促進し、産業道路の二酸化窒素濃度の低減を図る。 

 

イ  産業道路エコドライブ街道化の普及啓発の検討 

 産業道路をエコドライブ街道にしましょう等のメッセージを発信して、産業道路を走行する

ドライバーにエコドライブの実施を促し、二酸化窒素濃度の低減を図る。 

〔メッセージの発信方法〕横断幕の掲示、電光掲示板に表示など 

 

  ウ  ポスト新長期規制適合車への導入補助 

  環境負荷の高い大型トラック等のうち、環境性能が高く価格差の大きい、天然ガス自動車、

ハイブリッド自動車に加え、平成21年10月から規制が始まっているポスト新長期規制適合車の

導入補助を実施する。 
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９ 遠藤町の局地汚染対策 

 

（１）既に実施している施策 

ア 環境に配慮した運搬制度の創設〔川崎市〕 

       川崎市内の荷主や荷受人が主体となって、製品や貨物等の出荷、原材料の購入、廃棄物の運

搬などの際、運送事業者や取引先事業者に対し、環境に配慮した運搬の実施（エコ運搬）を書

面等で要請する「環境に配慮した運搬制度（エコ運搬制度）」を創設した。 

◇ 川崎市は、二酸化窒素に係る対策目標値の早期達成及び地球温暖化対策の推進のため、

「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」を一部改正し、環境に配慮した運搬制度

（エコ運搬制度）を規定した。（平成22年４月１日施行予定） 

◇ エコ運搬とは、運搬の際に「エコドライブの実施及びエコドライブを行う旨の表示」「自

動車NOx・PM法の車種規制不適合車の不使用」「低公害・低燃費車の積極的な使用」を実施

することをいう。                                             （→P58～61 資料11） 

＜今後の方向性＞ 

◇ 平成22年４月１日から環境に配慮した運搬制度を開始し、制度の円滑な運用に向けた事業

者へのフォローアップを行う。 

     ◇ 制度の周知徹底を図るとともに、エコ運搬ポータルサイトを立上げ、エコ運搬にかかわる

全事業者が必要とする情報を提供し、事業者及び運送事業者のエコ運搬の取組を支援する。 

 

イ エコドライブ推進協議会による取組の展開 

「かながわエコドライブ推進協議会」や「かわさきエコドライブ推進協議会」での「エコド

ライブ講習会」や「運行管理者向け講習会」などを拡充するとともに、荷主企業関連団体との

連携も図り、荷主企業のエコドライブの意識を高めた。 
 

◇ 運送事業者等を対象に、運行管理者向け、ドライバー向けのエコドライブ講習会等の各種

支援を拡充した。 

◇ 荷主企業を対象に、荷主企業における取組の促進を図るため、環境に配慮した配送の取組

状況調査を実施した。 

◇ エコドライブ活動の裾野を広げていくため、エコドライブフォーラムを開催し、取組が進

んでいる事業者の事例発表などを実施した。           

   ＜今後の方向性＞ 

◇「かながわエコドライブ推進協議会」や「かわさきエコドライブ推進協議会」による「エコ

ドライブ講習会」や、「運行管理者向け講習会」など、エコドライブの取組に係る人材育

成等の各種支援を提供していく。 
◇ 荷主企業関連団体との連携を図り、荷主企業のエコドライブの意識を高める。 
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ウ 遠藤町交差点の交通流対策の検討    

◇ 遠藤町交差点の交通実態の把握のため、環境省が平成21年度に予定している「自動車交通

環境影響総合調査業務（ナンバープレート調査、交通量調査）」に遠藤町交差点付近の国

道１号線と409号線の調査実施を依頼した。 

＜今後の方向性＞ 

◇ 環境省の遠藤町交差点に係る自動車交通環境影響総合調査結果を確認し、ＮＯｘ削減のた

めの取組を促進するアプローチ先や有効な方策を検討する。 

◇ 交通流シミュレーションを用いた交通状況の予測を行い、排出量を算定し、その結果を用

いて測定局濃度を予測して、当該交差点の交通流を改善する 適な条件を検討する。 

   〔交通流対策の例〕信号制御の 適化、他の道路へのう回、停止線位置の調整など 

 

エ 局地汚染対策の進捗状況の把握と関係機関の連携強化 

総量削減計画策定協議会関係機関における局地汚染対策の具体化、対策の進捗状況を把握す

るとともに、関係機関の連携強化や対策推進の調整や、事業の進捗状況等をホームページに公

開した。 
 

◇ 局地汚染対策に係る事業調査を実施して、局地汚染対策を具体化し、短期・中長期的対策

や実施中・実施予定などの進捗状況等を把握し、関係機関の連携強化や対策推進の調整を

行った。 

◇ 調査により把握した局地汚染対策の進捗状況等をとりまとめ、確認し、関係機関の事業の

進捗状況等のホームページを作成・公開した。 

   ＜今後の方向性＞ 

       ◇ 総量削減計画に位置づけた対策を継続的に推進するとともに、総量削減計画策定協議会関

係機関による局地汚染対策の進捗状況の把握や関係機関の連携強化により、引き続き対策

を推進していく。                                            （→P62～65 資料12） 

 

（２）今後新たに実施予定又は実施を検討する施策 

ア 二酸化窒素情報システム運用の検討 

       池上測定局二酸化窒素の運用状況や環境省の調査結果、遠藤町交差点の環境基準超過日の状

況などを踏まえ、検討していく。 

 

  イ  ポスト新長期規制適合車への導入補助 

  環境負荷の高い大型トラック等のうち、環境性能が高く価格差の大きい、天然ガス自動車、

ハイブリッド自動車に加え、平成21年10月から規制が始まっているポスト新長期規制適合車の

導入補助を実施する。 
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Ⅲ 資料 
 

１ 県内の自動車保有台数の推移  

 （単位：台）

年度 軽乗用 乗用 バス 軽貨物 小型貨物 普通貨物 特種 計
基準年度(9年度) 197,424 2,553,369 11,158 283,993 272,186 120,293 94,503 3,532,926

11年度 243,253 2,587,759 11,065 271,474 254,711 111,688 102,856 3,582,806

12年度 269,720 2,603,889 11,048 268,290 248,133 110,768 105,427 3,617,275

13年度 295,775 2,614,867 11,143 266,739 242,374 109,285 104,448 3,644,631

14年度 322,326 2,624,685 11,082 265,905 234,841 106,931 99,616 3,665,386

15年度 349,694 2,627,775 10,891 268,814 222,035 101,688 93,045 3,673,942

16年度 375,983 2,634,625 10,916 273,742 213,543 100,345 90,149 3,699,303
17年度 403,903 2,628,976 10,890 276,407 207,797 98,936 87,959 3,714,868

18年度 436,584 2,602,515 10,972 277,709 201,498 97,753 86,246 3,713,277

19年度 464,500 2,568,582 10,900 277,624 198,252 98,180 85,489 3,703,527

20年度 491,159 2,525,157 11,004 277,017 189,810 95,873 82,234 3,672,254

　車種区分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ (社)自動車検査登録情報協会の情報を基に、県がとりまとめ。 

 

 

２ 県内の走行量の推移                           

（単位：千台Km/日）

年度 軽乗用 乗用 バス 軽貨物 小型貨物 貨客 普通貨物 特種 計
基準年度(9年度) 2,581 39,045 697 3,585 3,275 5,290 10,226 2,121 66,816

11年度 2,793 40,740 1,122 3,303 3,939 5,978 10,902 2,253 71,030

12年度 2,838 41,399 1,181 3,262 3,857 5,854 10,805 2,214 71,410

13年度 2,880 42,047 1,243 3,222 3,781 5,723 10,710 2,183 71,784

14年度 2,927 42,698 1,307 3,181 3,705 5,596 10,610 2,149 72,161

15年度 3,412 41,189 1,096 3,418 3,942 6,318 10,756 2,337 72,468

16年度 3,357 41,697 1,108 3,382 3,906 6,298 10,479 2,263 72,490
17年度 2,477 43,920 955 2,531 2,596 3,739 7,825 1,839 65,882

18年度 2,468 43,796 928 2,562 2,624 3,783 7,668 1,801 65,630

19年度 2,415 42,941 913 2,619 2,668 3,856 7,777 1,839 65,030

20年度 2,297 40,979 868 2,506 2,552 3,686 7,788 1,860 62,537

　車種区分

 

※ 11年度、17年度については道路交通センサスデータを用いた。 

※ 12年度から16年度については、9年度と11年度の伸び率等から設定した。 

※ １８年度から20年度については、17年度センサスを基に、本県が毎年実施している交通量調査設定した。 
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３ ＮＯｘ・ＰＭ排出量の推移 

（１）NOｘ排出量 （単位：ｔ/年）
　車種区分

年度 軽乗用 乗用 バス 軽貨物 小型貨物 貨客 普通貨物 特種 計

基準年度(9年度) 194 2,658 1,101 653 1,541 1,282 13,846 2,187 23,461

13年度 193 2,706 1,879 410 1,592 1,249 13,576 1,580 23,184

14年度 140 2,509 1,897 301 1,421 1,068 12,896 1,643 21,875

15年度 147 2,240 1,431 298 1,307 983 10,797 1,615 18,820

16年度 112 1,886 1,319 264 971 743 9,412 1,442 16,149

17年度 103 1,615 1,480 147 611 309 8,339 1,674 14,278

18年度 98 1,511 1,348 99 632 358 8,002 1,611 13,659

19年度 87 1,356 1,214 88 594 332 7,220 1,475 12,366

20年度 73 1,156 1,090 71 532 279 6,520 1,334 11,053

（２）PM排出量 （単位：ｔ/年）
　車種区分

年度 軽乗用 乗用 バス 軽貨物 小型貨物 貨客 普通貨物 特種 計

基準年度(9年度) 2 177 140 1 178 111 2,057 296 2,961

13年度 2 118 209 1 136 64 1,715 164 2,409

14年度 2 94 204 1 101 44 1,496 164 2,106

15年度 2 67 130 1 75 32 1,023 133 1,464

16年度 2 37 87 1 37 29 670 88 950

17年度 1 20 68 1 30 12 440 84 656

18年度 1 18 57 1 29 13 381 74 574

19年度 1 17 50 1 26 13 330 66 503

20年度 1 15 43 1 23 10 287 57 437
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４ 二酸化窒素の年平均値の経年推移 
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５ 浮遊粒子状物質の年平均値の経年推移 
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６ 平成２０年度の総量削減計画各施策の取り組み状況について 

 
（１）自動車からの排出ガス抑制のための直接的な施策 

個々の自動車からの排出ガス量を抑制するため、法令規制をはじめとする施策を実施

している。 

 
ア 自動車単体規制の強化等 

ディーゼル自動車をはじめとして単体規制（注１）を順次開始しているほか、適正な自

動車管理のための点検・整備に係る指導、取締り等を実施している。 
（注１）単体規制 

新しく製造される自動車に対する大気汚染防止法によって定められた排出ガス規制 

主な取組み 
【自動車排出ガス規制の強化等（ポスト新長期規制（注２）の施行）】 

○ 関東運輸局： ディーゼルトラック・バスの排出ガスを強化するポスト新長期

規制を平成 21 年 10 月から順次施行する。 

 
【適正な自動車管理】 

○ 関東運輸局： 「自動車点検整備推進強化月間」において自動車点検フェステ

ィバル、マイカー点検教室等を開催し、点検整備の実施を徹底する

とともに、街頭検査・指導取り締まりを行い不正改造車両、整備不

良車両等を排除した（実施回数；19 回、検査車両数；1,664 台）。

また、神奈川県と合同で不正軽油排除のための街頭検査を実施した

（実施回数；9 回、検査車両数；134 台）。 

 
○ 警察本部： 街頭検査・指導取締りを 19 回実施し、整備不良 6,771 件及び過積

載 706 件を指導した。 

   
○ 川崎市： 自動車整備業者に対する自動車排出ガス浄化装置の点検義務付けに

関する市条例の規定をリーフレット配布等により周知した。 
 

（注２）ポスト新長期規制 
中央環境審議会の第８次答申に基づき設定され、平成 21 年 10 月から施行される大気汚

染防止法に基づく排出ガス規制 
 

イ  車種規制の実施 

自動車ＮＯx・ＰＭ法に基づいて車種規制（注３）の適正かつ確実な実施を図るととも

に、規制適合車への早期転換を促進するための支援を行っている。 
（注３）車種規制 

自動車ＮＯx・ＰＭ法によって定められた対策地域内に登録される貨物自動車やバス等に
対し、同法の排出基準に適合しない車両の使用を制限する規制 

主な取組み 
○ 関東運輸局： 使用過程車については、平成 15 年 9 月 30 日以降、登録年の古

い自動車などから、順次車種規制を実施している。（新車について

は、平成 14 年 10 月 1 日から実施。） 
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ウ  運行規制等の実施 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）に基づき、粒子状物

質の排出基準に適合しないディーゼル自動車の県内の運行を禁止するとともに、この規制

に適合させるために事業者が行う改善措置に対して支援を行っている。 

また、条例に基づき、粒子状物質の排出量を増加させる重油混和燃料等の使用・販売を

禁止する。 
 

主な取組み 
【運行規制の適正かつ確実な実施】 

○ 神奈川県、横浜市、川崎市： 

         県内事業所や路上での指導・取締りを実施した。（神奈川県；103

箇所、約 1,856 台／横浜市；212 箇所、約 2,620 台／川崎市；64 箇

所、約 2,417 台） 

 

【運行規制の実施及び粒子状物質減少装置指定制度の運営】 

○ 八都県市： 平成 15 年 10 月１日から、１都３県が連携してディーゼル自動車

の運行規制を開始しており、本年度には、共同した取り組みとして、

首都圏一斉の取締りや啓発活動を２回実施した。 

また、八都県市粒子状物質減少装置指定制度に基づき、本年度は

３回にわたり粒子状物質減少装置の指定を行った（これまでにＤＰ

Ｆ22 社 37 型式、酸化触媒 13 社 33 型式を指定）。 

 
【装置装着補助及び規制適合車への買換え融資】 

○ 神奈川県、横浜市、川崎市： 

粒子状物質減少装置の装着補助及び 新規制適合車への買換え融

資認定を行っている。本年度は、1,585 台分の補助を実施した（平

成 14 年度から、これまでに 47,638 台分の補助・融資認定を実施）。

 

【燃料規制の実施】 

 ○ 神奈川県： 条例に基づき、粒子状物質の排出量を増加させる重油混和燃料等

の使用・販売を禁止するため、路上取締り等を86箇所実施した。 
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エ  低公害車の普及促進 
条例による低公害車の導入義務づけをはじめ、各種協議会による普及促進策の検討

や公用車への率先導入を図るとともに、燃料供給施設の整備拡充等に対する支援を行

っている。 
 

主な取組み 
【低公害車の導入義務づけ】 

○ 神奈川県、川崎市： 

県・市条例に基づく低公害車の導入義務について、リーフレットに

よる周知及び指導を行った。また、調査等による進行管理を行うとと

もに条例適合しない事業者に対する指導等を実施した。 

 
【八都県市低公害車指定制度の活用等】 

○ 八都県市： 八都県市低公害車指定制度に基づき、本年度は３回にわたり低公害

車を指定した（これまでに1049型式を指定）。 

    
【低排出ガス車認定制度の実施】 

○ 関東運輸局： 排出ガス値を、排出ガス基準より一定割合以上低減させた自動車

を認定するとともにホームページ等に公表し、普及・促進を図った。

 
【協議会における検討】 

○ 関東運輸局、横浜市、川崎市： 

環境対策の先進的地域として横浜市及び川崎市にＣＮＧ車普及促

進協議会を設置し、ＣＮＧ車普及モデル事業を通して普及促進した。

 
  ○ 小田原市： 小田原市低公害車普及促進会議により、事業者、市民と協働して低

公害車の普及啓発イベント実施内容の検討等を行った。 

 
【環境情報の整備・提供】 

○ 川崎市： 自動車販売業者に対する自動車環境情報の配置・説明の義務付けに

関する川崎市条例の規定をリーフレットの配布等により周知した｡ 

 
【公用車等への率先導入】 

○ 神奈川県：公用車3,127台中、低公害車2,290台（導入率73.2%）内、燃料電池自

動車1台、電気自動車2台 

○ 横浜市 ：公用車3,905台中、低公害車2,537台（導入率65.0％）内、燃料電池自

動車1台（継続リース）ハイブリッドバス10台（購入）、ハイブリッド

（ごみ収集車）43台（リース）、ＣＮＧ（ごみ収集車）10台（リース

） 

○ 川崎市 ：公用車1,563台中、低公害車1,065台（導入率68.1％）。 

○ 横須賀市：低公害車８台。 

  ○ 平塚市 ：低公害車22台 

○ 鎌倉市 ：低公害車18台 
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○ 藤沢市 ：公用車432台中、低公害車237台（導入率54.9%）内、電気自動車2台

、ハイブリッド軽自動車4台、ハイブリッド普通車1台 

○ 茅ヶ崎市：低公害車7台（内ごみ収集車4台）。 

○ 相模原市：公用車606台中、低公害車309台（導入率51.0%） 

○ 厚木市 ：CNG自動車2台（リース、導入）。 

  ○ 伊勢原市：導入率56.2%。 

○ 海老名市：公用車160台中、低公害車105台（導入率65.6%）  

○ 座間市 ：低公害車6台。 

○ 綾瀬市 ：低公害車5台。 

○ 葉山町 ：ハイブリッド2台。 

○ 箱根町 ：低公害車5台。 

○ 湯河原町：ハイブリッド2台。 

○ 関東農政局：低排出ガス75%低減レベル低公害車3台。50%低減レベル低公害車1

台。 

○ 関東経済産業局：ハイブリッド車1台、CNG車1台。 

 
【低公害車導入に対する支援措置】 

○ 関東経済産業局、関東運輸局、神奈川県、横浜市、川崎市、小田原市、 

秦野市、海老名市、箱根町： 

         低公害車の普及促進対策として、天然ガス自動車、ハイブリッド

車、電気自動車、メタノール自動車、LPガス車や新長期規制適合車

等の低公害車導入に対する補助事業をそれぞれ実施した。 

 
○ 小田原市： 低公害車に対する市営駐車場の利用料減免を実施した。 

 
【自動車税のグリーン化】 

○ 関東運輸局： 排ガス性能及び燃費性能が一定基準以上の低公害車について、自

動車取得税及び自動車税を軽減する特例措置を延長した。 

 
【燃料供給施設の整備拡充】 

○ 関東経済産業局： ディーゼル代替LPオートガススタンドの設備費に対し1/2の

補助を実施した。 

 
【次世代低公害車の技術開発等】 

 ○ 関東運輸局： 大量普及に向けて燃料電池バスに係る保安基準等を策定するため

、燃料電池バスを運行させ、種々の安全性能・環境性能に関するデ

ータを取得した（燃料電池自動車の実用化促進）。 

さらに、大型ディーゼル車に代替する「次世代低公害車」の実用

化に向け技術基準等の整備を行うため、公道走行試験等を実施した

ほか、新たな「次世代低公害車」（水素自動車、LNG自動車等）に

ついても公道走行試験等を実施した(次世代低公害車開発・実用化促

進）。 
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（２）自動車からの排出ガス抑制のための間接的な施策 

自動車交通需要の調整・低減を図るとともに、交通の流れの改善を通して、自動車

からの排出ガス量の抑制及び環境濃度の低減対策を実施している。 

 
ア 自動車交通需要の調整・低減 

(ｱ) 都市交通を適切に調整する施策の推進 

環境ロードプライシング（注４）、パークアンドライド（注５）などの施策推進や交通需

要マネジメント（ＴＤＭ（注６））に関する実証実験等を推進している。 
（注４）環境ロードプライシング 

並行する道路の料金格差を利用して、住宅地域に集中した交通を湾岸部等に転換し、住
宅地域の沿道環境を改善する手法 

 
（注５）パークアンドライド 

交通混雑を緩和するため、自宅から 寄りの駅まで自分で自家用車を運転し、鉄道駅周
辺に駐車して鉄道に乗り継ぎ、目的地まで移動する方式 

（注６）ＴＤＭ （交通需要管理： Transportation Demand Management） 
自動車利用者の交通行動の変更を促す手法で、時間や経路の変更で交通量の平準化、交

通手段の変更や自動車の効率的利用を行うことで自動車交通量の減少や抑制等を図るもの 
 

主な取組み 
【環境ロードプライシングの推進】 

○ 首都高速道路株式会社： 

湾岸線及び川崎縦貫線への交通転換を図る環境ロードプライシン

グの試行を継続実施している。 
 
【パークアンドライド等の実施】 

  ○ 神奈川県： 箱根において「パーク＆サイクル社会実験」（利用実績2,420人）「駐

車場利用平準化社会実験」「国道１号交通集中分散化社会実験」を実施

した。 

 
  ○ 鎌倉市： 「七里ガ浜パークアンドレールライド」（利用実績：4,841台）「由比

ガ浜パークアンドライド」（同：3,025台）「江ノ島パークアンドレール

ライド」（同：2,401台）「稲村ガ崎パークアンドレールライド」（同：1
,672台）を実施した。 

 
○ 三浦市： イベント開催時の三崎下町地区や主要幹線道路の交通渋滞緩和策とし

て、公共施設を臨時駐車場に開放した。 

 
【ＴＤＭの実施】 

○ 相模原市： 橋本地区のTDM施策の推進のため、愛川線TDM推進会議の開催や

共同通勤バスの運行を実施した。 

 
○ 秦野市： 秦野市TDM実施計画に基づき、TDM教育、ノーマイカーデー、時差

出勤、イベント時にはバス停の 寄に駐車場を確保するパークアンドバ

スライド等を実施した。 
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 【交通需要管理の推進】 

  ○ 川崎市： 事業者及び関係機関・団体で構成する「川崎市交通環境改善連絡協議

会」を継続して開催している。また「川崎市交通環境配慮行動メニュー

」の普及拡大を進めた。 

    
 (ｲ) マイカー利用の抑制 

マイカーの利用を抑制するために、鉄道の整備など利便性の高い鉄道網を形成し、

バス優先信号制御等を行う公共車両優先システム（ＰＴＰＳ（注７））などの整備によ

り、バスの利便性の向上を図るとともに駅周辺の乗り継ぎの改善など結節点の強化

を図っている。 
（注７）ＰＴＰＳ （公共車両優先システム： Public Transportation Priority Systems） 

バスなどの公共交通車両が信号機で停車することなくスムーズに走行できるようにす
るシステム 

 
 

主な取組み 
【鉄道ネットワークの充実・強化】 

○ 関東運輸局： 

     《路線整備》 

        横浜市営地下鉄４号線日吉～中山間が開業した。 

        相鉄・JR直通線西谷～羽沢（仮称）間（平成26年度末完成予定）

及び相鉄・東急直通線羽沢（仮称）～日吉間（平成30年度末完成予定

）の事業を推進した。 

     《複々線化》 

        東急田園都市線二子玉川～溝の口間（平成 21 年 7 月 11 日完成）

及び東急東横線武蔵小杉～日吉間（平成 20 年 6 月 22 日完成）並びに

和泉多摩川～向ヶ丘遊園間の３線化（平成 21 年 3 月 21 日完成）を推

進した。 

 
【公共交通機関の利便性向上】 

○ 警察本部： 県道横須賀三崎（衣笠十字路前～林前）にＰＴＰＳを整備した。 
 
○ 川崎市： ＴＤＭの一つとして、川崎駅～東扇島間において、ＰＴＰＳを用いた

特急バスの運行を継続実施するとともに、民間バス事業者による東扇

島～横浜駅間を結ぶ通勤用高速バスを継続運行している。 
 

  ○ 鎌倉市： 鎌倉地域内の主な観光スポットへ向かう５つの路線バスと電車の特定

区間が一日自由に乗降できる「鎌倉フリー環境手形」を発行した。 （発

行枚数：13,081枚）。 

 
○ 横須賀市： 路線バス事業者が行うノンステップバス導入に対する補助（12台）、

PTPS車載器導入補助（111台）を実施した。 
 

○ 茅ヶ崎市： コミュニティバスを13台運行している。また、茅ヶ崎市北口周辺道

路の電線地中化を進めた。 
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○ 大和市： コミュニティバスを運行している。また、駅施設の設備整備等を鉄道

事業者に要望した。 
 
○ 座間市： コミュニティバス3台の試行運行を実施した。 

 
○ 寒川町： コミュニティバスの試行運行を実施した。 

 
【徒歩、自転車の利用促進】 

○ 警察本部： 自転車が安全で快適に走行できる環境整備のため、県下30区間、約

20.73kmにわたり自転車歩道通行可規制を設定し、自転車利用の促

進を図った。 

 
○ 関東地方整備局： 国道357号の金沢地区において、自転車道の整備を進めた。

 
 

 
(ｳ) 貨物輸送の改善 

自動車交通量の緩和を図るため、鉄道・海運の積極的活用（モーダルシフト（注８））

を促進している。 
（注８）モーダルシフト 

都市部の輸送需要を様々な交通手段（モード）の特性を活かして組み合わせ、 適な配
分を行うことをモーダル・ミックスといい、そのうち、自動車から鉄道や船舶、バスな
どの公共輸送機関に移行させることをモーダルシフトという。 

 
主な取組み 
【物流対策】 

○ 関東運輸局、関東経済産業局： 

 荷主と物流事業者が協働してＣＯ２削減を行うパートナーシップ計画

の策定支援として、グリーン物流パートナーシップ会議普及事業の認定

（9件）を行った。 

 
【鉄道・海運の積極的活用等】 

  ○ 川崎市： 平成７年度より、市北部（内陸部）から臨海部への廃棄物輸送にＪＲ

貨物線を利用した鉄道輸送システムを導入・実施している。 

 
○ 横須賀市： モーダルシフトの推進のため、長距離フェリーが横須賀～大分間を

平成19年9月1日に就航した。次年度以降も長距離フェリーの誘致活動

を進める。 
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イ 交通流対策の推進 

(ｱ) 道路構造対策の推進 

交通の分散や道路機能の分化を図るため、環状道路・バイパス等幹線道路ネット

ワークの整備を進めるとともに、交差点での交通渋滞の解消を図るため、立体交差

化、右折専用レーンの設置等のボトルネック対策を推進している。 
 

主な取組み 
【幹線道路ネットワーク整備】  

○ 関東地方整備局： 

さがみ縦貫道路、高速横浜環状南線、小田原箱根道路等の幹線道路

について、調査設計、用地買収、工事を推進を推進した。 

 
○東日本高速道路株式会社： 

         横浜横須賀道路が（佐原ＩＣ～馬堀海岸ＩＣ）開通し、横浜環状

南線の事業を推進した。 

 
  ○首都高速道路株式会社： 

         首都圏の分散型ネットワークを実現し、業務核都市の育成・機能

強化等、首都圏の均衡ある発展に資する川崎縦貫線及び横浜環状北

線について事業を推進し、川崎縦貫線の大師出入口（横浜方向）が

開通した。（平成21年3月29日） 
 
○ 神奈川県： 県道52号（相模原町田）などのインターチェンジ接続道路をはじめ

とする幹線道路ネットワーク整備を推進した。 

 
○ 横浜市： 横浜伊勢原線などの幹線道路や地区幹線道路を約５km整備した。 

 
  ○ 川崎市： 世田谷町田線、東京丸子横浜線、丸子中山茅ヶ崎線の整備のため、用

地取得及び工事を進めた。また、京浜急行大師線の東門前駅付近～小島

新田駅付近の連続立体交差化仮設工事を推進した。 
 
 
○ 横須賀市： 佐島の丘関連道路や長浦臨港線の整備を推進した。 

 
○ 藤沢市： 自動車交通の円滑化を図るため、用地取得及び街路築造工事を実施し

た。 

 
○ 茅ヶ崎市： 新国道線の街路整備のため用地取得を推進した。 

 
○ 相模原市： 相模大沢線及び相模宮下線の整備を行った。 

 
○ 大和市： 福田相模原線及び南大和相模線の歩道整備のため用地取得を推進した。
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【ボトルネック対策推進】 
○ 関東地方整備局： 交差点の交通渋滞の解消を図るため、原宿交差点の整備を推

進した。 

 
○ 関東運輸局： 地域分断・交通渋滞を解消するため、小田急小田原線海老名～厚

木間の高架工事（平成21年度完成予定）、京急大師線連続立体交差化

第１期工事（京急川崎～小島新田間）（平成27年度末完成予定）、相

模鉄道本線連続立体交差化（星川～天王町間）（平成24年度末完成予

定）を推進した。 

 

○ 警察本部： 交差点での交通渋滞を解消するため、進行方向別通行区分の規制を

111カ所で実施した。 

 
○ 神奈川県： 富士見大橋（(都)穴部国府津線）などの大河川の橋りょう整備や、

河原口立体（(都)下今泉門沢橋線）などの鉄道との立体交差化を推進

した。 

 
○ 相模原市： 田名四谷交差点に右折レーンを設置した。 

 
○ 厚木市： 交差点３カ所の改良を実施した。 

 
○ 海老名市： 小田急小田原線の海老名～厚木間の鉄道高架工事を推進した。（21

年度完成予定）  
 

 

 
(ｲ) 適正な交通管理 

道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ（注９））やノンストップ自動料金支払いシス

テム（ＥＴＣ（注 10））等の整備を推進し、情報通信を活用して自動車交通流の整序化、

円滑化を図っている。 
 

（注９）ＶＩＣＳ （道路交通情報通信システム： Vehicle Information and Communication System） 
ＦＭ多重放送及び電波・光ビーコンを用いて、渋滞状況、所要時間、工事・交通規制等

に関する道路交通情報をナビゲーションシステム等の車載機を通じてドライバーへリア
ルタイムに提供し、渋滞の解消・緩和等を図るためのシステム      

（注 10）ＥＴＣ （ノンストップ自動料金支払いシステム: Electronic Toll Collection System） 
有料道路における料金所渋滞の解消、キャッシュレス化による利便性の向上、管理コス

トの節減等を図るため、有料道路の料金所で一旦停止することなく無線通信を用いて自
動的に料金の支払いを行うシステム 

 
 
 

主な取組み 
【情報提供システムの整備拡充、交通規制の効果的な実施】 

○ 警察本部： 交通情報版の更新・拡充を20路線33箇所で実施し、情報提供システ

ムを整備拡充するとともに、 高速度指定や駐車禁止規制等460箇所

の見直しを図った。 
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【ＥＴＣの導入、利用促進】 

○ 首都高速道路株式会社： 

ＥＴＣ特定料金区間の設定や曜日別時間帯別割引社会実験、お得意

様割引、環境ロードプライシング、湾岸線（横浜地区）割引社会実験

を実施するとともに、各種キャンペーン（ＥＴＣワンストップサービ

ス・ＥＴＣお持ち帰りサービス等）によるＥＴＣ普及促進活動を行っ

た。 

 
○ 東日本高速道路株式会社： 

逗子インターチェンジ、横須賀インターチェンジ等において６レー

ンを増設し、全86レーンとなった。 

 
【交通量に配慮した工事日設定等】 

○ 首都高速道路株式会社： 

道路維持管理工事について、毎週金曜日、連休、お盆期間や年末年

始などの「ノー工事デー」などを設定し、工事抑制をした。また、複

数の工事を１つの規制帯の中で集約して行い、規制回数及び時間の削

減に努め、ホームページ上で工事情報の提供を行った。 

 
○ 東日本高速道路株式会社： 

年末年始GW等の連休時の工事を抑制した。また、横浜新道等にお

ける昼間工事を禁止した。 

 
○ 中日本高速道路株式会社： 

        東名高速道路において平成20年10月13～24日に集中工事を行った。

 

 
(ｳ) 総合的な駐車対策 

道路整備の状況を踏まえながら、駐車場の整備、違法駐車の効果的な排除等の総

合的な駐停車対策を推進している。 

主な取組み 
【違法駐車の排除等】 

○ 警察本部： 平成 18 年 6 月に施行された「新たな駐車対策法」により「駐車監

視員活動ガイドライン」を策定し、幹線道路や繁華街等を中心とし

て悪質・危険・迷惑性の高い違法駐車を重点に取り締まりを強化す

るとともに、パーキング・メーター（116 基）を更新した。更に、40

台分の駐車禁止規制（時間規制）の解除を行った。 

 
【駐車場の整備等】 

○ 大和市： 駐車場整備計画の推進及び附置義務条例による駐車場整備について、

条例届出の指導を実施している。 
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（３）局地汚染対策の推進 

県内全域で進める対策だけでは環境基準の達成が困難と見込まれる地域については、

総合的な局地汚染対策を重点的に推進している。 
 

主な取組み 
【地域の実情に応じた効果的な施策実施】 

○ 警察本部、川崎市： 

         平成14年から警察本部の交通量情報等と川崎市の大気汚染データ

とを相互に提供し合い、市内の交通公害の低減を図っている。 

 
 【市南部地域における局地汚染対策】 

  ○ 川崎市： 平成 10 年度から、川崎市南部地域において、土壌により大気浄化を

行うモデル施設の設置など局地汚染対策の取組みを継続して実施して

いる。 
 

 
（４）各種対策の効果を高めるための施策 

ア  自動車起因の大気汚染の低減のための施策研究、実用化 
大気汚染状況を的確に把握するため、大気汚染常時監視測定局の適正配置や浮遊粒

子状物質総合対策等の調査・検討を推進している。 
 
 

主な取組み 
【自動車排出ガスによる大気汚染低減のための調査実施】 
○ 神奈川県： 自動車排出ガスによる窒素酸化物等の排出量を抑制する新たな手段

として、エコドライブを推進している。本年度は、関東運輸局及び県

トラック協会の協力を得て、約１万８千台を対象とした調査を実施し、

エコドライブによる大気環境の改善効果等を検証した｡ 

 
【局地汚染の改善に関する調査研究等】 

  ○ 川崎市： （財）石油産業活性化センターと池上周辺における局地汚染の改善

施策の評価等に関する共同研究を実施した。 

 
○ 神奈川県、川崎市： 局地汚染対策を推進するため、「臨海部事業所調査」及び

「産業道路を利用する自動車の実態調査」を実施し、川崎

市臨海部の現状を把握した。 

 
【窒素酸化物等の濃度測定】 

○ 鎌倉市： 市内主要交差点または主要幹線沿道において、自動車排出ガスによ

る大気汚染状況を把握するため、窒素酸化物等の分析調査を実施して

いる（市内７地点で24時間測定を年４回実施）。 

 
○ 小田原市： 市内25地点及び市内の国道（1号線、255線）の交差点付近15地点

で年２回、簡易測定法（ＰＴＩＯ法）によるＮＯｘ濃度の測定と市

内3地点で移動式測定機によるＳＰＭ濃度測定を実施した。 
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○ 大和市： ＮＯｘ濃度について、市内38地点で年４回、簡易測定法（ＰＴＩＯ

法）による１ヶ月間の測定と、市内６地点で屋外設置型測定装置によ

る24時間測定を実施した。 

 
○ 座間市： ＮＯ2濃度について、トリエタノールアミン・プレート法による簡易

測定を毎月市内１５地点で実施。また、窒素酸化物濃度計を使って、

夏・冬の年２回市内２地点で、化学発光法による７日間連続測定を実

施した。 

 
イ 普及啓発活動の推進 

低公害車の導入、適正運転の実施、アイドリングストップなど、条例や自動車ＮＯx・

ＰＭ法に規定された事業者及び県民の責務等についての理解を促進している。 
 

主な取組み 
【自動車使用管理計画に基づく指導等】 

○ 関東運輸局： 自動車運送事業者に対する指導として、自動車使用管理計画の

定期報告の集計を行った。 
 
【普及啓発活動】 

○ 関東運輸局： ６月及び10月を重点実施期間とした「ディーゼルクリーン・キ

ャンペーン」を展開し、関係団体等の協力を得て街頭検査の実施

や適切な点検・整備によるディーゼル黒煙の低減効果等について

啓発を行った。 
 
○ 関東経済産業局： 11月をエコドライブ推進月間としイベント等を実施した。

 
  ○ 神奈川県： ステッカーの配布によりエコドライブの普及啓発を行い、かなが

わエコドライブ推進協議会による「かながわエコドライブフォー

ラム2009」やエコドライブ講習会を開催した。 

また、電気自動車（ＥＶ）の普及を推進するため、「2014年度ま

でに県内3,000台のＥＶ普及」を目指し、ＥＶ購入時の優遇策や充

電インフラの整備等からなる「ＥＶイニシアティブかながわ」を

策定した。 

 
  ○ 横浜市： アイドリングストップの普及啓発のため、リーフレットを配布した

。エコドライブ普及施策として講習会の実施や市役所エコドライブ実

践事業として、公用車にエコドライブ支援機能を持つカーナビを設置

し率先的に取組んだ。また、環境教育の一環として、燃料電池自動車

を用いた小学校での出前教室を実施した。 
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  ○ 川崎市： リーフレットによる周知や、10～12月には臨港警察署前交差点にお

いて、地元企業や地域住民と連携し「アイドリングストップ・キャン

ペーン」を実施し、アイドリングストップの普及啓発を行った。 

また、エコドライブを推進するため、エコドライブ講習会の開催及

びエコドライブコンテスト（環境省）へ参画した。 

さらに、市民、関係団体、事業者で構成する「かわさきエコドライ

ブ推進協議会」や「かわさきエコドライブ宣言」により推進を図った。

また、大型トラックを対象にエコドライブ支援装置導入の補助を実施

した。 

   
○ 横須賀市： アイドリングストップ啓発ポスター・ステッカーを作成し配付し

た。 

 
○ 平塚市： 天然ガス自動車（塵芥車）走行による低公害車普及啓発、小学生を

対象としたゴミ学級における普及啓発を行った。また、公用車を運転

する職員へアイドリングストップを呼びかけた。 

 
○ 鎌倉市： 広報誌や横断幕によりアイドリングストップを啓発した。 

 
○ 藤沢市： 広報やホームページを通して、アイドリングストップの普及啓発を

行った。 

 
○ 小田原市： 市内ショッピングセンター内での低公害車体験試乗会、駅頭でチ

ラシを配付してのエコドライブ推進キャンペーン、電気自動車学校

キャラバンなどの出前講座を実施した。また、毎月第１水曜日を「

ノーカーデー」とし、マイカー通勤を自粛、さらに、公用車使用を

控え、意識啓発を行った。 

 
○ 茅ヶ崎市： 茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例により、普及啓

発を実施した。 

 
 ○ 相模原市： アイドリングストップ機能付バスの導入補助（3台）を実施した。

 
○ 三浦市： 事業場・集合住宅等の開発協議において、事業主に対して、市条例

に基づき、アイドリングストップの励行および駐車施設等にアイド

リングストップについて周知するための措置を講じるよう求めた。

 
○ 秦野市： 9月22～26日、11月17～21日にノーマイカーデーを実施した。また

、12～2月の週２日に職員のノーカーデーを実施している。（実施率4

6％） 
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○ 大和市： 環境フェアやトラックステーションにおいて、アイドリングストッ

プキャンペーンを実施及び電気自動車の試乗会を実施した。また、大

和市役所環境マネジメントシステムにより目標を設定し、エコドライ

ブの徹底、公用車利用の合理化、走行量の抑制などを推進した。 
 
○ 海老名市： エコドライブ講習会やアイドリングストップ装置付車両体験会を

実施した。 

 
○ 座間市： 「緑化まつり、環境講演会」で電気自動車の普及啓発を実施した。

また、グッズを配付し、エコドライブ、アイドリングストップの周

知を図った。 

 
○ 綾瀬市： 環境展などにおいて電気自動車の試乗会を実施し低公害車の普及啓

発及びエコドライブの実施を啓発した。 

 
○ 寒川町： 町民団体「寒川エコネット」と共にチラシやティッシュを配付しア

イドリングストップの啓発を実施した。また、エコドライブの実施を

広報で周知した。 

 
○ 二宮町： 町内スーパー及び駅頭で、チラシを配付した。また、広報やHPに

よる普及啓発を実施した。 

 
○ 湯河原町： 毎月、湯河原駅前においてチラシやポケットティッシュを配付し

アイドリングストップの啓発を実施している。 
 
【違法駐車対策の実施】 

○ 横須賀市： 違法駐車等防止重点地域において啓発活動を実施した。 

 
○ 藤沢市： 安全で住みよい交通環境を保持するため、条例で指定する重点地域

において違法駐車防止の啓発を実施している。 

 
【高濃度期における対策】 
○ 厚木市： 冬期自動車交通量対策として、啓発ポスターを作製し市内308事業

所に送付した。 
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ウ  地方公共団体間の連携 

県、横浜市、川崎市が連携して条例の施行、事業者等に対する協調した支援を行う

とともに、八都県市による共同した取組みを推進している。 

主な取組み 

【八都県市及び神奈川県公害防止推進協議会による共同した取組み】 

○ 神奈川県、横浜市、川崎市： 

ディーゼル自動車の運行規制及びエコドライブを広報するため、普

及啓発品を共同作成した。 

また、八都県市として、６月の環境月間及び１１月のエコドライブ

推進月間に講習会を開催するなどエコドライブの普及啓発を図るとと

もに、国に対して、運転免許取得にエコドライブ講習を盛込むことな

ど実効性のあるエコドライブの普及拡大に関する要請をした。 
 
エ  計画の進行管理 

   「神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会」（注 11）に

おいて、施策の進捗状況の把握を行う。 
（注 1１）神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削減計画策定協議会 

    「自動車ＮＯx・ＰＭ法」に基づき、総量削減計画について調査審議するために設置さ
れる機関。知事を会長とし、国、公安委員会、市町村、道路管理者、関係事業者、住民
代表により組織される。また、協議会には、下部組織として幹事会、調査部会及び専門
委員会があり、必要事項を調査・審議する。 

 

主な取組み 
【施策の進捗状況把握】 

○ 神奈川県： 施策の進捗状況の的確かつ継続的な把握のため、大気汚染の状況

等を調査し、神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削

減計画策定協議会専門委員会に推進計画の進捗状況を諮った。 
 
【自動車公害防止計画の推進】 

○ 横浜市、川崎市： 

       市公害防止計画において、総合的な対策を推進している。 
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平成22年度 

国の施策･制度･予算に関する提案 

 

（個別的提案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成21年７月 
 

神奈川県 
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平成22年度 国の施策・制度・予算に関する提案 抜粋

71 自動車交通環境対策の推進 

 

   提出先 経済産業省、資源エネルギー庁、国土交通省、環境省  

 

 
【提案項目】 

  自動車交通環境対策を一層推進するため、次の措置を講じられたい。 

 

１ ポスト新長期規制に適合するトラックやバスは、車両総重量の区分に応じて順次、

市場投入が予定されているが、早期市場投入を促進するため、自動車メーカーや関

連業界への指導を強化すること。 

 

２ 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の一部改正により、重点対策地区の指定などの規定が設け

られたが、川崎市内のＮＯ２環境基準未達成測定局付近の局地汚染対策として、重

点対策地区を指定しても、総量削減計画の目標年度（22年度）までに十分な対策期

間が確保できないなど実効性がない。そのため、目標年度等を規定している「自動

車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」の見

直しを早期に行うとともに、地域の実情に合った実効性ある局地汚染対策が行える

仕組みを構築すること。 
 

 
【提案の理由等】 
  本県ではディーゼル自動車の運行規制などにより、二酸化窒素や浮遊粒子状物質などの大気汚

染の改善が図られているが、環境基準の未達成地域が依然として残っており、実効ある排出ガス

対策が必要である。 

この自動車交通環境対策は、自動車メーカー等をはじめ広く国民の理解と協力の下、対応が図

られるべき我が国全体の課題であるため、その推進に当たっては、国において、積極的な取組を

一層進めるとともに、自動車メーカー等に対する強力な働きかけが不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（神奈川県担当課：環境農政部大気水質課） 
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 資料８

 

 

 

 

 

 

 

川崎市臨海部の 

二酸化窒素環境基準達成に向けて 

～事業者向け自動車利用ガイドライン～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年７月 

神奈川県 
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はじめに 
 

事業所の皆様によるディーゼル車の運行規制などへの御協力により、神奈川県下の大気環境は大き

く改善されてきています。平成１９年度には、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）＊１は全測定局で環境基準を

達成＊２しました。 
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しかしながら、二酸化窒素（ＮＯ２）＊３については、産業道路（東京大師横浜線）沿道など、一

部の地域では依然として環境基準を超過しており、将来においても達成が困難であると見込まれ

ています。

特に川崎市の臨海部は、工場・事業場などが多く集まっていることから、物流に伴う大型車等

の交通量が多い地域となっており、産業道路における環境基準の達成のためには、臨海部の事業

者の皆様の御協力が必要であると考えています。 

そこで、ＮＯ２の環境基準の達成のために、臨海部の事業所の方や臨海部で自動車を利用するすべて

の方々に、取り組んでいただきたい環境に配慮した自動車利用についてまとめました。 

また、自動車は窒素酸化物（ＮＯＸ）＊３などの大気汚染物質の他、二酸化炭素（ＣＯ２）＊４を排出

するため、自動車の利用方法を改善することにより地球温暖化対策にも寄与するものです。
 

臨海部の現状 
 

 神奈川県及び川崎市では、臨海部の現状を把握するため調査を実施しました。（Ｐ２参考参照） 

産業道路を利用する自動車の実態調査※１では、産業道路の利用者の８４％が臨海部に出入りしてい

ました。また、大型車が６１％と多くなっていました。 

京浜臨海部の事業所調査※２では、エコドライブを実施している事業所は２０％、低公害車の導入は

４５％と取組は進んでいませんでした。また、配送等で出入りしている事業者（出入り事業者）にエ

コドライブ実施の要請をしている事業所は１５％、低公害車使用の要請は８％と、更に低い状況でし

た。 
 

取組の方向性 
 

◆使用者としての取組 

自動車の使用に際しては、エコドライブの実施や低公害車の利用などの環境に配慮した自動車利用

に取り組んでください。 

また、大型車は環境負荷が高いため、低公害車への早期の転換など特に配慮をお願いします。 

◆荷主としての取組 

自ら使用する自動車だけでなく、出入り事業者に対し、エコドライブの実施や低公害車の利用など

を要請することで、出入り事業者による環境に配慮した自動車利用を促す効果があります。出入り事

業者には、環境に配慮した自動車利用を実施するよう要請してください。 

８４％が臨海部に出入りしているため、荷主からの要請が、臨海部における環境に配慮した自動車

利用を促進します。 

＊１ 浮遊粒子状物質。0.01mm以下の小さな粒子状物質で、工場や自動車等から排出されます。のどや気管支、肺などの病気を引き起

こすおそれがあります。 

＊２ 環境基準は、環境基本法第16 条に基づき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることがましい基準」

として定められています。大気汚染の状況を把握するため、県内９３箇所の測定局で大気を採取し常時監視を行っています。 

＊３ 発生した窒素酸化物（ＮＯＸ）が、空気中で酸化し、二酸化窒素（ＮＯ２）となります。空気中で燃料等が燃えるときに必ず発

生し、工場や自動車等から排出されます。のどや気管支、肺などの病気を引き起こすおそれがあります。 

＊４ 二酸化炭素。温室効果ガスの一つで地球温暖化の原因となっています。 



 
（参 考） 

【京浜臨海部の環境改善に向けた調査結果】 
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低公害車へ
の代替

エコドライ
ブの実施

他の道路へ
の転換

公共交通機
関の利用

合計

19年度 － － － － － 69
22年度

単純将来
－ － － － － 65.6

22年度
対策将来

4.7 12.7 19.1 0.3 34.8＊ 62.5

＊各取組の重複分を除いた合計であり、各取組の削減量を足し合せたものとは一致しません。

NOx削減量と予測濃度
ＮＯＸ削減量　(t) ＮＯ２

濃度
(ppb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 産業道路を利用する自動車の実態調査。平成20年7月23日に環境省、神奈川県及び川崎市が実施。 

※2 京浜臨海部の事業所調査。平成20年7月～8月実施。京浜臨海部の503事業所（工場・事業場）に調査を行い、

408事業所より回答(回答率81%)  

※3 エコドライブのキーとなる燃費目標を設定している事業所  

  

【環境に配慮した自動車利用に取り組んだ場合の平成２２年度の将来推計】 

臨海部の道路沿道の大気環境は、産業道路の池上測定局（川崎区池上新田公園前測定局）で測定

しています。池上測定局について、現状の取組を進めた場合（単純将来）と、産業道路を利用する全

ての車が環境に配慮した自動車利用に取り組んだ場合（対策将来）についてＮＯ２濃度を推計しまし

た。 

エコドライブの実施や他の道路への転換（利用道路を産業道路から首都高速道路湾岸線へ転換）

などの取組が、ＮＯＸの削減に大きな効果があります。 

産業道路

京浜臨海部

大師 17,836 台 

浅田 21,169 台  

 

◇ 低公害車の導入     ４５％ 

◇ エコドライブの実施※3  ２０％ 

◇ 出入り事業者への要請 

・ 低公害車の使用      ８％ 
・ エコドライブの実施  １５％ 

京浜臨海部の事業所調査※2 結果概要

 

◇大師及び浅田から流入し 

産業道路を利用した自動車  39,005 台 

◇走行実態が把握できた自動車 16,637 台

（臨海部への出入り実態） 

・主要交差点から臨海部に 
出入りした自動車  ８４％(13,915 台)

・通過した自動車   １６％( 2,722 台) 
（車種の状況） 
 ・大型車        ６１％(10,202 台)
 ・乗用車等       ３９％( 6,435 台)

 産業道路を利用する自動車の実態調査※1 結果概要
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ＮＯ２環境基準達成に向けた自動車利用の取組 

 

◆使用者としての取組 

 

１ エコドライブの実施  

  エコドライブは、ＮＯＸなど排気ガスやＣＯ２を抑制する効果、燃料代の節約効果、事故防止の効

果がある環境にやさしい運転方法です。自動車を運転する際には、業務や通勤にかかわらず、常に

エコドライブを実施するよう心がけてください。 

 

 

 

 

取 組 

○エコドライブを実施してください。エコドライブによる改善効果を把握するために、燃費目標

を設定し管理してください。                       （別冊１Ｐ参照） 

 

２ 低公害車の利用 

  地球温暖化や大気汚染の問題解決には、より環境にやさしい、低公害車の利用が効果的です。 

自動車の性能は改善され、新しい自動車はＮＯＸやＣＯ２等の排出量が少なくなっています。古い自

動車から新しい自動車に変えることで、排出量を抑制できます。 

 
取 組 

○自動車を買い替える際には、低公害車を購入してください。 

○産業道路を利用し臨海部を走行する際には、低公害車を優先的に利用してください。 

（別冊５Ｐ参照）

 

 

 

 

 

３ 混雑時間帯の回避 

道路が渋滞し自動車の速度が落ちると、ＮＯＸ等の排出量が増加するため、渋滞を発生させないこ

とが重要です。池上測定局では、特に７～８時にＮＯ２濃度が高くなっています。また、京浜臨海部

の事業所調査では、通勤時間、自社の車の出入り時間、出入り事業者の配送等時間は、概ね７～10

時と15～18時にピークがありました。 

配送等で産業道路を走行する際には、混雑時間帯を回避してください。 

 

 

 

取 組 

○７～10時と15～18時における産業道路の走行は、なるべく避けるようにしてください。 

（別冊７Ｐ参照）

 

４ 他の道路へのう回 

大気汚染が著しい産業道路を走行する車の台数を削減するために、産業道路以外の他の道路を利

用することが効果的です。特に、産業道路に比べ渋滞の少ない湾岸の道路を走行することで、環境

への負担を減らすことができます。 

 
取 組 

○産業道路を利用せずに目的地に到着できる場合は、首都高速道路湾岸線などの他の道路を利用

してください。                             （別冊８Ｐ参照） 

 

 

 



５ 公共交通機関等の利用 

公共交通機関等を利用することによりマイカーが減り、走行する車の台数の削減になります。 

特に川崎臨港警察署前（池上）、塩浜、大師河原交差点では、６～８時には臨海部方面に入る車、

17～19時には臨海部方面から出る車に、マイカー通勤と思われる乗用車が多く、渋滞の一因となっ

ています。公共交通機関や企業送迎バスなどを利用してください。 

  

 

 

取 組 

○特に池上、塩浜、大師河原交差点を通るルートでの、マイカー通勤を避けてください。 

○通勤にはバスや鉄道の公共交通機関を利用してください。 

○企業送迎バスなどを運行することで、マイカー通勤を減らしてください。 

（別冊９Ｐ参照）

 

 

 

６ 輸送の効率化 

輸送を効率化することにより商用車が減り、走行する車の台数の削減になります。 

 
取 組 

○積載率の向上など、輸送単位に係る見直しを実施してください。 

○荷主等と連携し、共同輸配送を実施するなど、輸送方法に係る見直しを実施してください。 

（別冊１１Ｐ参照） 

 

 

 

 

 

◆荷主としての取組 

 

１ 出入り事業者への要請 

出入り事業者に対し、エコドライブの実施や低公害車の利用などを要請することで、出入り事業

者による環境に配慮した自動車利用を促す効果があります。 

  

 

 

 

取 組 

○出入り事業者には、エコドライブの実施、低公害車の利用、混雑時間帯の回避、他の道路へ

のう回を実施するよう要請してください。 

○配送等の契約の際には、エコドライブの実施、低公害車の利用、混雑時間帯の回避、他の道

路へのう回を実施する旨契約書等に記載してください。 

（別冊１２Ｐ参照） 

 

 

 

＊なお、川崎市では、荷主・荷受人となる事業者から、貨物や廃棄物の運搬、購入等の際、そ

の取引先又は運送事業者に、より低公害・低燃費の車の利用やエコドライブの実施を要請し

ていただく「環境に配慮した運搬制度（エコ運搬制度）」の導入を検討しています。 

 

２ 輸送の効率化 

輸送を効率化することにより、車の台数を減らすことができます。 
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取 組 

○運送事業者等出入り事業者や周辺の事業者と協力し、共同輸配送を実施してください。 

（別冊１１Ｐ参照） 

 

 



京浜臨海部の大気環境の状況 

 

○ 二酸化窒素は、人の肺などの呼吸器に影響を与えるといわれており、人の健康の保護と生活環境 

を保全する上で維持されることが望ましい環境基準が定められています。 

○ 二酸化窒素の環境基準は、「0.06ppm以下※」と定められています。 

○ 京浜臨海部の道路沿道の大気環境は、産業道路（東京大師横浜線）の川崎区池上新田公園前測

定局（池上新田公園の南側）において代表して測定していますが、二酸化窒素の環境基準が今まで

に一度も達成したことがありません。 

○ また、県では、平成22年度になっても右下の図のように、産業道路は帯状に環境基準を超えると予

想しております（ピンク・赤・エンジの部分は環境基準を超えている所です。）。 

○ このような状況のため、京浜臨海部の大気環境を改善する新たな取組が必要となっています。 

皆様の御協力をお願いいたします。 
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H22の二酸化窒素濃度分布予測  池上新田公園前測定局付近の概況 

川崎臨港
警察署前交差点

 池上新田公園前測定局 池上新田

公園前測定局

川崎臨港

警察署前交差点

神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質
総量削減計画策定協議会専門委員会資料
（H21.2）から 

※（二酸化窒素の環境基準） 
正確には「１時間値の１日平均値が0.04ppmか
ら0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下である
こと。」と定められています。 



  

 

検索 各種お問い合わせ サイトマップ

県トップページ >  ビジネス・働く >  環境・公害（環境・研究技術） >  自動車交通環境 >  

更新年月日・2010年2月3日 

 二酸化窒素（NO2）の大気環境基準が達成されていない、川崎市臨海部の産業道路沿道における

「環境基準達成」に向けた取組みです 

川崎市臨海部の大気環境の状況 

川崎市臨海部の道路沿道の大気環境は、産業道路（東京大師横浜線）の川崎区池上新田公園前測定局（池

上新田公園の南側）において代表して測定していますが、二酸化窒素（NO2）の環境基準を今までに一度も達成

したことがありません。 

また、県では、平成22年度になっても右下の図のように、産業道路は帯状に環境基準を超えると予想しており

ます（ピンク・赤・エンジの部分は環境基準を超えている所です。）。 

  

 

１日の平均値が環境基準値（0.06ppm）を超過した日数（平成22年1月31日現在）   ２５日 

 

平成21年度の池上自動車排出ガス測定局における大気状況（速報）

※ 年間の超過日数が、測定日数の2%以内（測定日数が365日の場合は7日以内）であれば、その年度は環境基準

を達成したと評価します。

※ この結果は速報ですので、後日修正されることがあります。

※ 測定結果の詳細については、大気環境情報（川崎市公害監視センター）を参照して下さい。
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二酸化窒素環境基準達成に向けた自動車利用の取組  

県では、二酸化窒素環境基準達成のために、臨海部の事業所の方や臨海部で自動車を利用するすべての

方々に、次のような取組をしていただきたいと考えています。 

出入り事業者への要請  

輸送の効率化  

 

それぞれの取組内容を「事業者向け自動車利用ガイドライン」にまとめました。 

 

事業者向け自動車利用ガイドライン 

概要版（PDF形式:98 kB、html形式）  

全文（PDF形式:978 kB、html形式）（下記にhtml形式の分割版を掲載しています） 

はじめに  

京浜臨海部の環境改善に向けた調査結果  

二酸化窒素環境基準達成に向けた自動車利用の取組  

京浜臨海部の大気環境の状況  

別冊（PDF形式:1.5 MB、テキスト形式:13 kB）（事業所の取組事例や取組の参考情報掲載しています）  

PDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要

です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。 

自ら自動車を使用する場合の取組

エコドライブの実施  

低公害車の利用  

混雑時間帯の回避  

他の道路へのう回  

公共交通機関等の利用  

輸送の効率化  

荷主として貨物運搬を委託する場合等の取組

ガイドライン賛同事業所名簿 

賛同事業所名簿一覧   

ガイドライン賛同事業所の募集について 

募集案内  

池上測定局二酸化窒素情報システム 

産業道路の二酸化窒素情報を携帯電話等のメー

ルアドレスに配信します。 

PDF形式:282KB  

html形式  

登録方法
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神奈川県自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画 

局地汚染対策の推進  

総量削減計画では、二酸化窒素の排出濃度が高濃度な地域における対策として、局地汚染対策を重点的に

推進することとしています。 

関連リンク 

交通環境対策のページ（川崎市環境局環境対策部）  

大気汚染常時監視測定結果（神奈川県環境科学センター）  

二酸化窒素情報メール（神奈川県環境科学センタ

ー）  

このページの先頭へもどる

このページに関するご質問は、大気水質課（交通環境班）にお問い合わせください。

    ご利用にあたって プライバシーポリシー 著作権・免責事項 情報バリアフリー

神奈川県トップページ Copyright(C) -2009 Kanagawa Prefectural Government. All rights reserved.
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検索 各種お問い合わせ サイトマップ

県トップページ >  ビジネス・働く >  環境・公害（環境・研究技術） >  自動車交通環境 >  二酸化窒素環境基準 >  

更新年月日・2009年10月20日 

ガイドライン賛同事業所の募集について
 

 川崎市臨海部の二酸化窒素環境基準達成に向け、自動車利用ガイドラインにご賛同いただける事業

所を募集しています。 

 なお、ご賛同いただける場合、事業所名を同ホームページの「賛同事業所名簿一覧」に掲載いたしま

す。 

応募案内 

PDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要で

す。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。 

対象となる事業所 川崎市臨海部に所在する事業所及び産業道路（東京大師横浜線）を走行する事

業所。

申込み 下記申込先に、ファクシミリまたは様式を添付した電子メールにて申し込み下さい。

賛同書（電子メール申込用）（PDF：51kB）（Word形式）（一太郎形式)、 

（ファクシミリ申込用）（PDF：51kB）（Word形式）（一太郎形式)

申込先 神奈川県庁 環境農政部大気水質課交通環境班 

電話：０４５－２１０－４１１５（直通） 

ファクシミリ：０４５－２１０－８８４６ 

電子メールアドレス： koutukankyo.160@pref.kanagawa.jp

このページの先頭へもどる

このページに関するご質問は、大気水質課（交通環境班）にお問い合わせください。

    ご利用にあたって プライバシーポリシー 著作権・免責事項 情報バリアフリー

神奈川県トップページ Copyright(C) -2009 Kanagawa Prefectural Government. All rights reserved.
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検索 各種お問い合わせ サイトマップ

県トップページ >  ビジネス・働く >  環境・公害（環境・研究技術） >  自動車交通環境 >  二酸化窒素環境基準 >  

更新年月日・2010年3月2日 

ガイドライン賛同事業所名簿
 

 川崎市臨海部の二酸化窒素環境基準達成に向け、「事業者向け自動車利用ガイドライン」に賛同い

ただいている事業所の一覧です 

ガイドライン賛同事業所一覧 （50音順） 

旭化成ケミカルズ（株）川崎製造所 旭倉庫（株）

朝比奈興業（有） 石川運送（株）

インターテック（株） （株）エネックス 関東支店 川崎営業所

鹿島運輸（株） カポック（株）

（有）カワイチ 川崎運送（株）

川崎徳山生コンクリート（株） （有）北村興産

キャリーシステム（株） 共栄企業（株）川崎営業所

（株）協和商会 極東運輸（株）

（株）京浜運輸 （有）京浜金属工業

京浜物流（株） （株）光輝

（株）後藤田商店 コマツ物流（株）東扇島物流センター

コマツリフト（株） 山九（株）東京支店川崎物流グループ

三友プラントサービス（株） JFEジーエス（株）

JFEスチール（株）東日本製鉄所（京浜地区） 篠竹興業（株）

清水建設（株）土壌洗浄プラント事業所 ジャパンファインプロダクツ（株）川崎工場

出版配送（株） 昭和炭酸（株）川崎工場

新日本石油精製（株）川崎製造所 新日本理化（株）川崎工場

鈴与カーゴネット東京（株） 大黒運輸（株）

（株）大三 大進石油輸送（株）

（株）太平興業舎 ティーエルロジコム（株）

帝国商運（株） 東芝プラントシステム（株）浜川崎事業所

東洋メビウス（株）京浜支店 トラスコ中山（株）プラネット東京

トランスネット（株） 日油（株）川崎事業所
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日通商事（株）扇島SLセンター （財）日本食肉流通センター

日本合成アルコール（株）川崎工場 日本チルド物流（株）

日本乳化剤（株）川崎工場 （有）根本造船所

早来工営（株） 光産業（株）

平野重機（株） （株）福井

福岡運輸（株）東京支店 （株）フレックス

松田産業（株） マツダ流通（株）川崎営業所

（株）丸運 京浜統括支店 （株）丸運 東扇島物流センター

（株）マルストランスポーテーション マルハミートアンドデリカ（株）東扇島物流センター

丸泉興業（株） 三菱重工交通機器エンジニアリング（株）

村越建設（株）神奈川支店 （株）ロジス・ワークス

このページの先頭へもどる

このページに関するご質問は、大気水質課（交通環境班）にお問い合わせください。

    ご利用にあたって プライバシーポリシー 著作権・免責事項 情報バリアフリー

神奈川県トップページ Copyright(C) -2009 Kanagawa Prefectural Government. All rights reserved.
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産業道路（東京大師横浜線）の二酸化窒素情報を 

携帯電話等のメールアドレスに配信します 

～池上測定局二酸化窒素情報システム 運用開始～ 

         

 神奈川県の大気環境の現状 
 

◇ディーゼル車の運行規制などへのご協力により、神奈川県下の大気環境は大きく改善され、

浮遊粒子状物質は平成19、20年度に全ての測定局で環境基準を達成しました。 
 

◇二酸化窒素についても、県内全域においてかなり改善が進んでいます。しかしながら、池上

新田公園前測定局（池上測定局）のある産業道路（東京大師横浜線）沿道など一部の地域で

は、依然として環境基準を超過している状況が続いています。 
 

 二酸化窒素環境基準達成のために ～高濃度情報配信の開始～ 
 

◇池上測定局の二酸化窒素環境基準達成のためには、臨海部の事業所の方や臨海部で自動車を

利用する方々に、エコドライブの実施、マイカー通勤の自粛等、環境に配慮した自動車利用

の取組※について協力していただくことが必要です。 
  

※具体的な取組は「川崎市臨海部の二酸化窒素環境基準達成に向けて～事業者向け自動車利用ガイドライン～」を

ご覧ください。http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/car/07kyokuti.html 
 

◇そこで、県では、皆様にこれらの取組を効果的に進めていただくため、池上測定局の二酸化

窒素が高濃度になった時に、携帯電話等にその情報を配信するシステムの運用を始めます。 
 

 二酸化窒素の高濃度情報を受信した時は 
  

◇不要不急の自動車利用を避けてください。 
 

◇自動車を利用する場合は、 

☆エコドライブで運転してください。 

☆低公害車を利用してください。 

☆う回できる場合は、産業道路以外の道路を 

利用してください。 

資料10

池上測定局 
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 システムの概要 
 
◇平成２１年１２月２４日（木）より運用開始です。 
 
◇予め、配信を受けるメールアドレスを登録していただきます。 
 

◇池上測定局の二酸化窒素濃度が高濃度になると、登録アドレスにメールにより情報が配信さ

れます。 
 

 システムへの登録方法 
 

＜携帯電話の場合＞ 
 

①次のホームページにアクセスしてください 

[http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/i/]＞[メールサービス]＞[二酸化窒素情報メール] 

②[登録]を選択するとメール作成画面が起動します。そのままメールを送信してください。 

③完了メール（表題: subscribe message）が届いたら登録完了です。 

 
 
＜パソコンの場合＞ 
 

①次のホームページにアクセスしてください 

[http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/haturei/tourokuhouhou.htm] 

②[二酸化窒素情報メール]の内容に従ってメールを送信してください。 

  宛先 imailsrv@k-erc.pref.kanagawa.jp 

表題 なし 

本文 subscribe no2-1 00 

③完了メール（表題: subscribe message）が届いたら登録完了です。 

測定局 

携帯電話やパソコン 

県環境科学センター

二酸化窒素濃度 

高濃度情報を配信 

ＮＯ２

 

問い合わせは 

  神奈川県環境農政部大気水質課交通環境班 

  〒231-8588 横浜市中区日本大通1 

    電話：045-210-4115(直通)/ＦＡＸ：045-210-8846
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エコ運搬制度とは、荷主や荷受人※が主体となって

製品や貨物の出荷、原材料の購入、廃棄物の運搬などの際

運送事業者や取引先事業者に対し

環境に配慮した運搬＝「エコ運搬」の実施を

書面等で要請する制度です。

平成22年4月

荷主・荷受人から環境に配慮した運搬を推進する

平成22年4月

荷主・荷受人から環境に配慮した運搬を推進する

「エコ運搬制度」がスタート「エコ運搬制度」がスタート

エコ運搬制度の導入について

Seizou
製造業

Souko
倉庫業

Haikibutusyori

ECO

廃棄物処理業

倉

※この制度では、「荷主」は貨物等を搬出する事業者、「荷受人」は貨物等を搬入する事業者をいいます。そのため、
　倉庫業者なども入庫の際は「荷受人」、出庫の際は「荷主」とします。（荷主=貨物等の所有者とは限りません。）

！
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自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に定める排出ガス基準に適合しない自動車（「不適合車」）は、環境への負

荷が高いため、川崎市内への流入の抑制が必要です。

基準に適合している自動車（「適合車」）は、車検証の「備考」欄により確認できるほか、各種

ステッカーにより判別することができます。

■ エコドライブの実施及びエコドライブを行う旨の表示
■ 自動車NOx・PM法の車種規制不適合車の不使用
■ 低公害・低燃費車の積極的な使用

環境に配慮した運搬＝「エコ運搬」とは？
エコ運搬とは、運搬の際に次の３項目を実施することをいいます。エコ運搬とは、運搬の際に次の３項目を実施することをいいます。

適合車ステッカー
環境省・国土交通省ステッカー環境省・国土交通省ステッカー 東京都ステッカー東京都ステッカー 大阪府ステッカー大阪府ステッカー

川崎市内発着の運搬に、所有している車両の中から、より低公害・低燃費な自動車を選択して

使用することにより、市内を走行する自動車からの環境への負荷を一層減らすことができます。

低公害・低燃費車は、八都県市指定低公害車ステッカーなどにより判別することができます。

平成21年基準

平成17年基準

エ

参 考

八都県市指定低公害車ステッカー参 考

コ 運 搬 と は

エコドライブの実施及びエコドライブを行う旨の表示ECO

自動車NO x・PM法の車種規制不適合車の不使用ECO

低公害・低燃費車の積極的な使用ECO

エコドライブとは、やさしい発進を心がけたり、無駄なアイドリングを止める等、「環境に配慮した

自動車の使用」をすることです。

また、「エコドライブを行う旨の表示」は、使用する車両へのエコドライ

ブステッカーの貼付などにより実施します。ステッカーは、各自治体のも

のや協会・団体のもの、自社で作成したものなど、種類は問いません。 
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荷主・荷受人となる事業者の取組むべきこと  
川崎市内の荷主又は荷受人は、次のとおり要請するよう努めなければなりません。

また、貨物等の運搬に伴う環境負荷が特に大きいと考えられる「指定荷主」又は「指定荷受人」

（次ページ参照）は、要請が義務付けられています。

荷主となる事業者の取組

荷主は、貨物等を自己の事業所等から、以下の者に運搬させようとするときは、その者に対し、
エコ運搬の実施を書面等にて要請してください。

●  荷主が委託した貨物運送事業者等　　●  その貨物等の荷受人

下の図の　　　   で示した要請を実施してください。下の図の　　　   で示した要請を実施してください。

例１：販売した製品の出荷など、貨物等を自己の事業所等から、
自らが委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合

例１：販売した製品の出荷など、貨物等を自己の事業所等から、
自らが委託した貨物運送事業者等に運搬させる場合

 

エコ運搬を
実施

運搬委託運搬委託

市内外の
事業所
市内外の
事業所

事業所事業所市内事業者市内事業者

（株）○○
川崎 事業所
（株）○○
川崎 事業所

運送事業者運送事業者

エコ運搬の
実施要請
エコ運搬の
実施要請

エコ運搬の
実施要請
エコ運搬の
実施要請

製品等の販売等の際、エコ運搬の実施を要請製品等の販売等の際、エコ運搬の実施を要請
エコ運搬を実施

エコ運搬を実施

例１：製品の購入、保管する貨物の受入などの際、その貨物
等を自己の事業所等に、自らが委託した貨物運送事業
者等に運搬させる場合

例１：製品の購入、保管する貨物の受入などの際、その貨物
等を自己の事業所等に、自らが委託した貨物運送事業
者等に運搬させる場合

例２：製品の購入、廃棄物の受入、保管する貨物の受入などの際、
　その貨物等を自己の事業所等に、その貨物等の荷主  
　（または荷主が委託した運送事業者）に運搬させる場合

荷受人となる事業者の取組

市内外の
事業所
市内外の
事業所 市内外の

事業所
市内外の
事業所

市内事業者市内事業者

（株）○○
川崎 事業所
（株）○○
川崎 事業所

運送事業者運送事業者

ECO

荷受人は、貨物等を自己の事業所等に、以下の者に運搬させようとするときは、その者に対し、
エコ運搬の実施を書面等にて要請してください。

●  荷受人が委託した貨物運送事業者等　　●  その貨物等の荷主

エコ運搬の
実施要請
エコ運搬の
実施要請

運搬委託運搬委託

エコ運搬の
実施要請
エコ運搬の
実施要請

製品購入、廃棄物や保管貨物の受入等の際、
エコ運搬の実施を要請

製品購入、廃棄物や保管貨物の受入等の際、
エコ運搬の実施を要請

エコ運搬を実施

エコ運搬を
実施エコ運搬を実施

下の図の　　　   で示した要請を実施してください。下の図の　　　   で示した要請を実施してください。
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■■  敷地面積が10,000平方メートル以上の事業所（製造業を行う事業所に限る。）を市内に設置する事業者

■  倉庫業法の登録を受けた倉庫業者のうち、次のいずれかの事業所を市内に設置する事業者

　・所管する倉庫の有効面積の合計が30,000平方メートル以上である事業所

　・所管する倉庫の有効容積の合計が30,000立方メートル以上である事業所

■  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処分業者、産業廃棄物処分業者、特別

管理産業廃棄物処分業者のうち、１日当たり300トン以上又は300立方メートル以上の廃棄物の処

分を行うことができる施設（処分の方法ごとの処理工程において、複数の施設を一体的に用いることによ

り当該処分を行う場合にあっては、それらの施設から構成される施設一式）を市内に設置する事業者

指定荷主・指定荷受人
貨物等の運搬に伴う環境負荷が特に大きいと考えられる荷主又は荷受人で、
次に該当する事業者を「指定荷主」又は「指定荷受人」として定めました。

指 定 荷 主 指 定 荷 受 人・・

指定荷主又は指定荷受人に該当する事業者は、次のことが義務付けられました。

（１） エコ運搬の実施に関する要請 

運搬にかかわる事業者（委託する運送事業者又は取引先事業者）に対し、エコ運搬の実施を

書面等にて要請しなければなりません（前ページ参照）。

（２） 要請書面の保存 

上記（1）で要請したエコ運搬の実施に関する要請書面等の写しを、要請した日から起算して

３年間保存しなければなりません。

（３） 要請の実施状況の報告 

上記（1）の要請の実施状況について、年に１回、所定の様式を用いて市に報告しなければなりません。 

エコ運搬制度は、川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例第99条～第99条の3に規定されています。

詳しくは交通環境対策課のホームページを御覧ください。

指 定 荷 主 指 定 荷 受 人 の 義 務・・

川崎市 環境局環境対策部交通環境対策課 
電　話　０４４-２００-２５４１
交通環境対策課のホームページ
http://www.city.kawasaki.jp/30/30zidou/home/zidou.htm

問い合わせ先
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検索 各種お問い合わせ サイトマップ

県トップページ >  ビジネス・働く >  環境・公害（環境・研究技術） >  自動車交通環境 >  総量削減計画 >  

関係機関の対策
 

事業の進捗状況 

二酸化窒素の排出濃度が高濃度な地域における対策（局地汚染対策）として、神奈川県自動車NOx・PM総量

削減計画策定協議会関係機関が実施する事業の進捗状況等は次のとおりです。 

二酸化窒素の環境基準を一度も達成していない２ヶ所の測定局で、二酸化窒素濃度分布予測などにより、次

のとおりとしています。 

1. 川崎市川崎区池上新田公園前測定局付近（川崎区池上町1-3付近）を中心とした産業道路沿道（以下「池

上」という。）  

2. 川崎市幸区遠藤町交差点測定局付近（幸区遠藤町5付近、以下「遠藤町」という。）  

対策は次のとおり分類しています。 

短期的な対策 

概ね平成22年度までに対策が開始されるもの、または、効果が比較的短期間で見込める対策 

中長期的な対策 

概ね平成23年度以降に対策が開始される（見込みである）もの、または、効果が短期間で見込めない対策 

対策は、対象地域において、自動車排ガスや交通量の削減または交通流の改善の効果が期待されるもので

す。 

更新年月日・2010年2月3日 

池上の対策 

対象地域

対策の種類

対策の効果

短期的な対策

事業名（対策名） 事業（対策）の内容 実施機関 進捗状況 今後の計画

川崎市臨海部事業者

向けガイドラインによ

る取組の要請

川崎市臨海部事業所を個別に訪問し、

事業者向け自動車利用ガイドライン（ガ

イドライン）により、エコドライブ実施等の

取組を要請する。また、ガイドラインの取

組に賛同する事業所を募集し、取組事

例や事業所名をホームページに公開す

る。

神奈川県 実施中 継続予定

エコドライブ推進協議

会による各種支援の

拡充

「かながわエコドライブ推進協議会」や

「かわさきエコドライブ推進協議会」での

エコドライブ講習会や運行管理者向け

神奈川県 実施中 推進協議会の開催、

講習会の実施等
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講習会等を拡充するとともに、荷主企業

関連団体との連携も図り、荷主企業の

エコドライブの意識を高める。

川崎市

川崎縦貫道路の整備 産業道路に接続する国道409号と高速

川崎縦貫線を整備する。

川崎国道事務

所

実施中 継続予定

首都高速道路

株式会社

実施中 平成22年度に大師ま

で開通予定

違法駐車の取締り強

化

臨海部の違法駐車の取締りを強化す

る。

神奈川県警 実施中 継続予定

総量削減計画（局地

汚染対策）の進捗状

況の把握と関係機関

の連携強化

局地汚染対策に係る事業調査を実施

し、対策の具体化や進捗状況等の確認

により、関係機関の連携強化や対策の

推進を図るとともに、対策の進捗状況等

をホームページに公開する。

神奈川県 実施中 継続予定

池上測定局二酸化窒

素情報システムの運

用

池上測定局で二酸化窒素が高濃度とな

った場合、川崎市臨海部事業者等にメ

ールにより情報提供し、不要不急の自

動車利用の自粛等を促す。

神奈川県 実施中 臨海部事業者等への

周知

環境ロードプライシン

グの拡充の要請

産業道路や首都高速横羽線を走行する

大型車の首都高速湾岸線への転換を

促進させる、首都高速湾岸線や高速川

崎縦貫線の環境ロードプライシング等を

拡充するよう、国や首都高速道路株式

会社に要請する。

神奈川県 実施中 継続実施

川崎市

環境に配慮した運搬

制度（エコ運搬制度）

の導入

川崎市内事業者（荷主、荷受人）が、貨

物や廃棄物の運搬や購入などの際、エ

コドライブの実施や低公害・低燃費車等

の積極的な使用など環境に配慮した運

搬を書面にて要請する制度を導入す

る。

川崎市 実施予定 事業者説明会の開

催、改正条例施行、

制度の周知徹底

川崎市京浜臨海部の

バスの増便等

バス路線やダイヤの見直しなどにより公

共交通機関の利便性向上を図る。

川崎市 検討中 臨海部方面路線のダ

イヤ改正や、アクセス

向上に向けた路線見

直しの検討

産業道路から他の道

路への効果的な迂回

情報等の表示

池上交差点の二酸化窒素が高濃度とな

った場合、産業道路から他の道路への

効果的な迂回情報等を表示する。

神奈川県 検討中 効果的な迂回情報表

示等の検討
横浜国道事務

所

川崎市

神奈川県警

産業道路エコドライブ

街道化の普及啓発

産業道路を走行する車両に対して、エコ

ドライブの実施やエコドライブ街道にす

るメッセージ等を発信して、産業道路で

のエコドライブ運転を促す。

神奈川県 検討中 効果的なメッセージ表

示等の検討

川崎市
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更新年月日・2010年2月3日 

遠藤町の対策 

池上（川崎臨港警察

署前）交差点の交通

流の円滑化

池上交差点の交通の円滑化を図るた

め、交通流対策を実施する。

神奈川県警 検討中 交通流を改善する対

策の検討
川崎市

中長期的な対策

事業名（対策名） 実施機関

京急大師線の連続立体交差化（東門前駅～小島新田駅間） 川崎市

国道357号線の整備 横浜国道事務所

川崎国道事務所

臨海部幹線道路（殿町夜光線延伸）の整備 川崎市

臨海部交通アクセス円滑化の促進 川崎市

公共交通の移動円滑化の促進 川崎市

短期的な対策

事業名（対策名） 事業（対策）の内容 実施機関 進捗状況 今後の計画

エコドライブ推進協議

会による各種支援の

拡充

「かながわエコドライブ推進協議会」や

「かわさきエコドライブ推進協議会」での

エコドライブ講習会や運行管理者向け

講習会等を拡充するとともに、荷主企業

関連団体との連携も図り、荷主企業の

エコドライブの意識を高める。

神奈川県 実施中 推進協議会の開催、

講習会の実施等

川崎市

総量削減計画（局地

汚染対策）の進捗状

況の把握と関係機関

の連携強化

局地汚染対策に係る事業調査を実施

し、対策の具体化や進捗状況等の確認

により、関係機関の連携強化や対策の

推進を図るとともに、対策の進捗状況等

をホームページに公開する。

神奈川県 実施中 継続予定

環境に配慮した運搬

制度（エコ運搬制度）

の導入

川崎市内事業者（荷主、荷受人）が、貨

物や廃棄物の運搬や購入などの際、エ

コドライブの実施や低公害・低燃費車等

の積極的な使用など環境に配慮した運

搬を書面にて要請する制度を導入す

る。

川崎市 実施予定 事業者説明会の開

催、改正条例施行、

制度の周知徹底

遠藤町交差点の交通

流の円滑化

遠藤町交差点の交通の円滑化を図るた

め、交通流対策を実施する。

神奈川県 検討中 交通流を改善する対

策の検討
神奈川県警

横浜国道事務

所

川崎市
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関連情報 

川崎市臨海部の二酸化窒素環境基準達成に向けて  

池上測定局二酸化窒素情報システム  

中長期的な対策

事業名（対策名） 実施機関

国道1号線沿道環境整備事業（川崎1号環境整備） 横浜国道事務所

このページに関するご質問は、大気水質課（交通環境班）にお問い合わせください。

    ご利用にあたって プライバシーポリシー 著作権・免責事項 情報バリアフリー

神奈川県トップページ Copyright(C) -2008 Kanagawa Prefectural Government. All rights reserved.
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