
総量削減計画策定に係る法体系 

 

 

◇新車登録時の検査で規制 ◇対象：車検対象の全車両 【単体規制】  

自動車NOx・PM法に基づき、 対策地域における削減計画を策定 ◇環境基準を達成するための自動車排出ガスの量 ◇計画達成の期間 ◇計画達成の方途 ※【総量削減計画策定協議会】の意見を聴くとともに、環境大臣に協議のうえ策定 

環境保全の基本理念・施策の基本事項を規定 ◇大気環境基準（第16条）  ・二酸化窒素（NO2）  ・浮遊粒子状物質（SPM） 
自動車NOx・PM法 

総量削減基本方針：国が策定 

大気汚染防止に係る規制や監視等を規定 ◇自動車排出ガスの許容限度（第19条） ◇大気汚染状況の常時監視（第20条、第22条）  一般環境大気測定局：県内61局  自動車排出ガス測定局：県内31局  

環境基本法 
大気汚染防止法 

自動車排出ガスによる大気汚染が著しく大気汚染防止法等の規制では環境基準の達成が困難な特定の地域（対策地域）における措置等を規定 ◇対策地域の指定（第6条、第8条） ◇総量削減基本方針の策定（第6条、第8条） ◇総量削減計画の策定（第7条、第9条） ◇自動車排出ガス基準（第12条） ◇自動車使用管理計画・実績報告（第33条、第34条） 自動車NOx・PM法に基づき、総量削減の基本方針を規定 ◇総量削減に関する目標  平成27年度までに測定局において環境基準達成  平成32年度までに地域において環境基準を確保 ◇総量削減の施策に関する基本的事項 総量削減計画：知事が策定 生活環境の保全等に関する条例 ◇排出基準を満たさないディーゼル車の運行制限 ◇対象：軽油を燃料とする貨物車・バス 【運行規制】 

道路運送車両法 
道路運送車両法 ◇車検更新時に規制 ◇対象：貨物自動車・バス・軽油を燃料とする乗用車 【車種規制】 
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自動車NOx・PM法に基づく対策地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ：対策地域   ■対策地域 （18市7町の一部） 横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市（旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く区域）、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町  ■対策地域外 （9市町村の一部） 相模原市の一部（旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町）、南足柄市、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村  
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(注 1)「自動車ＮＯ x・ＰＭ法」に定める対策地域（18市８町）

横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、相模原市、三浦市、
秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井
町、大井町、愛川町及び城山町

(注 2)浮遊粒子状物質

大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μｍ以下のものをいう。

(注 3)環境基準

環境基本法第 16 条に基づく、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

が望ましい基準

二酸化窒素については、「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」、浮遊粒子状物質については、「１時間値の１日平均値が 0.10mg/m３であり、

かつ、１時間値が 0.20mg/m３以下であること」とされている。
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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

１ 計画策定の趣旨

県では、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関す

る特別措置法」（以下「自動車ＮＯｘ法」という。）に基づき、平成５年 11 月に策定
した「神奈川県自動車排出窒素酸化物総量削減計画」により自動車排出ガス対策を推

進してきましたが、「平成 12 年度までに二酸化窒素に係る環境基準を概ね確保する」
という計画の目標を達成することができませんでした。

また、浮遊粒子状物質についても、県内では依然として多くの測定局で環境基準を

達成しておらず、早期の対応が必要な状況にあります。

そこで、「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」（平成13年６月、「自動車ＮＯx法」を一部改正した

法律。以下「自動車ＮＯx・ＰＭ法」という。）に定める対策地域（18市８町）
(注 1)
を

含め県内全域において、窒素酸化物と粒子状物質の総量を削減する各種の対策を、国、

県、市町村、事業者及び県民の緊密な協力の下で総合的かつ計画的に推進していくた

め、同法の規定に基づき、「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」（以下「総量削減計画」という。）を策定します。

２ 大気汚染の状況

(1) 環境中の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質(注 2)
の濃度

【二酸化窒素】

平成 13年度の環境基準(注 3)適合状況は大気汚染常時監視測定局 87局中の 65局（74.7
％）で適合しており、約４分の１の 22 局が依然として不適合となっています。（図１
参照）

【浮遊粒子状物質】

平成 13年度の環境基準適合状況は大気汚染常時監視測定局 87局中の 41局（47.1％）
で適合しており、過半数の 46 局が依然として不適合となっています。（図２参照）



(注 4)特種自動車、特殊自動車

特種自動車とは、いわゆる改造車に相当するもので、ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄが８ﾅﾝﾊﾞｰの車が相当する。特

殊自動車とは、本来建設機械等である車で、９、０ﾅﾝﾊﾞｰの車が相当する。
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(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量
【窒素酸化物】

平成９年度の窒素酸化物排出量は 80,700 トンです。このうち自動車からの排出
量は 23,400 トン（29 ％）と約３割を占めており、車種別内訳では、ディーゼル車
が中心の貨物自動車、バス及び特種自動車（特殊自動車を含む。）

(注 4)
からの排出量

が、自動車からの排出量のうちの 85％となっています。
また、工場・事業場からの排出量は 29,300トン（36％）となっています。
（図３、４参照）

二酸化窒素に係る環境基準適合状況
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図１

（大気汚染常時監視測定結果より）

図２

（大気汚染常時監視測定結果より）
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窒素酸化物排出量車種別内訳（Ｈ９）
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軽
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1100トン

16630トン
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（県環境農政部作成）

（総排出量：23,400トン）

【粒子状物質】

平成９年度の粒子状物質の排出量は8,300トンです。このうち自動車からの排出

量は2,960トン（36％）と３分の１以上を占めており、車種別内訳では、ディーゼ

ル車が中心の貨物自動車、バス及び特種（殊）自動車からの排出量が、自動車から

の排出量の94％となっています。

また、工場・事業場からの排出量は3,430トン（42％）となっています。（図５、

６参照）

窒素酸化物排出量内訳（H9)
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図５

図３
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粒子状物質排出量車種別内訳（Ｈ９）
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（県環境農政部作成）

（総排出量：2,960トン）

旅客輸送手段構成の推移
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以上のように、窒素酸化物及び粒子状物質の排出源として自動車、特にディーゼル車に

よる影響が大きく、実効性の高い削減策が必要となっています。

３ 交通の状況

(1) 人と物の動き
ア 人の動き

人の動きは、昭和 63 年から平成 10 年にかけて、10 年間で約５％増加しました
が、このうち県内地域間では約４％の増加であったのに対し、県外とでは約 13 ％
増加するなど広域化しています。

将来的には、人の動きは平成 21年にピークを迎え、平成５年と比べて 16年間で
約７％増加し、その後減少期を迎えると見込まれています。

また、旅客輸送の手段としては、乗用車の割合が年々増加しており、昭和 60 年
度以前には 30％台であったものが、平成 11年度には 44.3％まで増加しています。
（図７参照）

イ 物の動き

貨物輸送は、昭和 57年から平成６年にかけて、重量では約 31％減少しているもの
の件数では約 7％増加しています。
将来的には、平成 22年には平成６年と比べて 16年間で約４％程度の増加（重量ベ

ース）が見込まれています。

また、輸送の手段としては、自動車の割合が 80％以上を占めています。（図８参照）

図６

図７

（数字で見る関東の運輸の動き2002より）



(注 5)自動車検査協力会

昭和 42年 6月に設立された財団法人。自動車に関する統計の作成等を行っている。

(注 6)台ｋｍ/日

自動車走行量の単位。１日当たりの自動車の走行距離の総和を示す。
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(2) 自動車交通の状況
ア 自動車保有車両数の状況

自動車保有車両数は、平成 13年度末で約 308万台（全国第３位）となっており、
平成５年度以降増加傾向が続いています。

また、車種別では、乗用車、特種（殊）自動車が増加している一方、貨物自動車

は減少しています。（図９参照）

(注 5)

イ 自動車走行量

自動車走行量は、平成２年度の約 6,195万台ｋｍ/日(注 6)から平成９年度の約 6,682
万台ｋｍ/日と約 8％増加しています。（図 10参照）
将来的には､人や物の動きの増加に伴い､平成９年度と比べて､平成 17 年度には
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図８

（数字で見る関東の運輸の動き2002より）

図９

（自動車検査協力会
（注５）

資料より）



(注 7)八都県市指定低公害車

自動車公害対策の一環として平成８年３月に七都県市（当時）が制定した「八都県市低公害車指

定制度」に基づく低公害車。窒素酸化物等の排出量が少ない低公害な自動車を指定し、八都県市が

率先して公用車に導入していくとともに、低公害な自動車の導入を一般に広く推奨することを目的

としている。
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八都県市指定低公害車普及台数
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約 12 ％増加し約 7,455万台ｋｍ/日､平成 22年度には約 19％増加し約 7,939万台ｋ
ｍ/日になると推計しています。

ウ 低公害車の導入状況

八都県市指定低公害車
(注 7)
は平成９年度末に約 12.6万台であったものが、平成 12

年度末には約 58.7万台へと飛躍的に普及しています。
（図 11参照）

図10

（県環境農政部作成）

図 1 1

（八都県市調べ）



(注 8)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

- 7 -

４ 計画の目標等

(1) 計画の対象地域

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に定める対策地域（18 市８町）を含む県内全域としま
す。

(2) 目標
ア 二酸化窒素

平成 22年度までに環境基準達成局率を 100％とします。

イ 浮遊粒子状物質

平成 22年度までに環境基準達成局率を 100％とするように努めます。

(3) 目標達成に必要な削減量
ア 窒素酸化物

窒素酸化物の全排出量を平成９年度の 80,700トンから、平成１７年度に 66,100ト
ン、平成２２年度に 61,200 トンまで削減することを目途とし、自動車単体規制(注 8)

など排出ガス抑制のための直接的な施策により､自動車から排出される窒素酸化物

を平成 17 年度までに 7,100 トン、また、平成 22 年度までにさらに 5,100 トン削減
することで環境基準を概ね達成し、あわせて自動車交通需要の調整・低減や交通流

体策の推進等の排出ガス抑制のための間接的な施策及び局地汚染対策並びに自動車

対策以外の固定発生源対策を実施することにより、県内全域での環境基準の達成を

図ります。（表１、図 12参照）

表１ 窒素酸化物の排出量推計

平成９年度 平成１７年度 平成２２年度

（基準年度） (中間点検年度) （目標年度）

窒素酸化物全排出量（単位：トン） ８０，７００ ６６，１００ ６１，２００

（７７，０００）（６３，８００）（５９，５００）

自動車 ２３，４００ １６，３００ １１，２００

（２１，１００）（１５，０００）（１０，４００）

その他（工場・事業場、家庭、船舶等） ５７，３００ ４９，８００ ５０，０００

（５５，９００）（４８，８００）（４９，１００）

※ 括弧内は自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の数値
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自動車排出窒素酸化物の排出量推計
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イ 粒子状物質

粒子状物質の全排出量を平成９年度の 8,300トンから、平成１７年度に 5,800トン、
平成２２年度に 5,350 トンまで削減することを目途とし、自動車単体規制など排出
ガス抑制のための直接的な施策により､自動車から排出される粒子状物質を平成 17
年度までに 1,980 トン、また、平成 22 年度までにさらに 470 トン削減することで
環境基準を概ね達成し、あわせて自動車交通需要の調整・低減や交通流体策の推進

等の排出ガス抑制のための間接的な施策及び局地汚染対策並びに自動車対策以外の

固定発生源対策を実施することにより、県内全域での環境基準の達成に努めます。

（表２、図 13参照）

表２ 粒子状物質の排出量推計

平成９年度 平成１７年度 平成２２年度

（基準年度） （中間点検年度） （目標年度）

粒子状物質全排出量（単位：トン） ８，３００ ５，８００ ５，３５０

（７，７３０） （５，５００） （５，１００）

自動車 ２，９６０ ９８０ ５１０

（２，６００） （８９０） （４６０）

その他（工場・事業場、家庭、船舶等） ５，３４０ ４，８２０ ４，８４０

（５，１３０） （４，６１０） （４，６４０）

２次生成粒子を含む粒子状物質全排出量 ２３，７８０ ２０，２４０ １９，８７０

（単位：トン） （２２，７７０） （１９，５３０） （１９，２２０）

※ 括弧内は自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の数値

図12
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自動車排出粒子状物質の排出量推計
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図13



(注 9)新短期規制

中央環境審議会の第３次答申に基づき設定され、平成 14年 10月から施行された大気汚染防止法

に基づく排出ガス規制

(注 10)新長期目標

平成 17年から施行される大気汚染防止法に基づく排出ガス規制
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５ 計画達成の方途

(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、法令規制を始めとする次の施策を

実施します。

ア 自動車単体規制の強化等

平成 14 年度から 16 年度にかけて、ディーゼル車に対する新短期規制(注 9)を順次

開始するほか、中央環境審議会の第５次答申にあるディーゼル新長期目標(注 10)の早

期導入による自動車排出ガス規制の強化等を図ります。

また、適正な自動車管理のための点検・整備に係る指導、取締り等を実施します。

(ｱ) 自動車排出ガス規制の強化等

平成１０年の中央環境審議会第３次答申に示されたディーゼル車の排出ガス規

制の新短期目標値、平成１４年４月の中央環境審議会第５次答申に示されたディ

ーゼル車の排出ガス規制の新長期目標値に従い、大気汚染防止法に定める自動車

排出ガスの許容限度については平成１５年３月に改正しました。今後、道路運送

車両法に定める道路運送車両の保安基準等を改正し、新車及び継続生産車に対す

る排出ガス規制を強化します。（国）

実施時期：平成１４年（新短期目標）、平成１７年（新長期目標）

(ｲ) 適正な自動車管理

○ 点検整備の実施等の徹底（国）

毎年１０月を重点期間とした「点検整備推進運動」を実施するとともに、随

時、「マイカー点検教室」を開催して点検整備の確実な実施について普及啓発

を行います。

○ 街頭検査・指導取締りの実施（国、警察本部）

定期的に街頭検査を実施し、過積載車両、整備不良車両、不正改造車両を排

除します。

○ 自動車整備業者への排ガス浄化装置の点検等の義務づけ（県、横浜市、川崎

市）

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。）において、

自動車整備業者に、自動車を点検する際に、自動車の排ガス浄化装置を点検し、

点検結果の説明と装置の適切な維持管理についての助言に努めるよう義務づけ



(注 11)車種規制

自動車ＮＯ x・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、

特別の排出基準に適合しない車両の使用を制限する規制
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ることにより、自動車の排出ガス性状の維持・向上を図ります。

施行時期：平成１５年４月

○ 公用車の削減・使用抑制（国、県、市町村）

公用車の台数削減、ダウンサイジング、使用抑制を行います。

イ 車種規制(注 11)の実施

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく車種規制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います。

(ｱ) 車種規制の適正かつ確実な実施

車種規制の実施により排ガス性能のより高い新型車両への代替を図ります。

（国）

施行時期：平成１４年１０月（新車）、平成１５年１０月（使用過程車）

(ｲ) 新車代替に対する支援措置

規制適合車への早期転換を促進するための支援を行います。（国、県）

ウ 運行規制等の実施

条例に基づき、ディーゼル車のうち貨物自動車、バス等について、平成 15 年 10
月から、粒子状物質の排出基準に適合しない車両の県内の運行を禁止します。

また、運行規制に適合させるために事業者が行うＤＰＦ等粒子状物質減少装置の

装着あるいは規制適合車への代替に対する支援を行います。

さらに、条例に基づいて、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・販売を禁止するとともに、低硫黄軽油やクリーン軽油の普及促進等、燃料の品

質対策を行います。

(ｱ) 運行規制の適正かつ確実な実施

条例に基づき、粒子状物質の排出基準に適合しないディーゼル車（乗用車、乗

用車ベースの車、特殊車を除く）の県内での運行を禁止することにより、新型車

両への代替や粒子状物質減少装置の装着を促進し、粒子状物質排出量の削減を図

ります。また、規制を行うに当たって、県内事業所や路上において指導・取締り

を実施していきます。（県、横浜市、川崎市）

施行時期：１５年１０月
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(ｲ) 八都県市粒子状物質減少装置指定制度

東京都、埼玉県、千葉県とほぼ同様の運行規制を行うことから、横浜市、川崎

市、千葉市、さいたま市を含めた八都県市で共同の取り組みを進めており、ＤＰ

Ｆ等の粒子状物質減少装置についても共同で指定する制度を発足させ、装置の普

及等に取り組んでいます。（県、横浜市、川崎市）

(ｳ) ＤＰＦ等装着に対する支援措置

運行規制によって県内での運行が禁止される車に粒子状物質減少装置を装着

する場合に、その費用の一部を補助します。（国、県、横浜市、川崎市、県ト

ラック協会）

【県、横浜市、川崎市】

実施期間：平成１４年～平成１８年

予定台数：約９，０００台

【国】

国土交通省：自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内を走行するトラック等を

保有する者に対し県等の補助との協調補助を行います。

環境省：自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域内の地方自治体の車両に対し補

助を行います。

【県トラック協会】

事業用トラック（神奈川県内ナンバー）を使用している協会の会員に対

し、県等の補助に協調して補助を行います。

(ｴ) 規制適合車への代替に対する融資

運行規制によって県内での運行が禁止される車を新車に買い替えるための融資

（県が認定したもの）に対し、利子補給及び信用保証料の補助を行います。（県、

横浜市、川崎市）

実施期間：平成１４年～平成１８年

予定台数：約２５，０００台

(ｵ) 燃料の品質対策

ａ 燃料規制

条例で、重油又は重油混和燃料の自動車の燃料としての使用及び販売を禁

止し、指導・取締りを実施していきます。（県）

施行時期：平成１５年４月

ｂ クリーン軽油の普及

市バスなどに黒煙・粒子状物質排出量を約３割低減できるクリーン軽油を

導入しました。

また、運輸業としてディーゼル車を使用する市内事業者がクリーン軽油を
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使用する場合、通常軽油との差額の３分の２を助成します。（川崎市）

実施時期：平成１３年１月～

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

討や低公害車の公用車への率先導入を図るとともに、低公害車の導入や燃料供給施

設の整備拡充に対する支援を行います。

また、自動車メーカーに対しては、低公害車の開発促進を求めます。

(ｱ) 低公害車の導入義務づけ

県・市条例により一定規模以上の事業者に対して一定割合以上の低公害車の

導入を義務づけることにより低公害車の普及を促進します。（県（川崎市）、

横浜市）

導入期限：平成１８年３月

(ｲ) 普及促進のための体制整備

ａ 八都県市低公害車指定制度の活用等

○ 八都県市低公害車指定制度（県、横浜市、川崎市）

国の排出ガス規制の基準よりも一定割合以上排出ガスを低減させた自動車

を低公害車として八都県市で指定し、その普及を図ります。（国土交通省低

排出ガス車認定車等は、包括指定）

指定実績：平成１４年度末現在８８８型式を指定（国土交通省低排出ガス車

認定車等を除く）

○ 国土交通省低排出ガス車認定制度（国）

排出ガス規制の基準よりも一定割合以上排出ガスを低減させた自動車（型

式指定自動車等）を低排出ガス車として認定し、その普及を図ります。

ｂ 各種協議会における検討

低公害車導入を促進するため、関東ブロック低公害車導入促進協議会、神奈

川県天然ガス自動車普及促進協議会等の協議会を設置し、官民が連携して低公

害車普及を推進します。（国、県、市町村）

ｃ 環境情報の整備・提供

○ 自動車販売業者に対する環境情報の説明の義務づけ（県、横浜市、川崎市）

県・市条例において、自動車販売業者に、販売自動車の排出ガス等の環境

情報を記載した書面を備え、購入者に書面を交付して説明するよう義務づけ

ることにより、自動車購入者が低公害車の選択をしやすい状況とします。

施行時期：平成１５年４月

○ メールマガジンの発行による情報提供等（国）
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地方自治体・企業等に対し低公害車情報を提供するほか、双方で情報交換

するためのシムテムを構築し、メールマガジンの送付等を通じ低公害車の計

画的導入の促進を図ります。

実施期間：平成１４年度～

(ｳ) 公用車等への率先導入

○ 公用車への率先導入（国、県、市町村）

公用車へ低公害車を率先して導入します。また、必要に応じて計画的導入の

ための実行計画を策定します。

○ アイドリングストップバスの導入（県バス協会）

路線バスにアイドリングストップ装置付き車両を積極的に導入していきま

す。

導入実績：１，０４１台（平成１３年度末現在）

(ｴ) 低公害車導入に対する支援措置

○ 融資・補助の実施（国、県、市町村、県トラック協会）

低公害車購入資金の融資あっせん・利子補給、低公害車導入に対する補助等

を実施します。

○ 低公害車のレンタル事業（小田原市）

低公害車の普及促進のため市が所有する低公害車（電気自動車）を無償で貸

出しています。

○ 駐車場料金の減免（小田原市）

低公害車の利用促進のためいわゆる四低公害車（電気自動車、天然ガス自動

車、メタノール車及びハイブリッド車）に対し、市営駐車場の利用料金を一部

減免しています。

○ 自動車税制のグリーン化（国）

自動車税の軽減等により低公害車の普及を促進します。

(ｵ) 燃料供給施設の整備拡充

ａ 整備拡充に対する支援措置

低公害車である天然ガス自動車を大量普及するための基盤として、県内に天

然ガス供給施設を開設する事業者に対して、その設置費用の補助を行います。

（国、県）

既存施設と併せ県内で２３箇所の整備を目標としています。

実績：平成１５年３月までに県内１２箇所に開設

ｂ その他

○ 超低硫黄軽油供給施設の整備（横浜市、川崎市）

超低排出ガスディーゼル車に必要な硫黄分１０ ppm 以下の超低硫黄軽油



(注 12)環境ロードプライシング

高速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 13)パークアンドライド

交通混雑を緩和するため、自宅から最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
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を供給可能な施設を整備するとともに、ごみ収集車等に超低排出ガスディー

ゼル車を導入します。

導入時期：平成１５年度～

(ｶ) 次世代低公害車の技術開発等

○ 燃料電池自動車等の実用化促進（国）

燃料電池車の大量普及に備えて、その安全性の技術評価を行うとともに、安

全・環境に関する基準を整備します。

また、その他の次世代低公害車についても開発・試作・技術基準及び評価方

法の整備を図ります。

実施年度：平成１４年～１６年

○ 燃料電池自動車用水素ガス供給ステーションの建設（国）

燃料電池自動車の普及に不可欠な水素供給設備の実証試験等のため、県内に

計４箇所の燃料電池自動車用水素ガス供給ステーションを建設します。

施設建設：平成１４年～１５年

○ DME自動車公道走行試験（県、事業者等）
次世代低公害自動車の一つとして注目されるＤＭＥ自動車の普及に向け、平

成１４年４月から京浜臨海部においてＤＭＥ自動車の公道走行実験を実施して

います。

(2) 自動車からの排出ガス抑制のための間接的な施策

貨物自動車等の走行を抑制し、自動車交通需要の調整・低減を図るとともに、交通

の流れを改善することを通して、自動車からの排出ガス量の抑制及び環境濃度の低減

対策を実施します。

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

ピーク時の交通需要を軽減・平準化し、環境への負荷を低減する環境ロードプ

ライシング(注 12)、パークアンドライド(注 13)など都市内交通を適切に調整する施策

を推進するとともに、時差出勤等を呼びかけます。また、交通需要マネジメント



(注 14)ＴＤＭ （交通需要マネジメント： 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
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（ＴＤＭ(注 14)）の実証実験等を推進します。

ａ 環境ロードプライシング

ＥＴＣ搭載の大型車両について、首都高速湾岸線と横羽線の間で料金格差を

設け、市街地から離れた湾岸線に車両を誘導します。

平成１３年１０月から試行を開始し、制度的・技術的な問題や他の幹線道路

への影響等の検討を行っています。（公団（日本道路公団又は首都高速道路公

団を指す。以下同じ。））

ｂ パークアンドライド等

○ 交通需要マネジメントの推進（国、県、市町村、警察本部、事業者）

【厚木エコ・パークアンドライドプロジェクト】

平成１４年度に引き続き、１５年度も厚木市において、小型電気自動車

１５台を使用して、エコ・パークアンドライドシステムの運用を行い、運

営管理、普及方策などの課題を検討します。

【パークアンドライド等の実施】

鎌倉市における「由比ガ浜パークアンドライド」などの取組みが行われ

ています。

【川崎ＴＤＭ実証実験の実施】

臨海部地域においてＰＴＰＳ（後述）を使用した特急バスの導入実験を

実施しています。

この実験によりＰＴＰＳを利用した特急バスの運行効果を検証し、利用

者の拡大やそのための周知方法などの課題を踏まえ、ＴＤＭ施策の定着化

を引き続き検討していきます。

実施期間：平成１３年９月～１５年８月

○ 交通需要管理区域指定に向けた調査（川崎市）

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例に交通需要管理区域の指定

を盛り込んでおり、実際の区域指定に向けて調査に取り組んでいきます。

ｃ 時差出勤等

11 月を「快適通勤推進月間」とするなど、時差出勤の呼びかけを実施して
います。（国、県、市町村、事業者）

(ｲ) マイカー利用の抑制



(注 15)バスロケーションシステム

刻々と変わるバスの位置をキャッチし、次のバスの発車予定時刻を客に知らせ、また、全車両の

位置情報を的確に把握することで運行管理の効率化も実現するシステム

(注 16)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
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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、バスロケーションシステム(注 15)やバス優先信号制御等を行う公共車両優先シ

ステム（ＰＴＰＳ
(注 16)

）の整備など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、結節点の強化を図ります。

ａ 公共交通機関の利便性の向上

○ 鉄道ネットワークの充実・強化（国、県、横浜市、川崎市、鉄道事業者）

【路線整備】

・横浜高速鉄道みなとみらい２１線（横浜～元町、～平成１５年度）

・横浜市営地下鉄４号線（日吉～中山、～平成１９年）

・川崎市営地下鉄川崎縦貫高速鉄道線（新百合ヶ丘～元住吉、～平成２３

年度）

【複々線化】

・東急田園都市線（二子玉川～溝の口、～平成１６年度）

・東急東横線（武蔵小杉～日吉、～平成１７年度）

○ バス路線の整備充実（国、バス事業者）

バス路線の新設等の推進を図ります。

○ 高速湾岸線を利用した高速バス路線の開通（川崎市、バス事業者）

マイカー通勤の一層の抑制を図る観点から，交通需要管理（TDM）の一
つとして、東扇島と横浜駅(YCAT)を高速湾岸線で結ぶ通勤用高速バスの運
行を開始しました。

実施時期：平成１４年～

○ バス優先通行帯の新設（警察本部）

路線バスの定時運行を確保することで、公共交通機関への転換促進を図る

もの。平成１３年度は県道横浜鎌倉線で実施。交通実態に応じて随時検討を

行っていきます。

○ バスロケーションシステムの整備（バス事業者）

次のバスの発車予定時刻を客に知らせ、また、全車両の位置情報を的確に

把握することで運行管理の効率化も図ることで、バスの利便性の向上を図り

ます。

○ 公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の整備（横浜市、川崎市、警察本部、

バス事業者）

路線バスの定時性、利便性の向上を図り、公共交通機関への転換促進を図



(注 17)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、最適な配分を行う

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。
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ります。平成１４年度は相模原、横浜、川崎の３地区で施設整備を実施。

今後、県下主要バス路線への導入を図ります。

○ 割引乗車券の発行（バス事業者等）

横浜市の「エコライフチケット」、鎌倉市の「鎌倉フリー環境手形」など、

割引乗車券の発行により公共交通機関への転換促進を図ります。

○ コミュニティバス（実験）運行事業（市町村）

コミュニティーバスの（実験）運行によりマイカー利用の低減を図ります。

○ 駅周辺の乗り継ぎの改善（市町村）

トイレ等駅附帯施設の整備への助成や、駐輪場の整備により、交通結節点

の整備を図ることで公共交通機関の利便性向上を図ります。

ｂ 徒歩、自転車の利用促進

自転車歩道通行可規制の設定等により自転車が安全で快適に走行できる環境

を整備し、自転車利用の促進を図ります。平成１３年度は、２５区間、約 26,770
ｍを整備しました。今後も両者で連携しつつ整備を進めていきます。（警察本

部、道路管理者）

(ｳ) 貨物輸送の改善

ａ 鉄道・海運の積極的活用等

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 17)
）を促進します。

○ 物流対策（国）

新総合物流施策大綱（平成１３年７月）を踏まえて関係機関と連携し各種

施策を総合的に推進します。

環境負荷がより少ない鉄道及び海運へのモーダルシフトの推進や、環境負

荷の小さな環境自動車を導入した共同輸配送システムの導入などによる都市

内物流の効率化の推進等を図ります。

平成１４年度事業：ＴＤＭ実証実験補助、環境負荷低減実証実験補助

○ 廃棄物鉄道輸送、大型ごみコンテナ車等ごみ中継輸送の実施（川崎市）

市北部のごみの、臨海部の浮島処理センターへの搬送にＪＲ貨物線（武蔵

野南線）を活用した鉄道輸送システムを導入することにより，運搬自動車の

台数削減を図り，排出ガス等の抑制による環境負荷の削減を図ります。

○ 海上物流高速化支援プロジェクト（横須賀市）



(注 18)ＩＴＳ （高度道路交通システム： Intelligent Transport Systems）

最先端の情報通信技術を用いて人と道路と車両とを情報でネットワークすることにより、交通渋

滞の軽減、安全運転の支援、物流部門の効率化などの道路交通問題の解決を目的に構築する新しい

交通システム
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長距離フェリー航路の開設によりモーダルシフトの推進を図ります。平成

１４年度から１６年度でふ頭施設、道路等の整備を行います。

ｂ 貨物輸送の合理化推進

(a) 輸送効率の向上を図るための理解・協力の推進
効率的な物流システムを構築し、輸送効率の向上を図るため、営業用トラ

ックの積極的活用、共同輸配送の推進、積載効率の向上等について理解と協

力を促進します。

○ トラック輸送の効率化（国）

都市内物流等の効率化を図るため共同輸配送等の促進を図ります。

○ 物流対策【再掲】（国）

新総合物流施策大綱（平成１３年７月）を踏まえて関係機関と連携し各

種施策を総合的に推進します。

環境負荷がより少ない鉄道及び海運へのモーダルシフトの推進や、環境

負荷の小さな環境自動車を導入した共同輸配送システムの導入などによる

都市内物流の効率化の推進等を図ります。

(b) 高度道路交通システム（ＩＴＳ(注 18)
）による輸送効率の向上

積載効率の向上に資する高度道路交通システム（ＩＴＳ）の積極的な開発

・導入を促進します。（国、警察本部、公団）

(c) トラックターミナル等の物流拠点の計画的整備
トラックターミナル等の物流施設の複合化、高度化等により効率の良い物

流システムを構築するため、物流拠点の計画的な整備を推進します。（国）

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、交差点や踏切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交差点の改良及び道路と鉄道との連続立体

交差化等のボトルネック対策を推進します。

ａ 幹線道路ネットワークの整備

交通の分散や道路機能の分化を図るため、首都圏中央連絡自動車道（さがみ



(注 19)ＵＴＭＳ （新交通管理システム： Universal Traffic Management Systems）

ＩＴＳの一環として警察が整備を進めている総合交通管理を目指したシステム

(注 20)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 21)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

- 20 -

縦貫道路等）や高速川崎縦貫線などの自動車専用道路や一般幹線道路の整備を

推進し、環状道路やバイパス等の機能を有する幹線道路ネットワークの整備を

進めます。（国、県、市町村、公団）

ｂ ボトルネック対策の推進

交差点や踏切での交通渋滞の解消を図るため、原宿交差点改良、河原口立体

（小田急線）、大師橋などの整備を推進し、立体交差化や右折専用レーン設置

による交差点改良、道路と鉄道との連続立体交差化及び橋梁の整備等のボトル

ネック対策を進めます。（国、県、市町村、警察本部、公団）

(ｲ) 適正な交通管理

新交通管理システム（ＵＴＭＳ(注 19)）、信号機その他の交通安全施設の整備、

交通渋滞や駐車場等に係る情報の収集及び的確な提供を行う道路交通情報通信シ

ステム（ＶＩＣＳ(注 20)）等の整備拡充並びにノンストップ自動料金支払いシステ

ム（ＥＴＣ
(注 21)

）の整備等の高度道路交通システム（ＩＴＳ）を推進し、情報通

信を活用した交通代替の推進等を通じて、自動車交通流の整序化、円滑化を図り

ます。

ａ 交通規制の効果的実施

適切な通行禁止、速度、駐車禁止等の規制の実施と見直し、交差点改良に伴

う進行方向別通行区分等を実施し、交通の安全と円滑を図ります。平成１３年

度には、通行禁止規制１３区間、速度規制４７区間、進行方向別通行区分等規

制１４７箇所を実施しています。（警察本部）

ｂ 情報提供システムの整備拡充等

○ 交通信号機の高度化(集中制御化、系統化、多現示化、感応化)(警察本部)

交通信号機の高度化を図ることにより、きめこまかな制御を行い混雑の解

消を図ります。平成１４年度は、横浜、川崎、相模原、伊勢原地区をはじめ
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として、２１４基の設置・改良を行いました。

○ 交通公害低減システム（ＥＰＭＳ）の整備（警察本部、バス事業者、市町

村）

大気汚染や気象状況を考慮した迂回等の交通情報提供や信号制御を行うこ

とにより交通公害の低減を図ります。平成１４年度は横浜市鶴見地区での整

備を行いました。

○ 交通情報提供システム（ＡＭＩＳ）の整備（警察本部）

ＡＭＩＳとは、自動車運転者に対して渋滞等の道路交通情報を様々なメデ

ィアを通してリアルタイムに提供することにより交通渋滞の緩和等を図るシ

ステムであり、システム構築に不可欠な光ビーコンの設置を進めています。

平成１４年度には２７６器、平成１５年度以降５年間で約１８００器の設

置を計画しています。

○ ＥＴＣの導入（公団）

料金所付近の渋滞解消、環境改善等のため導入及び利用促進を図ります。

また、専用レーンの増設等の試行も実施します。

○ 高度交通管制システム（ＩＴＣＳ）の整備（警察本部）

光ビーコンなどを活用して交通状況を細かく把握し、信号制御の最適化、

リアルタイムな交通情報の提供、各サブシステムの実現などを行う警察によ

る ITSの中核となる交通管制システムであり、平成１４年度に伊勢原、平成
１５年度に小田原の中央装置を高度化します。

光ビーコンの双方向通信機能は、ＶＩＣＳによる情報の伝達にも利用を図

ります。

○ 高速道路維持管理工事の円滑な実施（公団）

工事の集約化や交通量に配慮した工事日（曜日）設定により交通流の円滑

化を図ります。

(ｳ) 総合的な駐車対策

道路整備の状況を踏まえつつ、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ます。

ａ 駐車場の整備等

平成 14 年度までに１０市１町が駐車場整備に関する基本計画等の策定を、
８市で駐車場整備地区の指定を実施しています。（県、市町村）

ｂ 違法駐車の排除等

違法駐車の指導・取締り、主として都市部におけるパーキングメーター及び

駐車場案内・誘導システムの整備・更新を行います。（警察本部）

(3) 局地汚染対策の推進

ア 局地汚染対策の推進



(注 22)ＥＰＭＳ （交通公害低減システム： Environment Protection Management Systems）

大気中の窒素酸化物や通過交通流を計測し、総合的に排出ガス濃度が少なくなるよう、交通を制

御するシステム
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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、交通公害低減システム（ＥＰＭＳ(注 22)）の整備、環境緑地帯の整備等の総合的

な局地汚染対策を重点的に推進します。

(ｱ) 地域の実情に応じた効果的な施策の実施

○ 環境情報と交通情報を相互に利用するシステムの運用（川崎市、警察本部）

川崎市の大気汚染データと，神奈川県警察の交通量データを機器接続によっ

て相互に提供し合い，双方が連携して市内の交通公害の低減を図ることを目的

とします。

システム運用開始日：平成 14年 10月 1日
今後，環境情報と交通情報の相関関係を把握し，高濃度日や高濃度地区にお

ける県警による信号制御，迂回誘導，交通分散等の対策の展開や市の道路沿道

環境対策に役立てます。

○ 川崎市南部地域における局地汚染対策の取組み（国、県、市、警察本部、公

団）

高濃度局地汚染の改善に向け、交通公害低減システム（ＥＰＭＳ）の整備、

公共車両優先システム（ＰＴＰＳ）の利用促進等他項に記載した各種対策を複

合的に実施しています。

また、このほかにも、植樹帯の整備による沿道環境の改善やモデル事業とし

て光触媒、土壌による大気浄化システムにも取り組んでいます。

○ 交通公害低減システム（ＥＰＭＳ）の整備【再掲】（警察本部、バス事業者、

市町村）

大気汚染や気象状況を考慮した迂回等の交通情報提供や信号制御を行うこと

により交通公害の低減を図ります。

○ 交通規制の効果的実施【再掲】（警察本部）

適切な通行禁止、速度、駐車禁止等の規制の実施と見直し、交差点改良に伴

う進行方向別通行区分等を実施し、交通の安全と円滑を図ります。

(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・検討を推進します。

○ ディーゼル車排ガスを主因とした局地汚染の改善に関する研究（川崎市）

産業道路沿道を対象に，市公害研究所と国立環境研究所等とが共同で，環境
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省の「地域密着型研究」として取組んでいます。

本研究は効果的な環境対策を検証することから，研究成果を活用した対策の

展開を図る予定。

○ 窒素酸化物の測定（大和市）

市内の主要幹線道路沿いの３２地点で、年４回、簡易測定法（ＰＴＩＯ法）

による１か月間及び１日間の測定を行います。また、屋外設置型窒素酸化物測

定装置による２４時間測定を年１回、市内８地点で行います。

○ 自動車環境対策の推進（県）

ディーゼル車対策によるＰＭ２．５及び有害化学物質排出量削減効果の検証、

自動車排出ガスによる局地的高濃度汚染地域の大気環境の改善等を取り組み目

標としています。

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Ｎ

Ｏｘ・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するとと

もに、窒素酸化物、浮遊粒子状物質が高濃度となる冬季における自動車使用の抑制

等の普及啓発活動を積極的に展開します。

また、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく、事業者の自動車使用管理計画の作成、届

出を通し、自主的な取組みを促進します。

(ｱ) 自動車使用管理計画に基づく指導等

○ 自動車使用管理計画に基づく対象事業者に対する指導等（国、県）

自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、同法が定める対策地域内で３０台以上の自

動車を使用する事業者に対し、自動車使用管理計画書の作成、提出を求めると

ともに、毎年の実施状況について報告を受けます。

施行時期：平成１４年５月

○ 自動車使用管理計画に基づく自主管理の推進（県トラック協会）

説明会の開催等を通じ自主管理を促進します。

(ｲ) 自動車使用方法の啓発

ａ アイドリング・ストップ

アイドリング・ストップの励行を事業者・市民に対して呼びかけるほか、県

・市条例に基づき、駐車場の管理者、運転者、自動車を使用する事業者に対す

る指導や勧告を行います。（県、市町村）

また、事業者団体ではアイドリングストップに有効な蓄熱式マットの導入助

成や、車両へのステッカー貼付を実施しています。（県トラック協会、県バス

協会）

(ｳ) 高濃度期における対策



(注 23)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ＮＯ x・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した機関。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、調査部会及び専門部会があり、必要事項を調査・検討す

る。

なお、総量削減計画は知事が協議会の意見を聴いたうえで、環境大臣の同意を受け策定する。
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ａ 自動車使用の自粛呼びかけ

大気汚染が高濃度となる冬季に、自動車使用の自粛呼びかけや、効率的輸送

の促進を行います。（県、市町村）

(ｴ) その他の普及啓発活動

○ ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン（国、市町村、県トラック協会）

○ 車の適正点検やエコドライブの推進（国、市町村）

○ 公共交通機関の積極的な利用の呼びかけ（市町村）

○ 迷惑駐車・違法駐車対策の実施（市町村）

○ マイカー通勤等の自粛やノーカーデーの実施・周知（市町村）

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ます。

(ｱ) 八都県市による共同した取り組み等

○ 八都県市による共同した取り組み（県、横浜市、川崎市）

・八都県市ディーゼル車対策推進本部の設置

・規制開始時期の周知（ラジオ、給油伝票）、自治体広報紙への掲載、全国都

道府県等への規制周知の協力依頼

・荷主である各業界の全国団体、自動車整備業界等への協力要請

○ 神奈川県公害防止推進協議会による取り組み（県、横浜市、川崎市）

リーフレットの作成による普及・啓発等に取り組んでいます。

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 23)」

において、施策の進捗状況の的確かつ継続的な把握を行うとともに、その結果につ

いて公表します。

(ｱ) 「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

国、県、市町村、関係事業者等から構成される協議会や幹事会、自動車交通
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公害等の専門家から構成される専門委員会等を運営し、施策の進捗状況の確認、

走行量、排出量の推計、把握を行いその結果の公表を行います。

また、必要に応じその後の施策のあり方を見直します。

特に、平成１７年度を中間目標年として、重点的な進行管理を行います。（県

他）

(ｲ) その他

○ 市自動車公害防止計画との連携・協力（県、横浜市、川崎市）

横浜市、川崎市との連携・協力のもとに各種対策を計画的・総合的に推進し

ます。

○ 「新アジェンダ２１かながわ（仮称）」による行動の実践（県、市町村、事

業者、県民）

持続可能な社会をめざす地域の行動計画として策定が予定されている「新ア

ジェンダ２１かながわ（仮称）」にも、自動車への依存を少なくする対策を盛

り込み、行動の実践を図ります。
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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

運行規制等の 運行規制の適正かつ確実な実施

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充等

総合的な駐車対策 駐車場の整備等

違法駐車の排除等
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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

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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平成２２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 22 年から 23 年にかけて適用した。 

 【適正な自動車管理】 ○ 関東運輸局： 「自動車点検整備推進運動強化月間」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、不正改造車両、整備不良車両等を排除するため街頭検査を実施した（実施回数：22 回、検査車両数：1,307 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：11 回、検査車両数：136 台）。 

 ○ 警察本部 ： 街頭検査・指導取締りを 17 回実施し、整備不良 4,611 件及び過積載 207 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責務に関する市条例の規定をホームページ等により周知した。 

 

 （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月から施行された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。） 

 

参考資料４ 
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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「県条例」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、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、路上取締り等を実施している。 
 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：20箇所、427 台／横浜市：11 箇所、225 台／川崎市：41 箇所、665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】 ○ 九都県市 ： 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１回実施した。  また、九都県市粒子状物質減少装置指定制度に基づき、これまでにＤＰＦ20社 35型式、酸化触媒 13社 33型式を指定している。 

 【燃料規制の実施】 ○ 神奈川県 ： 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8箇所実施した。 

 

 エ  低公害車の普及促進 県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、横浜市、川崎市：  県・市条例に基づく低公害車の導入義務について、リーフレット等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に適合しない事業者に対する指導等を実施した。 

 【九都県市低公害車指定制度の活用等】 ○ 九都県市 ： 九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1,331型式を指定）。     【低排出ガス車認定制度の実施】 ○ 関東運輸局： 排出ガス基準値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、その普及を図った。 
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【協議会における検討】 ○ 神奈川県、横浜市、川崎市：  電気自動車の普及に向け、自動車等のメーカー、ユーザー、電気事業者、大学、自治体によって構成される、かながわ電気自動車普及推進協議会において、導入推進や充電インフラの整備等について検討した。 

 ○ 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市条例の規定をホームページ等により周知した｡ 
 【公用車等への率先導入】 ○ 神奈川県 ： 公用車3,259台中、低公害車2,175台（導入率66.7%）。電気自動車

22台。 ○ 横浜市  ： 公用車3,651台中、低公害車2,542台（導入率約70％）内、燃料電池自動車1台を継続リース、ハイブリッドバス10台、ハイブリッドごみ収集車１台、電気自動車２台導入。 ○ 川崎市  ： 公用車117台中、指定低公害車108台。 ○ 相模原市 ： 低公害車21台導入。 ○ 横須賀市 ： 公用車の低排出ガス車の導入11台（今後導入する車両は全て対象とする。）、ゴミ収集車等の天然ガス車への更新6台、低公害車の導入5台、NOx・PM法基準適合車への更新1台。 ○ 平塚市  ： 低公害車13台導入。 ○ 鎌倉市  ： 低公害車10台導入。 ○ 藤沢市  ： 電気自動車2台、ハイブリッド自動車1台、ハイブリッド普通車1台導入。公用車437台中、低公害車286台。（導入率約65%） ○ 茅ヶ崎市 ： ごみ収集車に低公害車を3台導入（ディーゼル車）。 ○ 厚木市  ： 電気自動車2台リース、ハイブリッド車3台購入。 ○ 伊勢原市 ： 低公害車導入率62.9%。電気自動車1台導入。 ○ 海老名市 ： 公用車160台中、低公害車67台（導入率42%）  ○ 座間市  ： 低公害車8台導入（リース含む）。 ○ 綾瀬市  ： 低公害車2台導入（消防ポンプ車1台、塵芥車1台）。 ○ 葉山町  ： 公用車69台中、低公害車35台（導入率50.7%、うちハイブリッド2台、CNG8台、九都県市指定低公害車25台）。 ○ 二宮町  ： 公用車43台中、低公害車26台。 ○ 箱根町  ： 電気自動車1台、ハイブリッド車1台、低公害車8台導入。 ○ 愛川町  ： 低公害車2台導入。 ○ 関東経済産業局： ハイブリッド車3台導入。 ○ 首都高速道路 ： 県内2事業所の社用車に電気自動車を1台ずつ導入。 ○ 東日本高速道路： 電気自動車1台導入。 ○ 中日本高速道路： 県内4現場事務所の社用車に電気自動車を導入。 
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【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、相模原市、藤沢市、小田原市、海老名市、大磯町、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の導入に対して補助事業等をそれぞれ実施した。 ○ 厚木市  ： 電気自動車購入奨励金制度により、電気自動車購入の個人に対し、１台当たり100,000円を15件交付した。 ○ 寒川町  ： 電気自動車導入補助金の検討を行った。 ○ 相模原市、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。 

 【自動車税等のグリーン化】 ○ 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、自動車税及び重量税を軽減する特例措置を図った。 ○ 神奈川県 ： 県の導入補助を受けた電気自動車について、自動車取得税の全額減免及び自動車税の全額減免（５年度間）を行っている。 ○ 大磯町、箱根町： 電気自動車の軽自動車税の減免措置を行っている。 

 【燃料供給施等設の整備拡充】 ○ 関東経済産業局： LPガス自動車用燃料供給施設の設置費に対し1/2の補助を実施した。 ○ 関東経済産業局、神奈川県、川崎市、箱根町：  電気自動車用充電設備の設置者に対して補助事業を実施した。 ○ 神奈川県 ： 県立公園に電気自動車用急速充電器を３基設置した。 ○ 横浜市  ： 電気自動車及びプラグインハイブリッド車用の倍速充電スタンドの設置者に対して補助事業を実施した。鶴見区、神奈川区、南区及び磯子区役所の一般駐車場に倍速充電スタンドを設置した。 ○ 相模原市 ： 公共施設に電気自動車用急速充電器を1基設置した。 ○ 神奈川県道路公社： 電気自動車の倍速充電スタンドを２基設置した。 ○ 中日本高速道路： 海老名SA（上・下）にEV用急速充電システムを整備した。 

 【次世代低公害車の技術開発等】 ○ 関東運輸局： 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」（非接触給電ハイブリッド自動車、FTD自動車、DME自動車等）についても公道走行試験等を実施した。 
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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、自宅から最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した。 
 【パークアンドライド等の実施】 ○ 神奈川県 ： 箱根において「箱根パーク＆サイクル2010キャンペーン」（H22.4.

22～11.30、延べ223日間）を4拠点20箇所で実施した。 ○ 神奈川県道路公社、鎌倉市：  「七里ガ浜パーク＆レールライド」（利用実績：3,880台）「由比ガ浜パーク＆ライド」（同：2,363台）「江ノ島パーク＆レールライド」（同：3,228台）「稲村ガ崎パーク＆レールライド」（同：2,292台）を実施した。 ○ 厚木市  ： サイクルアンドバスライドを既存6箇所に加え、新たに1箇所整備した。 

 【ＴＤＭ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」の普及状況調査を実施した。 ○ 相模原市 ： 橋本地区におけるTDM施策を推進するため、ワークショップ及び推進委員会等において検討を行った。また、橋本駅南口周辺における社会実験実施計画を策定した。 ○ 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、自転車通勤支援策の検討を柱に、パーク＆バスライド等関連施策を実施した。 

 ○ 中日本高速道路： 東名渋滞減らし隊キャンペーンを実施した。 
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(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 【公共交通機関の利便性向上】 ○ 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。 ○ 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（8台）を実施した。 ○ 藤沢市  ： バス事業者に対してバスロケーションシステム車載器の導入に対する補助を実施した（補助台数106台）。 ○ 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：A切符 11,036枚、B切符 904枚）。 ○ 茅ヶ崎市 ： コミュニティバスの運行改善、利用促進を図った。また、茅ヶ崎市北口周辺道路の整備及び北口駅前広場改修工事を実施した。 ○ 大和市  ： 南北ルートで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。 ○ 海老名市 ： コミュニティバスを導入している。 ○ 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運行を実施している。 ○ 二宮町  ： コミュニティバスの運行を実施している。 ○ 愛川町  ： 町内循環バスを運行している。 

 【徒歩、自転車の利用促進】 ○ 警察本部 ： 23区間、13,700m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、最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。 
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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において普及事業の推進決定を行っている。 

 【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、長距離フェリーの誘致活動を進めている。 

 

 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、工事を推進した。 ○ 東日本高速道路株式会社： 横浜環状南線の建設を推進した。 ○ 中日本高速道路株式会社： 新東名、圏央道の整備を推進した。 ○ 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整備を進めた。川崎縦貫線の大師から殿町までの区間については、平成22年10月に開通した。 ○ 神奈川県 ： （都）藤沢大磯線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の整備を推進した。 ○ 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3.2km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。 ○ 相模原市 ： 相模大野線、相原大沢線及び相原宮下線の整備を行った。 ○ 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。 ○ 茅ヶ崎市 ： 新国道線街路の整備工事を推進した。 ○ 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、原宿交差点等の整備を推進した。 ○ 関東運輸局： 地域分断・交通渋滞を解消するため、京急大師線連続立体交差化第１期工事（川崎大師～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100区間3,262mで実施した。 ○ 神奈川県 ： 酒匂川２号橋（県道711号）などの橋りょう整備や、鉄道との立体交差化を推進した。 ○ 厚木市  ： 交差点1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） 
 

 

(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 【交通規制の効果的な実施】 ○ 警察本部 ： 最高速度規制や駐車禁止規制等198件の交通規制の見直しを図った。 

 【情報提供システムの整備拡充】 ○ 中日本高速道路： 速度回復情報板を設置するなど、情報設備の拡充を図った。 

 【ＥＴＣの導入、利用促進】 ○ 首都高速道路株式会社：  平成21年度に引き続き、ETC特定料金区間や曜日別時間帯別割引、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、会社間連続利用割引、大口・多頻度割引の実施によりETC利用を促進した。また、ETC宅配サービス等によるETC普及促進活動を行った。 
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○ 東日本高速道路株式会社：  佐原ICにおいて2レーン、衣笠ICにおいて1レーン、京浜川崎ICにおいて1レーンの計4レーンをETC化し、トータル93レーンとなった。 ○ 中日本高速道路株式会社：  県内全料金所にて、ETCレーンを運用している。 

 【交通量に配慮した工事日設定等】 ○ 首都高速道路株式会社：  平成21年度に引き続き、道路維持管理工事について、毎週金曜日、連休、お盆期間、年末年始の「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るとともに、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の工事を禁止した。 ○ 中日本高速道路株式会社：         東名高速道路において集中工事を行った。 ○ 神奈川県道路公社： 真鶴道路において、夜間通行止集中工事を行った。 

 

(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 ： 幹線道路や繁華街等を中心として悪質性・危険性・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107 基、パーキングチケット 5 基を更新した。 

 【駐車場の整備等】 ○ 神奈川県道路公社：  満空情報提供による効率的な車両誘導を実施している。（吉浜橋駐車場、関内・伊勢佐木地区駐車場案内システム、横浜駐車場案内システム） ○ 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年度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。 

 

 【川崎市南部地域における局地汚染対策】 ○ 神奈川県 ： 「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」に賛同する事業所を募集し事業所名をホームページで公開している。  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「池上測定局二酸化窒素情報システム」を継続して運用し、環境に配慮した自動車利用の取組を呼びかけている。 ○ 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。 
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（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。関東運輸局及び県トラック協会の協力を得て、約１万５千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｡ ○ 綾瀬市  ： エコドライブ講習会を行い、エコドライブの効果検証を行った。 

 【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。また、（独）環境再生保全機構が実施する局地汚染地域における排ガス抑制対策効果評価手法に関する研究に参画した。 

 【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2回実施）。 ○ 藤沢市  ： 市内22箇所で簡易測定法（ＰＴＩＯ法）による1ヶ月測定を年間を通じて実施した。 ○ 小田原市 ： 簡易測定法（ＰＴＩＯ法）及び移動式測定器によるNOｘ濃度等の測定を実施した。 ○ 大和市  ： ＮＯｘ濃度について、市内32地点で年2回、簡易測定法（ＰＴＩＯ法）による測定を実施した。 ○ 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地点で実施した。 ○ 寒川町  ： 窒素酸化物等の測定を実施した。 

 

 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、県条例や自動車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、神奈川県：  自動車NOx・PM法に基づき、自動車使用管理計画の定期報告の集計を行った。 
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【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月のエコドライブ推進月間をはじめとして、各種イベント等でエコドライブの普及・促進を実施した。 ○ 神奈川県  ： ステッカーの配布等によりエコドライブの普及啓発を行った。また、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2011」やエコドライブ講習会を開催するとともに、エコドライブを象徴するキャッチフレーズ及びキャラクターを募集した。  さらに、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」の取組を行った。 ○ 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。また、エコドライブ普及活動として講習会の実施や、市役所エコドライブ実践事業、E1グランプリを実施した。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。さらに、ホームページによる環境関連情報の提供を行った。 ○ 川崎市  ： リーフレットやホームページ等により、アイドリングストップの周知及び普及啓発を行った。  市民、事業者、関係団体から構成される「かわさきエコドライブ推進協議会」を運営し、同協議会においてエコドライブの普及・啓発を推進した。また、かわさきエコドライブ宣言登録制度によりエコドライブ普及活動を実施した。さらに、事業者、市民等を対象としたエコドライブ講習会を実施した。  エコドライブ推進月間及び環境月間において推進事業を実施したり、（独）環境再生保全機構及び環境省が主催するエコドライブコンテストに協力自治体として参加したほか、エコカーワールド2

010等のイベントにおいてエコドライブの啓発を実施した。  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行うとともに、エコドライブ支援車載機の貸出を行った。 ○ 相模原市 ： 毎週水曜日・給料日をマイカー通勤自粛日として職員に呼びかけを行った。 ○ 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  ： 塵芥車への天然ガス自動車、アイドリングストップ車の導入による低公害車の普及啓発、小学生を対象とした「ごみ学級」の体験学習において普及啓発を行った。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。 
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○ 鎌倉市  ： 横断幕によりアイドリングストップを啓発した。また、エコドライブキャンペーンを行った。 ○ 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等エコドライブの普及啓発を行うとともに、電気自動車の展示等で普及啓発を行った。 ○ 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。 ○ 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  ： 平成22年11月1日～11月10日及び平成23年1月～2月の44日間、ノーマイカーデーを実施した。また、平成22年12月1日～平成23年2月28日までの毎週水曜日に公用車ノーカーデーを実施した。 ○ 大和市  ： 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、13部署で公用車利用の合理化、走行量の抑制、エコドライブの徹底などを推進した。 ○ 伊勢原市 ： いせはら環境展で電気自動車の試乗会を実施した。また、11月1日～10日の期間で、ノーマイカー通勤デーを実施した。 ○ 海老名市 ： 海老名市民まつりでアイドリングストップの周知を図った。 ○ 座間市  ： 「緑化祭り」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  ： 湘南エコウェーブ事業として街頭でチラシ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10のすすめ」を広報に掲載し啓発した。 ○ 大磯町  ： 11月1日～10日の期間で、ノーマイカー通勤デーを実施した。また、平成22年11月初旬～平成23年3月末までの4ヶ月間でエコドライブ行政実験を実施した。 ○ 二宮町  ： 町内のイベント会場にてチラシを配付した。また、広報やHPによる普及啓発を実施した。 ○ 箱根町  ： 各種イベント等で電気自動車の展示・試乗会を実施した。また、町職員によるノーマイカー通勤を実施した。  また、箱根EV普及推進ネットワークによる箱根EVタウンプロジェクトの推進により、電気自動車の普及、啓発に努めた。 ○ 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。 
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○ 愛川町  ： 電気自動車、LPG自動車の展示、EVバイクの試乗会を実施した。また、事業所・共同住宅等の開発協議において、事業主に対し、アイドリングストップの励行、周知について求めている。 

 【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、市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271事業所に送付した。 
 

 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、九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 【九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：  京浜臨海部におけるエコドライブの実践や一般道から高速道路への迂回を促すため、普及啓発活動を行った。 ○ 神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市：  九都県市として、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った。 

 

 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等】 ○ 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。また、川崎市においては、環境に配慮した運搬制度「川崎市エコ運搬制度」を施行した。 
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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 

 

第１ 対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する目標 

窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域（以下「対策地域」という。）

においては、自動車交通の集中、増大等に伴って、二酸化窒素及び浮遊粒子

状物質に係る大気汚染が厳しい状況にあることに鑑み、対策地域における自

動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質（以下「自動車排出窒素酸化

物等」という。）の削減に係る各種の対策を、国、地方公共団体、事業者及

び国民の緊密な協力の下で本基本方針等にのっとり総合的かつ強力に推進し

ていくこと等により、対策地域において、二酸化窒素については平成32年度

までに二酸化窒素に係る大気環境基準（昭和53年環境庁告示第38号）を確保

すること、浮遊粒子状物質については平成32年度までに自動車排出粒子状物

質の総量が相当程度削減されることにより、浮遊粒子状物質に係る大気環境

基準（昭和48年環境庁告示第25号）を確保することを目標とする。 

ただし、平成27年度までに、すべての監視測定局における二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成するよう最善を尽くす。 

 

第２ 総量削減計画の策定その他対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総

量の削減のための施策に関する基本的事項 

１ 総量削減計画の策定に関する基本的事項 

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（平成４年法律第70号。以下「特別法」という。）

第７条に基づく窒素酸化物総量削減計画及び第９条に基づく粒子状物質総量

削減計画（以下「総量削減計画」という。）は、対策地域の実情を踏まえ、

「２ 対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減のための施策

に関する基本的事項」に掲げる各種施策等の推進により、対策地域において、

平成32年度までに、二酸化窒素については二酸化窒素に係る大気環境基準を

確保し、浮遊粒子状物質については自動車排出粒子状物質の総量が相当程度

削減されるように自動車排出窒素酸化物等の総量を削減し、浮遊粒子状物質

に係る大気環境基準を確保することを目途とし、一の計画として策定するも

のとする。その際、平成27年度までにすべての監視測定局における二酸化窒

素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を達成するため、平成27年度まで

に達成すべき自動車排出窒素酸化物等の総量についての削減目標量について

も定めるものとする。この場合、当該地域における自動車排出窒素酸化物等

参考資料５ 
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及び自動車以外の窒素酸化物発生源における窒素酸化物等の排出の状況並び

にこれらの見通しについて評価分析を行い、自動車以外の窒素酸化物発生源

等に係る大気汚染防止法等に基づく対策にも考慮を払いつつ、併せて特別法

に基づく車種規制等の措置を前提としながら、今後講ずべき施策を総合的に

検討し、実効ある計画を策定するものとする。 

また、特別法第16条に基づく窒素酸化物重点対策計画及び第18条に基づく 

粒子状物質重点対策計画（以下「重点対策計画」という。）は、重点対策地

区の実情を踏まえ、「第２の２(7)局地汚染対策の推進」に基づき、対策地域

における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に資するため、一の計画とし

て総量削減計画において定めるものとする。 

なお、都市部局等との連携により総量削減計画（重点対策計画を含む。以 

下同じ。）と対策地域の開発に係る諸計画との整合が図られるよう配慮し、

全体として調和のとれたものとすること。 

２ 対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減のための施策に関す

る基本的事項 

(1) 自動車単体対策の強化等 

平成22年７月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策の 

あり方について（第十次答申）」に基づき、ディーゼル平成28年目標値に

沿った排出ガスの低減を図り、ポスト新長期規制適合車については早期の

普及を支援する等の自動車排出ガス低減対策を着実に推進するとともに、

点検・整備の確実な実施等を図るため、指導・監視の徹底及び効果的な取

締りの実施を図るものとする。 

また、自動車排出窒素酸化物等の低減技術の研究開発を推進し、適切な 

ものについては、その普及を図るものとする。 

さらに、不正軽油の使用については、関係省庁及び地方公共団体が連携 

して取締りを行うものとする。 

(2) 車種規制の実施及び流入車の排出基準の適合車への転換の促進 

特別法に基づく車種規制の適正かつ確実な実施を図るとともに、窒素酸 

化物排出基準及び粒子状物質排出基準（以下「排出基準」という。）の適

合車への早期の転換の促進のための所要の支援措置を講ずるものとする。 

また、関係省庁及び地方公共団体が連携して、対策地域内に営業所があ 

るにもかかわらず、対策地域外に営業所があるかのように偽装して車庫証

明の提出又は自動車の登録を行うこと、いわゆる「車庫飛ばし」への対策

を進めるものとする。 

さらに、車種規制の対象外である対策地域外から対策地域内への流入車 
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についても、できるだけ排出基準の適合車とするとともに、排出基準の適

合車であることを外形的にわかりやすく表示（排出基準の適合車に貼付さ

れるステッカーや低排出ガス車認定実施要領に基づき認定を受けた低排出

ガス車に貼付されるステッカーの利用等）するよう、自動車の使用者に促

すものとする。国、地方公共団体等は公共事業や物品の調達等において物

品等を輸送する際に、これらの対策が率先して行われるよう努めるもの

とする。 

(3) 低公害車の普及促進 

低燃費かつ低排出ガス認定車を含め、低公害車の一層の普及を支援する 

とともに、燃料供給施設の整備拡充のための所要の支援措置を講じるもの

とする。また、普及のための広報等を積極的に推進するものとする。これ

らの施策を通じ、低公害車の大量普及を促進するものとする。 

また、燃料電池自動車の実用化や次世代低公害車の技術開発を早急に進 

め、その普及を図るものとする。 

さらに、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年 

法律第100号）に基づき、国及び独立行政法人においては低公害車への切替

えを着実に進めるとともに、地方公共団体においては率先して低公害車の

導入に努めるものとする。また、国、地方公共団体等は公共事業や

物品の調達等において物品等を輸送する際に、低公害車による納

入や納入量に応じた適切な大きさの自動車の使用を貨物自動車

運送事業者等に求めること等により、物品等の輸送に伴い発生す

る自動車排出窒素酸化物等を可能な限り低減するよう努めるも

のとする。 

(4) エコドライブの普及促進 

適正運転（以下「エコドライブ」という。）の普及のため、関係省庁及 

び地方公共団体が関係業界の自主的な取組を支援するほか、関係省庁、地

方公共団体及び関係業界が連携し、シンポジウムやコンテスト等イベント

の開催や自動車の運転者への教育等の普及啓発活動並びにエコドライブ支

援装置、外部電源用冷暖房装置及びエコドライブ評価支援システムの普及

促進を行うものとする。 

また、関係省庁及び関係団体においてエコドライブの普及・推進に必要 

な調査を実施し、今後の施策に反映させるものとする。 

(5) 交通需要の調整・低減 

効率的な物流システムを構築し、輸送効率の向上を図るため、営業用ト 

ラックの積極的活用、共同輸配送の推進、帰り荷の確保等について理解と
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協力を促すとともに、自動車からの情報（プローブ情報）の収集及び活用

システム、運行管理システム等高度道路交通システム（ＩＴＳ）による物

流の情報化を推進するものとする。なお、発注方法の改善等についても事

業者に対し理解と協力を促すものとする。 

また、対策地域内の自動車交通量の軽減を図るため、規制の見直しや新 

技術の導入等を通じた海運・鉄道の競争力強化、中長距離の物流拠点間の

幹線輸送を中心として、輸送力を増強するための船舶、港湾、鉄道等の整

備及び物流拠点への連携を強化するためのアクセス道路等の整備による海

運・鉄道の積極的活用（モーダルシフト）を通じて適切な輸送機関の選択

を促進するものとする。 

さらに、トラックターミナル等の物流施設の複合化及び高度化を推進す 

るとともに、機能、立地等を考慮したより効率の良い物流システムの構築

のため、再配置及び集約立地を含めた物流拠点の計画的な整備を行うもの

とする。 

公共交通機関の利用促進を図り、自家用乗用車利用の抑制に資するため、 

公共交通機関のサービス・利便性の向上を進めるほか、鉄道等の整備、バ

スロケーションシステムやバス優先信号制御等を行う公共車両優先システ

ム（ＰＴＰＳ）の整備をはじめとする高度道路交通システム（ＩＴＳ）の

推進等を図るとともに、駅周辺の乗り継ぎの改善のため、駅前広場、歩道、

パークアンドライド駐車場、自転車駐車場など交通結節点の整備を推進す

るものとする。 

さらに、パークアンドライド、時差出勤など都市内交通を適切に調整す 

る施策を推進する。 

また、徒歩や自転車の利用促進のための自転車道等の施設整備を進める 

とともに、不要不急の自家用乗用車使用の自粛やカーシェアリングの取組

を呼びかけるものとする。 

(6) 交通流対策の推進 

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、交差点や踏切での交通渋滞の解

消を図るため、立体交差化、右折専用レーンの設置等交差点の改良及び道

路と鉄道との連続立体交差化等のボトルネック対策を進めるものとする。 

また、道路整備の状況をも踏まえつつ、中央線変移等の交通規制の効果 

的な実施を図るとともに、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するものとする。さらに、交通管制システム、信

号機その他の交通安全施設の整備、交通渋滞や駐車場等に係る情報の収集
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及び的確な提供を行う道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ）等の整備拡

充並びにノンストップ自動料金支払いシステム（ＥＴＣ）の整備等高度道

路交通システム（ＩＴＳ）の活用、路上工事の縮減、情報通信を活用した

交通代替の推進等を通じて、自動車交通流の円滑化を図るものとする。ま

た、国等においては、ＥＴＣ車載器及び３メディア対応型ＶＩＣＳ車載機

の率先導入、普及・広報等に努めるものとする。さらに、交通流の円滑化

に資するため、正確かつ適切な道路交通情報を提供する民間の取組を促進

する。 

交通流と大気汚染の相関を分析し、都府県境を越える信号制御の連動、 

う回誘導等により自動車起因の大気汚染を低減する施策を研究し、その実

用化を図るものとする。 

(7) 局地汚染対策の推進 

① 局地汚染対策の進め方 

二酸化窒素濃度や浮遊粒子状物質濃度の高い地区の汚染メカニズムに 

ついて解析調査等を行うとともに、交差点の改良等及びそれらに併せた

道路緑化・環境施設帯の整備、エコドライブの実施や不要不急の自動車

利用の自粛等自動車排出窒素酸化物等の排出量の低減に効果のある自動

車使用の協力の促進、高度道路交通システム（ＩＴＳ）の活用方法及び

効果的な交通需要マネジメントの調査研究等を含む地域の実情に応じた

総合的な局地汚染の緩和に資する対策を関係機関の連携の下で進めるも

のとする。その際、汚染の広がりや原因を十分考慮して、局所的な改善

効果を求める対策に加え、同様の地域特性を持つ他の地域に対しても効

果が及ぶ対策を検討するものとする。 

なお、局地汚染対策の推進に当たっては、国、地方公共団体、道路管 

理者、交通管理者、荷主・発注者及び貨物自動車運送事業者等が連携を

図り、施策目標及び事業内容を検討し、高濃度の二酸化窒素や浮遊粒子

状物質が観測される時間帯、地形、沿道の状況等地域の実情に応じた効

果的な施策を進めるものとする。 

② 建物設置者による配慮の促進 

二酸化窒素濃度や浮遊粒子状物質濃度の高い地区に集客施設等自動車 

の交通需要を生じさせる程度の大きい用途に供する建物を設置する者に

対しては、当該建物における事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の

排出の抑制を図るため、別紙の第３及び第４に掲げる措置を建物の用途

や自動車の使用形態に応じて講ずるほか、当該建物の利用者に対するア

イドリングストップや公共交通利用の呼びかけ、駐車施設内の経路案内
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の充実、直通バスの運行等自家用車以外の交通手段の確保等の措置を講

ずるよう促すものとする。 

また、このような建物を現に設置している者に対しても、同様の措置 

を講ずるよう促すものとする。 

③ 重点対策計画制度及び流入車対策に係る制度の着実な施行 

都道府県知事は、特に、局地汚染対策の実施を推進することが必要で 

あると認めるときは、対策地域内に重点対策地区を指定し、重点対策計

画に基づき、対策の重点的、集中的な実施を図るものとする。その場合、

国は関係者間の連携を図りつつ、これに協力するものとする。 

また、重点対策地区のうち、流入車対策を講ずることが特に必要であ 

ると認められる地区として都道府県知事の申出に基づき環境大臣が指定

する地区については、関係機関は特別法第36条第１項に基づく計画の作

成、提出や第37条に基づく定期報告等の事業者の義務が確実に履行され

るよう、事業者に対して当該義務の内容の適切な周知を図ることにより、

流入車対策に係る制度の着実な施行を図るものとする。 

(8) 普及啓発活動の推進 

自動車排出窒素酸化物等の問題は、事業者及び国民の活動と非常に深く 

係わっていることから、事業者及び国民が、特別法第４条及び第５条に規

定された責務について十分理解を深め、自動車排出窒素酸化物等による大

気汚染の防止について努力するように、事業者に対しては特別法第31条第

１項の規定による判断の基準となるべき事項について周知徹底等を行い、

国民に対しては広報活動等を通じて大気汚染及び対策の現況、自動車排出

窒素酸化物等の排出量の低減に効果のある自動車使用方法等についての理

解を求め、協力を促すなどの普及啓発活動を積極的に展開するものとする。

そのため、高度道路交通システム（ＩＴＳ）の活用等による効果的な情報

発信方法を研究するものとする。 

また、国及び地方公共団体は、低公害車の普及拡大や二酸化窒素及び浮 

遊粒子状物質の高濃度期における対策の推進のため、各種の普及啓発活動

を実施するものとする。 

３ 重点対策地区の指定に関する基本的事項 

重点対策地区としては、対策地域内で、長期にわたり二酸化窒素又は浮遊 

粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていない地区又はこれに準じる地

区であって、当該地区の交通の状況等を勘案し、窒素酸化物重点対策又は粒

子状物質重点対策を実施することが特に必要である地区を指定するものとす

る。また、指定に当たっては、大気汚染の状況及び大気汚染に対する発生源
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別の寄与の状況の把握、大気環境基準との比較等により、著しい大気汚染の

継続が定量的に予測される地区を指定するものとする。 

なお、指定する区域は、地域の状況や特性に応じて合理的な範囲となるよ 

うに留意するものとする。 

４ 事業者の判断の基準となるべき事項の策定に関する基本的事項 

特別法第31条第１項の判断の基準となるべき事項については、製造業、運 

輸業その他の事業を所管する大臣が、別紙の第１及び第２の事項を盛り込む

とともに、別紙の第３、第４及び第５の事項を事業の実態に応じて盛り込ん

で、策定するものとする。 

 

第３ その他対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の削減に関する重

要事項 

１ 関係者間の連携 

国及び地方公共団体は、地域の実情に応じて、道路管理者、交通管理者、 

荷主・発注者及び貨物自動車運送事業者等と、局地汚染対策のために協力す

る体制の構築等の連携を図るものとする。 

また、荷主・発注者及び貨物自動車運送事業者等の関係事業者は、事業活 

動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するために連携を図るものと

する。 

さらに、自動車起因の窒素酸化物汚染及び粒子状物質汚染の広域性、類似 

性に鑑み、地方公共団体は対策地域間における連携を確保し、相互に十分な

調整を図り、また経験を共有し効果的な施策の拡大のため協力するものとす

る。 

２ 総量削減計画の進行管理 

自動車排出窒素酸化物等の削減施策は広範囲な分野に及ぶため、関係機関 

の協力の下に総合的に推進していく必要があること、また、目標の着実な達

成のためには施策の進捗状況を的確に把握・評価し、必要に応じその後の施

策の在り方を見直す必要があることに鑑み、総量削減計画策定後においても

関係者と密接に連携を図りつつ、施策の進捗状況の的確かつ継続的な把握と

評価に努め、総量削減計画の進行管理を着実に実施するものとする。なお、

総量削減計画の進行管理のため、施策の進捗状況の的確な把握及び評価を可

能とする手法を早期に整備するとともに、必要なデータの収集を行うものと

する。また、国及び地方公共団体は情報の交換に努めるものとする。 

３ 調査研究 

対策地域において自動車排出窒素酸化物等による大気汚染状況の的確な監 
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視・測定を行うため、監視測定局の新設や適正配置を進めることなどにより、

監視測定体制の整備充実等を図るとともに、自動車排出窒素酸化物等の全体

の動向の継続的な把握に努めるものとする。 

特に、浮遊粒子状物質については、自動車排出粒子状物質の総量の削減に 

よる大気汚染の改善効果の検証に資するため、成分別の浮遊粒子状物質濃度

の経年変化を把握できるよう調査研究を進めるものとする。 

また、対策地域における自動車排出窒素酸化物等の総量の一層の削減を図 

るための諸施策に関する調査検討を進めるものとする。 

４ 地球温暖化対策との連携 

低公害車の普及促進やエコドライブの普及促進、交通需要の調整・低減な 

どの施策は、これらの施策が自動車排出窒素酸化物等による大気汚染を防止

するための施策であると同時に、地球温暖化対策（地球温暖化対策の推進に

関する法律（平成10年法律第117号）第２条第２項に規定する地球温暖化対策

をいう。）の推進にも資するものであるという視点を持ち、推進するものと

する。 

 

（別紙） 

第１ 趣旨 

大都市地域における自動車交通に起因する窒素酸化物及び粒子状物質による

大気汚染は、自動車単体対策の強化、特別法に基づく車種規制の実施等、各

種の対策を推進してきた結果、低減する傾向にある。しかしながら、大都市

地域の一部の地区においては、自動車交通の集中、道路の構造上の問題等に

より、大気環境の改善が阻害されており、長期間にわたり二酸化窒素及び浮

遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていない状況にある。また、車

種規制の対象外である対策地域外から対策地域内への流入車が、対策地域に

おける大気環境に悪影響を与えており、長期間にわたり大気環境基準が達成

されていない地区における大気汚染の一因となっている。 

こうした状況を踏まえ、従来の対策に加え、大気環境基準が達成されていな

い地区における大気環境の改善を図るための重点的な対策を講ずるとともに、

流入車を使用する事業者による自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のため

の措置を創設することにより、このような地区について、可能な限り早期に

大気環境基準を達成するとともに、既に大気環境基準が達成されている地域

については、その状況を維持するため、特別法が改正されたところである。 

この事業を行う者の判断の基準となるべき事項は、特別法第31条第１項の規

定に基づき、対策地域における自動車排出窒素酸化物等による大気の汚染の
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防止を図るため、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のた

めに必要な計画的に取り組むべき措置その他の措置に関し定めるものである。 

 

第２ 取組方針の作成とその効果等の把握 

事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措

置を計画的かつ効果的に行うよう、以下のように取り組むこととする。 

① 自らの事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の実態について把 

握した上で排出の抑制のための自主的な排出量に関する目標及びその達成

に向けて講ずべき措置の方針を作成する。 

② ①に基づき具体的な措置を講ずる。 

③ ②の措置の実施状況及びその効果を把握する。 

④ ③を踏まえた上で当初作成した目標及び措置の方針を再検討し、更に効 

果的な取組を行う。 

また、以上のような措置を行うために必要な自動車の使用状況等について記

録化を行うこととする。 

なお、実際に講じた措置については、環境報告書に記載するなどにより、積

極的に公表するよう努めることとする。 

 

第３ 自動車を使用する事業者による排出量の抑制のための措置 

自動車を使用する事業者は次のような措置の中から個々の事業活動の規模、

種類等の事情、事業活動を行う地域の環境の状況及び技術的可能性を踏まえ

て適切に選択した措置を講ずることにより、事業活動に伴う自動車排出窒素

酸化物等の排出の抑制を図ることとする。特に、重点対策地区内において自

動車を運行する場合にあっては、重点対策地区に関して積極的に措置を講ず

ることにより、重点対策地区における自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制

を図ることとする。 

１ 車両１台当たりの自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減 

(1) 自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換 

現に使用する車両の自動車排出窒素酸化物等の排出量の把握を行い、使 

用実態を考慮しつつ、排出基準の適合車への転換を早期に推進する。 

また、流入車を運行する際には、排出基準の適合車を優先的に配車する 

取組を積極的に進める。 

さらに、排出基準に適合する流入車を運行する際には、排出基準の適合 

車であることを外形的に分かりやすく表示する取組（排出基準の適合車に貼

付されるステッカーや低排出ガス車認定実施要領に基づき認定を受けた低
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排出ガス車に貼付されるステッカーの利用等）を積極的に進める。 

貨物自動車運送事業者等は、輸送物品の重量、形状その他の特性を把握 

して、輸送用機械器具を効率的に活用するための輸送単位の決定、配車割り

等を行う。 

(2) 低公害車の積極的導入 

自動車排出窒素酸化物等の排出量が少ないＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動 

車、ハイブリッド自動車、低燃費かつ低排出ガス認定車等の低公害車やＤＰ

Ｆ（ディーゼル微粒子除去装置）等排出ガスを低減する装置等の開発状況等

の十分な把握に努め、その導入を積極的に進める。 

(3) エコドライブの実施等 

① エコドライブの実施 

自動車の使用に際しては、運転方法により燃料消費量、ひいては、窒 

素酸化物等の排出量も大きく異なることから、以下のような事項につき

マニュアルの作成、従業員の教育等を通じ、実施の徹底を図る。また、

デジタル式運行記録計等の活用により、エコドライブの実施の担保を図

る。 

ア）おだやかな発進と加速（急発進・急加速の排除） 

イ）早めに一段上のギアにシフトアップ 

ウ）定速走行・経済速度の励行 

エ）エンジンブレーキの多用 

オ）予知運転による停止・発進回数の抑制 

カ）空ぶかしの排除 

キ）アイドリングストップ 

ク）不要な積荷の抑制 

ケ）エアコンの使用の抑制 

コ）不要な暖機運転の抑制 

サ）道路交通情報の活用 

シ）適法・適切な駐停車の実施 

② 車両の維持管理 

日常の点検・整備の良し悪しにより燃料消費量、ひいては、窒素酸化 

物等の排出量も大きく異なることから、以下のような事項につきマニュ

アルの作成、従業員の教育等を通じ、実施の徹底を図る。 

ア）エアクリーナーの清掃・交換 

イ）エンジンオイルの適正な選択・定期的な交換 

ウ）適正なタイヤ空気圧の維持 
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２ 車両走行量の削減等 

(1) 車両の有効利用の促進 

① 共同輸配送の促進 

自社内努力により、あるいは他の事業者や地方公共団体等と連携しつ 

つ、複数の事業者が個別に処理していた物資の集荷、仕分け、配送等の

業務を共同で行い、若しくは車両及び貨物を相互融通すること等により、

積載効率、輸送効率の向上及び輸送距離、使用車両の削減を促進する。 

② 帰り荷の確保 

輸送需要の的確な把握や求貨求車システムの活用により、帰り荷の確 

保を行う。 

③ 輸送頻度、納品回数の削減 

輸送効率の向上を図るため、他の事業者との協議を十分に行い、貨物 

の輸送頻度及び納品回数の削減を実施する。特に、行き過ぎた多頻度少

量輸送、ジャスト・イン・タイムサービスの見直し、改善を行う。 

④ 受注時間と配送時間のルール化 

貨物の配送の受注時間と貨物の配送時間のルール化を図り、緊急配送 

をできるだけ回避するよう計画的な貨物の配送を行う。 

⑤ 貨物の輸送距離の短縮 

貨物の輸送先及び輸送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け 

ることにより、貨物の輸送距離の全体を削減する。車両の大型化、トレ

ーラー化その他の手段により、貨物の輸送の便数を削減する。 

⑥ 検品・荷役の簡略化 

検品・荷役に時間を要することによる輸送効率の低下を避けるため、 

検品・荷役の簡略化を図る。 

⑦ 道路混雑時の輸配送の見直し等 

道路混雑時の輸配送の見直しによる輸配送の円滑化や積載効率が比較 

的低い土曜日、日曜日における車両使用の削減といった対策を講ずる。

また、一般道路の交通量削減のため、高速道路の効果的な利用に努める。 

⑧ 商品の標準化等 

商品の標準化、商品荷姿の標準化並びに製品及びその包装資材の軽量 

化・小型化により、輸送効率の向上を図る。 

(2) 自営転換の推進 

自家用貨物自動車から輸送効率のよい事業用貨物自動車への輸送手段の

転 

換（自営転換）を推進する。 
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(3) モーダルシフトの推進 

自動車輸送と比較してより環境に対する負荷が少ない大量輸送機関であ

る 

鉄道及び海運の活用（モーダルシフト）を推進する。 

(4) 公共交通機関の利用の促進 

移動を行う場合にあっては、自ら自動車を使用することと比較して、より 

環境に対する負荷が少ない鉄道、バス等の公共交通機関、自転車、徒歩によ

る移動をできるだけ行う。 

(5) 情報化の推進 

輸送効率の向上を図る上で、情報ネットワーク化の推進が必要であること 

から、他の事業者や地方公共団体等と連携をとり、ＶＩＣＳ（道路交通情報

通信システム）やＧＰＳ（全地球測位システム）等のシステムも活用しなが

ら、効率的な輸送経路の選択を通じた円滑な貨物の輸送や積載効率の向上等

に資する情報システムの積極的な開発・導入を行う。 

(6) 物流施設の高度化、物流拠点の整備等 

既存施設について、機械化・自動化及び流通加工、保管等の機能の付加に 

よる高度化・複合化を推進するとともに、共同輸配送、新輸送商品の開発に

対応するため、施設間の適正配置・集約化や荷受け、仕分けといった業務の

効率化に配慮しつつ、物流拠点の整備を図る。 

また、交通渋滞をもたらし、自動車排出窒素酸化物等の排出量の増大の原 

因となる路上駐停車を防止し、交通流の円滑化に資するため、荷捌き場、駐

停車場所、運転手控え室及び進入出路についても他の事業者や地方公共団体

等と協力するなどして整備を図る。 

(7) サードパーティーロジスティクスの活用 

サードパーティーロジスティクス（事業者に代わって、最も効率的な貨物 

の輸送に係る戦略の企画立案、貨物の輸送に係るシステムの構築の提案等を

行い、高度な貨物の輸送に係るサービスを提供することをいう。）の活用に

より、貨物の輸送効率の向上を図る。 

 

第４ 荷主及び発注者による排出量の抑制のための措置 

貨物自動車運送事業者等に貨物の運送を継続して行わせる事業者、及び貨物

の納入を受ける事業者は、次のような措置の中から個々の事業活動の規模、

種類等の事情、事業活動を行う地域の環境の状況及び技術的可能性を踏まえ

て適切に選択した措置を講ずることにより、事業活動に伴う自動車排出窒素

酸化物等の排出の抑制を図ることとする。 
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１ 車両１台当たりの自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減 

(1) 自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換の促進 

貨物自動車運送事業者等が貨物の運送に使用する貨物自動車について、排 

出基準の適合車に貼付されるステッカーや低排出ガス車認定実施要領に基

づき認定を受けた低排出ガス車に貼付されるステッカーを利用し、排出基準

の適合車であることを確認するなど、貨物自動車運送事業者等に対し排出基

準の適合車を使用することを要請する取組を積極的に進める。 

貨物自動車運送事業者等に対し、貨物の輸送量に応じた適正車種により貨 

物の輸送を行うよう発注する。 

(2) 低公害車等の積極的導入への協力 

貨物自動車運送事業者等が行う、自動車排出窒素酸化物等の排出量が少な 

いＣＮＧ（圧縮天然ガス）自動車、ハイブリッド自動車、低燃費かつ低排出

ガス認定車等の低公害車やＤＰＦ（ディーゼル微粒子除去装置）等排出ガス

を低減する装置等の導入に協力する。 

(3) エコドライブの実施への協力等 

① エコドライブの実施への協力 

貨物自動車運送事業者等の従業員に対する教育、研修等の実施に協力 

して、エコドライブを推進する。また、貨物自動車運送事業者等が行う

エコドライブ支援装置（デジタル式運行記録計等をいう。）の導入に協

力する。 

② 車両の維持管理の要請 

貨物自動車運送事業者等によるマニュアルの作成及びその従業員に対 

する教育、研修等の実施を通じた車両の整備及び点検（第３の１（３）

②に掲げる事項をいう。）の徹底を要請する。 

２ 車両走行量の削減等 

(1) 車両の有効利用の促進 

① 共同輸配送の促進等 

他の事業者と連携しつつ、複数の事業者が個別に処理していた貨物の 

輸送の委託等の業務を共同で行うこと等により、貨物自動車運送事業者

等が使用する貨物自動車の積載効率、輸送効率の向上及び輸送距離、使

用車両の削減を促進する。また、貨物の輸送単位が小さい場合には、貨

物自動車運送事業者等に対し積み合わせ輸送を実施するよう発注し、又

は混載便を利用する。 

② 帰り荷の確保への協力 

納品車の帰り便で納入先からの回収物を回収するよう発注することや 
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、求貨求車システムを活用すること等により、貨物自動車運送事業者等

の帰り荷の確保に協力する。 

③ 輸送頻度、納品回数の削減 

輸送効率の向上を図るため、他の事業者との協議を十分に行い、取引 

単位の大規模化等により、貨物の輸送頻度、納品回数の削減及びリード

タイムの見直しを実施する。特に、行き過ぎた多頻度少量輸送、ジャス

ト・イン・タイムの貨物の輸送の見直し、改善を行う。 

④ 発注時間と輸送時間のルール化 

貨物の輸送の発注時間と貨物の輸送時間のルール化を図り、緊急な貨 

物の輸送を回避するよう計画的な貨物の輸送を行う。 

⑤ 貨物の輸送量の平準化 

輸送効率の向上を図るため、他の事業者との協議を十分に行い、貨物 

の輸送量のピーク期間を移動させてその平準化を図る。 

⑥ 貨物の輸送距離の短縮 

貨物の輸送先及び輸送量に応じて拠点経由方式と直送方式を使い分け 

ることにより、貨物自動車運送事業者等に対し、貨物の輸送距離の全体

を削減するよう発注する。 

車両の大型化及びトレーラー化その他の手段により、貨物自動車運送 

事業者等に対し、貨物の輸送の便数を削減するよう発注する。 

⑦ 返品に係る貨物の輸送の削減 

返品に関わる条件（返品に係る貨物の輸送費等をいう。）の書面によ 

る透明化等の工夫を行うことにより、返品に係る貨物の輸送を削減する。 

⑧ 検品・荷役の簡略化 

検品・荷役に時間を要することによる輸送効率の低下を避けるため、 

検品・荷役の簡略化を図る。 

⑨ 道路混雑時の貨物の輸送の見直し 

道路混雑時の貨物の輸送の見直しにより、貨物の輸送の円滑化を図る 

。 

⑩ 商品の標準化等 

商品の標準化、商品荷姿の標準化並びに製品及びその包装資材の軽量 

化・小型化により、輸送効率の向上を図る。 

(2) 自営転換の推進 

自営転換を推進する。 

(3) モーダルシフトの推進 

モーダルシフトを推進する。 
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(4) 公共交通機関の利用の促進 

移動を行う場合にあっては、自ら自動車を使用することと比較して、より 

環境に対する負荷が少ない鉄道、バス等の公共交通機関、自転車、徒歩によ

る移動をできるだけ行う。 

(5) 情報化の推進 

輸送効率の向上を図る上においては、情報ネットワーク化の推進が必要で 

あることから、他の事業者や地方公共団体等と連携をとり、ＶＩＣＳ（道路

交通情報通信システム）やＧＰＳ（全地球測位システム）等のシステムも活

用しながら、効率的な輸送経路の選択を通じた円滑な貨物の輸送や積載効率

の向上等に資する情報システムの積極的な開発・導入を行う。 

(6) 物流施設の高度化、物流拠点の整備等 

既存施設について、機械化・自動化及び流通加工、保管等の機能の付加に 

よる高度化・複合化を推進するとともに、施設間の適正配置・集約化や荷受

け、仕分けといった業務の効率化に配慮しつつ、物流拠点の整備を図る。 

また、交通渋滞をもたらし、自動車排出窒素酸化物等の排出量の増大の原 

因となる路上駐停車を防止し、交通流の円滑化に資するため、荷捌き場、駐

停車場所、運転手控え室及び進入出路についても他の事業者や地方公共団体

等との協力を行うなどして整備を図る。 

(7) サードパーティーロジスティクスの活用 

サードパーティーロジスティクスの活用により、貨物の輸送効率の向上を 

図る。 

 

第５ 関係事業者の連携 

事業者が事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するために前

記の措置を講ずるに当たっては、貨物自動車運送事業者等、荷主、発注者な

どの関係事業者が、相互の取組に対し理解、協力するとともに、相互に連携

することが不可欠である。 

したがって、事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑

制するための措置について、関係事業者の連携を深めるための定例的な懇談

会の設置、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための検

討会の設置、情報交換の実施等により、関係事業者の連携及び協議体制の構

築を図る。また、これらの機会が設けられた場合には積極的に参画する。 

事業者団体を中心として、関連業界としての相互理解、啓発等に自主的に取

り組む。 

 



参考資料６※各種統計データから得られる新規登録台数や残存率を用いて推計された構成率

自動車構成率の推移（主要幹線道路相当）H21年度車種 短期規制より前 短期規制 長期規制 新短期規制 新長期規制 ポスト新長期規制 計軽乗用車 0.0% 0.0% 22.7% 22.4% 54.9% 0.0% 100%乗用車 0.1% 0.2% 22.5% 26.6% 50.4% 0.1% 100%バス 5.6% 14.4% 32.6% 20.5% 26.9% 0.0% 100%軽貨物車 1.0% 11.5% 12.4% 35.6% 39.5% 0.0% 100%小型貨物車 0.8% 1.1% 26.6% 45.8% 25.8% 0.0% 100%貨客車 2.9% 0.5% 17.2% 37.2% 42.3% 0.0% 100%普通貨物車 3.2% 11.6% 34.8% 26.2% 24.2% 0.0% 100%特種車 1.1% 4.9% 38.4% 27.6% 28.1% 0.0% 100%H27年度車種 短期規制より前 短期規制 長期規制 新短期規制 新長期規制 ポスト新長期規制 計軽乗用車 0.0% 0.0% 5.0% 9.6% 85.3% 0.0% 100%乗用車 0.0% 0.1% 5.8% 13.9% 79.5% 0.7% 100%バス 3.4% 4.3% 19.4% 13.2% 22.4% 37.2% 100%軽貨物車 0.3% 3.7% 5.6% 19.0% 71.4% 0.0% 100%小型貨物車 0.3% 0.5% 13.7% 27.5% 44.9% 13.1% 100%貨客車 1.0% 0.2% 7.6% 19.9% 65.2% 6.1% 100%普通貨物車 1.6% 7.8% 25.1% 22.2% 25.7% 17.6% 100%特種車 0.5% 2.7% 21.6% 17.5% 27.2% 30.5% 100%H32年度車種 短期規制より前 短期規制 長期規制 新短期規制 新長期規制 ポスト新長期規制 計軽乗用車 0.0% 0.0% 0.1% 2.2% 97.7% 0.0% 100%乗用車 0.0% 0.0% 1.4% 5.5% 92.1% 0.9% 100%バス 1.6% 3.0% 13.1% 9.1% 16.4% 56.7% 100%軽貨物車 0.0% 0.1% 0.7% 4.8% 94.4% 0.0% 100%小型貨物車 0.1% 0.2% 6.6% 14.7% 53.4% 25.1% 100%貨客車 0.3% 0.1% 3.3% 9.8% 76.3% 10.2% 100%普通貨物車 0.7% 4.7% 17.3% 16.8% 21.5% 39.0% 100%特種車 0.2% 1.5% 12.5% 10.9% 19.0% 55.8% 100%

大気環境シミュレーションにおける自動車構成率

図　自動車構成率の推移（主要幹線道路相当、普通貨物車）0%20%40%60%80%100%

H21 H27 H32

ポスト新長期規制    新長期規制          新短期規制          長期規制            短期規制            短期規制より前      



神奈川県庁内神奈川県庁内神奈川県庁内神奈川県庁内グリーングリーングリーングリーン配送配送配送配送についてについてについてについて 

１ グリーン配送とは グリーン配送とは、低公害車の使用やエコドライブの実施など「環境に配慮した方法で配送を行う」ことをいいます。 神奈川県では、平成 13年 1月に「神奈川県グリーン購入基本方針」を策定しており、これは、「環境に配慮した企業」から、「環境に配慮した方法」で、「環境に配慮した商品を購入する」という方針で、「グリーン入札」、「グリーン配送」、「グリーン調達」を掲げています。 
 

 文房具やコピー用紙等は、環境にいい商品や再生紙を選ぶことがいまや社会の常識となっていますが、これは県などの行政機関がグリーン調達を率先実行したことにより、社会の意識が変わっていった結果といえます。 同様に、神奈川県庁内グリーン配送には、県が率先実行することにより環境に配慮した配送を行っている事業者が評価され、選ばれるような社会の意識変化への流れを作るという目的があります。 
                            

２ 平成１９年度から本格実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業者の皆様に実施していただきたいこと 

 

 

 

 

 

   【参考 1】 エコドライブとは エコドライブとは、環境に配慮した自動車の使い方で、具体的には次の項目があります 
１ 自動車を使用して、県へ物品等を配送する際や廃棄物を運搬する際には、低

公害車の使用及びエコドライブを実施してください。 
 

２ 今後、自動車を買い換える際には、低公害車を選ぶとともに、ドライバーへ

のエコドライブ教育を実施してください。 
 

３ 県ホームページ上の環境情報の登録システム「かながわｅｃｏネットワーク」

に、貴社の低公害車情報やエコドライブ情報などを登録してください。 

業務 区　　分 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度低公害車の使用エコドライブの実施低公害車の使用エコドライブの実施物品の購入等65業務
廃棄物処理請負運搬・保管の請負 使用要請 使用義務実施要請 実施義務 使用義務使用要請実施要請 実施義務

大気環境の改善及び地球温暖化防止を図るため、平成 19 年度以降、段階的に、全ての県機関で物品等の配送をする業務（廃棄物処理請負、運搬・管理の請負、物品等の購入）を依頼する際に、グリーン配送をお願いしてきました。 平成 21年度までに段階的実施を完了し、平成 22年度からは、エコドライブの実施と低公害車の使用を全ての業務で義務化しています。 

「「「「グリーングリーングリーングリーン配送配送配送配送」」」」段階的実施段階的実施段階的実施段階的実施のののの内容内容内容内容    

参考資料７ 
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①ふんわりアクセル「eスタート」 やさしい発進を心がけましょう ②加減速の少ない運転 車間距離は余裕をもって交通状況に応じた安全は定速走行に努めましょう ③早めのアクセルオフ エンジンブレーキを積極的に使いましょう ④エアコンの使用を控えめに 車内を冷やし過ぎないようにしましょう ⑤アイドリングストップ 無用なアイドリングをやめましょう ⑥暖機運転は適切に エンジンをかけたらすぐ出発しましょう ⑦道路交通情報の活用 出かける前に計画・準備をして渋滞や道路障害等の情報をチェックしましょう ⑧タイヤの空気圧はこまめにチェック タイヤの空気圧を適切に保つなど確実な点検・整備を実施しましょう ⑨不要な荷物は積まずに走行 不要な荷物は積まないようにしましょう ⑩駐車場所に注意 渋滞などをまねくことから、違法駐車はやめましょう 「エコドライブ 10 のすすめ」（出典：エコドライブ普及連絡会 http://www.team-6.jp/ecodrive/） エコドライブをすることにより、燃費が10％程度改善するといわれています。またエコドライブには「環境改善」、「燃料代節約」、「事故防止」の３つの効果があるといわれています。 エコドライブを効果的に実施するには、燃費目標を設定し、燃費状況を確認しながらエコドライブ教育を行うことが有効です  【参考 2】低公害車とは （１）グリーン配送における低公害車の定義 「排出ガスを排出しない自動車または排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定されたもの」（神奈川県庁内グリーン配送実施指針）。 具体的には、①国土交通省が認定する低排出ガス認定車及び②九都県市首脳会議（大気保全専門部会）が指定する九都県市指定低公害車を指します。 現在は、「平成 21年基準低公害車」、「平成 21年規制適合車」、「平成 17年基準低公害車」及び「平成 12年基準低公害車」がグリーン配送適合車です（詳細は、別紙をご覧ください）。 （２）低公害車の定義の移行 低公害車の定義の基となっている自動車排出ガス規制値は、大気汚染防止対策として国が年々強化しています。国が定める規制値が推移すれば、必然的に低公害車として求められる環境性能も高まるため、低公害車の概念も時代とともに変化させていく必要があります。 これらを勘案し、グリーン配送における低公害車の定義については、今後、メーカーの開発動向や低公害車の販売・普及状況などを注視しながら『「平成 17 年基準」低公害車以上の排出ガスレベルにある車両』（別紙参照）へと移行していくものとします（移行時期は未定ですが、移行の際は事前に十分な周知期間をとるとともに再度皆様に通知します）。 （３）自動車買替時に御検討いただきたいこと 以上のことをふまえ、自動車の買い替えを検討している事業者の皆様におかれましては、「平成 17 年基準」低公害車以上の排出ガスレベルにある車両の導入を御検討くださるようお願いします。また、低公害車の適否については、別紙を参照のうえ、御対応くださるようお願いします。               

※1  平成 22 年１1 月現在交通環境課データ ※2  日本損害保険協会で公表した運送事業者対象調査結果 
エコドライブの３つの効果 

 事故防止環境改善燃料代節約乗用車1台あたりのCO2排出量削減効果は約約約約 111122223333 kgkgkgkg／／／／年年年年（スギ約9本分のCO2吸収量）乗用車1台あたりのCO2排出量削減効果は約約約約 111122223333 kgkgkgkg／／／／年年年年（スギ約9本分のCO2吸収量） 交通事故件数が約約約約 5555 割減割減割減割減交通事故件数が約約約約 5555 割減割減割減割減乗用車１台あたりの燃料代節約効果は約約約約 7777,,,,000000000000 円円円円／／／／年年年年乗用車１台あたりの燃料代節約効果は約約約約 7777,,,,000000000000 円円円円／／／／年年年年 事故防止環境改善燃料代節約乗用車1台あたりのCO2排出量削減効果は約約約約 111122223333 kgkgkgkg／／／／年年年年（スギ約9本分のCO2吸収量）乗用車1台あたりのCO2排出量削減効果は約約約約 111122223333 kgkgkgkg／／／／年年年年（スギ約9本分のCO2吸収量） 交通事故件数が約約約約 5555 割減割減割減割減交通事故件数が約約約約 5555 割減割減割減割減乗用車１台あたりの燃料代節約効果は約約約約 7777,,,,000000000000 円円円円／／／／年年年年乗用車１台あたりの燃料代節約効果は約約約約 7777,,,,000000000000 円円円円／／／／年年年年
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１ 低公害車の定義について  ＜現行制度における低公害車の定義＞  当面は、   の網掛け部分（平成 21年基準低公害車、平成 21年規制適合車、平成 17年基準低公害車、平成 12年基準低公害車）がグリーン配送適合車両です。 
 ＜近い将来における低公害車の定義＞  販売状況等を勘案し、   の範囲で囲まれている部分（平成 21年基準低公害車、平成 21年規制適合車、平成 17年基準低公害車）をグリーン配送適合車両としていきます。 平成 12 年基準低公害車はメーカーの開発動向等を踏まえ、近い将来に「低公害車の定義から除外していく」予定です。 

                                ※1「平成○○年基準」低公害車とは、国が定める「規制値」からさらに排出ガスを低減したレベル（基準値）をクリアする車両をいいます ※2型式とは、自動車検査証の「型式」欄に記載された記号をいいます。詳細は裏面をご参照ください。 

九都県市低公害車ステッカー 

国土交通省認定低排出ガス車ステッカー 平成 12 年規制適合車  【型式※2のハイフン前の記号は主に２桁（ ＧＨ など）】 

平成 17 年規制適合車  【型式※2のハイフン前の記号は主に３桁（Ａ□□など）】 
平成平成平成平成 17171717 年基準低公害車年基準低公害車年基準低公害車年基準低公害車※※※※1111    【【【【型式型式型式型式※※※※2222ののののハイフンハイフンハイフンハイフン前前前前のののの記号記号記号記号はははは主主主主にににに３３３３桁桁桁桁（（（（ＣＣＣＣ□□□□□□□□などなどなどなど）】）】）】）】    平成平成平成平成 21212121 年年年年規制適合車規制適合車規制適合車規制適合車            【【【【型式型式型式型式※※※※2222ののののハイフンハイフンハイフンハイフン前前前前のののの記号記号記号記号はははは主主主主にににに３３３３桁桁桁桁（（（（ＬＬＬＬ□□□□□□□□などなどなどなど）】）】）】）】    

高高高高    

九都県市低公害車ステッカー 

平成平成平成平成 21212121 年年年年基準低公害車基準低公害車基準低公害車基準低公害車※※※※1111【【【【型式型式型式型式※※※※2222ののののハハハハイフンイフンイフンイフン前前前前のののの記号記号記号記号はははは主主主主にににに３３３３桁桁桁桁（（（（ＨＨＨＨ□□□□□□□□などなどなどなど）】）】）】）】    
排出排出排出排出ガスガスガスガス性能性能性能性能    国土交通省認定低排出ガス車ステッカー    

     

     

   

    

九都県市低公害車ステッカー 平成 12 年基準低公害車※1【型式※2のハイフン前の記号は主に２桁（ ＴＡ など）】 

 

 

低低低低    

別紙 
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２ 低公害車であるかどうかは、次のいずれかの方法により確認できます。 （１）低公害車指定証（ステッカー）貼付の確認    自動車の後部に九都県市指定低公害車または国交省認定低排出ガス車の指定証（ステッカー）が貼付されている車両であること   （２）自動車検査証（車検証）の「型式」欄の確認（平成 17 年基準以降のものに限る） ア 車検証の「型式」欄に記載された「－」（ハイフン）前の記号が３桁であり、次のいずれかの型式であること           イ 車検証の「型式」欄の記載がア以外のもので、次のいずれかの型式であること         (こちらに記載しているものは平成 22 年４月現在の型式です。今後指定型式が追加されるとがありますので、九都県市ホームページ http://www.9taiki.jp/lowpollution/search3/search.html の「車両型式から検索」でご確認ください。車両の型式を入力し、検索ボタンをクリックすると低公害車であるかどうかがわかります。)  なお、平成 12 年基準の型式（型式のハイフン前が２桁）については、以下のファイルをご覧ください。 国土交通省：神奈川県 グリーン配送のホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/taikisuisitu/car/02green/h12katashiki.pdf 「国土交通省認定平成 12年基準低排出ガス車型式一覧」をご覧ください。 九都県市 ：九都県市あおぞらネットワーク 指定解除リストhttp://www.9taiki.jp/lowpollution/list/unspecify/index.html 「解除一覧」のランク欄に、「超」「優」「良」と記載されているものが平成 12 年基準の低公害車です。             

 ABA-TG27L， ABF-SK82TN改(類別区分番号※20013～0016のみ該当), ABF-S402U改(類別区分番号 0004、0008、0010、0012 のみ該当), EBD-TT1 改(類別区分番号 3001～3004、3009、3010～3012、3017～3024に限る), EBD-TV1 改(類別区分番号 3016～3018、3024～3028、3031、3032 に限る）, EBD-TV1 改(類別区分番号 3001、3002、3005～3008に限る） ※2類別区分番号は車検証の上から 3 段目、右側に記載されています。 
 

 

 

（ア）Ｃ□□，Ｄ□□，Ｂ□□，Ｎ□□，Ｐ□□，Ｇ□□，Ｈ□□ （＝「平成 17年基準」または「平成 21年基準」低公害車）     （イ）Ｌ□□，Ｆ□□, Ｍ□□，Ｒ□□，Ｓ□□ （＝「平成 21年規制値」をクリアした車両）     （ウ）Ａ□Ｇ （＝「平成 17年基準」低公害車として九都県市が指定とみなした車両） （エ）Ｚ□□ （＝電気自動車等）※1   ※1Ｚ□□以外の型式でも、燃料の種類が電気及び燃料電池である車両は全て低公害車です。 

車検証（例）  自　動　車　検　査　証
所有者の氏名又は名称所有者の住所 ○○会社神奈川県横浜市○□△×ＣＢＦ-□?△×○!▽型　　　式 □○△× 原動機の型式○×○□×△１２３４５６７８９１０車体番号横浜　○○○　あ　○○○○ 平成○年△月□日 平成○年△月□日自動車登録番号又は車両番号 登録年月日/交付年月日初度登録年月車　　　　　　　　名

 

こちら 
車両の代替には 「平成 17 年基準」以降の型式 の車両をお選びください。 

 

               
乗車定員？人氏名又は名称住所氏名又は名称 ○○会社住所 神奈川県横浜市○□△×

自　動　車　検　査　証 交付年月日車両番号
所有者 △□○× 平成○年△月□日横浜　○○○　あ　○○○○神奈川県横浜市○□△×車台番号○×？-１２３４５車名○□？△× 型式ＧＢＤ-□△○ 原動機の型式○○会社使用者

 

こちら 
（普通自動車） （軽自動車） 
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池上新田公園前測定局の状況 

 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。 同路線の交通量は、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（トラック・バス・特種）の割合が45％と多い。 上部に首都高速道路横浜線があり、また中央に防音壁が設置されているため、排気ガスの拡散が妨げられている恐れがある。 川崎市では、大気環境改善のため、土壌による浄化施設、光触媒インターロッキングブロック及びグリーンウォール等を設置し、大気汚染物質の浄化を図っている。 

 

参考資料８ 



 

  平成22年度環境省「自動車交通環境影響調査」における交通量調査及びナンバープレート調査の結果を基に、NOx排出量に占める車種別の割合を推計した。  交通量では乗用車が35.8％と最も多く、次いで普通貨物自動車が30.7％となっているが、1台あたりのNOxの排出量は普通貨物自動車が多いことから、NOx排出量に係る割合をみると、普通貨物自動車が73.5％と圧倒的に多く、逆に乗用車は1.2％と小さい。  なお、特種自動車とは、冷凍・冷蔵車等の普通貨物自動車を改造した車両が殆どを占めることから、貨物自動車と特種自動車を合計した貨物系自動車のNOx排出量は９割を超える。 

車種別の割合（交通量ベース）
30.7% 8.6% 8.2% 4.4% 5.8%5.4% 1.2% 35.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%交通量ベース普通貨物 特種（殊） 小型貨物 貨客 バス 乗用 軽乗用 軽貨物

車種別の割合（NOx排出量ベース）73.5% 17.0% 2.8%1.0%3.8%1.2%0.6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%排出量ベース普通貨物 特種（殊） 小型貨物 貨客 バス 乗用 軽乗用 軽貨物
 図 東京大師横浜線の走行車両における車種別の割合（交通量ベース、排出量ベース）   NOx排出量の９割以上を占める貨物自動車と特種自動車の登録地を見ると、川崎市川崎区が27.4％と最も多い。NOx・PM法の対策地域を含まない道府県の車両も10.9％あり、流入車対策も必要である。 

特種
貨物・特種（殊）車両の登録地別割合（交通量ベース）

27.4% 17.7% 7.9% 11.0% 13.3% 10.9%2.1% 7.1% 2.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

川崎市川崎区 川崎市（川崎区以外） 横浜市神奈川県（2市以外） 埼玉県 千葉県東京都 ほか対策地域4府県 ほか道府県

 図 東京大師横浜線の走行車両（貨物・特種）における登録地別の割合（交通量ベース） 



 

東京大師横浜線に係る対策の効果の試算について    国が実施した大気環境シミュレーションにおいて、平成27年度にN02の環境基準が達成しないと予測された川崎市川崎区の池上公園新田前測定局に係る対策を検討するため、H23年度の県委託「産業道路における窒素酸化物削減対策シミュレーション業務」において対策の効果を試算した。  １．試算の方法  東京大師横浜線の調査対象区間を走行する自動車１台１台の速度を、専用のソフトウェアを用いた「交通シミュレーション」により再現し、車種毎のNOx排出量を乗じることによって、調査対象区間におけるNOx排出量の総量を推計した。本法では、信号待ちのアイドリングや渋滞時の速度低下における排出量の増加も考慮される。  また国のシミュレーションにおいて、当該測定局において環境基準を達成するためには、当該路線を走行する車両に起因するNOx排出量を86%まで低減させる必要があると試算されていることから、これを達成するための対策として、次の３ケースを設定した。  ○ ケース１：高速道路等、他の道路への転換 貨物自動車のうち、臨海部に出入りしない通過車両（断面交通量の17％、約3,000台/日）が、他の道路の走行に転換 ○ ケース２：低公害・低燃費車使用の推進 貨物自動車のうち、短期規制（H6年規制）以前の車両の95％及び長期規制（H11年規制）適合車の50％が新長期規制（H17年規制）もしくはポスト新長期規制（H21年規制）の適合車に転換 ○ ケース３：ケース１とケース２を実施  ２．試算の結果  ３ケースの対策によるNOxの排出量は、ケース１で88.2％、ケース２では90.9％まで削減されたが、国のシミュレーションにおいて試算された86％を達成することはできなかった。一方、ケース３の対策により、NOxの排出量は80.2％まで削減できると試算された。  したがって、池上新田公園前測定局の環境基準達成のためには、高速道路等の他の道路への転換を促すことによる交通量の削減と併せて、最新規制適合車等の使用を推進する必要があると考えられた。 表 対策ケース別のNOx排出量（浜町交差点～川崎臨港警察署前交差点）  平日 休日 土曜日 平日 休日 土曜日 平日 休日 土曜日 合計将来-単純 排出量 154,625 45,445 100,035 37,728 2,954 5,602 46,284将来-ケース１排出量 136,449 39,704 88,076 33,294 2,581 4,932 40,807削減率 - - - 88.2% 87.4% 88.0% 88.2%将来-ケース２排出量 140,478 41,394 90,936 34,277 2,691 5,092 42,060削減率 - - - 90.9% 91.1% 90.9% 90.9%将来-ケース３排出量 124,026 36,216 80,121 30,262 2,354 4,487 37,103削減率 - - - 80.2% 79.7% 80.1% 80.2%注1）土曜日は平日、休日の排出量の平均値としている。

排出量（g/日） 日数（日） 排出量（kg/年）
244 65 56

参考資料９ 



重点対策地区制度について

 

周辺地域内周辺地域内周辺地域内周辺地域内にににに使用使用使用使用のののの本拠本拠本拠本拠をををを有有有有するするするする

自動車自動車自動車自動車をををを使用使用使用使用するするするする事業者事業者事業者事業者周辺地域内に使用の本拠を有する自動車を30台以上保有し、その自動車を指定地区において300回以上運行する場合

重点対策地区重点対策地区重点対策地区重点対策地区大気の汚染が特に著しい地区であって、実情に応じた局地汚染対策を計画的に実施することが特に必要である地区を、都道府県知事が指定（法第15条、17条）
周辺地域周辺地域周辺地域周辺地域対策地域の周辺の地域であって、その地域内に使用の本拠の位置を有する自動車が指定地域内において相当程度流入している地域として、省令で指定（法第36条第2項）

対策地域対策地域対策地域対策地域自動車の交通が集中している地域で、大気汚染防止法による措置のみによっては環境基準の確保が困難であると認められる地域として、政令で指定（法第7条、9条）
重点対策地区内重点対策地区内重点対策地区内重点対策地区内にににに特定建物特定建物特定建物特定建物をををを設置設置設置設置するするするする者者者者重点対策地区内に新たな交通需要を生じさせる建物（特定建物：劇場、ホテル、事務所等で県条例で定める規模以上のもの）を新設する場合

指定地区指定地区指定地区指定地区重点対策地区のうち、流入車対策を推進することが必要である地区を、環境大臣が指定（法第36条第3項）

流入車流入車流入車流入車からからからから排出排出排出排出されるされるされるされるNOxNOxNOxNOx・・・・PMPMPMPMのののの排出抑制措置排出抑制措置排出抑制措置排出抑制措置のののの実施実施実施実施にににに関関関関するするするする計画提出計画提出計画提出計画提出・・・・定期報告定期報告定期報告定期報告のののの義務義務義務義務自動車排出自動車排出自動車排出自動車排出ガスガスガスガス抑制抑制抑制抑制のためののためののためののための配慮事項配慮事項配慮事項配慮事項をををを沿沿沿沿えてえてえてえて届届届届けけけけ出出出出てててて、、、、適正適正適正適正なななな配慮配慮配慮配慮をををを実施実施実施実施

重点対策計画重点対策計画重点対策計画重点対策計画のののの策定策定策定策定

重点対策地区制度重点対策地区制度重点対策地区制度重点対策地区制度のののの概要概要概要概要

川崎市臨海部川崎市臨海部川崎市臨海部川崎市臨海部のののの指定検討指定検討指定検討指定検討のののの経緯経緯経緯経緯（（（（H21H21H21H21年度年度年度年度））））■川崎市川崎区池上新田公園前測定局を中心とした東京大師横浜線（産業道路）に係る指定を検討■当時の総量削減基本方針により、川崎市臨海部全体など広範囲の指定ができないこと、また重点対策計画が前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、対策期間を確保できないことなどから指定困難と判断■これまでに関係都府県において、重点対策地区が指定されたことは無い。
平成平成平成平成23232323年年年年３３３３月月月月 基本方針基本方針基本方針基本方針のののの変更変更変更変更■変更前：指定する区域は、例えば交差点近傍のような合理的な範囲とし、必要以上に広範囲に指定されることのないように留意するものとする。■変更後：指定する区域は、地域の状況や特性に応じて合理的な範囲となるように留意するものとする。

臨海部臨海部臨海部臨海部のののの大気環境大気環境大気環境大気環境のののの状況状況状況状況

池上新田前測定局における二酸化窒素（98％値）の状況

■常時監視結果（平成23年度）：64ppb 【非達成非達成非達成非達成】】】】

■大気環境シミュレーション（※）による予測値（平成27年度）：62.9ppb 【非達成非達成非達成非達成】】】】

（平成32年度）：57.1ppb 【【【【達達達達 成成成成】】】】※平成23年度総量削減の在り方検討業務報告書（平成24年３月、環境省）

川崎市臨海部川崎市臨海部川崎市臨海部川崎市臨海部のののの重点対策地区指定重点対策地区指定重点対策地区指定重点対策地区指定にににに係係係係るるるる考考考考ええええ方方方方総量削減計画において、現行の排ガス規制等を継続することによって県全体のレベルを低減させるとともに、東京大師横浜線における局地汚染対策の追加施策を展開することよって、平成27年度までに目標削減量を達成することを目処としている。ただし、総量削減計画に係る取組の結果、平成27年度までに目標削減量が達成できない、または二酸化窒素の濃度が低減しない場合には、重点対策地区制度に基づく各種施策の展開を検討する必要がある。
現時点で重点対策地区の指定は行わないが、平成27年度の中間目標年度に

おいて、環境基準の達成状況等を踏まえ、必要に応じて指定の検討を行うこと

とする。

重点対策地区制度重点対策地区制度重点対策地区制度重点対策地区制度にににに係係係係るるるる調査研究調査研究調査研究調査研究

「局地汚染地域における重点対策地区設定手法に関する調査研究」重点対策地区の指定による排出量の削減効果を把握するため、独立行政法人環境再生保全機構の公募研究として、神奈川県・川崎市の協力の下、株式会社数理計画が実施■期間：平成24・25年度の２ヵ年計画■対象地域：川崎市臨海部■方法：・川崎市臨海部を走行する車両のナンバープレートを５日間撮影（７地点、33車線を予定）・地域を走行する車両の動向を把握するとともに、流入車による大気環境への影響等を算定・重点対策地区を指定した際の対象事業者を把握するとともに、重点対策地区制度による排出量の削減効果を推計

次期総量削減計画次期総量削減計画次期総量削減計画次期総量削減計画におけるにおけるにおけるにおける局地汚染対策局地汚染対策局地汚染対策局地汚染対策

■関係者の連携 ■エコ運搬制度

■交通公害低減システム ■臨海部自動車利用ガイドライン

■二酸化窒素の高濃度情報提供 ■環境ロードプライシング

■大気汚染物質の浄化

重点対策地区制度重点対策地区制度重点対策地区制度重点対策地区制度（（（（平成平成平成平成20202020年年年年１１１１月施行月施行月施行月施行））））■大気環境は全体的には改善傾向にあるが、一部の地区では自動車交通の集中等により、永年非達成が継続。また対策地域外からの流入車による影響も指摘。■「重点対策地域」を指定することにより、新たに交通需要を生じさせる建物（特定建物）の新設者による配慮事項の届出や、対策地域外から流入する車両を使用する事業者による計画作成・提出を義務付けることが可能。
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