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はじめに

「私たちの環境行動宣言

かながわエコ 10（てん）トライ」は、県民
県民の皆さんの日々

の生活、企業の皆さんの事業活動、
の生活、企業の皆さんの事業活動、行政の取組の中で、地球環境問題を自分のこととし
地球環境問題を自分のこととし
て考え、解決するための行動を
ための行動を、10 の項目、90 の行動メニューとして
としてとりまとめたもの
です。
私たちは、次の世代のために良好な環境を残さなければなりません。
それぞれの地域の特性に応じて、あるいは時代の変化に従って、そこに住む人々み
んなが意見を持ち寄り、話し合いをとおして、未来を考え、お互いを思いやり、人間
だけでなくすべての生き物が共に、幸せに生きる社会を具体化 していくことが大切です。
だけでなくすべての生き物が共に、幸せに生きる社会を具体化していくことが
一人ひとりの取組は小さなものでも、共に手を携え取り組んでいけば、やがてそれは
大きなうねりとなり、「持続可能な社会」の実現につながります。
今、一歩を踏み出し、私たちと一緒に「私たちの環境行動宣言
踏み出し、私たちと一緒に「私たちの環境行動宣言
ん）トライ」をしてみましょう。
ましょう。

かながわエコ 10（て
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経緯
1992（平成４）年に、リオ・デ・ジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連
会議（地球サミット）」で、持続可能な開発に関する原則を定めた「環境と開発に関す
るリオ宣言（リオ宣言）」が採択されるとともに、その実現を目指す行動計画として
「アジェンダ 21」が策定されました。
アジェンダ 21 では、「1996（平成８）年までに各国の地方公共団体の大半は地域住民
と協議し、当該地域のための「ローカルアジェンダ 21」について合意を形成すべきであ
る。」という目標が設定されました。
これを受けて、神奈川県では、1993（平成５）年１月に、県民、企業、行政の三者で
「かながわ地球環境保全推進会議」（以下、「推進会議」といいます。）を設立し、推
進会議は、地球温暖化防止をはじめとする地球環境保全に取り組むための行動指針「ア
ジェンダ 21 かながわ」を日本初のローカルアジェンダとして採択・策定しました。
その後、2003（平成 15）年 10 月に、推進会議では、より実効ある行動を促進するた
め、「新たに神奈川に持続可能な社会を構築するためには、どのように行動したらよい
か。」という観点で作成した「新アジェンダ 21 かながわ〜持続可能な社会への道しるべ
〜」を採択・策定し、実践行動部会の設置やマイアジェンダ登録制度の普及など実践行
動に向けた取組を進めてきました。
2011（平成 23）年３月に発生した東北地方太平洋沖地震による災害及びそれに伴う
原子力発電所事故による災害（以下「東日本大震災」といいます。）を契機に、エネル
ギーを取り巻く状況が大きく変化したことから、推進会議は、当面の間の行動指針とし
て、「緊急行動宣言（緊急アジェンダ宣言）」を策定し、主に節電に係る取組を推進し
てきました。
「新アジェンダ 21 かながわ」策定後 10 年が経過し、生物多様性の保全や地球温暖化
問題など、深刻化する地球規模の環境問題を解決し、持続可能な社会をつくり上げてい
くためには、私たち一人ひとりが環境に配慮した行動をとることがその一歩となります。
こうした観点から、推進会議は、2014（平成 26）年８月に「新アジェンダ 21 かなが
わ改訂委員会」を設置して、「新アジェンダ 21 かながわ」の改訂を行いました。
改訂した新アジェンダ 21 かながわは、県民の皆さんにより親しみやすく取り組んでい
ただくため、名称を「私たちの環境行動宣言
した。
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かながわエコ 10（てん）トライ」としま

１

神奈川の持続可能な社会を目指して
「私たちの環境行動宣言

かながわエコ 10（てん）トライ」の意味
（てん）トライ」の意味

神奈川で暮らすみんなで取り組む地球環境保全に係る行動指針であることから、親し
で取り組む地球環境保全に係る行動指針であることから、親し
みやすい名称とするため公募を行い、応募された名称候補を踏まえて決定しました。
みやすい名称とするため公募を行い、応募された名称候補を踏まえて
「エコ 10（てん）」は、行動宣言の項目が
（てん）」は、行動宣言の項目が 10 個あること及び地球環境保全に取り組
地球環境保全に取り組
むきっかけとして、一人ひとりが 90 の行動メニューから、まずは 10 個の行動メニュー
を選んで「マイエコ 10（てん）宣言」をつくり、
（てん）宣言」をつくり、実践することを表しています。
実践することを表しています。

「私たちの環境行動宣言

かながわエコ 10（てん）トライ」の特徴
（てん）トライ」の特徴
わかりやすい行動メニュー
「誰が」、「何を」、「どのように」するのかを明確にし、

より皆さんが自発的に取り組めるメニューにしました。
重点行動メニューや子どもが取り組める行動メニュー
重点行動メニューや子どもが取り組める行動メニュー
たくさんの行動メニューの中から重点的に取り組む行動メニ
ューや子ども
ューや子ども(小学生)が取り組めるメニュー
取り組めるメニューをつくりました。

社会環境の変化に対応した内容
「新アジェンダ
「新アジェンダ21かながわ」策定後の社会環境の変化に対応
後の社会環境の変化に対応
して、今後必要と考えられる行動メニューを取り上げました。

マイエコ 10（てん）宣言
これまで、推進会議は、県民、企業、行政、団体等が環境配慮に向けて自主的に取
推進会議は、県民、企業、行政、団体等が環境配慮に向けて自主的に取
り組む内容を公表し、登録する「マイアジェンダ登録制度」をつくり、実践行動を社
会全体に広げていくことを目指してこれまで進めてきました。
マイアジェンダ登録の内容は、「新アジェンダ 21 かながわ」の行動メニューに基づ
いており、全 35 項目の
ージョン

フルバージョン

、消費電力の削減に注目した

「私の環境行動宣言

と、
と、10
項目にしぼった

節電バージョン

もったいないバ

の３種類がありました。

かながわエコ 10（てん）トライ」では、90
90 の行動メニューか

ら自分が取り組みたい項目を 10 個選んで宣言する「マイエコ 10（てん）宣言」によ
（てん）宣言」によ
り取組を進めていきます。
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10 の行動宣言の項目から１つずつ行動メニューを選んだり、自分の興味のある分野
を集中して選んだりと、取り組みたい
取り組みたい内容を宣言する、より皆さんの主体性を重んじ
、より皆さんの主体性を重んじ
た取組となっています。
まずは、10 個のメニューに取り組み、新しいメニューにもどんどんトライして、取
個のメニューに取り組み、新しいメニューにもどんどんトライして、取
組を広げていくことができます。
この「マイエコ 10（てん）
（てん）宣言」の他にも、地域や様々な組織において取り組むこ
の他にも、地域や様々な組織において取り組むこ
ととした行動指針などがいろいろ
いろいろあります。私たちが目指す「持続可能な社会」
私たちが目指す「持続可能な社会」の実
現のためには「マイエコ 10（てん）宣言」とともに、それらの取組にも積極的に参加
10（てん）宣言」とともに、それらの取組にも積極的に参加
することが必要です。
私たちが目指す社会
地球環境は悪化の一途をたどっており、このままでは取り返しのつかない事態に陥
ります。これには大量生産、大量消費、大量廃棄に代表される私たちのライフスタイ
ル（生活様式）が深く関係しています。
地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の減少、砂漠化、野生生物種の減
少、海洋汚染、有害廃棄物の越境移動などがさらに進行すれば、私たちの子や孫は、
現在よりも劣悪な環境のなかで生活することを強いられます。
さらに、水や森林などの自然資源が枯渇してしまうと人間の生活に大きな影響を及
ぼします。
地球規模でみると、現在でも 貧困は解消されていません。世界人口 70 億人のうち、
地球規模でみると、現在でも貧困は解消されていません。世界人口
5.8 人に１人が１日１ドル以下の生活をしています。
ドル以下の生活をしています。
安全な水源を利用できない状況の中で暮らしている人々の数も約７億５千人いると
いわれます。
地域によっては、成長のために最低限必要な栄養やカロリーさえ摂ることもかなわ
ず、命の危険にさらされている子どもたちが、たくさんいるのです。
現在と将来のあらゆる人々が、良好な環境のなかで安心して生活を送ることができ
る社会、それが持続可能な社会です。
「私たちの環境行動宣言
私たちの環境行動宣言

かながわエコ10（てん）トライ」が目指している到達点
」が目指している到達点

も、まさにそのような「持続可能な社会」です。
神奈川においても、約 910 万の人口をかかえ、県民経済は県内総生産（ＧＤＰ）で
約 30 兆 2,500 億円に達し、オーストリアやデンマークにも匹敵する活動が展開されて
いる地域として、持続可能な社会の実現に向けた真剣な取組が求められています。
神奈川県民として、地球市民として、国境を越え、世代を越え、一人ひとりが身近
なところから行動を起こしましょう。
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２

長期的なビジョン（将来像）

個人、企業、行政、団体の参加と協働によって、実現すべき神奈川における持続可能な
社会について、2033 年の姿を表した長期的な「ビジョン（将来像）」です。

2033 年、わたしたちの神奈川では・・・
海や川の水はとてもきれいで、子どもたちは水と遊んでいる。
夜には、星が降るように⾒える。
ゆっくりと１５分も歩けば豊かな水や緑があり、だれもが遊び憩う。
⼈々は鎮守の森や⾥地⾥⼭の⼿⼊れをし、⾝近なところでも野菜や草花を作っている。
干潟や湿地には貝やカニ、魚がいて、たくさんの水鳥がやってくる。
丹沢のブナ林など、森林は元気を取り戻し、昔からのいろいろな動植物がバランスよく
丹沢のブナ林など、森林は元気を取り戻し、昔からのいろいろな動植物がバランスよく
生態系をつくっている。
作った⼈の顔が⾒え、どのように作ったかがわかる表⽰のある、安全で安⼼な農林⽔産
物や食品を必要なだけ買うことができる。
神奈川で作られた農林⽔産物の多くが神奈川で使われている。
⽔産物の多くが神奈川で使われている。

ものは⼤事に⻑く使い、使えなくなると、リサイクルしたりエネル
ものは⼤事に⻑く使い、使えなくなると、リサイクルしたりエネルギーに変えたりして、
ほとんどごみにならなくなっている。
再⽣可能エネルギーや⽔素エネルギーの利⽤が増え、エネルギーを無駄なく効率的に使
う生活があたりまえになっている。
情報通信技術を活用して、エネルギーが
情報通信技術を活用して、エネルギーが賢く使われてい
るまちや住宅が増えている。
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⼯場やオフィスの管理、ものづくりや配送などあらゆる事業活動において、環境に与
える影響を把握し、改善する努⼒が継続的に⾏われている。
どの製品にも環境や人にやさしいかどうかわかるラベル
（環境ラベル）がつき、だれもがそれを⾒て、環境や⼈の
ことを考えて買い物をしている。
有害な化学物質は、みだりに環境中へ
環境中へ放出されないよ
う厳重に管理され、継続的に使⽤量を減らしている。

徒歩、⾃転⾞、鉄道、⾃動⾞などを上⼿に組み合わせる環境を考えた
、鉄道、⾃動⾞などを上⼿に組み合わせる環境を考えた
、鉄道、⾃動⾞などを上⼿に組み合わせる環境を考えた多様な移動シス
テムが定着している。
子どもやおとな、高齢者、障がい者、さまざまな国籍の人など地域のあらゆる人々が、
互いに学び合いながら、環境のあり方について話し合い、進む道を決めていく参画のシ
ステムが発展している。
⾝近な範囲でさまざまな交流が⾏われ、いざというときに、互いに⽀え合い、助け合
う仕組みがつくられている。
在宅勤務や⾃営、農業との兼業が増えたり、地域活動・社会
活動に多くの時間を使ったりし、わたしたちのくらし方は多様
化している。
世界の地域と、経験や情報の共有をし、ネットワ
経験や情報の共有をし、ネットワークを
活かして環境を改善する活動が活発になっている。
環境を改善する活動が活発になっている。

このように、人々は自然の循環に配慮したくらしを楽しみ、持続可能な社会に向けた
歩みを続けている。
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３

具体的取組

長期的なビジョンを見据えて、今後 10 年間を目途にした、８分野 10 項目の行動宣言及
び 90 の具体的な行動メニューを作成しました。
それぞれの行動メニューにおいて、個人で取り組めるもの、企業・行政・団体が取り組
むものに分けて記載をしました。
また、重点的に取り組む行動メニューには★を、子ども（小学生）でも取り組める行動
メニューについては、

をつけています。

「新アジェンダ 21 かながわ」では「二酸化炭素排出量の削減目標」についての具体的な
数値目標を設けていましたが、神奈川県地球温暖化対策計画の改定を踏まえて設定するこ
ととします。二酸化炭素排出量以外については、今後、国連総会で採択される持続可能な
開発目標などを参考に、設定する目標や内容について検討していきます。

■「個人」には、国籍を問わず、県内に居住する者だけでなく、県内に通
勤・通学する者、そして仕事、余暇、観光などを通して県内の施設や資源
を利用する者を含みます。
■「企業」には、法人格の有無を問わず、民間企業だけでなく、農林水産
業、鉱工業、サービス業など各種産業において営利の事業を営む組織や団
体、農家などの個人事業主を含みます。
■「団体」とは、「個人」、「企業」、「行政」に含まれない組織や団体の
すべてを指し、ＮＰＯ法人、町内会、自治会、商店街組織、ＰＴＡ、子ど
も会、ボランタリー団体などの地域社会における各種の組織や団体を含み
ます。
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【行動宣言一覧】
分

野

(1) エネルギー

行動メニュー数

行動宣言の項目
行動宣言１

再生可能エネルギーの利用や
省エネルギーの取組を拡大します

行動宣言２

３Ｒの取組を拡大します

行動宣言３

廃棄物の適正処理を徹底します

行動宣言４

きれいな空気と星空をつくります

行動宣言５

将来にわたって

(2) ごみ
(廃棄物)

(3) そら（空）

(4) みず（水）

きれいで豊かな水を確保します
行動宣言６

里地里山、森林、水辺の豊かな自然を守る
取組を拡大します

(5) みどり・つち
(緑・土）

行動宣言７

農林水産業への理解を深め、
地産地消の取組を拡大します

(6) まちづくり
(7) ライフ

行動宣言８

みんなが参加して
環境と共生するまちをつくります

行動宣言９

環境に配慮したライフスタイルや

スタイル
(8) 学び

８分野

※

事業活動を拡大します
行動宣言 10

環境への関心を高め、
学び、行動する人を増やします
10 項目

行動メニュー数の（ ）内は、重点行動メニュー数
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個人

その他

５

７

(２)

(３)

６

８

(３)

(１)

２

３

（１）

（１）

３

７

（１）

（１）

３

５

（２）

（１）

２

５

（１）

（１）

５

６

（２）

（３）

４

３

（２）

（１）

４

６

（１）

（１）

３

３

（１）

（１）
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★ は重点行動メニュー

（１）

は子どももできる行動メニュー

エネルギー

行動宣言１

再生可能エネルギー※１の利用や省エネルギーの取組を拡大します

人々の暮らしが便利になる一方、使用するエネルギーは増え、それに伴う二酸化炭素
排出量は年々増加し続けており、特に家庭部門やオフィスなどで増加が顕著になってい
ます。さらに、2013(平成 25)年７月に原子力発電所の運転等に関する新たな規制基準が
施行され､全ての原子力発電所の稼働が停止している中で、火力発電の比重が高まり、二
酸化炭素排出量が増加しています。
二酸化炭素排出量を削減するため、再生可能エネルギーの利用拡大、省エネルギーや
節電の取組をさらに推進する必要があります。
■

行動メニュー

【個人】
★１
２
★３

４

５

太陽光発電設備や太陽熱温水器などを導入し、再生可能エネルギーを積極
的に利用します。
地域で行われている太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマス※２などの再
生可能エネルギー源を活用する団体等の取組に参加するよう努めます。
古い機器の省エネルギー性能が優れている機器への買い替え、照明のこま
めな消灯、待機電力の削減、ＨＥＭＳ ※３ 等の導入によるエネルギーの「見
える化」などに積極的に取り組みます。
自動車を利用または購入する際には、ハイブリッド自動車（ＨＶ）、電気
自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）などエネルギー効率の高い自
動車を選びます。
住宅の新築・リフォーム時には、専門家に相談し、「住宅の省エネルギー
基準※４ 」を満たす、断熱性能に配慮する等エネルギー消費の少ない住宅に
します。

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
地域の太陽光、太陽熱、風力、水力、バイオマスなどの
★１

再生可能エネルギー源を活用する事業を積極的に進め、

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

エネルギーの地産地消に努めます。
★２

★３

４

河川水や下水の熱、工場等の排熱などの未利用エネルギ
ーの活用を図ります。
古い機器の省エネルギー性能が優れている機器への更
新、使用していないフロアの照明の消灯や空調の停止、
ＢＥＭＳ ※ ３ などの導入によるエネルギーの「見える
化」と設備・機器の制御などに積極的に取り組みます。
自動車を利用または購入する際には、ハイブリッド自動車
（ＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車（ＦＣＶ）
などエネルギー効率の高い自動車を選びます。
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企業 行政 団体
燃料電池自動車（ＦＣＶ）などの普及を進め、再生可能
５

エネルギーの利用や、省エネルギーに取り組む県民や事

◎

業者を支援します。
地球温暖化防止活動推進センター、ボランティアとの協
６

働やイベント等の開催を通じた情報提供、人材の育成、

◎

◎

◎

◎

◎

◎

アドバイス等の普及啓発を積極的に進めます。
建築物の新築・リフォーム時には、「建築物の省エネル
７

ギー基準 ※４ 」を満たすエネルギー消費の少ない建築物
とするよう努めます。

■

用語説明
※１ 再生可能エネルギー
再生可能エネルギーは、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及
び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律で「エネルギー源として永続
的に利用することができると認められるもの」として、太陽光、風力、水力、バイオ
マスなどが規定されています。資源が枯渇せず繰り返し使え、発電時や熱利用時に地
球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しない優れたエネルギーです。
（参照：資源エネルギー庁 HP）
※２

バイオマス

バイオマスは、動植物などから生まれた生物資源の総称で、これらの資源からつく
る燃料をバイオマス燃料と呼びます。つくられる燃料は、ペレットなどの固体燃料、
バイオエタノールやＢＤＦ（バイオディーゼル燃料）などの液体燃料、そして気体燃
料と様々なものがあります。（参照：資源エネルギー庁 HP）
※３

ＨＥＭＳ、ＢＥＭＳ

情報通信技術（ＩＣＴ）を活用して、電気やガスなどのエネルギー利用状況を「見え
る化」し、制御するシステムです。ＨＥＭＳは住宅向け、ＢＥＭＳはビルなどの建物向
けです。
※４

住宅・建築物の省エネルギー基準

住宅・建築物を建てる際には、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省エネ
法）」の省エネルギー基準に則って、省エネルギー措置をとることが求められています。
省エネ措置の方法としては、高効率機器や太陽光発電設備の導入、外皮の断熱化、日射
の遮蔽などがあります。（参照：国土交通省 HP）
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■

事例紹介
○

メガソーラーの設置
県内には、2015（平成 27）年１月現在、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、
厚木市、座間市、愛川町、大井町において、出力１MW（1,000kW）以上の大規模な太
陽光発電施設であるメガソーラーが設置されています。

愛川太陽光発電所
愛称：愛川ソーラーパーク
さんてらすＴＯＢＩＳＨＩＭＡ
(出典：神奈川県 HP)

さがみはら太陽光発電所
(愛称：ノジマメガソーラーパーク)
(出典：相模原市 HP)

)

㈱古川大井町太陽光発電所(愛称：きらめきの丘 おおい)
(出典：きらめきの丘 おおい(古川メガソーラー)HP)

○

地域の再生可能エネルギー源を活用する取組
・「市民立太陽光発電所」、「茅ヶ崎おひさまクレジット」
ＮＰＯ法人ちがさき自然エネルギーネットワークは、市民・事業者から寄付
を募ったり、助成金を活用した「市民立太陽光発電所」として公共施設等に太
陽光発電システムを設置し、講演会などにより普及活動をしています。また、
茅ヶ崎市と協働で、太陽光で発電した電力のうち自家消費分の環境価値を市内
企業等に売却し、その利益を事業参加者に還元する「茅ヶ崎おひさまクレジッ
ト」などを行っています。
・小水力発電の検討、市民ファンドを活用したメガソーラーなどの設置
小田原市の地元企業38社が出資した法人であるほうとくエネルギー株式会社
は、大正時代につくられた小水力発電跡地の整備に参加したり、地元の市民フ
ァンドを活用した太陽光発電事業（メガソーラー、公共施設屋根貸しソーラ
ー）などを行っています。
・公共施設のクリーン電力化（地産地消モデル）
厚木市は、メガソーラーで発電した電力を購入する新電力事業（ＰＰＳ）を
介し、公共施設にクリーンな電力を供給しています。自治体、発電事業者、
ＰＰＳが連携した、エネルギーの地産地消モデルの先進事例となるものです。
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■

コラム
○

分散型エネルギーシステム
かながわスマートエネルギー計画では、地域にお
いて多様な分散型電源（太陽光等の再生可能エネル
ギーを利用する発電設備、ガスコージェネレーショ
ン、水素を利用する燃料電池等）を積極的に導入す
るとともに、情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用した
エネルギー・マネジメント・システム（ＥＭＳ）を
通じて、エネルギー需給を総合的に管理するシステ
ムを表す言葉として使っています。
○ ガスコージェネレーション
天然ガスやＬＰガス等を燃料として、エンジンやタービン等の方式により発電
し、その際に生じる排熱も利用する熱電併給システムであり、排熱は冷暖房や給
湯などに利用できます。発電に加えて排熱を有効活用すること、消費地の近くに
設置できるため送電ロスがほとんどないことから、エネルギー効率が高く、省エ
ネとＣＯ2削減に貢献できます。
○

家庭でできる節電の取組例
・エアコンは、無理のない範囲で利用を控え、使用
する場合は、室温の設定は冷房時には 28℃、暖房
時には 20℃を心がける。
・冷蔵庫は、設定温度を「強」から「中･弱」にし、
開閉を短く、詰め込まないようにする。
・日中は照明を消して、夜間も出来るだけ減らす。
・テレビは、画面の明るさや、音量をおとし、つけ
っぱなしにしない。
・白熱電球を電球形蛍光灯やＬＥＤ電球にかえる。
（参照：マイアジェンダ登録 節電バージョン）

○

燃料電池自動車（ＦＣＶ）
水の電気分解と逆に燃料電池でタンクに貯
めた水素と空気中の酸素を化学反応させ、発
電した電気エネルギーを使って、モーターを
回して走る自動車です。
燃料電池自動車（FCV）の仕組み
（出典：神奈川県 HP）

○

エネルギー消費量の少ない住宅・建築物（ＺＥＨ・ＺＥＢ）
ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）・ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネ
ルギー・ビル）は、年間に消費するエネルギー量とつくるエネルギー量がおおむ
ねプラスマイナスゼロになるという住宅や建築物です。
太陽光発電などによってエネルギーを創出するとともに、省エネルギー設備や
ＥＭＳ等を組み合わせて無理なく消費エネルギー量を抑え、ゼロ・エネルギー化
を図ります。
なお、国は、エネルギー基本計画で、2030（平成 42）年までに新築住宅・建築
物の平均でＺＥＨ･ＺＥＢを実現することを目標として掲げています。
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（２）

ごみ（廃棄物）

行動宣言２

３Ｒの取組を拡大します

持続可能な循環型社会を実現するためには、ごみ（廃棄物）を発生抑制するリデュー
ス（Reduce）、再使用するリユース（Reuse）、再資源化するリサイクル（Recycle）の
３Ｒをすすめ、廃棄物の量をできるだけ減らすことが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
★ １ ごみの少なくなるものや長く使えるものを選んで購入します。
★２
３
★４
５

食品の期限（消費期限、賞味期限）切れが起こらないようチェックし、調
理時には食材や調理方法を工夫し、生ごみを出すときには水切りをするな
ど、生ごみの量をできるだけ減らします。
マイ箸、マイボトル、マイバックなどを持参し、使い捨てのものはできる
だけ使用を控えます。
リユースショップやフリーマーケット等を積極的に活用して、リユースに
つなげます。
ごみは、それぞれの自治体のルールに従って分別して出し、紙や金属、容
器包装、家電などのリサイクルにつなげます。

６ 生ごみや落ち葉はできるだけ堆肥化する等、有効利用に努めます。
【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
★１
２
３
４
５
６
７
８

３Ｒにつながる情報を広く提供します。
廃棄物発生量、削減量、リサイクル率の数値目標を設定
します。
製造から廃棄までのライフサイクルにおける環境負荷に
関する情報を開示し、購入者に提供します。
製品を製造する過程で、ライフサイクルアセスメントを
考慮した環境配慮型デザイン ※５ を行い、廃棄物の削減
につなげます。
建物や設備等を長期使用するため、耐久性の向上や修繕
等によって、廃棄物の発生抑制につなげます。
食品ロス※６を削減する取組に協力します。
生ごみ、落ち葉、剪定枝を分別し、燃料化、堆肥化、飼
料化などのリサイクルを進めます。
紙、金属、プラスチック等は、分別してリサイクルにつ
なげます。
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◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

■

用語説明
※５

環境配慮型デザイン
分解が容易であったり、リサイクルしやすいよう単一素材を使用したりするなど、

製品等の設計段階において環境配慮を行うための手法のことです。環境適合デザイン
やエコデザインともいいます。（参照：平成 26 年版

環境・循環型社会・生物多様性

白書）
※６

食品ロス
まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。日本では、年間約 1,700 万トンの

食品廃棄物が出されており、そのうち、食品ロスは年間 500〜800 万トンで、これは米
の年間収穫量に匹敵する量です。（参照：消費者庁 HP）
■

事例紹介
○

リユースショップの認証制度、リサイクル認定製品
神奈川県では、リユース品の売却や購入にあたって、安心してリユースショッ
プを利用できるように、基準等を満たした店舗を認証する、「かながわリユース
ショップ認証」を行っています。
また、県内の廃棄物を原料としたリサイクル製品を認定する、「かながわリサ
イクル製品認定」を行っており、環境に配慮したリサイクル製品の利用促進を図
っています。

認証ステッカー（見本）
（出典：神奈川県 HP）

○

かながわリサイクル認定製品
（出典：神奈川県 HP）

認定マーク

生ごみを資源とした自立循環型リサイクルループ（＝ヤサイクル）の構築
ヤサイクルでは、食品資源再生機器「生
ごみ処理機」を事業者等へ販売し、生成さ
れた堆肥を引き取り、それを農家が使いや
すい「ヤサイクル堆肥」にして農家に無償
提供しています。さらに、その「ヤサイク
ル堆肥」を利用して収穫された野菜等の一
部を購入し、ホテル・レストラン等へ販売
株式会社横須賀軽金の取組

しています。（参照：神奈川県 HP）
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■
○

コラム
個人でできる３Ｒの取組
＜リデュース＞
・買い物をするときはマイバッグを持参する。
・必要な分だけ買う。
・過剰に包装したものは買わないようにしたり、品物の包装は簡
単にしてもらう。
・品物を選ぶときには、丈夫で長持ちしそうなものを選ぶ。
＜リユース＞
・リターナブル容器を選ぶようにする。
・不用になった服はリフォームしたり、フリーマーケットに出
す。
・家電製品などが故障したとき、修理すれば使えるものであれば
修理して使う。
・再生部品を用いた機器類を使う。
＜リサイクル＞
・市町村や地域単位で実施する古紙、びん、アルミ缶、スチール
缶などの分別回収の取組に協力して、決められた場所に、決め
られた方法で物品を出す。
（参照：環境省 HP）

○

消費期限と賞味期限
消費期限とは、お弁当や生菓子、豆腐など長くは保存がきかない食品に表示し
てあり、開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したとき
に、食べても安全な期限を示しています。
賞味期限とは、ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など冷蔵や常温で保存
がきく食品に表示してあります。開封していない状態で、表示されている保存方
法にしたがって保存したときに、おいしく食べられる期限を示しており、賞味期
限を過ぎても食べられなくなるとは限りません。（参照：農林水産省 HP）

○

フードバンク
食品の製造・販売工程等で発生
する規格外品などを引き取り、福
祉施設等へ無料で提供する団体・
活動をフードバンクといいます。
フードバンクにより食品ロスが削
減されることで、環境負荷の低減
効果が期待できます。
（参照：農林水産省 HP）
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行動宣言３

廃棄物の適正処理を徹底します

発生した廃棄物が不適正に処理されると、環境汚染の原因となり、人間や生態系に悪
影響を与えることがあります。良好な生活環境を守るためには、廃棄物の性質や状態に
十分注意し、適正に処理することが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
★１
２

廃棄物を出す場合には、自らの責任において、適正なルールに従います。
不法投棄※７を見つけた場合には自治体または警察署に通報します。

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
廃棄物を出す場合には、自らの責任において、適正処理
を確保します。

◎

◎

◎

２

廃棄物の処理方法に関する情報を広く提供します。

◎

◎

◎

３

パトロールなどにより、不法投棄を防止します。

◎

◎

◎

★１

■

用語説明
※７

不法投棄
不法投棄とは、自治体のルールに従わずみだりに廃棄物を捨てることをいい、景観

を損ね、自然環境に多大な悪影響を及ぼします。不法投棄した場合には、法律により
厳しく罰せられます。（参照：神奈川県 HP）
■
○

事例紹介
不法投棄監視活動の実施
神奈川県は、不法投棄を許さない地域環
境づくりをめざして、市町村や事業者等と
の連携によるパトロールや監視カメラによ
る監視活動を行っています。
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■

コラム
○

各廃棄物への法・ガイドラインの対応状況
<リサイクルの推進>

<廃棄物の適正処理>

資源有効利用促進法

廃棄物処理法
建設業
19.6％

小型家電リサイクル法
家電リサイクル法

自動車リサイクル法

産構審品目別
ガイドライン

原料として
の再利用

〜リデュース
(Reduce)政策
の導入〜

〜リユース
(Reuse) 政 策
の導入〜

〜リサイクル
(Recucle) 政
策の強化〜

部品等の再使用
が容易な設計等
(自動車､パソコ
ン､複写機､ぱち
んこ台等)

22.6％

食料品製造業 2.2％

製品対策
製品の省資源化･
長寿命化設計等
(自動車､パソコ
ン､家具､ガス･石
油機器､ぱちんこ
台等)

農業･林業

事業者による製
品の分別回収と
リサイクルの義
務付け等(パソコ
ン等)

家畜排せつ物法

食品リサイクル法

電気･ガス･
熱供給･
水道業
25.4％

副産物(＝産業廃棄物)対策
生産工程の合理
化等による副産
物の発生抑制を
計画的に推進

容器包装
リサイクル法

（事業系のみ）

部品等の
再使用

生活系ごみ
排出量

食品リサイクル法

廃棄物の
発生抑制

建設資材
リサイクル法

副産物の原材 料
としての再利 用
を計画的に推進

鉱業 2.5％
パルプ･紙･加工
品製造 7.6％

事業系ごみ
排出量

鉄鋼業
7.6％

製造､加工、販売、修理などの各段階において
①廃棄物の発生抑制､②部品等の再利用､③リサイクル
による総合的な取組を実施

集団回収量

化学工業 3.2％

その他
9.3％
年間約５億トン

年間約４.５千万トン

資源の有効な利用

一般廃棄物

産業廃棄物
グリーン購入法
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産業審業種別
ガイドライン

（３）

そら（空）

行動宣言４

きれいな空気と星空をつくります

環境技術の向上などにより、県内の大気汚染の状況は改善されましたが、最近では、
微小粒子状物質（ＰＭ2.5）など新たな問題も発生しています。
良好な大気環境を保つためには、環境負荷の少ない交通手段の利用に努めることなど
が必要です。
■

行動メニュー

【個人】
徒歩、自転車、電車、バスなど環境負荷の少ない交通手段を積極的に利用
します。
自動車を利用または購入する際には、大気汚染物質の排出が少ないハイブ
２ リッド自動車（ＨＶ）や大気汚染物質を排出しない電気自動車（ＥＶ）、
燃料電池自動車（ＦＣＶ）など低公害車※８を選びます。

★１

３

自動車を運転する際には、急発進・急加速をしないなどエコドライブ ※９を
心がけます。

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
硫黄酸化物や窒素酸化物などの大気汚染物質の排出状況
★ １ を管理し、公害対策設備の設置・運用にあたっては、大
気汚染物質の削減効果が高い設備を選びます。
自動車を利用または購入する際には、大気汚染物質の排
出が少ないハイブリッド自動車（ＨＶ）や大気汚染物質
２
を排出しない電気自動車（ＥＶ）、燃料電池自動車（Ｆ
ＣＶ）など低公害車を選びます。
自動車を運転する際には、急発進・急加速をしないなど
３
エコドライブに心がけます。

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

４ 低公害車の普及やエコドライブを進めます。

◎

◎

◎

５ 環境負荷の少ない交通システムの導入を進めます。

◎

◎

共同輸配送や物流拠点整備によるトラック輸送の効率化
を図ります。
必要で適正な屋外照明を確保しながら、光害（ひかりが
７
い）※10 を防止します。
６

■

◎
◎

◎

用語説明
※８

低公害車
大気汚染物質が排出量が少ないまたは全く排出されない自動車のことで、国や本県

を含む九都県市では、排出ガスの濃度や量を一定以上低減させた自動車を低公害車に
認定し、ステッカーを交付しています。
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※９

エコドライブ
急発進や急加速をしない、アイドリングストップの励行など環境に配慮した運転方

法のことをいいます。二酸化炭素や排気ガスを抑制する環境改善効果があり、また、
燃料代の節約効果もあります。（参照：神奈川県 HP）
※10

光害（ひかりがい）
照明器具からの光が照明対象範囲外に漏れる「漏れ光」や人や生物の活動に悪影響

を及ぼす「障害光」など、光による影響全般のことをいいます。
（参照：環境省 HP）
■

事例紹介
〇

環境負荷の少ない交通システム
県内の様々な自治体で、パーク＆レールライド（鎌倉市）、サイクルアンドバ
スライド（厚木市他）、レンタサイクル（横浜市他）、ノーカーデーの実施（秦
野市他）、など環境負荷の少ない交通システムを導入しています。

■

鳶尾団地サイクルアンドバスライド自転車駐車場

横浜コミュニティサイクル baybike(ベイバイク)

（厚木市）

（横浜市）

コラム
〇

エコドライブ 10 のすすめ
① ふんわりアクセル「e スタート」
② 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転
③ 減速時は早めにアクセルを離そう
④ エアコンの使用は適切に
⑤ ムダなアイドリングはやめよう
⑥ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう
⑦ タイヤの空気圧から始める点検・整備
⑧ 不要な荷物はおろそう
⑨ 走行の妨げとなる駐車はやめよう
⑩ 自分の燃費を把握しよう
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（４）

みず（水）

行動宣言５

将来にわたってきれいで豊かな水を確保します

水は生きものの命を育み、私たちの生活に欠かせない非常に大切な資源ですが、地球
上に存在する水のほとんどは海水で、地下水や河川、湖沼などとして存在する淡水はわ
ずかにすぎません。私たちは、限られた資源である水を守るため、その重要性を理解し、
適切に水を利用することが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
★１

水の重要性や水質に関心を持ち、洗剤を使う際には適量を使用するなど、
できるだけ水を汚さないようにします。

★ ２ 洗濯や風呂などの節水に努め、使った水はできるだけ再利用します。
３

雨水や地下水が身近な水資源であり、緊急時の貴重な水資源であることを
再認識し、雨水や井戸水の利用に努めます。

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
★ １ 下水道や合併処理浄化槽などの普及に努めます。
２ 利用した水は、できる限りきれいにして排水します。
ダム湖周辺や水源上流の渓流など水辺の森林、農地、水
３ 域の管理を適切に行い、森林、農地、水域における水の
浄化機能の維持向上に努めます。
水の効率的な利用に努め、事業所内の水の再利用などに
４
も積極的に取り組みます。
５ 水源地域の重要性について普及啓発に努めます。
■
〇

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

コラム
水を汚さない行動

出 典 ： 平成 19 年版
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子ども環境白書

◎

〇

生きものの種類でわかる水の汚れ具合
川にすむ生きものの種類によって、その川の水の
の種類によって、その川の水の汚れ具合がわかります。
がわかります。
川の水の
よごれ

きれいな水

ややきれいな

きたない水

とてもきたない

（Ⅰ）

水（Ⅱ）

（Ⅲ）

水（Ⅳ）

（水質ランク）

サワガニなど

ゲ ン ジ ボ タ ル タニシなど

オオユスリカ

（幼虫）など

（幼虫）など

指標生物

○

雨水利用について
雨水利用とは、建物の屋根などに降った雨を
貯留槽（タンク）に貯め、貯めた雨水を樹木へ
の散水やトイレの洗浄水などに利用することで
す。
また、大規模な震災などの災害時には、貯め
た雨水は貴重な生活用水としても活用できま
す。

〇

水の浄化機能について
森林 は 、 お もに 森 林 土壌 の は た らき に
よ り、 雨 水 を 地中 に 浸 透さ せ 、 ゆ っく り
と 流出 さ せ ま す。 そ の ため 、 洪 水 を緩 和
するとともに川の流量を安定させるほ
か 、濁 り が 少 なく 、 適 度に ミ ネ ラ ルを 含
み 、中 性 に 近 い水 が 森 林か ら 流 出 して き
ます。
（出典：林野庁 HP）

＜多自然川づくり＞
ダム湖 や水 源河川 に流入す る河 川や水
路等にお いて 、自然 豊かな清 流を 保全す
るため、 生態 系に配 慮した水 辺環 境の整
備に取り組んでいます。
（出典：神奈川県 HP、国土交通省
、国土交通省 HP）
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相模原市道保川

（５）

みどり・つち（緑・土）

行動宣言６

里地里山、森林、水辺の豊かな自然を守る取組を拡大します

里地里山※11、森林、水辺は、水源のかん養、山地災害の防止、生態系の保全、二酸化
炭素の吸収など多面的かつ重要な機能を果たしています。この機能を維持し、次世代に
豊かな自然を引き継ぐために、さまざまな主体が連携して、自ら行動していくことが必
要です。
■

行動メニュー

【個人】
森林や水辺の生物多様性※12 を守るため、育てられなくなった生きものを、
屋外に放さないようにします。
里地里山、森林、水辺を守る活動に関心を持ち、ボランティアなどに積極
２
的に参加します。

★１

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
★１
２
３
４
５

■

様々な主体が連携して、里地里山の保全や森林を守る活
動に参加・協力します。
森林の多面的機能を発揮させるため、県民や森
林所有者等と連携して、森林再生を進めます。
山間地域との交流のため、自然観察会など多くの交流の
機会を設けます。
流域の環境を良くするための取組に関する情報の収集・
蓄積を行い、これらを広く紹介します。
海、河川、湖沼、湿地などでたくさんの生きものが共存
する水辺を再生・保全する活動に参加・協力します。

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

用語説明
※11

里地里山
里地里山は、集落と農地・水路・ため池・雑木林などが一体となった地域です。こ

うした地域は、人が「自然」に働きかけ、長い時間をかけて形づくられており、農林
業の生産の場や人々の生活の場として、多くの恵みをもたらしてきました。良好な景
観の形成、生物の多様性の確保、災害の防止、伝統的な生活文化の伝承、レクリエー
ションの場の提供と、多面的な機能を発揮しています。
※ 12

生物多様性

生きものたちの豊かな「個性」と「つながり」のことをいいます。「個性」という
のは、同じ種であっても、個体それぞれが少しずつ違うことや、それぞれの地域に特
有の自然や風景があり、それが地域の文化と結びついて地域に固有の風土を形成して
‑ 21 ‑

いることです。「つながり」というのは、生物間の食べる‑食べられるといった関係か
ら見た食物連鎖や生態系の中のつながり、生態系間のつながりなどのことです。
この「個性」と「つながり」は長い進化の歴史によりつくり上げられてきたもので
あり、こうした側面を持つ生物多様性が、様々な恵みを通して地球上のいのちと私た
ちの暮しを支えています。（参照：生物多様性国家戦略）
■
〇

事例紹介
里地里山の保全について
神奈川県内では里地里山保全等地域が選定されており、様々な保全活動が行わ
れています。

【出典】かながわの里地里山

県農地保全課 HP

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300562/

〇

（出典：神奈川県 HP）

里地里山を守る活動の事例
平塚市土沢地区では、地域住民を主体とした「里山
をよみがえらせる会」が里地里山の保全活動を行って
います。雑木林を保全・活用して子どもの遊び場とし
て提供したり、耕作放棄された水田を復旧し、田植
え・稲刈り体験等を行っています。土沢地区（平塚市）での体験活動の様子

〇

森林を守る活動の事例（森林再生パートナー制度）
森林の豊かな恵みを次世代に引き継いでいくた
め、「かながわ森林再生 50 年構想」に賛同する企
業団体の社会貢献活動を促進し、協働で森林再生
に取り組んでいます。（参照：神奈川県 HP）
寄（やどりき）水源林（松田町）における間伐作業の様子

〇

みどりを守る活動の事例

（ナショナル・トラスト運動活動／緑の募金活動）
県民の皆さんからの募金や寄附、緑化協力金など
基金に積み立てられた資金でみどりを守る取組が進
められており、身近な緑地の保全活動や「緑の募
金」による学校や公共的な場所の緑化活動が行われ
ています。

小網代の森（三浦市）
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行動宣言７

農林水産業への理解を深め、地産地消の取組を拡大します

農林水産業は、私たちの食料を供給してくれるだけでなく、良好な景観の形成、水源
のかん養、自然環境の保全など多面的な機能を提供する重要な役割を担っています。こ
の機能を将来にわたっても維持し、農林水産業を続けていくためには、私たち一人ひと
りが農林水産業を理解し、支えていくことが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
★ １ 市民農園など農業にかかわるふれあいや学習の場に積極的に参加します。
★ ２ 直売所や朝市を積極的に利用し、できるだけ地元の産品を購入します。
ボランティアによる援農、中高年ホームファーマー制度※13 などに積極的に
参加します。
地域の特性や生物多様性に配慮した農業について関心を持ち、理解を深め
４
ます。
３

５ 住宅の新築・リフォームの際には、地域の木材を使うよう努めます。
【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
★ １ 農林水産物のブランド化で県内産品の価値を高めます。
エコファーマー※14 制度や環境保全型農業※15、資源管理
型漁業※16 を進めます｡
県内産品について、生産者と消費者が顔の見え
★３ るネットワークをつくり、生産者の生産状況や
流通状況を消費者に伝えます。
環境に配慮した技術の指導など、農業者等への支援を行
４
います。
★２

５ 農業や漁業に触れる体験の機会を提供します。
６
■

地域の木材を積極的に使った製品の供給や使用に努めま
す。

用語説明
※ 13

中高年ホームファーマー制度

耕作されていない農地を神奈川県が土地所有者か
ら借り受けて復旧した後、市民農園として整備し、
意欲ある県民に貸す制度です。基礎的な栽培技術の
研修を受講しながら、約 100 ㎡の畑を耕作し、その
後も耕作を希望し、県が耕作可能と認めた方には研
修終了後から３年間「中高年ホームファーマー」と
して、さらに広い面積の農園を耕作します。（参
照：神奈川県 HP）
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◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

※14

エコファーマー
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」に基づき、５年後を目標

に環境にやさしい農業に取り組む計画を作成し、知事の認定を受けた農業者・法人の
ことをいいます。（参照：神奈川県 HP）
※15

環境保全型農業

農業の持つ物質的循環機能を生かし、生産性との調和に留意しつつ、土づくり等を通じ
て化学合成農薬や化学肥料の使用等による環境への負荷の軽減と、より安全な農産物生産
に配慮した持続的な農業です。(参照：神奈川県環境保全型農業推進基本方針）
※16

資源管理型漁業
限りある資源を永続的に利用してゆくため、漁業者・漁業関係者により、水産資源

を保護・管理しながら漁獲する漁業形態です。
■

事例紹介
〇

援農ボランティア（茅ヶ崎市）
この制度は、農産物の栽培技術を習得しながら健
康づくりを図りたいと考える方に「援農ボランティ
ア」として登録いただき、日々の農作業や農地の管
理に人手不足を感じている農家を市が紹介して、農
作業の手伝いを通して、農業技術の習得や余暇の充
実を図っていただくものです。
（現在の状況：平成 27 年３月 31 日現在）

農業研修講座での収穫の様子

ボランティア登録数 247 名、受入農家数 34 戸、受入成立数 131 件
〇

生物多様性に配慮した取組の事例
さんすいかい

茅ヶ崎市の団体「三翠会」では、水田の生物多様
性保全を重視して野鳥や魚類、水生生物などの調査
や魚道や水路の改善を進めることで様々な生きもの
が生息できる水田作りを行っています。

■

コラム
〇

地産地消のメリット
①食材の輸送距離を減らすことにつながり、輸送に伴う二酸化炭素の排出が少な
くなるなど環境への負荷が小さくなります。
②地場産物の消費拡大につながり、地域の活性化にもつながります。
③生産者の顔が見えることで、食の安全・安心につながります
④新鮮でとれたての食材が手に入り、旬を知ることができます。
（参照：神奈川県 HP）
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○

かながわブランド
かながわブランドは、組織的な生産体制に基づき、品質、生産量
並びに供給体制の向上及び安定を目指す県内産農林水産物及びその
加工品で、平成 27 年３月現在 56 品目、83 登録品があります。

◆ たこ

〇

かながわ県産木材認証マーク

かながわ県産木材品質認証マーク かながわ県産木材認証マーク

木材小売業、大工・工務店、建設業、市
町村、県民に広くかながわ県産木材を使っ
ていただくため、県産木材に認証マークの
表示をしています。
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（６）

まちづくり

行動宣言８

みんなが参加して環境と共生するまちをつくります

地域の自然を生かした、環境に配慮した持続可能なまちをつくるためには、行政や企
業だけではなく、住んでいる人も共にどのようなまちをつくるのか考え、コミュニティ
の一員として、主体的にまちづくりの場に参加することが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
★１

身近にある水辺やみどりに興味を持ち、庭に植物を植えるなど、多様な生
きものが一緒に暮らせる環境を守り、つくります。

環境に配慮したまちづくりに関心を持ち、パブリックコメントなどの機会
を活用し、積極的に提案を行います。
町内会、自治会、ＰＴＡ、商店街組織、ボランティアなど地域社会の活動
３
に関心を持ち、率先して参加します。
地域に根付いている景観や自然がまちにあることを意識し、それらを尊重
４
して、守る活動に参加します。

★２

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
★１

まちづくりや住まいづくりに係る事業は、地球温暖化防
止や周辺環境に配慮した計画、設計、工法で行います。

まちづくりに際して、計画策定の場に住民が参画しやす
いように工夫をします。
地域の経済発展と環境保全が両立するようなまちづくり
３
に協力します。

◎

２

■

◎
◎

◎

◎

◎

コラム
○

地球温暖化に対する適応策
地球温暖化に対する対策は大きく分けて、原因となる温室効果ガスの排出を抑
制する「緩和策」と、既に起こりつつある、あるいは起こりうる温暖化の影響に
対して、自然や社会のあり方を調整する「適応策」の２つがあります。
地球温暖化の影響と考えられる現象は、農作物の品質低下、極端な高温による熱
中症の多発、短時間強雨による洪水、土砂災害の被害など、既に現れ始めており、
今後様々な分野でその影響が拡大するとみられています。こうしたことから、緩和
策を進めると同時に、適応策についても取り組んでいく必要があります。
身近なところでは、大雨による危険な場所や、避難場所をハザードマップなど
であらかじめ確認したり、熱中症に備えてこまめな水分補給をするなどがあげら
れます。
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○

環境共生のまちづくり
再生可能エネルギーの利用、コージェネレーションシステムの採用、風や水と
いった自然を生かした建築デザインなどによる創エネ・蓄エネ・省エネや、地域
の生態系に配慮した緑化など環境と共生したまちづくりが進んでいます。

＜SMA×ECO CITY 相模原 光が丘エコタウン＞
【面積】敷地面積 約3.5ha

127戸

【主な取組】既存樹木の保存など緑地の計画的な配
置、すべての住宅に太陽光発電パネル・蓄電池の
設置とＨＥＭＳ導入による災害時にも機能するエネ
ルギー自立システムの整備、電気自動車用コンセン
トの設置

等

＜Fujisawa サスティナブル・スマートタウン＞
【面積】敷地面積 約19.3ha

約1,000戸

【主な取組】生物多様性に配慮した緑化・ビオトー
プの整備、創エネ・蓄エネ・省エネ設備の導入に
よる戸建住宅のＣＯ2排出量±０仕様化、ＥＶカー
シェアリング等のモビリティ・サービスの提供
等
（参照：神奈川県HP

環境共生都市づくり事業）

○

官民連携の取組（おだわらスマートシティプロジェクト）
おだわらスマートシティプロジェクトは、2012
（平成24）年に設立された、小田原市が事務局で、
市内59企業が参加する団体です。
小田原市を賢くエネルギーが使われている、地球
環境にやさしいまち（スマートシティ）にすること
を目指し、エコカーの普及促進、再生可能エネルギ
ーの普及促進、省エネルギーの推進を中心に事業展
開しています。
（参照：小田原市HP）

○

カーボンオフセット、カーボンフットプリント
＜カーボンオフセット＞
日常生活や企業活動等において排出される二酸化炭素等の温室効果ガスのう
ち、削減が困難な量について、ほかの場所で削減された温室効果ガスの削減量・
森林の吸収等をもって埋め合わせることです。
（参照：環境省 HP）

＜カーボンフットプリント＞
商品・サービスがつくられてから捨てられるまでの過程で排
出された温室効果ガスの量を二酸化炭素量に換算して表示する
ことです。
（参照：環境省 HP）
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（７）

ライフスタイル

行動宣言９

環境に配慮したライフスタイルや事業活動を拡大します

地球温暖化をはじめとする地球環境問題を解決していくために、一人ひとりがこのこ
とを自分たちの問題として考え、「環境にやさしい」ということを意識して、毎日の暮
らしの中で、自分でできることを実践していくことが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
環境への負荷が少ない暮らしを意識して、自治体や企業が提供している環
★ １ 境家計簿やエコチェックシートなどを活用して、自分の行動を確認した
り、見直したりします。
環境ラベル※17 などの表示や、環境保全活動に熱心な企業・地域の取組を確
２ 認して、環境への負荷が少ない商品やサービスをできるだけ購入、利用し
ます。
環境への負荷が少ない商品を購入するだけではなく、レンタルやシェアの
３
利用も心がけます。
地球環境保全に関する国際条約の内容や国際的な動向に関心を持ち、寄付
４
やボランティア活動などを通して､国際協力や国際交流に参加します。
【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
※18

★１
２
３
４
５
６

■

組織の特性に応じた環境マネジメントシステム を導入
し、確実に運用します。
環境への負荷の少ない商品の情報を提供したり、環境ラ
ベルなどの情報をわかりやすく伝えます。
環境への負荷の低減につながる技術の開発や導入、普及
を進めます。
地球環境保全に関する国際的な動向の把握に努め、これ
らの情報を広く紹介します。
地球環境保全に係る国際協力や国際交流を行ったり、支
援したりします。
環境経営の推進状況や地球環境保全活動等について積極
的に公表したり、地域の活動に参加するなど住民とのコ
ミュニケーションを図ります。

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎

◎

◎

用語説明
※17

環境ラベル
製品やサービスの環境に関する情報を製品や、パッケージ、広告などを通じて、消
費者に伝えるもので、国及び第三者機関の取組や、事業者団体の取組などさまざまな
ラベルがあります。(出典：日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 HP）

※18

環境マネジメントシステム
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるに
あたり、環境に関する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでい
くことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といい、このための工場や事業所内
の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシステム」（ＥＭＳ）といいます。
（出典：環境省 HP）
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■
○

事例紹介
環境家計簿・エコチェックシート
毎日の生活の中で地球環境保全のためにできることを一覧にして、行動の確認
を手助けするツールが自治体や企業から様々な形で提供されています。
＜マイアジェンダ登録 （かながわ地球環境保全推進会議・神奈川県）＞
環境配慮に向けて自主的に取り組む内容を登録（宣言）するもので、「新ア
ジェンダ 21 かながわ」の行動メニューに基づいており、全 35 項目の フルバ
ージョン と、10 項目にしぼった もったいないバージョン 、消費電力の削
減に注目した 節電バージョン の３種類があります。今後は、「マイエコ 10
（てん）宣言」として取組を進めます。
＜ひらつかＣＯ2ＣＯ2（コツコツ）プラン（平塚市）＞
地球温暖化対策の鍵となるＣＯ2（二酸化炭素）の排出量削減に、家庭から
「コツコツ」取り組んでいくための行動プランです。12 の取組メニューがあ
り、参加者は、毎年市が設定した目標の削減量以上になるようメニューを選び
ます。１か月間取り組んだ結果を市に報告します。
＜大和市かんきょうノート（大和市）＞
チェック項目にしたがって、環境を大切にするいくつかの行動を２週間にわ
たり実践するものです。それにより、二酸化炭素の削減量と、家計の節約効果
を数値として確認することができます。平成 25 年度は大和市立全中学校（９
校）の生徒が参加しました。
＜でんき家計簿（東京電力）＞
過去２年間の電気の使用量と料金をはじめ、家族構成等が似た世帯との電気
の使い方の比較やライフスタイルに合った料金メニューの試算、省エネアドバ
イス等が確認できるサービスです。
＜myTokyoGas、省エネチェックリスト（東京ガス）＞
毎月のガス料金・ご使用量を確認できるサービス「myTokyoGas」や、「キッ
チン」、「バスルーム」、「リビング・トイレ」の各シーンにおいて、現在取
り組んでいることや、これから取り組もうとしていることの効果を簡単に計算
することができる「省エネチェックリスト」があります。
（参照：神奈川県 HP、平塚市 HP、大和市 HP、東京電力㈱HP、東京ガス㈱HP）

○

環境ラベル
＜エコマーク＞
ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示す
る制度です。ＩＳＯの規格（ISO14024）に則った国唯一の第三者認証によ
るタイプ I 環境ラベル制度です。
＜統一省エネラベル＞
省エネ法に基づき、小売事業者が省エネ性能の評価や省エネラベル等を
表示する制度です。
（ 出 典 ： 環 境 省 HP）

○

いろいろなシェア‐クールシェア・ウォームシェア‐
みんなでひとつの部屋に集まったり、各家庭の冷暖房を止めて楽しく過ごせる
場所に出かけたりすることで、地域全体としてのエネルギー消費を減らそうとい
う取組です。
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■
○

コラム
環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の導入
国際標準規格である ISO 14001 や、中小事業者等においても容易に環境配慮の
取組を進めることができるよう、環境マネジメントシステム、環境パフォーマン
ス評価及び環境報告を一つに統合した環境配慮のツールであるエコアクション 21
などがあります。独自のＥＭＳを導入する機関も増えています。
【ISO14001 とエコアクション 21 の登録・認証数の推移】
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化学物質の適正な管理
私たちの身のまわりには、プラスチック、塗料、合成洗剤、殺虫剤など、数多
くの製品があふれていますが、これらはすべてさまざまな化学物質で作られてお
り、化学物質は私たちの生活になくてはならないものになっています。しかし、
このように有用である化学物質も、適切な管理が行われなかったり、事故が起き
れば、深刻な環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響をもたらす
おそれがあります。
そのため、人の健康や生態系へ有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質につ
いて、適正な管理に努めなければなりません。
（参照：環境省 HP）

○

地球環境保全に関連する主な国際条約
・気候変動枠組条約(ＵＮＦＣ ＣＣ)
大気中の温室効果ガスの濃度を安定させることを目的とした条約
・生物多様性条約(ＣＢＤ)
地球上の多様な生物と生息環境の保全を目的とした条約。
・ワシントン条約(ＣＩＴＥＳ)
絶滅危惧種の野生動植物種の国際取引規制を実施。
・ラムサール条約
水鳥の生息地である湿地や動植物の保全、湿地の適正利用を薦める目的とし
て採択された条約。
・ウィーン条約
オゾン層保護の為の研究、観測などの協力、情報交換などを規定。
（参照：外務省 HP）
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（８）

学び

行動宣言 10

環境への関心を高め、学び、行動する人を増やします

地球環境問題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組むことにより、
解決につながる新たな価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していく
ためには、環境についての学習や活動を広めていくことが必要です。
■

行動メニュー

【個人】
環境に関する情報に関心を持ち、学校や自治体、市民団体などが実施する
環境関連講座や環境学習活動に参加します。
身近な環境や環境問題について学んだことや考えたことについて、家族や
２
地域、学校などで積極的に話し合います。
家庭や地域において、自分のもっている知識や経験を生かして、子どもや
３
周りの人々に環境を守る取組を伝えます。

★１

【企業・行政・団体】
企業 行政 団体
★ １ 環境教育・環境学習の機会の提供や、支援をします。
環境教育・環境学習を通じて、環境保全活動に携わる人
材を育成します。
従業員や職員の研修に環境問題を取り入れるなど、組織
３ 全体で地球環境保全の重要性を理解する機会をつくりま
す。

◎

２

■

◎

◎

◎

◎

◎

◎

事例紹介
○

かながわ環境教室
神奈川県では、環境・エネルギー等に関して豊富
な知識・経験を有するＮＰＯなどの団体や企業の方
を講師として小・中学校、高校等の学校に派遣し、
児童又は生徒を対象に体験型の授業を実施していま
す。（参照：神奈川県 HP）
授業の様子

○

ショッピングセンターなどでの環境展
体験型環境イベントがショッピングセンターなどが行われ、身近な場所で環境
について学ぶ機会が提供されています。（参照：神奈川県 HP）

左：アピタエコ博
（アピタ長津田店）
右：オーロラモール
ＥＣＯフェア
（西武東戸塚店）
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○

おおい自然園（大井町）
大井町にあるたくさんの自然のすばらしさをわ
かりやすく伝えていくため、町全体を自然博物館
と捉えた「おおい自然園事業」が展開されていま
す。自然観察会や生きもの調査・展示会などをと
おして、地域の自然環境について「親しみ」、
「知り」、「守って」いく心を養っていくもので
す。（参照：大井町環境基本計画 大井町役場 HP
おおい自然園）

○

環境に配慮した行動を毎日の学校生活から育む取組
各学校で環境に配慮した行動について考え、取組項目
を掲げ、その実現に向けて実践し、取組内容を報告した
り、認定を行ったりしています。
[県内での主な取組事例]
・さがみ風っ子ＩＳＯ認定制度（相模原市）
・わかば環境ＩＳＯ（平塚市）
・チャレンジ「かわせみ」（藤沢市）
・スクールエコアクション（茅ヶ崎市）
・エコキッズはだの（秦野市）
・海老名市えびなっ子環境ＩＳＯ（海老名市）
・レッツトライひまわり環境ＩＳＯ（座間市）

○

エコキッズはだの環境活動レポート

エコスクール（厚木市・藤沢市）
エコスクールは、世界最大ＮＧＯのひとつ、ＦＥＥ
（環境教育基金）が運営する学校での環境学習プログラ
ムで、欧州を中心に世界 54 カ国、４万校以上で取り組ま
れています。
子どもたち自身が中心となり課題の決定から、調査・
計画・実行など環境について考える 7 つのステップがあ
り、これらをクリアすると国際的な認証であるグリーン
フラッグの取得申請ができ、同基金の審査を受け、認証
【ロゴ提供：FEE Japan】
されます。
神奈川県では、2015（平成 27 年）４月時点で、厚木市立相川中学校、同緑ケ丘
小学校、同戸田小学校、同相川小学校、湘南学園小学校（藤沢市）の１中学校、４
小学校が「グリーンフラッグ」を取得しています。
＜各学校の主な活動内容＞
・1530（ひとつもごみなし）大作戦と称して 15 日と 30 日に全校でごみ拾いを
実施しました。
・校長先生がエコレンジャーを任命するとともに、エコレンジャーのキャラクター
を児童がデザイン、投票で決めました。
・校舎に作られたビオトープ、「学びの森」にて、生きものを観察する「いきもの
みっけグループ」、看板作りや使い方のルールを考える「学びの森グループ」な
どに分かれてそれぞれ計画し、活動しました。
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４

推進体制
2033 年の目指すべき神奈川を実現するためには、県民、企業、行政、団体等の各主
わ

体が協働し、環境に対しての取組の「環」を広げていくことがとても重要です。
そこで、推進会議を中心に「マイエコ 10（てん）宣言」の取組の普及を推進してい
きます。
【かながわ地球環境保全推進会議】
会長

副会長

〈選任方法等〉
総会が推薦・任期 2 年

顧問

神奈川県知事

〈選任方法等〉
総会メンバーの互選・任期 2 年

監事

〈選任方法等〉
総会メンバーの互選・任期 2 年

総会
〈構成員〉

〈所掌事務〉

〈会議〉

構成団体（参加資格）

・県民・企業・行政部門の構成団体の
代表者
・実践行動部門（参加団体・個人）の
代表者
・推進会議の事業計画および収支予
算の審議・議決
・推進会議の事業報告および収支決
算の審議・議決
・その他推進会議の運営に関する重
要事項についての審議・議決
・点検・改善委員会からの提言につい
ての審議・承認
・定期総会：年１回
・臨時総会：適宜

・県民部会

県民活動に関する県内団体

・企業部会

企業活動に関する県内団体

・行政部会

県及び市町村

・実践行動部会

アジェンダの趣旨に賛同した個人、企
業、学校、NPO 等（県民部門・企業部
門・行政部門に属する団体を除く）

幹事会
〈構成員〉

〈任期〉
〈所掌事務〉

〈会議〉

点検・改善委員会

〈会議〉
４部門から各３名程度選出。幹事長は
幹事の互選。
２年
・総会に諮るべき事項についての審
議・決定
・事業プロジェクトの設置・運営に関す
る事項についての審議・決定
・その他、推進会議の日常的な活動に
関する事項についての審議・決定
・定期幹事会：年 2 回
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〈構成員〉
〈任期〉
〈所掌事務〉

〈会議〉

・推薦委員：学識経験者２名
・公募委員：４部門から各 1 名
２年
・取組について、PDCA 等の手法で検証
し、総会に報告
・推進の仕組み、実施事業についての改
善案等の提言
・定例会：年１回（事業実施状況のチェック）

[参 考 ]
１

新アジェンダ 21 かながわ策定後の動向
新アジェンダ 21 かながわの策定後の、環境を取り巻く主な動向は次のとおりです。

（１）
ア

国内外の動向
国連持続可能な開発会議（「リオ＋20」）
2012（平成 24）年６月に開催された「国連持続可能な開発会議」（「リオ
＋20」）は、アジェンダ 21 が採択された 1992（平成４）年開催の「国連環境
開発会議」（地球サミット）」から 20 年後に、同じブラジル・リオデジャネ
イロで改めて私たちが望む世界について議論されたフォローアップ会議です。
リオ＋20では、持続可能な開発及び貧困根絶の文脈におけるグリーン経済
と、持続可能な開発のための制度的枠組の２つを主な議題として議論されま
した。特に、資源制約の克服、環境負荷の軽減、経済成長の達成を同時に実
現する経済のあり方としてグリーン経済に関する活発な議論が行われ、成果
文書「我々の求める未来」が採択されました。
成果文書では、グリーン経済が持続可能な開発を達成する上で重要な手段
であることを認識し、持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラムを
創設すること、食料、水、エネルギー、海洋、気候変動、生物多様性、教育
を始めとする26の分野別の取組について合意されたほか、2015（平成27）年
以降の 「持続可能な開発目標」の政府間交渉プロセスの立ち上げについて
も合意されました。
これを受けて設置された、国連総会の持続可能な開発目標に関するオープ
ン・ワーキング・グループは、2014（平成26）年７月、人々の生活を改善し、
将来の世代のために地球を守ることを目的に、経済的、社会的、環境的側面
に取り組む一連の目標案を発表しました。
この提案は17の目標と169のターゲットからなり、貧困と飢餓の終焉、健康
と教育の改善、都市の持続可能性向上、気候変動対策、海洋と森林の保護な
ど、幅広い持続可能な開発課題をカバーしています。

イ

低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的アプローチ
国は、2014（平成26）年６月に開催された中央環境審議会総会において、低
炭素政策 、資源循環 、自然共生政策を連携・統合させることで、将来世代に
引き継いでいける持続可能な循環共生型の社会（環境・生命文明）を構築して
いく方策について検討を行い、「低炭素・資源循環・自然共生政策の統合的ア
プローチによる社会の構築〜環境・生命文明社会の創造〜」と題する意見具申
がなされました。
その中では、環境と経済の好循環の実現（グリーン経済成長の実現）、地
域経済循環の拡大（地域活性化の実現）、健康で心豊かな暮らしの実現、ス
トックとしての国土の価値向上、 あるべき未来を支える技術の開発・普及
（環境技術の開発・普及）、環境外交を通じた新たな22世紀型パラダイムの
展開の６つの基本戦略が提示されました。
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（２）

気候変動
ア 国際動向
2005（平成 17）年、京都議定書が発効し、地球温暖化に対する国際的な
17 ）年、京都議定書が発効し、地球温暖化に対する国際的な
取組が開始されました。その後、科学者や政府関係者が参加し、温室効果
ガス等による気候変動の見通し、自然や社会経済への影響、気候変動に対
する対策などに関する最新の研究成果について評価を行っている「気候変
動に関する政府間パネル」（
動に関する政府間パネル」（ＩＰＣＣ）が、2014（平成
（平成 26）年 11 月に発表
した第５次評価報告書統合報告書では、 地球温暖化については疑う余地
がないことが改めて指摘されました。また、地球温暖化は、温室効果ガス
の排出などの人間活動が気候に与えた影響 によりもたらされた可能性が極
の排出などの人間活動が気候に与えた影響によりもたらされた可能性が極
めて高く、1950（昭和
（昭和 25） 年頃以降、多くの極端な気象及び気候現象の変
化が観測されてきており、これらの変化の中には人為的影響と関連づけら
れるものもあるとされています。
さらに、現行を上回る追加的な温室効果ガスの排出削減と吸収の対策を
行う緩和努力がないと、たとえ適応があったとしても、
行う緩和努力がないと、たとえ適応があったとしても、21 世紀末までの温
暖化は、深刻で広範にわたる不可逆的な世界規模の影響に至るリスクが、
高いレベルから非常に高いレベルに達するだろうとされています。
イ

気温の状況
日本の大都市の平均気温は 100 年当たりで 2.2〜3.0
3.0℃上昇しており、神
奈川県内の気温観測地点である横浜、海老名、辻堂、小田原、三浦の５地
点でも年間平均気温の上昇傾向が続いています。
また、都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象である
都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象である
都市の中心部の気温が郊外に比べて島状に高くなる現象であるヒ
ートアイランド現象は、主に横浜、川崎などの大都市部を中心に発生して
いましたが、最近では、県央地域や西湘地域でも多数の真夏日及び熱帯夜
が発生しています。

神奈川県内の年間平均気温

（資料：気象庁観測データより作成）

ウ

温室効果ガスの排出状況
2012 (平成 24)年度の神奈川県内の温室効果ガス排出量
24)
の神奈川県内の温室効果ガス排出量(速報値)は、「新
アジェンダ 21 かながわ」策定後の 2005（平成 17）年度と比較すると、
）年度と比較すると、
6.2％増加しており、また、温室効果ガス排出量の約
％増加しており、また、温室効果ガス排出量の約 97
97％を二酸化炭素(Ｃ
Ｏ 2 )が占めています。
が占めています。
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神奈川県内の温室効果ガス排出量の推移（単位：万 t‑CO2）
区分

基準年

温室効果ガス

排出量

2005年度

排出量

2011年度（確定値）

対基準年
増減率
（％）

排出量

対基準年
増減率
（％）

2012年度（速報値）
増減率（％）
排出量
対基準年 対2005年度 対前年度

二酸化炭素

6,827

6,971

2.1

7,244

6.1

7,419

8.7

6.4

2.4

その他ガス
（注）

496

236

‑52.4

234

‑52.8

237

‑52.2

0.6

1.4

7,323

7,207

‑1.6

7,478

2.1

7,656

4.6

6.2

2.4

合

計

（注） CH4、N2O、HFCs、
、PFCs、SF6

基準年(1990（平成２）年度
（平成２）年度)からの伸び率は、サービス関連産業や公的機関
からの伸び率は、サービス関連産業や公的機関
等の業務部門(118.5
(118.5％増加)と家庭部門（62.7％増加）が、特に顕著となって
％増加）が、特に顕著となって
います。
神奈川県内の二酸化炭素排出量の部門別推移（単位：万
神奈川県内の二酸化炭素排出量の部門別推移（単位：万t‑CO2）

神奈川県は、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、
神奈川県は、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、2009（平成 21）年
７月に「神奈川県地球温暖化対策推進条例」を制定しました。そして、同条
例に基づく地球温暖化対策に関する基本的な計画として、また、地球温暖化
対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体実行計画（区域施策編）とし
て、2010（平成 22）年に「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定し、温室効
22 ）年に「神奈川県地球温暖化対策計画」を策定し、温室効
果ガス削減に向けた目標を掲げるとともに、目標達成に向けた県の施策体系
を定めています。
市町村においても、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、
市町村においても、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、12 市に
おいて地方公共団体実行計画（区域施策編）を策定しています。
方公共団体実行計画（区域施策編）を策定しています。
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（３） エネルギー
2011（平成23）年３月に発生した東日本大震災を契機に、国が推進してきた、
原子力発電をベース電源として、エネルギーの安定的な供給と地球温暖化対策
を両立させるというエネルギー政策は、抜本的な見直しを迫られることになり
ました。その後、国は2014 (平成26)年４月に新たなエネルギー基本計画を閣議
決定し、原子力は「エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロー
ド電源」と位置付ける一方、政策の方向性としては「原発依存度については、
省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、
可能な限り低減させる」としています。
また、再生可能エネルギーの政策の方向性については、「2013年度から３年
程度、導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していく。」とし、
「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準を更に上回る水準の導
入」を目指すとしましたが、その水準を含む電源構成（エネルギーミックス）
は、まだ示されていません。
神奈川県は、2011(平成23)年９月にいち早く「かながわスマートエネルギー
構想」を提唱し、原子力発電所事故で失われた電力を補い、将来にわたり安
全・安心なエネルギーを安定的に確保していくため、再生可能エネルギー等の
導入を促進する「創エネ」、電力消費量の削減と電力需要ピークのカットを図
る「省エネ」、電力需要ピークのシフトを図る「蓄エネ」の取組を進めてきま
した。
その後、2013 (平成25)年７月に神奈川県再生可能エネルギーの導入等の促進
に関する条例が成立したことから、それまでの取組の実績や情勢の変化を考慮
し、同条例に基づく計画として、2014 (平成26)年４月に「かながわスマートエ
ネルギー計画」を策定しました。
この計画では、再生可能エネルギー等の導入加速化やスマートコミュニティ
の形成などに取り組み、地域において自立的なエネルギーの需給調整を図る分
散型エネルギーシステムを構築し、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりを
推進するとともに、エネルギーの安定供給と関連産業の振興を図ることとして
います。

（４）
ア

自然環境
生物多様性
国は、2008（平成 20）年６月に、生物多様性の保全と持続可能な利用を
総合的・計画的に推進することで、豊かな生物多様性を保全し、その恵み
を将来にわたり享受できる自然と共生する社会を実現することを目的とし
て、生物多様性基本法を制定しました。
2010（平成22）年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第
10回締約国会議（ＣＯＰ10）において、新たな世界目標として採択された
「戦略計画2011‑2020」（愛知目標）では、長期目標として、2050年（平成
62年）までに「自然と共生する社会」を実現することが掲げられています。
さらに、愛知目標の達成に向けた国のロードマップを示す「生物多様性
国家戦略 2012‑2020」が 2012（平成 24）年９月に閣議決定されました。
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イ

里地里山
里地里山は、集落と農地・水路・ため池・雑木林などが一体となった地
域です。こうした地域は、人が「自然」に働きかけ、長い時間をかけて形
づくられており、農林業の生産の場や人々の生活の場として、多くの恵み
をもたらしてきました。
良好な景観の形成、生物の多様性の確保、災害の防止、伝統的な生活文
化の伝承、レクリエーションの場の提供と、多面的な機能を発揮していま
す。
国は、里地里山を例として、自然観や社会・行政のシステムに根づく自
然共生の知恵と伝統を生かしつつ、現代の科学や技術を統合した自然共生
社会づくりを世界に発信するため、「SATOYAMA イニシアティブ」の考え方
を国連大学と共同で提唱してきました。
ＣＯＰ10 においては、世界中から政府、ＮＧＯ、コミュニティ団体、学
術研究機関、国際機関等多岐にわたる 51 団体が集い、SATOYAMA イニシアテ
ィブ国際パートナーシップ（ＩＰＳＩ）が創設されました。
神奈川県は、里地里山の保全等を促進するため、2008（平成 20）年４月
に神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例を施行し、
様々な取組を実施しています。

（５）

循環型社会
国は、2013（平成25）年５月に策定した第三次循環型社会形成推進基本
計画において、目指す循環型社会について、従来の大量生産・大量消費型
の経済社会から大きく転換し、自然界から取り出す資源と自然界に排出す
る廃棄物の質と量を自然環境が許容できる範囲内に抑えた、持続可能な活
動が行われる社会であるとしています。
「３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）」のうち、リサイクルに
比べて原則として優先順位が高いにもかかわらず取組が遅れているリデュ
ース（廃棄物等の発生自体を抑制すること）、リユース（いったん使用さ
れた製品等を再使用すること）については特に「２Ｒ」として、いっそう
取組を進めるとされています。
また、2005（平成17）年に自動車リサイクル法、2013（平成25）年４月
に小型家電リサイクル法が施行されるなど、リサイクルの取組が進みまし
た。

（６）

大気環境
神奈川県内では、神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平
塚市及び藤沢市が、大気汚染防止法に基づいて、二酸化窒素(ＮＯ2)等の大
気汚染物質についての常時監視測定をしています。
二酸化窒素(ＮＯ2)については、2013（平成25）年度に、国により1973
（昭和48）年に環境基準が設定されてから初めて、測定を行った県内91局
全てで環境基準を達成するなど、全般的に大気環境の改善が進んでいます。
一方、光化学オキシダント(ＯＸ)については、測定を行った59局全てで環
境基準を達成しませんでした。
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また、健康影響のおそれがあるとされている微小粒子状物質（ＰＭ2.5）
の環境基準が2009（平成21）年９月に設定され、神奈川県は、2011（平成
23）年度から常時監視を開始しました。2013（平成25）年度においては、
環境基準を達成したのは県内34局中１局のみで、達成率は2.9％となってい
ます。
光化学オキシダント(ＯＸ)と微小粒子状物質(ＰＭ2.5)の原因物質は多岐
にわたりますが、そのうちＶＯＣ（揮発性有機化合物）を削減する取組が
必要であり、新たにガソリンベーパー（蒸気）対策が求められています。
（７）

水環境
水は生命の源であり、絶えず循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的
構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与
え続けています。
わが国は、国土の多くが森林で覆われていることなどにより水循環の恩
恵を大いに享受してきましたが、都市部への人口の集中、地球温暖化に伴
う気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、それに伴い、渇水、
洪水、水質汚濁、生態系への影響など様々な問題が顕著となってきていま
す。
国は、水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとと
もに、これを総合的かつ一体的に推進するため、2014（平成26）年７月に
水循環基本法を雨水の利用の推進に関する法律とともに施行しました。
神奈川県は、長期にわたり継続的に進めていく必要があることから、良
質な水を将来にわたって安定的に確保するために、総合的な取組を、2005
（平成 17）年 11 月に「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」を策定しま
した。
大綱では、2007（平成 19）年度以降の 20 年間を視野に入れた取組の基本
的な考え方や、分野ごとの施策展開の方向性などを示しています。
この施策大綱に基づき、2007（平成17）年11月に「かながわ水源環境保
全･再生実行５か年計画」、2011（平成23）年11月に「第２期かながわ水源
環境保全･再生実行５か年計画」を策定しました。
2009（平成19）年４月に水源環境保全税を導入し、水源の森林づくり事
業の推進 や丹沢大山の保全・再生対策などを行っています。

（８）

環境技術の発展
ア 水素エネルギー
水素(Ｈ2)は、取扱時に安全性を確保する必要がありますが、無尽蔵に存
在する水の電気分解や、天然ガス等の化石燃料の改質などにより製造する
ことができ、また、利用時に二酸化炭素(ＣＯ2)を排出しないクリーンなエ
ネルギーとして注目されてきました。
そして、水素(Ｈ2)と酸素(Ｏ2)を化学反応させて電力を取り出す燃料電池
の技術開発が進んだことにより、実用化段階を迎え、東日本大震災後は、
家庭用燃料電池（エネファーム）の導入が伸びました。また、燃料電池自
動車（ＦＣＶ）は、2014（平成 26）年 12 月から販売が開始されています。
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こうした中、神奈川県では、水素(Ｈ2)を日常の生活や産業活動で利用す
る「水素社会」の実現に向け、自動車メーカーや水素関連事業者等と行政
で構成する「かながわ次世代自動車普及推進協議会」（事務局：神奈川県）
を 2013（平成 25）年８月に設置し、2015（平成 27）年３月に、今後の目標
や取組の方向性を示す「神奈川の水素社会実現ロードマップ」を策定しま
した。
イ

次世代自動車
自動車の環境性能の向上を図る技術開発が進み、ハイブリッド自動車
（ＨＶ）、電気自動車（ＥＶ）、プラグインハイブリッド自動車（ＰＨ
Ｖ）、クリーンディーゼル車（ＣＤＶ）、天然ガス自動車（ＨＧＶ）等の
次世代自動車の普及が進んでいます。
また、2014(平成 26)年 12 月から、水素を利用した燃料電池自動車（ＦＣ
Ｖ）の販売が開始され、今後の普及が期待されています。

次世代自動車の普及状況（全国）
ハイブリッド自動車 (全国)

PHV･EV (全国)
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（資料：一般社団法人

ウ

H20

H21

H22

H23
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0
H25 （年度）

次世代自動車振興センターHP データより作成）

住宅・建築物
国は、2009（平成 21）年６月に長期優良住宅の普及の促進に関する法
律を施行し、長期にわたり良好な状態で使用するための省エネルギー対
策や耐震性などの措置が講じられた優良な住宅を、長期優良住宅として
認定する制度を始めました。
また、2012（平成 24）年 12 月に施行された都市の低炭素化の促進に関
する法律（エコまち法）に基づく低炭素建築物の認定制度も始まり、環境
に配慮した住宅・建築物の普及に向けた取組が進んでいます。
さらに、国は、2010（平成 22）年 10 月に「公共建築物等における木材
の利用の促進に関する法律」を施行するなど、炭素貯蔵、化石燃料の代替
等の面で地球温暖化防止への貢献が期待される建築物の木造化を推進して
います。
住宅や事業所のエネルギー需給を、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、
「見える化」して制御するホーム・エネルギー・マネジメント・システム
（ＨＥＭＳ）やビル・エネルギー・マネジメント・システム（ＢＥＭＳ）
の開発が進み、価格が低下したことに伴い導入が進んでいます。
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また、ＨＥＭＳやＢＥＭＳを導入し、創エネ機器（太陽光発電設備
等）、蓄エネ機器（蓄電池、電気自動車）及びエネルギー消費機器（照
明機器、空調機器、給湯機器等）をネットワーク化して一元的に管理す
る、スマートハウスやスマートオフィス等の普及も始まっています。
さらに、消費するエネルギーを自ら生産し、エネルギー収支をゼロに
するネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）やネット・ゼロ・エ
ネルギー・ビル（ＺＥＢ）の普及を目指す取組も始まっています。
（９）

環境教育
ア 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の施行
国は、2003（平成15）年10月に施行した環境の保全のための意欲の増進
及び環境教育の推進に関する法律を2011（平成23）年６月に改正し、環境
教育等による環境保全の取組の促進に関する法律を施行しました。
この改正では、体験学習に重点を置いた取組から、幅広く実践的な人材
育成を図るため、民間団体の参加及び協働取組の推進が挙げられています。
イ

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
今、世界には環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な問題があり
ます。ＥＳＤとは、これらの現代社会の課題を自らの問題として捉え、身
近なところから取り組むことにより、それらの課題の解決につながる新た
な価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創
造していくことを目指す学習や活動です。
2002（平成 14）年の国連総会において、わが国の提案により、2005（平
成 17）年から 2014（平成 26）年までの 10 年間をＥＳＤの 10 年とすること
が採択され、取組が進められてきました。
2014（平成 26）年 11 月、ＥＳＤに関するユネスコ世界会議が愛知県で開
かれ、ＥＳＤの重要性と促進を訴える「あいち・なごや宣言」が採択され
ました。この「あいち・なごや宣言」では、気候変動や生物多様性、防災
など世界的な課題に対し、すべての国がＥＳＤを促進する必要性などが強
調されています。

ウ

エコツーリズム
地域の自然環境の保全に配慮しながら、時間をかけて自然とふれあう
「エコツーリズム」が推進される事例が見られるようになってきました。
しかし、地域の環境への配慮を欠いた単なる自然体験ツアーがエコツア
ーと呼ばれたり、観光活動の過剰な利用により自然環境が劣化する事例も
見られるため、国は、適切なエコツーリズムを推進するための総合的な枠
組みを定める法律である「エコツーリズム推進法」を 2008（平成 20）年４
月に施行しました。
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２

改訂の検討状況

（１） 検討体制
ア 改訂委員会
推進会議の県民部会、企業部会、行政部会、実践行動部会の各部会から２名
ずつと、原嶋洋平拓殖大学教授を委員長として加えた９名からなる改訂委員会
を設置しました。
（ア）委員名簿
部会

氏名

学識経験者
県 民 部 会

団

体

及

行 政 部 会

実践行動部会

職

名

原嶋

洋平

拓殖大学 国際学部 教授（前新アジェンダ 21 検討委員会委員）

丸山

善弘

神奈川県生活協同組合連合会

田野口 則子 神奈川県公立小学校校長会

企 業 部 会

び

専務理事
総務部長（平成27 年３月31 日まで）

杉山

哲也

神奈川県公立小学校校長会

総務部長（平成27 年４月１日から）

石部

裕通

（一社）神奈川県経営者協会 専務理事

藤掛

高昭

東京ガス（株）神奈川支社横浜支店 副支店長（環境担当部長）

澤木

勉

横浜市 温暖化対策統括本部 調整課

飯塚

尚

厚木市 環境農政部参事兼環境政策課長（平成27 年３月31 日まで）

森住

幹生

厚木市 環境農政部環境政策課長（平成27 年４月１日から）

中嶋

義臣

（特非）かながわアジェンダ推進センター副代表

井上

圭司

地球温暖化防止活動推進員

企画担当課長

（イ）検討の状況
回

イ

日時

内容

第１回

平成26年７月８日 改訂の方向性について

第２回

平成26年９月１日

第３回

平成26年12月26日 改訂素案及び推進体制について

第４回

平成27年５月８日 改訂案及び推進体制について

長期的なビジョン及び
「中期的な行動計画」行動メニューの作成方針について

ワーキンググループ
現行の新アジェンダ 21 かながわの 21 の目標を「生活」、「自然」、「行動」
の３つにわけ、それぞれにワーキンググループを設置し、行動メニューの見直
しを行いました。

（ア）委員名簿
グループ 部会

生活

団体名

氏名

県民

（社福）神奈川県社会福祉協議会 事務局長

鈴木

和夫

県民

（特非）かながわ女性会議 理事

宮崎

紀美子

企業

（一社）神奈川県経営者協会 シニアスタッフ

河村

祐士

企業

（公社）神奈川県産業廃棄物協会 常任理事

橋本

直弘

企業

東京電力（株）神奈川支店 副支店長

房野

博司

青木

美貴

企業

東京電力（株）法人営業部 代理店戦略プロジェクトグループマネージャー
（検討時：東京電力（株）神奈川支店 法人第三営業グループマネージャー）
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自然

行動

企業

東京ガス（株）神奈川支社横浜支店 副支店長

伊藤

伸治

実践

地球温暖化防止活動推進員

長野

富喜子

県民

神奈川県生活協同組合連合会 専務理事

丸山

善弘

県民

（特非）神奈川県自然保護協会 副理事長兼事務局長

青砥

航次

県民

神奈川県農業協同組合中央会 組織部次長

岩堀

義一

企業

（公社）神奈川県環境保全協議会 常務理事兼事務局長

青山

尚已

実践

地球温暖化防止活動推進員

黒澤

宏

企業

（一社）神奈川経済同友会 専務理事

湧井

敏雄

企業

（株）日立アーバンインベストメント 主任技師

山下

知子

実践

横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院 准教授

田中

稲子

実践

馬淵建設（株） 経営企画部副部長

保立

尚人

（イ）検討の状況
回

ウ

日時

内容

第１回

平成26年８月６日

新アジェンダ 21 かながわの改訂の方向性の確認

第２回

平成26年９月17、18、25日 改訂の方針に基づいた現行行動メニューの見直し

第３回

平成26年10月21、22、23日 改訂の方針に基づいた現行行動メニューの見直し

第４回

平成26年11月16、17、18日 改訂の方針に基づいた行動メニュー修正案の作成

第５回

平成26年12月15、16、17日 改訂の方針に基づいた行動メニュー修正案の作成

第６回

平成27年４月23日

県民意見を反映した行動メニュー案の作成

市町村との意見交換
「新アジェンダ 21 かながわ」の概要及び現在の改訂の方針について説明し、
行政としての「新アジェンダ 21 かながわ」の係り方、各市町村での環境基本計
画等における地球環境保全の取組の状況について意見交換を行いました。
開催状況
回

日時

参加市町村

第１回

平成26年10月27日

秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町

第２回

平成26年10月28日

小田原市、真鶴町、湯河原町

第３回

平成26年10月28日

第４回

平成26年10月29日

横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町

第５回

平成26年10月29日

平塚市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、
綾瀬市、寒川町、箱根町

第６回

平成26年10月31日

南足柄市、中井町、大井町、山北町、開成町

第７回

平成26年11月20日

横浜市

第８回

平成26年11月21日

川崎市

相模原市、厚木市、大和市、海老名市、
座間市、愛川町、清川村
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エ

(２)

構成団体取組状況アンケート
現行の新アジェンダ 21 かながわの取組状況及び新たに加えるべき行動メニュ
ーについてアンケートを行いました。
実施期間 平成 26 年７月 24 日〜８月 19 日

改訂の視点
中期的な行動メニューについて次の視点で見直すこととして、改訂委員会にお
いて決定しました。
ア 行動の主体を明確にし、各主体が自発的に取り組めるような内容にする。
イ 重点的に取り組む行動メニューを設定する。
ウ 最近の環境を取り巻く状況を加味して、今後必要と考えられる行動メニュー
を取り上げる。

（３）改訂作業
推進会議構成団体アンケートや、行政部会の意見交換会で出された意見等を参
考に、ワーキンググループで次の方針で見直しを行いました。
ア

主体の明確化
「一人ひとりが行うこと」（個人）と、それ以外の「組織として行うこと」
（企業、行政、団体）に、行動メニューを分けて記載する。

イ

行動メニューの集約・重点化
（ア） 内容に関連があったり、類似する行動メニューについては、表現を修
正し、統合する。
（イ） 法令等で義務付けされていることなど、行うことが当然である内容に
ついては、他行動メニューと統合、または削除する。
（ウ） 行政計画に記載されている個別のハード整備事業や補助事業は記載し
ない。
（エ） 重点行動メニューを設定する。

ウ

行動メニューの具体化
（ア） 「検討をする」という行動メニューは、具体的な行動内容に修正する、
または削除する。
（イ） 具体的な説明を加えたり、平易な用語に言い換えるなど表現を修正す
る。
（ウ） 受け取る側により解釈が異なることが想定される用語や専門的な用語
はなるべく使わない。（使う場合は、欄外に脚注・事例を入れる）
（エ） 一つの行動メニューに一文とする。

エ

新規要素の追加
新アジェンダ 21 かながわ策定後の社会状況の変化を踏まえた表現にする。ま
たは、行動メニューを追加する。
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