
 

  Contents目次      
 

はじめに 

第１部 神奈川県の環境政策  …………………………………………………１ 

神奈川県の環境政策  …………………………………………………２ 

１．神奈川県環境基本計画 ……………………………………………………２ 

２．平成27年度の環境指標等の状況 …………………………………………４ 

 

特集記事１ 神奈川県地球温暖化対策計画の改定について …………………15 

特集記事２ 水源環境の保全・再生をめざして 

～これまでの成果と新たな課題、｢第３期計画｣について～…17 

   特集記事３ 循環型社会づくりの推進 ～廃棄物関連計画の改訂等～………20 

 

第２部 環境の現況と県の取組 ……………………………………………………23 

１ 地球環境 ………………………………………………………………24 

    １．地球環境の現況と課題 ……………………………………………………24 

             (1) 地球温暖化  ……………………………………………………………24 

             (2) オゾン層の破壊  ………………………………………………………25 

    ２．地球環境保全に関する県の取組 …………………………………………26 

             (1) 地球温暖化対策の推進  ………………………………………………26 

             (2) 国際環境協力の推進  …………………………………………………31 

            (3) オゾン層保護対策  ……………………………………………………32 

 

２ 資源循環        ………………………………………………………………33 

１．資源循環の現況と課題  ……………………………………………………33 

             (1) 一般廃棄物（ごみ） ……………………………………………………34 

            (2) 一般廃棄物（し尿） ……………………………………………………34 

            (3) 産業廃棄物 ………………………………………………………………35 

(4) 不法投棄等・散乱ごみ …………………………………………………36 

２．資源循環に関する県の取組  ………………………………………………37 

(1) 資源循環の推進  ………………………………………………………37 

            (2) 適正処理の推進  ………………………………………………………43 

            (3) 大規模災害に備えた災害廃棄物処理体制の構築  …………………47 

 

 

 

 



３ 自然環境   …………………………………………………………………48 

１．自然環境の現況と課題  ……………………………………………………48 

(1) みどり ……………………………………………………………………48 

  (2) 丹沢大山の自然環境 ……………………………………………………49 

                       (3) 野生鳥獣 …………………………………………………………………49 

(4) 海・川・湖 ………………………………………………………………50 

２．自然環境保全に関する県の取組  …………………………………………51 

             (1) かながわ生物多様性計画の策定 ………………………………………51 

 (2) 身近なみどりの保全 ……………………………………………………51 

             (3) 丹沢大山の自然再生の推進 ……………………………………………53 

             (4) 野生生物の保護管理 ……………………………………………………54 

(5) 多様な生物が生息する水域環境の保全 ………………………………55 

(6) 外来生物対策 ……………………………………………………………56 

 

４ 大気環境   …………………………………………………………………57 

１．大気環境の現況と課題  ……………………………………………………57 

２．大気環境保全に関する県の取組  …………………………………………60 

(1) 大気環境保全対策 ………………………………………………………60 

(2) 自動車排出ガス対策  ……………………………………………………61 

 

５ 騒音・振動・悪臭   …………………………………………………………66 

１．騒音・振動・悪臭の現況と課題 …………………………………………66 

(1) 騒音  ………………………………………………………………………66 

 (2) 振動  ………………………………………………………………………67 

 (3) 悪臭  ………………………………………………………………………67 

２．騒音・振動・悪臭問題に関する県の取組 ………………………………68 

            (1) 騒音・振動対策  …………………………………………………………68 

             (2) 悪臭対策 …………………………………………………………………69 

 

６ 水環境   ……………………………………………………………………70 

１．水環境の現況と課題  ………………………………………………………70 

             (1) 河川 ………………………………………………………………………70 

             (2) 湖沼 ………………………………………………………………………72 

             (3) 海域 ………………………………………………………………………72 

(4) 地下水 ……………………………………………………………………74 

(5) 土壌汚染 …………………………………………………………………75 

(6) 地盤沈下 …………………………………………………………………75 



 

２．水環境保全に関する県の取組  ……………………………………………76 

             (1) 環境基準達成に向けた規制・指導 ……………………………………76 

             (2) 生活排水処理施設整備の促進 …………………………………………77 

             (3) 水源地域における取組 …………………………………………………79 

(4) 地下水保全の取組 ………………………………………………………85 

 

７ 化学物質 ………………………………………………………………86 

１．化学物質による環境影響の現況と課題  …………………………………86 

             (1) 化学物質の環境への排出量 ……………………………………………86 

             (2) ダイオキシン類 …………………………………………………………87 

             (3) 化学物質環境調査 ………………………………………………………88 

２．化学物質による環境影響低減に関する県の取組  ………………………89 

             (1) 神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく指導等 …………89 

             (2) ダイオキシン類対策の推進 ……………………………………………91 

 

８ 環境に配慮したまちづくり …………………………………………92 

１．環境に配慮したまちづくりの現況と課題  ………………………………92 

２．環境に配慮したまちづくりに関する県の取組  …………………………92 

                    (1) 都市公園、うるおいあるみち空間などの形成 ………………………92 

                   (2) 人や自然にやさしい水辺づくり ………………………………………93 

                    (3) 景観まちづくり …………………………………………………………93 

(4) 環境と共生するまちづくり ……………………………………………93 

                    (5) ヒートアイランド対策 …………………………………………………94 

(6) 環境への負荷の少ない交通の推進 ……………………………………94 

(7) 環境影響評価制度の推進 ………………………………………………94 

 

９ 環境教育 ………………………………………………………………96 

１．環境教育の現況と課題 ……………………………………………………96 

２．環境教育に関する県の取組  ………………………………………………96 

                   (1) 環境情報の提供と相談対応の推進 ……………………………………96 

                    (2) 地域における環境教育の推進 …………………………………………97 

                    (3) 学校における環境教育の推進 …………………………………………98 

(4) 環境教育を支援するしくみづくり ……………………………………98 

 

10 環境への負荷の少ない生活・事業活動  …………………………… 100 

１．環境への負荷の少ない生活・事業活動の現況と課題 …………………100 

(1)  環境への負荷の少ない生活  …………………………………………100 

                   (2)  環境への負荷の少ない事業活動  ……………………………………100 

 



                 ２．環境への負荷の少ない生活・事業活動に関する県の取組  ………… 101 

                  (1)  ライフスタイルの転換 ……………………………………………… 101 

                   (2)  環境への負荷の少ない事業活動の促進 …………………………… 101 

                   (3)  環境共生型の産業の振興 …………………………………………… 103 

(4)  環境と調和した農林水産業の推進 ………………………………… 104 

 

11 県民との協働・連携  …………………………………………………107 

１．私たちの環境行動宣言 かながわエコ10トライの推進 ………………107 

２．森林再生パートナー制度 …………………………………………………109 

３．丹沢の緑を育む活動 ………………………………………………………110 

４．子ども里地里山体験学校 …………………………………………………110 

５．流域環境保全活動の推進 …………………………………………………111 

(1)  桂川・相模川流域協議会 ……………………………………………111 

(2)  酒匂川水系保全協議会  ………………………………………………111 

６．ボランタリー活動の推進 …………………………………………………112 

 

12 環境配慮への県の率先的取組  ……………………………………………113 

(1) グリーン購入の拡大と廃棄物の削減に向けた率先的取組 …………113 

(2) 地球温暖化防止に向けた率先的取組 …………………………………114 

(3) 環境配慮型、環境創造型公共工事の推進プログラム ………………115 

(4) 環境基本計画 ……………………………………………………………115 

(5) 環境に視点をおいた本来業務の改善プログラム ……………………116 

 

第３部 資料  ………………………………………………………………………117 

環境関連の法律・条例・計画等の概要 ……………………………………118 

世界・日本・神奈川の環境に関する動きと歴史 …………………………126 

市町村環境政策担当部署及びホームページ一覧 …………………………138 

環境用語の解説 ………………………………………………………………140 

ご意見・ご感想をお聞かせください ………………………………………149 

 

 

 

 

 

 


