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10 平成１９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

規制を公布した。平成 21 年 10 月から施行する。 
 
【適正な自動車管理】 

○ 関東運輸局： 「自動車点検整備推進強化月間」において自動車点検フェステ

ィバル、マイカー点検教室等を開催し、点検整備の実施を徹底する

とともに、街頭検査・指導取り締まりを行い不正改造車両、整備不

良車両等を排除した（実施回数；30 回、検査車両数；2,828 台）。

また今年度より、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；16 回、検査車両数；298 台）。 
 

○ 警察本部： 街頭検査・指導取締りを 20 回実施し、整備不良 8,638 件及び過積

載 663 件を指導した。 
   
○ 川崎市： 自動車整備業者に対する自動車排出ガス浄化装置の点検義務付けに

関する市条例の規定をリーフレット配布等により周知した。 

 

 

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

染防止法に基づく排出ガス規制 
 
イ  車種規制の実施 

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

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

自動車ＮＯx・ＰＭ法によって定められた対策地域内に登録される貨物自動車やバス等に
対し、同法の排出基準に適合しない車両の使用を制限する規制 
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主な取組み 
○ 関東運輸局： 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。 
また、新車への代替のための支援措置として、自動車取得税の

減免、日本政策金融公庫等による融資を実施している。 

 

 
ウ  運行規制等の実施 

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

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

に適合させるために事業者が行う改善措置に対して支援を行っている。 
また、条例に基づき、粒子状物質の排出量を増加させる重油混和燃料等の使用・販売を

禁止する。 
 

主な取組み 
【運行規制の適正かつ確実な実施】 

○ 神奈川県、横浜市、川崎市： 

         県内事業所や路上での指導・取締りを実施した。（神奈川県；132

箇所、約 3,344 台／横浜市；428 箇所、約 2,307 台／川崎市；134 箇

所、約 3,659 台） 
 
【運行規制の実施及び粒子状物質減少装置指定制度の運営】 
○ 八都県市： 平成 15 年 10 月１日から、１都３県が連携してディーゼル自動車

の運行規制を開始しており、本年度には、共同した取り組みとして、

首都圏一斉の取締りを２回実施した。 
また、八都県市粒子状物質減少装置指定制度に基づき、本年度は

６回にわたり粒子状物質減少装置の指定を行った（これまでにＤＰ

Ｆ22 社 37 型式、酸化触媒 13 社 34 型式を指定）。 
 
【装置装着補助及び規制適合車への買換え融資】 
○ 神奈川県、横浜市、川崎市： 

粒子状物質減少装置の装着補助及び最新規制適合車への買換え融

資認定を行っている。本年度は、1,775 台分の補助・認定を実施し

た（平成 14 年度から、これまでに 46,053 台分を実施）。 
 

【燃料規制の実施】 

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

の使用・販売を禁止するため、路上取締り等を114箇所実施した。 

 

 
エ  低公害車の普及促進 

条例による低公害車の導入義務づけをはじめ、各種協議会による普及促進策の検討

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

っている。 
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主な取組み 
【低公害車の導入義務づけ】 
○ 神奈川県、川崎市： 

県・市条例に基づく低公害車の導入義務について、リーフレットに

よる周知及び指導を行った。また、調査等による進行管理を行うとと

もに条例適合しない事業者に対する指導等を実施した。 
 
【八都県市低公害車指定制度の活用等】 
○ 八都県市： 八都県市低公害車指定制度に基づき、本年度は３回にわたり低公害

車を指定した（これまでに1010型式を指定）。 
   また、指定基準を昨年「平成12年基準（新短期基準）」から「平

成17年基準（新長期基準）」ベースへ移行したことに伴い、平成12
年基準指定車の指定を一部解除した。 

【低排出ガス車認定制度の実施】 
○ 関東運輸局： 排出ガス基準より一定割合以上排出ガスを低減させた自動車を認

定するとともにホームページ等に公表し、普及を図った。 
 

【協議会における検討】 
○ 関東運輸局、横浜市、川崎市： 

環境対策の先進的地域として横浜市及び川崎市にＣＮＧ車普及促

進協議会を設置し、ＣＮＧ車普及モデル事業の促進及びセミナーを

開催（２市共催）した。 
 
  ○ 小田原市： 小田原市低公害車普及促進会議により、事業者、市民と協働して低

公害車の普及啓発イベント実施内容の検討等を行った。 
 

【環境情報の整備・提供】 
○ 川崎市： 自動車販売業者に対する自動車環境情報の配置・説明の義務付けに

関する川崎市条例の規定をリーフレットの配布等により周知した｡ 
 
【公用車等への率先導入】 
○ 神奈川県：公用車3,141台中、低公害車2,191台（導入率69,8%）内、燃料電池自

動車１台、電気自動車１台 
○ 横浜市 ：公用車3,654台中、低公害車2,281台（導入率約62%）内、燃料電池自

動車１台（リース）ハイブリッドバス12台（購入）、ハイブリッド（

ごみ収集車）43台（リース） 
○ 川崎市 ：公用車1,582台中、低公害車993台。 
○ 横須賀市：天然ガス車（ごみ収集車）３台を含む低公害車９台。 

  ○ 平塚市 ：低公害車15台 
○ 鎌倉市 ：低公害車21台 
○ 小田原市：ハイブリッド自動車（塵芥車）２台。 
○ 茅ヶ崎市：低公害車９台（内ごみ収集車６台）。 
○ 秦野市 ：CNG自動車１台。 
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○ 厚木市 ：CNG自動車１台（リース）。 
○ 大和市 ：低公害車１台（リース）。 

  ○ 伊勢原市：導入率52.3%。 
○ 海老名市：公用車160台中、低公害車105台（導入率65.6%）  
○ 座間市 ：低公害車８台。 
○ 綾瀬市 ：ハイブリッド車１台を含む低公害車８台。 
○ 葉山町 ：CNG自動車10台。 
○ 大井町 ：LPGバス（町立幼稚園送迎用）１台。 
○ 箱根町 ：低公害車４台。 
○ 関東地方整備局：ＣＮＧ自動車（清掃車）２台。 
○ 関東農政局  ：低排出ガス75%低減レベル低公害車２台。 
○ 関東経済産業局：全てハイブリッド車、CNG車等の低公害車としている。 
 

【低公害車導入に対する支援措置】 
○ 関東経済産業局、関東運輸局、神奈川県、横浜市、川崎市、小田原市、 

秦野市、海老名市、箱根町： 
         低公害車の普及促進対策として、天然ガス自動車、ハイブリッド

車、電気自動車、メタノール自動車、LPガス車や新長期規制適合車

等の低公害車導入に対する補助事業をそれぞれ実施した。 
 
○ 小田原市： 低公害車に対する市営駐車場の利用料減免を実施した。 

 
【自動車税のグリーン化】 
○ 関東運輸局： 一定基準以上の低公害車について、自動車取得税及び自動車税を

軽減する特例措置を延長した。次年度以降、対象を重点化のうえ、

措置の延長を図る。 
 
【燃料供給施設の整備拡充】 
○ 関東経済産業局： ディーゼル代替LPオートガススタンドの運営費に対し1/2の

補助を実施した。 
 

【次世代低公害車の技術開発等】 
 ○ 関東運輸局： 大量普及に向けて燃料電池バスに係る保安基準等を策定するため

、燃料電池バスを運行させ、種々の安全性能・環境性能に関するデ

ータを取得した（燃料電池自動車の実用化促進）。 
さらに、大型ディーゼル車に代替する「次世代低公害車」の実用

化に向け技術基準等の整備を行うため、公道走行試験等を実施した(
次世代低公害車の実用化促進）。  

次年度は、これまでに試作した「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するほか、

新たな「次世代低公害車」（水素自動車、LNG自動車等）について

も公道走行試験等を実施する。 
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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： 
湾岸線への交通転換を図る環境ロードプライシングを継続。 
さらに湾岸線（横浜地区）割引社会実験、曜日別時間帯別割引、お

得意様割引などを併せて実施している。また、距離別料金社会実験を

実施した。（19年度平日平均23,000台が利用）。 
 
【パークアンドライド等の実施】 
  ○ 警察本部： サイクルアンドバスライドの利便性を向上させるため、厚木市内松

連寺バス停の信号改良及び横断歩道を設置した。 
 

  ○ 神奈川県： 「大涌谷パークアンドライド社会実験」を10月27日～11月18日及び

「大涌谷パークアンドウォーク社会実験」を7月28日～11月25日の土

曜・日曜・祝日に実施した。また「芦ノ湖パークアンドサイクル社会

実験」を7月28日～11月25日に実施した。 
次年度は「箱根パークアンドサイクル社会実験」を実施するととも

に、観光シーズンの芦ノ湖周辺の「駐車場利用平準化社会実験」、「国

道１号線交通集中分散化社会実験」を実施する予定である。 
 

  ○ 鎌倉市： 「七里ガ浜パークアンドレールライド」「由比ガ浜パークアンドライ

ド」及び「江ノ島パークアンドレールライド」を実施した。さらに、

「稲村ガ崎パークアンドレールライド」の実施を始めた（利用実績：

10,513台）。 
 
○ 相模原市： サイクルアンドバスライド用駐輪場を上田名付近に設置した。 
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○ 三浦市： イベント開催時の三崎下町地区や主要幹線道路の交通渋滞緩和策とし

て、公共施設を臨時駐車場に開放した。 
 
○ 秦野市： バス停の最寄に駐車場を確保する小規模社会実験によりパークアンド

バスライドを実施した。 
 

【ＴＤＭの実施】 
○ 相模原市： 近隣企業間合同で社員用実験バスを運行した。 

 
○ 秦野市： 秦野市TDM実施計画に基づき、TDM教育、ノーカーデー、時差出勤

等を実施した。 
 
  【交通需要管理の推進】 
  ○ 川崎市： 事業者及び関係機関・団体で構成する「川崎市交通環境改善連絡協議

会」を継続して開催している。また「川崎市交通環境配慮行動メニュ

ー」の普及拡大を進めた。 
    
 (ｲ) マイカー利用の抑制 

マイカーの利用を抑制するために、鉄道の整備など利便性の高い鉄道網を形成し、

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

り、バスの利便性の向上を図るとともに駅周辺の乗り継ぎの改善など結節点の強化

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

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

 
 

 

主な取組み 
【鉄道ネットワークの充実・強化】 

○ 関東運輸局： 
     《路線整備》 
        横浜市営地下鉄４号線日吉～中山間が開業した。 
        相鉄・JR直通線西谷～羽沢（仮称）間（平成26年度末完成予定）

及び相鉄・東急直通線羽沢（仮称）～日吉間（平成30年度末完成予定

）の事業を推進した。 
     《複々線化》 

         東急田園都市線二子玉川～溝の口間（平成 21 年度末完成予定）及

び東急東横線武蔵小杉～日吉間（平成 20年 6 月 22日完成）並びに和

泉多摩川～向ヶ丘遊園間の３線化（平成 21 年 9 月完成予定）を推進

した。 
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【公共交通機関の利便性向上】 
○ 警察本部： 主要地方道山下本牧磯子（山手警察署前～根岸駅前）にＰＴＰＳを

整備した。 
 
 
○ 横浜市： 市バス１路線で車載器の整備、光ビーコン、集中制御用信号機の改良

など、ＰＴＰＳを整備した。 
 
○ 川崎市： ＴＤＭの一つとして、川崎駅～東扇島間において、ＰＴＰＳを用いた

特急バスの運行を継続実施するとともに、民間バス事業者による東扇

島～横浜駅間を結ぶ通勤用高速バスを継続運行している。 
 
 

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

区間が一日自由に乗降できる「鎌倉フリー環境手形」を発行した  （発

行枚数：11,194枚）。 
 
○ 横須賀市： 路線バス事業者が行うノンステップバス導入に対する補助（14台）

を実施した。 
 

 
○ 茅ヶ崎市： 市内の交通不便地域における利便性向上及び自家用車の利用抑制の

ため、コミュニティバスを１３台運行している。また、茅ヶ崎市北

口周辺道路の電線地中化を進めた。 
 
○ 大和市： 市内の交通不便地域における利便性向上及び自家用車の利用抑制のた

め、コミュニティバスを運行している。 
また、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（

３台）や駅施設の設備整備等を鉄道事業者に要望した。 
 
○ 寒川町： コミュニティバスの試験運行を実施した。 

 
【徒歩、自転車の利用促進】 
○ 警察本部： 自転車が安全で快適に走行できる環境整備のため、県下48区間、約

31.1km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。 
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(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。 

 
主な取組み 
【物流対策】 
○ 関東運輸局： 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モデル

事業の認定（14件）を行った。 
 
【鉄道・海運の積極的活用等】 
  ○ 川崎市： 平成７年度より、市北部（内陸部）から臨海部への廃棄物輸送にＪＲ

貨物線を利用した鉄道輸送システムを導入・実施している。 
 
○ 横須賀市： モーダルシフトの推進のため、長距離フェリーが横須賀～大分間を

平成19年９月１日に就航した。次年度以降も長距離フェリーの誘致活

動を進める。 

 

 
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。国道409号（富士見～

大師ＪＣＴ）の調査設計、工事を推進。国道357号東京湾トンネルの

調査設計を推進した。 
 

○東日本高速道路株式会社： 
         横浜横須賀道路、横浜環状南線について事業を推進した。次年度

は横浜横須賀道路が（佐原ＩＣ～馬堀海岸ＩＣ）開通予定である。 
 
  ○首都高速道路株式会社： 
         首都圏の分散型ネットワークを実現し、業務核都市の育成・機能

強化等、首都圏の均衡ある発展に資する川崎縦貫線及び横浜環状北

線について事業を推進した。次年度は、川崎縦貫線大師ＪＣＴ内横

浜方向出入口が開通予定である。 
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○ 神奈川県： 県道52号（相模原町田）などのインターチェンジ接続道路をはじめ

とする幹線道路ネットワーク整備を推進した。 
 
○ 横浜市： 桂町戸塚遠藤線などの幹線道路や地区幹線道路を約５km整備した。

次年度は、環状４号線などを整備していく。 
 
  ○ 川崎市： 世田谷町田線、東京丸子横浜線、丸子中山茅ヶ崎線の整備のため、用

地取得及び工事を進めた。また、京浜急行大師線の東門前駅付近～小島

新田駅付近の連続立体交差化仮設工事を推進した。 
 
 
○ 横須賀市： 津久井大畑線や根岸東逸見線など改良工事が完成した。 

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

た。 
 
○ 茅ヶ崎市： 新国道線の街路整備のため用地取得を推進した。 
 
○ 相模原市： 下九沢淵野辺線及び相模宮下線の整備を行った。次年度は、相模大

澤線、大山氷川線などの整備を行う。 
 
○ 大和市：  福田相模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。 
  
【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、原宿交差点及び国道246

号江田東交差点改良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の、海老名～厚木間の踏切除

却が完了した。また、大師線連続立体交差化第１期工事を京急川崎

～小島新田間（平成27年度末完成予定）で、相模鉄道本線連続立体

交差化を星川～天王町間（平成24年度末完成予定）で、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

185カ所で実施した。 
 
○ 神奈川県： 湘南大橋などの大河川の橋りょう整備や、河原口立体などの鉄道と

の立体交差化を推進した。 
 
○ 相模原市： 田名四谷交差点に右折レーンを設置した。 

 
○ 厚木市： 交差点３カ所の改良を実施した。 

 
○ 海老名市： 小田急小田原線の海老名～厚木間の鉄道高架工事を推進した。  
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(ｲ) 適正な交通管理 
道路交通情報通信システム（ＶＩＣＳ（注９））やノンストップ自動料金支払いシス

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

円滑化を図っている。 
 

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

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

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

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

 
 
 

主な取組み 
【情報提供システムの整備拡充、交通規制の効果的な実施】 
○ 警察本部： 交通情報版を８路線12箇所更新し、情報提供システムの整備拡充す

るとともに、最高速度指定や駐車禁止規制等188箇所の見直しを実施

した。 
 

【ＥＴＣの導入、利用促進】 
○ 首都高速道路株式会社： 

ＥＴＣ特定料金区間の設定や曜日別時間帯別割引、お得意様割引、

環境ロードプライシング、湾岸線（横浜地区）割引社会実験及び距離

別料金社会実験を実施するとともに、各種キャンペーンによる普及促

進を行った。次年度も引き続き、各種割引施策を実施する。 
 
○ 東日本高速道路株式会社： 

         都筑インターチェンジにおいて２レーンを増設し、全80レーンとな

った。次年度も６レーン設置する予定である。 
 
【交通量に配慮した工事日設定等】 
○ 首都高速道路株式会社： 

道路維持管理工事について、連休や年末年始などの「ノー工事デー

」などを設定し、工事抑制をした。また、１つの規制帯における複数

の工事を集約して行い、規制回数及び時間の削減に努め、ホームペー

ジ上で工事情報の提供方法の改善を行った。 
 
○ 東日本高速道路株式会社： 

年末年始GW等の連休時の工事を抑制した。また、横浜新道等にお

ける昼間工事を禁止した。 
 
○ 中日本高速道路株式会社： 

         東名高速道路において平成19年10月9～19日に集中工事を行った。 
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(ｳ) 総合的な駐車対策 
道路整備の状況を踏まえながら、駐車場の整備、違法駐車の効果的な排除等の総

合的な駐停車対策を推進している。 
主な取組み 
【違法駐車の排除等】 
○ 警察本部： 平成 18 年 6 月に施行された「新たな駐車対策法」により「駐車監

視員活動ガイドライン」を策定し、幹線道路や繁華街等を中心とし

て悪質・危険・迷惑性の高い違法駐車を重点に取り締まりを強化し

た。また、パーキング・メーター（116 基）を整備した。 
 

【駐車場の整備等】 
○ 相模原市： 小田急線相模原駅に自動車駐車場を整備し供用を開始した。 
 
○ 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。 

 

 
 
（３）局地汚染対策の推進 

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

総合的な局地汚染対策を重点的に推進している。 
 

主な取組み 
【地域の実情に応じた効果的な施策実施】 

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

とを相互に提供し合い、市内の交通公害の低減を図っている。次年度

においても引き続き対策を推進する。 
 
 【市南部地域における局地汚染対策】 
  ○ 川崎市： 平成 10 年度から、川崎市南部地域において、土壌により大気浄化を

行うモデル施設の設置など局地汚染対策の取組みを継続して実施し

ている。 
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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。本年度は、関東運輸局及

び県トラック協会の協力を得て、約１万９千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｡ 
 
○ 関東経済産業局： 「改正ＮＯｘ・ＰＭ法で定める窒素酸化物重点対策地区に

おける流入車対策に関する調査」を実施した。 
 
【局地汚染の改善に関する調査研究等】 
  ○ 川崎市： （独）環境再生保全機構による道路沿道浄化装置に関するフィール

ド調査に協力・参画した。また、大気環境改善対策検討調査として

、自動車対策を推進するための基礎調査及び大気汚染物質排出量を

算定し、ＮＯx及びＳＰＭの将来環境濃度の予測を行った。 
 

【窒素酸化物等の濃度測定】 
○ 鎌倉市： 市内主要交差点または主要幹線沿道において、自動車排出ガスによ

る大気汚染状況を把握するため、窒素酸化物等の分析調査を実施して

いる（市内７地点で24時間測定を年４回実施）。 
 

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

で年２回、簡易測定法（ＰＴＩＯ法）によるＮＯｘ濃度の測定と市

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

法）による１ヶ月の測定と、市内６地点で屋外設置型測定装置による2
4時間測定を実施した。 

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

測定を毎月市内１５地点で実施。また、窒素酸化物濃度計を使って、

夏・冬の年２回市内２地点で、化学発光法による７日間連続測定を実

施した。 

 

 
 
イ 普及啓発活動の推進 

低公害車の導入、適正運転の実施、アイドリングストップなど、条例や自動車ＮＯx・
ＰＭ法に規定された事業者及び県民の責務等についての理解を促進している。 

 



 78 

主な取組み 
【自動車使用管理計画に基づく指導等】 
○ 関東運輸局： 自動車運送事業者に対する指導として、自動車使用管理計画の

定期報告の集計を行った。 
 
【普及啓発活動】 
○ 関東運輸局： ６月及び10月を重点実施期間とした「ディーゼル黒煙クリーン

・キャンペーン」を展開し、適切な点検・整備によるディーゼル

黒煙の低減効果等について啓発を行った。 
 
○ 関東経済産業局： １１月をエコドライブ推進月間とし、イベントや講習会を

実施した。また、アイドリングストップ自動車の導入に対

し、改造費の1/2の補助を実施した。 
 
  ○ 神奈川県： ステッカーの配布によりエコドライブの普及啓発を行った。 

また、エコドライブを実践するモニターを募集してのエコドライ

ブモニター事業を実施し、エコドライバーの普及を図った。 
 

  ○ 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、エコドライブ普及施策として講習会の開催や、普及啓発を

目的に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。 
 
  ○ 川崎市： アイドリングストップの義務づけに関する市条例規定について、リ

ーフレットによる周知を行った。また、エコドライブを推進するた

め、エコドライブ講習会の開催及びエコドライブコンテスト（環境

省）へ参画した。 
さらに、市民、関係団体、事業者で構成する「かわさきエコドラ

イブ推進協議会」や「かわさきエコドライブ宣言」により推進を図

った。 
  ○ 横須賀市： アイドリングストップ啓発グッズを作成し配付した。 
 
○ 平塚市： 天然ガス自動車（塵芥車）走行による低公害車普及啓発、小学生を

対象としたゴミ学級における普及啓発を行った。また、公用車を運

転する職員へアイドリングストップを呼びかけた。 
○ 鎌倉市： 広報誌や横断幕を作成、また、ステッカーの配付によりアイドリン

グストップを啓発している。 
 
○ 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、燃料電池自動

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。 
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○ 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、事業者に対して、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： ２月18～20日にノーマイカーデーを実施した。また、毎週水曜日は

ノーカーデーを実施している。 
 
○ 大和市： 環境フェアにおいて電気自動車の試乗会やアイドリングストップ啓

発活動、トラックステーションにおけるアイドリングストップ啓発活

動、月１回以上の“マイカー通勤自粛”の呼びかけを実施した。 
 
○ 海老名市： イベントにおいてアイドリングストップを啓発した。次年度は環

境保全事業講習会において、エコドライブ講習会やアイドリングス

トップ装置付車両体験会を実施する。 
 
○ 座間市： ステッカーを配布し、アイドリングストップの周知を図った。 
 
○ 綾瀬市： 環境展において電気自動車など低公害車の普及啓発及びエコドライ

ブの実施を啓発した。 
 
○ 寒川町： 町内相模線踏切付近において、「寒川環境町民会議」と共にアイド

リングストップ運動を実施した。また、エコドライブの実施を広報な

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

よる普及啓発を実施した。 
 
○ 湯河原町： 毎月、湯河原駅前においてチラシやポケットティッシュを配付し

、アイドリングストップの啓発を実施している。 
 
【違法駐車対策の実施】 
○ 横須賀市： 違法駐車防止重点地域において啓発活動を実施した。 
 
○ 藤沢市： 安全で住みよい交通環境を保持するため、条例で指定する重点地域

において違法駐車防止の啓発を実施している。 
 

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

送付した。 
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ウ  地方公共団体間の連携 
県、横浜市、川崎市が連携して条例の施行、事業者等に対する協調した支援を行う

とともに、八都県市による共同した取組みを推進している。 
主な取組み 
【八都県市及び神奈川県公害防止推進協議会による共同した取組み】 

○ 神奈川県、横浜市、川崎市： 
ディーゼル自動車の運行規制及びエコドライブを広報するため、普

及啓発品を共同作成した。 
また、八都県市から国に対して、流入車両対策の実施など首都圏の

大気環境の早期改善に向けた対策を講じるよう要請した。神奈川県公

害防止推進協議会から国に対しては、道路の中期計画が神奈川地域の

大気環境改善につながるよう要望した。 

 

 
 
エ  計画の進行管理 

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

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

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

 

主な取組み 
【施策の進捗状況把握】 
○ 神奈川県： 施策の進捗状況の的確かつ継続的な把握のため、大気汚染の状況

等を調査し、神奈川県自動車排出窒素酸化物及び粒子状物質総量削

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

       市公害防止計画において、総合的な対策を推進している。 
 

 

 


