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第２章 二酸化窒素濃度低減化に向けた更なる対策について  

 

１ 対策目標値達成に向けた基本的考え方  

 

これまで川崎市は、工場・事業場対策として窒素酸化物の総量規制や窒素酸化物、硫黄酸化物

などを浮遊粒子状物質の前駆物質としてとらえ包括的に規制するバスケット規制、自動車対策と

して低公害車の普及促進や周辺自治体と連携したディーゼル車運行規制などを行ってきた。 

こうした取組により、浮遊粒子状物質については、平成 19 年度において全測定局で対策目標値

（環境基準と同等）を達成し、今後もさらに改善が見込まれている。 

しかしながら、二酸化窒素については、平成 19 年度に一般環境大気測定局では対策目標値を達

成していたものの、自動車排出ガス測定局では遠藤町、池上の２局で非達成であった。さらに将

来予測を行った結果、平成 22 年度においても２局は達成が困難と見込まれたため、できるだけ早

期に全局達成を目指す必要がある。 

そのためには、交通環境対策として、実効性のある追加施策を検討するとともに、工場・事業

場における環境対策についてもこれまでの施策を堅持、拡充することに併せ、新たに更なる対策

を講ずる必要があり、次のような考え方のもとに取り組みを進めるべきである。 

 

（１）交通環境対策（移動発生源対策） 

 

ア 対策の基本的考え方 

 

自動車から排出される窒素酸化物を削減し、道路沿道の大気環境改善を図るための施策を

総合的に展開すべきであり、さらに、池上、遠藤町近傍においては、その地域特有の汚染実

態を踏まえ、効果的な局所汚染対策を推進すべきである。 

 

イ 更なる対策の検討 

 

自動車を利用する事業者を通して、 新規制適合車等の代替促進や更なる環境対策の実効

性を高めるとともに、交通流対策、局所汚染対策などを進めるため、以下の検討を行った。 

 

 

・荷主や交通需要を発生させる事業者を対象とした対策の創設 

・エコドライブの実効性の向上、 新規制適合車等への代替促進や低公害車の普及促進に

向けた取組の強化 

・自動車 NOx・PM 法、環境ロードプライシングなど既存の制度の拡充 

・池上における既設の大気浄化施設の見直し、新たな対策の検討 
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（２）工場・事業場における環境対策（固定発生源対策） 

 

ア 対策の基本的考え方 

    

法、条例に基づく規制基準の遵守はもとより、市の監視、指導の徹底を継続するとともに、

温暖化対策としての省エネ効果も考慮して、事業者の自主的取組によるトップランナー燃焼

施設（低 NOx、省エネ性能が優れたばい煙発生施設）の導入を促進すべきである。 

 

イ 更なる対策の検討 

 

事業者が取組むべき対策として、以下の検討を行った。 

 

・トップランナー燃焼施設の積極導入を図るための仕組みを検討 

 

次頁に、これまでの対策に加え、更なる対策を体系的に整理した一覧を示す。



24 

区　　分 対　策　項　目 更 な る 対 策

交通環境対策（移動発生源対策）

発生源対策 ○ 自動車単体規制・車種規制・流入車対策

○ ディーゼル車対策（運行規制等）

○ 低公害車、 新規制適合車の普及促進

○ エコドライブの推進（アイドリングストップ等）

○ 船舶からの大気汚染物質の排出抑制等

交通量対策 ○ 交通需要管理（TDM)施策の実施

交通流対策 ○ 通過交通対策

○ 道路ネットワーク・道路構造物等整備

○ 交通管理

局所汚染対策 ○ 高濃度地区対策

その他の施策 ○ 沿道環境対策の推進

○ 自動車利用の抑制

工場・事業場における環境対策（固定発生源対策）

　 　

ばい煙発生施設対策 ○ 包括的総量規制等の遵守の徹底及び指導

（法対象施設） 　 バスケット規制導入

　 　新規工場：Ｈ12年12月～　　　　　

　 　既設工場：Ｈ17年4月～　　 　　 　　

○ 監視・指導

・測定結果等の報告徴収

・立入検査の実施

　 ・発生源自動監視システム　

　 　（テレメータ）による監視

○ 省エネ機器(設備）導入の推進等

小規模燃焼施設対策 ○ 低NOx型燃焼施設の普及促進

（法対象外施設）

共通対策 ○ 自主測定の実施

クリーンエネルギー、省エネ化等

共通対策

季節大気汚染対策 ○ 大気汚染防止推進月間の推進等

普及啓発 ○ 環境配慮行動の実践

調査研究 ○ 環境負荷低減に係る調査研究

環境監視

○ 大気汚染常時監視の実施

窒素酸化物対策の体系

①環境に配慮した運搬
　制度の創設

②自動車NOx・PM法に基
　づく排出抑制措置の強化
（事業者への環境配慮の責務）

③環境ロードプライシング
　の拡充
（産業道路の交通量の軽減化）

④池上・遠藤町周辺における
　効果的な局所汚染対策
（大気浄化等）

①自主的取組推進によるトップラ
ンナー燃焼施設の導入促進

  ・事業者への経済的及び
 　技術的支援
  ・現行制度の見直し
  ・庁内施設の率先導入
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２ 環境に配慮した運搬制度の創設  

 

（１）背景・現状 

 

道路沿道における環境改善を図るためには、自動車一台ごとの大気汚染物質排出量を減らす

ことが有効であり、エコドライブの実施、 新規制適合車や低公害車の普及をより推進してい

く必要がある。これまでに川崎市では、八都県市と共同でエコドライブを推進するとともに、

かわさきエコドライブ推進協議会を設置し、かわさきエコドライブ宣言登録制度をスタートさ

せた。また、エコドライブ支援装置や低公害車の導入、 新規制適合車の転換促進に対する助

成金交付など、市内の運送事業者を中心に様々な施策を講じてきた。 

  しかしながら、市の調査によると、次のような実態が確認された。 

 

ア 川崎市内を走行する貨物車等の６～７割程度が市外登録車両であり、市内登録車両は３～

４割程度である（図 2-2-1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2-1 市内の幹線道路における貨物車等の陸運支局区分別構成率 

（平成 18 年度川崎市大気環境改善対策検討調査） 

 

イ 川崎市内を走行する貨物自動車等のうち、環境性能の低い車両（排ガス規制区分が短期規

制以前）の７割以上が市外登録車両である（図 2-2-2）。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

図 2-2-2 市内を走行する貨物自動車等の排ガス規制年式（資料３参照）別の割合 

（平成 18 年度川崎市大気環境改善対策検討調査） 
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ウ 市内臨海部の事業所（製造業、倉庫業、卸売・小売業、道路貨物運送業等）のうち、エコ

ドライブ活動（燃費目標の設定、エコドライブ教育、ステッカーの貼付など）を実施してい

ない事業所は 25％であり、今後取り組む予定の事業所（18％）を含め、43％の事業所がエコ

ドライブ活動を実施していない。特にエコドライブ活動の重要な要素である燃費目標を設定

している事業所は、平均 20％程度であり、道路貨物運送業（38％）以外の事業所は設定率が

極めて低い（図 2-2-3）。 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施率

実施している 今後取組む予定 実施していない

 

図 2-2-3 自社におけるエコドライブ活動の実施状況（左）及び燃費目標の設定状況（右） 

（平成 20 年度 京浜臨海部の環境改善に向けた調査） 

 

エ 自社に出入りする事業者（製品・原材料等の運搬業者や業務委託業者など）に対し、エコ

ドライブの実施を要請していない事業所は約 67％もあり、今後取り組む予定の事業所（18％）

も含め、85％の事業所が関与していない（図 2-2-4）。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施率

要請している 今後、要請したい 要請していない

 

図 2-2-4 出入り事業者へのエコドライブ要請状況 

（平成 20 年度 京浜臨海部の環境改善に向けた調査） 

 

（２）対策の考え方 

 

上記の実態から、道路沿道における環境改善に向けては、市内の運送事業者のみならず、市

外の運送事業者への対策が不可欠であるとともに、物流を利用する荷主等の役割及び責務を明

確にし、次のような対策を講ずるべきである。 

 

ア 流入車対策の推進 

 

市外からの流入車（市外登録車両）のうち、特に環境性能が低いと想定される自動車 NOx・

PM 法の車種規制不適合車（猶予期間車を除く。）への対策を実施する必要がある。 

 

イ エコドライブの普及拡大 

 

市内を走行する物流車両を対象に、より一層のエコドライブの普及拡大を図り、自動車か

らの NOx 、CO2等の排出量を削減するとともに、物流に係る環境対策を推進すべきである。 
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※  平成 18 年度大気環境改善対策検討調査において、エコドライブによる環境改善効果を

検証したところ、通常運転に比べ、NOx 排出率は 1～36%、PM 排出率は 14～52%、CO2排出

率は 11～37%の低減がみられた。 

 

ウ 新規制適合車や低公害車等の早期普及 

 

環境性能の低い車両に代わり、 新規制適合車や低公害車等を早期に普及させることによ

り、自動車一台ごとの NOx 排出量を削減すべきである。 

 

エ 荷主等を主体とする仕組みづくり 

 

物流とは「供給者から消費者の手に製品が渡るまでの一連の流れ」のことをいい、物流車

両からの環境負荷の低減を図るためには、運送事業者のみならず、製品の出荷等の際にトラ

ック等の物流車両を利用する「荷主」、製品の保管や配送など物流拠点としての機能を有する

「倉庫業者」、荷主の取引先として物流サービスの受け手である「着荷主」が相互に協力して

対策を推進していく必要がある。とりわけ運搬委託の際は、これら荷主等が運搬方法につい

て指示する権限を有することが多いため、物流車両からの NOx 排出量の削減対策を進めてい

く上で、その果たすべき役割及び責任は大きいものと考えられる。 

そのため、荷主等が主体となる物流車両からの環境負荷の低減に向けた仕組みづくりが

も重要となる。 

 

（３）環境に配慮した運搬制度の考え方 

 

通常、製品等を運搬する場合は、荷主と着荷主間、荷主と委託運送事業者間で運搬に係る契

約（自動車貨物運送基本契約など）を締結しており、先に述べたように、荷主等が運搬方法に

ついて指示する権限を有することが多い。 

物流車両の NOx 排出量の削減対策を進めていくためには、その契約行為を行う際、荷主等が

運搬に係る受託者（自社運搬、委託運搬を問わず。）に対し、エコドライブの実施や 新規制適

合車等の積極的利用を要請する仕組みが有効である。 

そこで、市内事業者に対し、自社もしくは他社に製品等を運搬する（委託運送事業者による

運搬を含む。）ことが含まれる契約等を行う際、その運搬行為について、「環境配慮行動項目」

の実施を書面にて要請する制度（環境に配慮した運搬制度）の構築を提案する。 

制度の全体イメージを図 2-2-5、環境に配慮した行動項目を次に示す。なお、同制度の要請

者・実施者の組合せ事例を参考資料５に示す。 
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図 2-2-5 制度の全体イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

この制度では、市内事業所を発着地点とする物流車両の殆どが対象となるため、市外事業者か

らの流入車（市外登録車両）も含まれており、市内を走行する物流車両全体の排出量を低減させ

る効果が期待できる。 

 また、市内事業者による要請の実施状況を確認するため、市内事業者に対し、要請した書面を

一定期間保存することを義務付けるべきである。さらに、重点的に対策を講ずべき事業者につい

ては、年間の要請状況やその他の環境配慮行動項目の実施状況等について、その報告を義務付け、

取組状況に応じて定期的に指導すべきである。 

重点的に対策を講ずべき事業者としては、自動車から排出される NOx 及び PM 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・PM 法」という。）第 20 条に規定する自

動車の交通需要を生じさせる程度の大きい用途で同施行令第６条に規定されるもの（工場、倉庫、

店舗、飲食店、事務所など。以下「特定用途」）に供する部分のある建物を用いて事業を行う者の

うち、ガソリン車に比べて NOx 排出量が特に多いディーゼル重量車を多数利用する、製造業者、

倉庫業者、卸売・小売業者を想定すべきである。 

また、上記の特定用途には廃棄物処理施設が除外されているが、市内臨海部には大規模な廃棄

物処理施設が多数存在すること、当該施設で処理される廃棄物の殆どがディーゼル重量車で運搬

されることなどから、廃棄物処理業者も対象に加えるべきである。 

なお、重点的に対策を講ずべき事業者は、事業活動に伴う環境負荷を考慮し、一定規模以上の

者を対象とすべきである。 

 

【環境配慮行動項目】 

契約の履行にあたり、川崎市域内を運行する場合は、次の項目を遵守すること 

・自動車 NOx・PM 法の車種規制不適合車（猶予期間車を除く。）を使用しないこと 

・エコ運搬車※の使用に 大限努めること 

・エコドライブを実施するとともに、運搬車両にエコドライブ実施中の旨を表示すること 

 ※ エコ運搬車とは、例えば国土交通省の低排出ガス認定車、八都県市指定低公害車、新長期規制（平成 17 年規制）以降の排出ガ

ス規制適合車など 

製品・原材料などの運搬

運送契約 

 

 

 

着荷主 

（取引先）

 

 

 

荷主 

（工場など） 

委託運送 

事業者 

①契約時に「環境配慮行動項目」を要請 

製品・原材料などの運搬 

（委託運搬） 

②要請を受けて、「環境配慮行動項目」を実施 

売買契約など（製品等の運搬が含まれる契約等） 
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（４）事業者としての市における取組 

  

市内 大の事業体のひとつである川崎市が、率先して環境に配慮した運搬を行っている事業

者を利用することにより、これらの事業者が評価されるような社会の意識変化を促していくこ

とが期待される。 

そのため、川崎市は自ら率先し、先述の環境に配慮した運搬制度を導入する必要がある。 

 

（５）今後の方向性 

 

事業者に対する環境に配慮した運搬制度の構築にあたっては、条例化も含めた検討を行い、

さらに制度の運用の際には、環境に配慮した運搬を行っている事業者が評価され、円滑に事業

活動ができる仕組みを構築することが重要である。 

また、この制度は市外登録車両への対策が主な目的であること、八都県市を中心とする近隣

の他都市でも川崎市と同様な課題を抱えており、神奈川県では、平成 19 年から 22 年にかけて

段階的に庁内グリーン配送の実施を進めているほか、東京都では、平成21年度4月施行予定で、

荷主の責務として、自動車 NOx・PM 法の車種規制不適合車（猶予期間車を除く。）を使用しない

よう定める条例改正の手続きを進めていることなどから、広域的な連携も視野に入れた対応が

求められる。 
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３ 改正自動車 NOx・PM 法に基づく排出抑制措置の強化 

 

（１）背景・現状 

 

自動車NOx・PM法は、NO2やSPMによる大気汚染が著しい都市部での大気環境の改善を目指し、

平成４年に制定され、それ以降、自動車交通に起因する NO2及び SPM による大気環境は改善傾

向にある。 

しかし、一部地域では環境基準が達成されていない状況であることから、国では、自動車

NOx・PM 法を平成 19 年５月 18 日に一部改正し、平成 20 年１月１日に施行した。 

この改正は主に２つの新たな対策に分類され、概要は次のとおりである（図 2-3-1）。 

 

ア 局地汚染対策 

 

（ア）重点対策地区の指定 

 

都道府県知事は、対策地域内で大気汚染が特に著しく、環境基準が達成されない地区の実

情に応じた局地汚染対策を計画的に実施する必要がある地区を、重点対策地区として指定す

ることができる。 

 

（イ）重点対策計画の策定 

 

都道府県知事は、指定した重点対策地区に関する重点対策計画を策定し、重点対策地区に

おける自動車から排出される NOx 等による大気汚染の防止を図るための局地汚染対策を実施

しなければならない。 

 

（ウ）特定建物の新設に関する措置 

 

重点対策地区内に新たな交通需要を生じさせる建物を新設する者は、重点対策計画を踏ま

え、自動車から排出される NOx 等の抑制のための配慮事項等を都道府県知事に届出なければ

ならない。 

 

イ 流入車対策 

 

（ア）指定地区・周辺地域の指定 

 

①環境大臣は、重点対策地区のうち流入車対策を推進することが必要な地区を指定地区とし

て指定することができる。 

 

②環境大臣及び事業所管大臣は、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区内に相当程度（年間 300 回以上）流入している地域を周

辺地域として指定することができる。 



31 

（イ）周辺地域内自動車に関する措置 

 

①周辺地域内事業者による計画作成等 

 

周辺地域内に使用の本拠の位置を有する自動車（以下「周辺地域内自動車」という。）を使

用する一定の事業者は、自動車から排出される NOx 等の排出抑制措置の実施に関する計画を

作成し都道府県知事へ提出するとともに、定期の報告を実施しなければならない。 

 

②事業者の努力義務 

 

周辺地域内自動車を対策地域内において運行する事業者及びこのような事業者に輸送を

行わせる事業者は、自動車から排出される NOx 等の排出の抑制に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※対策地域 

首都圏では一都三県内に指定。川崎市内は全て対策地域。 

図 2-3-1 局地汚染対策、流入車対策 

 

この法改正に伴い、池上及び遠藤町の周辺の地区が、重点対策地区や指定地区に指定されるこ

とにより、自動車から排出される NOx 等の抑制に一定の効果が期待できるところである。 

 

（２）課題 

 

国は、自動車 NOx・PM 法の基本方針において、重点対策地区の指定に関する基本的事項とし

て、次のような考え方を示している。 

 

指定する区域は、例えば交差点の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。 

 

しかしながら、池上周辺においては、ここで示されたような「交差点近傍」程度の範囲が指

定されても、池上近傍にある臨港警察署前交差点付近の周辺環境は、現在既に未利用地等は少

なく、産業道路の内陸側では市街地が形成され、住宅も密集している状況である。そのため、

重点対策地区内に 
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届出を義務化 
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指定地区内を走行 
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排出抑制措置の実施に関する 
計画提出や定期報告を義務化 
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流入車対策 
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新たな物流施設や大型店舗等が設置される可能性は低く、それら施設の設置届出による対策の

効果は発揮されにくい。一方、神奈川口構想や臨海部の再生等を勘案すると、市内臨海部全域

としては新たな物流施設等の大規模施設が設置される可能性が高く、市内臨海部全域など広域

的な地区指定がなされれば、重点対策地区の指定による効果が高いと考えられる（図 2-3-2）。 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 池上付近に係る重点対策地区指定の想定範囲 

 

（３）今後の方向性 

 

流入車対策と局地汚染対策に主眼を置き、自動車 NOｘ・PM 法が改正され一年が経過したが、

未だに重点対策地区の指定がなされていないことは、対策の遅れを招くことに他ならない。 

地区指定にあたっては、削減計画の見直し等、一定の手続きも必要であろうが、平成 22 年度

までに環境基準の達成が見込めないような地区については、早急に指定を行うことで、官民一

体となった対策や、それぞれが実施可能な取組みを加速させることが期待できる。 

池上及び遠藤町付近を重点対策地区に指定するよう県へ働きかけることは勿論のこと、池上

付近については、広域的な地区指定がなされるよう、国に対して基本方針で示す「交差点の近

傍のような合理的な範囲」の考え方について、実態に合わせ、柔軟に対応するよう働きかける

べきである。 

また、重点対策地区指定後の指定地区の指定についても、池上及び遠藤町の状況を踏まえ早

期に実現されるよう、国等へ積極的に働きかけるべきである。 

重点対策地区の指定が行われない場合や、池上付近において交差点近傍などの狭い範囲のみ

が指定された場合には、市内臨海部を対象として、重点対策地区の指定と同等の効果を期待で

きる制度（新たな物流施設等の大規模施設の設置に関する措置）の構築に向け、市条例の改正

も含めて検討すべきである。 
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