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6 目標達成のために取り組む施策 

6.1 施策の概要 

本計画で、富士スモッグ改善に向けた目標を達成するために表 6.1-2 に示す施策に取り

組んでいきます。なお、表中の「◎」は、対策目標として国や県等の規制等により取り組む施

策を表します。「○」は、挑戦目標として対策目標「◎」を実施した上で、さらに市が独自に取り

組む施策を表します。「 」（空白）は、その他の関連する施策をで表しています。 

表 6.1-1 目標達成のために取組の種類 

取組の種類 削減量の見積もり 記号 

対策目標として、国や県等による規制な

どで実施の確実性が高い施策 
目標とする削減量に見込んでいます。 ◎ 

挑戦目標として、対策目標「◎」を実施し

た上で、さらに市が独自に取り組む施策
目標とする削減量に見込んでいます。 ○ 

その他の関連する施策 －  

（注） 

1. 記号は表 6.1-2（73 ページ）の取組の種類に示した記号です。 

2. 削減量は、表 5.1-1（65 ページ）に示した目標とする削減量です。 

表 6.1-2 目標達成に向け取り組む施策の一覧 

対象 施策 取組の種類 ページ

固定発生源

対策 

工場・事業場 (1) エネルギーの利用の合理化 ◎ 74 

(2) ＶＯＣ排出の抑制（法規制と自主的取組の推進） ◎ 76 

(3) 燃料転換の推進 ○ 79 

(4) 地球温暖化対策に係る煙突撤去事業 ○ 84 

群小発生源 (1) 一般家庭における省エネルギー機器の普及促進 ○ 85 

(2) 事業所における省エネ対策 ○ 88 

(3) 屋外燃焼行為の制限 ◎ 90 

移動発生源

対策 

自動車 (1) 自動車排出ガス規制の推進 ◎ 91 

(2) 低公害車・低排出ガス車の普及促進 ○ 96 

(3) ＣＮＧ車普及の促進 ○ 105 

(4) エコドライブの促進 ○ 107 

(5) 公共交通機関の利用促進  110 

(6) モーダルシフトの推進  112 

(7) パークアンドライド導入の推進  113 

(8) ノーカーデーの実施  115 

その他の移動

発生源 

(1) 作業機械の大気汚染対策 ◎ 116 

(2) 船舶の大気汚染対策 ◎ 120 

（注） 

1. 取組の「◎」は、対策目標として国や県等の規制により実施する施策を表し、表 5.1-1（65 ページ）の目標とする削減量に見込んでい

ます。 

2. 取組の「○」は、挑戦目標として、対策目標を実施した上で、さらに富士市が独自に取り組む施策を表し、表 5.1-1（65 ページ）の目

標とする削減量に見込んでいます。 

3. 取組の「  」（空白）は、関連する取組を表します。 

4. 表中のページは、本計画書の該当するページを示しています。 
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6.2 固定発生源対策 

6.2.1 工場・事業場 

(1) エネルギーの利用の合理化 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（平成１４年６月７日公布）」によると、年間

のエネルギー使用量が原油換算で 3,000 kℓ以上、または、1,200 万 kWh 以上のすべて

の業種の工場・事業場が第一種エネルギー管理指定工場となり、中長期計画の策定・提

出、及び、実績の定期報告が義務付けられ、年平均１％以上のエネルギー消費原単位

の低減がなされることとなっています。 

また、静岡県ではエネルギーの効率的利用の推進を行っており、「しずおかエネルギ

ー需要調査（平成１４年度、静岡県エネルギー対策室）」の中で、将来の最終エネルギー

消費量の推移・見通しを行っています。最終エネルギー消費量の推移・見通しは図 

6.2-1 と表 6.2-1 に示すとおり、全体としては増加傾向にあるものの、産業部門は減少傾

向にあります。平成２２年（2010 年）においては、すべての最終エネルギー消費量は平成

１２年（2000 年）に比べ対策なしで 4％減、対策ありで 11％減が期待されています。 

富士市では、平成１８年３月３１日現在で、74 事業所が第一種・第二種エネルギー管

理指定工場（熱・電気）に指定されています。平成１８年度からは、法改定により熱と電気

の区分がなくなり、熱と電気を合算して年間のエネルギー使用量が原油換算で 3,000 kℓ

以上が第一種、1,500kℓ以上が第二種として扱われるようになりました。 

富士市では、これらの第一種・第二種エネルギー管理指定工場について、今後も法

律に基づいてエネルギーの利用の合理化が着実に実施されるように、事業者及び関係

機関と連携しながら、省エネルギー対策を推進していきます。 
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表 6.2-1 最終エネルギー消費量の推移と見通し 

年度 1991 1996 1999 2000 2001 

2010 

(省エネ

対策な

し) 

2010 

(省エネ

対策あ

り) 

最終エネルギー

消費量 

（原油換算万 kℓ）

運輸部門 261 298 312 319 324 390 351

業務部門 122 131 137 141 147 196 186

家庭部門 109 127 125 127 130 153 127

産業部門 544 595 605 602 599 578 534

合計 1,035 1,151 1,179 1,189 1,201 1,317 1,197

（注）「静岡県環境白書」より作成しました。 

表 6.2-2 富士市内のエネルギー管理指定工場 

地域 種別 

工場数 

改正後
改定前 

熱 電気 

富士市 
第一種 56 48 44 

第二種 18 10 26 

計 74 58 70 

（注）改定前の工場数は、平成 18 年 3 月 31 日現在の工場数となって

います。改定後の工場数は、見込みです。 
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(2) ＶＯＣ排出の抑制（法規制と自主的取組の推進） 

大気汚染防止法の改正によりＶＯＣが規制対象となりました。法では、「一定規模の

施設に対する排出規制」と「規制対象外施設に対する自主的取組」との適切な組み合

わせ（ベストミックス）により、効果的な排出抑制を図るとされています。法の改正に伴い、

規制対象施設では、平成１８年４月から施設の届出が開始され、年２回の排出濃度測

定が義務づけられるようになりました。表 6.2-3 に規制対象となる施設および基準値を

示します。 

富士市内には、平成１８年７月３１日現在で規制対象となる施設が 23 施設（9 事業所）

あります。多くの事業所ではすでに規制値以下の排出濃度となっていますが、8 施設（4

事業所）では排出濃度の基準を超過している状況です。これらの施設では、平成２２年

度までに排出濃度を規制値まで削減する必要があります。 

「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制のあり方について（意見具申） （平成１６年２

月３日、中央環境審議会）」によると、法規制と自主的取組のベストミックスにより平成１２

年度ＶＯＣ総排出量に対して 3 割程度削減すれば、浮遊粒子状物質および光化学オキ

シダントによる大気汚染が相当程度改善できるとされ、平成１２年度の排出量から 3 割程

度削減することが一つの目標とされています。 

経済産業省は、業界団体から提出のあった揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制に

係る自主行動計画のとりまとめとして「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制に係る自

主行動計画について（平成１８年５月１１日、経済産業省）」を公表しています。これによる

と、25 の業界団体（取り組みに参加している事業者数は 9,242 社）から 22 件の自主行動

計画の提出があり、ＶＯＣの排出量を取りまとめた結果は表 6.2-4 のような結果となって

います。この結果によると、全業界団体で、平成１２年度に対しては平成２２年度で 40％

削減を見込んでいることになります。 

また、本計画策定においてＶＯＣ排出量削減効果を検討したところ、平成１５年度にお

けるＶＯＣ排出量に対して 3 割程度の削減により改善効果が見られることがわかりました。 

以上のことから、法による規制を着実に実施し、自主的取組による排出削減を推進す

ることにより、平成１５年度ＶＯＣ排出量に対し 3 割削減は十分可能であると考えられま

す。 

そこで、富士市における平成２２年度のＶＯＣ排出量は、平成１５年度に対して 3 割削

減を目指します。 
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表 6.2-3 規制対象となる施設の類型、裾切り基準および排出基準値 

施設類型 外形裾切り基準 排出基準値 備考 

塗装

吹付塗装 

排 風 機 の 能 力 が

100,000m3/hr 以上 

自動車製造業の吹

付 塗装：400ppmC

その他：700ppmC 

既設の自動車製造の吹付塗

装は、当面の間 700ppmＣの

排出基準値を適用。 

乾燥又は焼付 

乾燥・焼付けのための送

風 機 の 能 力 が

10,000m3/hr 以上 

木材又は木製品の

製造の用に供する

施設：1,000ppmC 

その他：600ppmC 

吹付塗装および電着塗装を

除く 

印刷

グラビア印刷の乾燥 
乾燥のための送風機の

能力が 27,000m3/hr 以上
700ppmC 

オフセット輪転印刷の 

乾燥又は焼付 

乾燥のための送風機の

能力が 7,000m3/hr 以上 
400ppmC 

洗浄 
洗浄剤が空気に接する

面積が 5m2 以上 
400ppmC 

洗浄の用に供する乾燥施設

を含む 

接着

接着剤の乾燥又は焼付 

乾燥・焼付けのための送

風 機 の 能 力 が

15,000m3/hr 以上 

1,400ppmC 

※の施設、および木材又は

木製品の製造の用に供する

施設を除く 

印刷回路用銅張積層版、合成

樹脂ラミネート容器包装、粘着

テープ、粘着シート又は剥離紙

の製造における接着用に供す

る乾燥又は焼付施設（※） 

乾燥・焼付けのための送

風 機 の 能 力 が

5,000m3/hr 以上 1,400ppmC 

化学品製造の乾燥施設 
乾燥のための送風機の

能力が 3,000m3/hr 以上 
600ppmC 

貯蔵 

容量 1,000kℓ以上 

37.8℃において蒸気圧

20kＰａを超えるもの 60,000ppmC 

密閉式及び浮屋根式（内部

浮き屋根式を含む）を除く。 

既設の貯蔵タンクは、当面の

間容量 2,000kℓ以上のものに

ついて排出基準値を適用 
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表 6.2-4 ＶＯＣ排出量の推移（全国） 

業界団体名 

平成 12 年度 

（基準） 
平成 16 年度（参考） 平成 22 年度（目標） 

年間 

排出量

（トン）

合計

比 

年間排出量

（トン） 

合計

比 

削減量

（トン）

削減

率 

年間排

出量 

（トン）

合計比
削減量

（トン）

削減

率 

1 日本ガス協会 87 0.0% 31 0.0% 56 64.4% 0 0.00% 87 100.0%

2 日本染色協会                    30.0%

3 日本製紙連合会 8,375 2.0% 3,403 1.1% 4,972 59.4% 2,100 0.80% 6,275 74.9%

4 日本鉄鋼連盟 5,971 1.4% 4,148 1.3% 1,823 30.5% 4,180 1.60% 1,791 30.0%

5 電機・電子４団体 24,984 5.8% 17,226 5.4% 7,758 31.1% 17,489 6.80% 7,495 30.0%

6 日本塗料工業会 3,947 0.9% 2,954 0.9% 993 25.2% 2,664 1.00% 1,283 32.5%

7 日本自動車部品工業会 19,400 4.5% 14,934 4.6% 4,466 23.0% 13,550 5.20% 5,850 30.2%

8 日本自動車工業会 51,410 12.0% 42,220 13.1% 9,190 17.9% 36,000 13.90% 15,410 30.0%

9 線材製品協会 1,290 0.3% 1,040 0.3% 250 19.4% 903 0.30% 387 30.0%

10 日本伸銅協会 436 0.1% 198 0.1% 238 54.6% 159 0.10% 277 63.5%

11 全国鍍金工業組合連合会 1,356 0.3% ※ 1,356 0.4% 0 0.0% 945 0.40% 411 30.3%

12 日本電線工業会 1,815 0.4% 1,168 0.4% 647 35.6% 1,035 0.40% 780 43.0%

13 日本溶融亜鉛鍍金協会 101 0.0% ※ 101 0.0% 0 0.0% 86 0.00% 15 15.0%

14 日本アルミニウム協会 1,900 0.4% ※ 1,900 0.6% 0 0.0% 670 0.30% 1,230 64.7%

15 日本建材・住宅設備産業協会 8,020 1.9% 6,151 1.9% 1,869 23.3% 3,208 1.20% 4,812 60.0%

16 天然ガス鉱業会 2,603 0.6% 1,587 0.5% 1,016 39.0% 1,430 0.60% 1,173 45.1%

17 石油連盟 61,426 14.3% 56,281 17.5% 5,145 8.4% 43,000 16.60% 18,426 30.0%

18 日本化学工業協会 90,208 21.0% 55,185 17.2% 35,023 38.8% 44,200 17.10% 46,008 51.0%

19 日本印刷産業連合会 115,500 26.9% 89,100 27.7% 26,400 22.9% 68,100 26.40% 47,400 41.0%

20 ドラム缶工業会 1,763 0.4% 1,966 0.6% -203 -11.5% 1,412 0.50% 351 19.9%

21 軽金属製品協会 349 0.1% 342 0.1% 7 2.0% 251 0.10% 98 28.1%

22 日本プラスチック工業連盟 28,136 6.6% 19,962 6.2% 8,174 29.1% 16,880 6.50% 11,256 40.0%

合計 429,076 100.0% 321,252 100.0% 107,824 25.1% 258,261 100.00% 170,815 39.8%

（出典） 

「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の排出抑制に係る行動計画について（平成 18 年 5 月 11 日、経済産業省）」 

(注) 

１． 提出のあった 22 件の自主行動計画の数値を集計したもの。このうち、年間排出量の記載があったのは 21 件です。 

２． 平成１６年度の年間排出量については、自主行動計画への記載を求めていなかったが、経済産業省で業界団体から聴取する等して参考として

集計しています。業界団体で把握していない場合は、暫定的に平成１２年度の排出量を用いて集計しています（※印）。 

３． 年間排出量には、暫定値、速報値、推計値が含まれています。また、幅を持った目標値が設定されている場合は、その単純平均値を用いて集

計しています。 

４． 日本自動車工業会においては目標を原単位で設定しているため、平成２２年度の年間排出量は参考値です。 
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(3) 燃料転換の推進 

ア. 天然ガスコージェネレーションシステム導入の推進 

静岡県と富士市は、平成１４～１８年度において天然ガスコージェネレーションシス

テム導入における補助事業を実施してきました。これは、富士市の産業部門の二酸化

炭素排出量は 4,369 千トン－CO2/年(平成１４年度)であり、静岡県の産業部門からの

二酸化炭素排出量（15,592千トン－CO2/年(平成１４年度)）の 28％を占めていることか

ら、この量を削減するために天然ガスを燃料としたコージェネレーションシステムの導

入を促進したものです。事業の概要とこれまでの実績を表 6.2-5 に示します。 

天然ガスコージェネレーションシステム導入のおける補助事業は平成１８年度で終

了となりますが、燃料転換の推進を通じて、天然ガスコージェネレーションシステムの

導入を推進していきます。 

表 6.2-5 事業の概要 

項目 内容 

事業実施者 NEDO、静岡県、富士市 

名称 天然ガスコージェネレーションシステム導入事業費補助金 

対象事業者 富士市内で製造業に携わる事業者 

補助率 

天然ガスコージェネレーションシステム導入事業費の補助 

補助率 

NEDO 導入事業費の１/3 

静岡県 導入事業費の 1/10 

富士市 導入事業費の 1/20 

実績 7 事業所 

イ. ガス燃料への転換の推進 

富士市における燃料種別排出量とその排出割合はＣ重油を燃料とする施設から排

煙脱硫装置を通しての排出量が全体の 60～70％を占めており、周辺市町村に比べて

Ｃ重油使用施設からの排出が多くなっています。これに次いで多いのはＡ重油を燃料

とする施設です。 

Ｃ重油使用施設においては、燃焼排ガス処理に排煙脱硫装置を設置していると思

われますが、その他の燃料使用施設に比べると重油の使用量は非常に多く、また、排

ガス濃度は他の燃料使用施設に比べて高いため、ガス等への燃料転換により大気汚

染物質を大幅に削減することが可能であると考えられます。 

そこで、富士市では、重点的な取組として、燃料コスト等を勘案しながら、本計画遂

行上の必要性等を説明し、使用燃料のガス燃料への転換を推進していきます。 
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当面は、Ｃ重油を使用し排煙脱硫を行っている大手事業所については、燃料転換

により大量のガス燃料を必要とすることから、技術的問題・イニシャルコスト・ランニング

コスト、ガス会社の供給の問題も含めて官民共同で、「（仮称）ガス化対策研究会」を設

置して、ガス燃料への転換の可能性等を検討していきます。 

また、Ａ重油等使用事業所に対しては、コストの優位性及び本計画遂行上の必要

性等を説明することにより、対象事業所と個別ヒアリング等を行い使用燃料のガス転換

を進めていきます。 

地球温暖化対策推進大綱の中においても、産業用部門などで石炭、石油等の燃料

から天然ガスへの燃料転換を支援することによりＣＯ２排出量の削減を図る事業が、国

の施策として盛り込まれました。経済産業省は「エネルギー多消費型設備天然ガス化

推進補助金交付要綱」を定め、この要綱に基づき社団法人日本ガス協会は、「エネル

ギー多消費型設備天然ガス化推進補助事業」を実施しています。この事業は「石炭、

石油等の燃料を原油換算で 50kℓ/年以上使用する工業炉、ボイラー等の燃料設備を、

天然ガスを主原料とするガスへ燃料転換した事業者に対し、その設備変更等を要する

経費（設備改造費、設備更新費、設計費等）の一部を補助する。」事業です。市内の

事業者では、平成１８年８月現在 15 事業所がこの補助を受けました。 

今後は、これらの補助事業を活用するとともに、官民共同での「（仮称）ガス化対策

研究会」などでの検討を通じて、ガス燃料への転換を推進していきます。 
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表 6.2-6 燃料種別汚染物質排出量（平成 15 年度調査結果） 

 燃料種 

富士市 周辺市町 

硫黄酸化物 窒素酸化物 ばいじん 硫黄酸化物 窒素酸化物 ばいじん 

排出量

(m3
N/年）

排出

量比

（％）

排出量

(m3
N/年）

排出

量比

（％）

排出量

(kg/年）

排出

量比

（％）

排出量

(m3
N/年）

排出

量比

（％）

排出量

(m3
N/年）

排出

量比

（％）

排出量

(kg/年）

排出

量比

（％）

液体

燃料

Ａ重油 35,824 14.9 130,732 5.6 33,260 6.3 154,510 40.7 527,290 33.3 60,623 23.4

Ｃ重油 142,517 59.3 1,437,237 61.4 372,600 70.3 162,193 42.8 449,852 28.4 62,255 24.0

軽油 0 0.0 20 0.0 2 0.0 0 0.0 11 0.0 0 0.0

灯油 6,514 2.7 89,190 3.8 27,216 5.1 8,978 2.4 176,080 11.1 40,691 15.7

その他の液体燃料 21,611 9.0 98,791 4.2 16,852 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

固体

燃料

一般炭 821 0.3 16,824 0.7 4,103 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0

コークス 0 0.0 0 0.0 0 0.0 551 0.1 5,131 0.3 855 0.3

木材 711 0.3 1,153 0.0 1,455 0.3 3,272 0.9 27,786 1.8 3,195 1.2

気体

燃料

都市ガス 1,050 0.4 128,683 5.5 29,244 5.5 11,149 2.9 104,628 6.6 13,154 5.1

LPG 28 0.0 27,842 1.2 1,183 0.2 919 0.2 10,228 0.6 2,485 1.0

その他の気体燃料 15 0.0 397 0.0 238 0.0 0 0.0 27 0.0 5 0.0

原料 その他の原料 0 0.0 36 0.0 32 0.0 0 0.0 32 0.0 21 0.0

その

他 

パルプ廃液 12,738 5.3 202,228 8.6 9,323 1.8 239 0.1 876 0.1 797 0.3

一般廃棄物 9,358 3.9 21,108 0.9 0 0.0 8,420 2.2 79,515 5.0 6,088 2.3

産業廃棄物 3,316 1.4 75,247 3.2 12,342 2.3 24,657 6.5 16,236 1.0 13,683 5.3

その他 6,000 2.5 111,577 4.8 22,133 4.2 4,386 1.2 53,254 3.4 44,731 17.3

電気 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.0 130,825 8.3 10,555 4.1

合計 240,503 100.0 2,341,065 100.0 529,983 100.0 379,280 100.0 1,581,771 100.0 259,138 100.0

 (注) 

１． 平成１５年度大気汚染物質排出量総合調査（平成１４年度実績）を基に集計しました。 

２． 燃料種は、最大 6 種類の記載が可能で混合燃焼している場合もありますが、ここでは一番初めに記載のある燃料種ごとの集計を行いました。 

３． 周辺市町は、富士宮市、沼津市、裾野市、御殿場市、蒲原町、富士川町、芝川町、由比町、長泉町、清水町の合計です。 
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図 6.2-2 燃料種別汚染物質排出割合（平成 15 年度調査結果） 
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表 6.2-7 燃料種別平均濃度（平成 15 年度調査） 

燃料種 

富士市 

SOx 

濃度 

(ppm) 

NOx 

濃度 

(ppm) 

ばいじん 

濃度 

(mg/m3) 

液体燃料

Ａ重油 23.8 65.6 10.4 

Ｃ重油 35.5 118.2 29.6 

灯油 2.1 50.0 10.3 

その他の液体燃料 10.0 51.6 9.2 

気体燃料

都市ガス 0.4 42.1 5.7 

LPG 0.3 79.0 3.4 

その他の気体燃料 5.0 35.0 10.0 

その他 パルプ廃液 3.7 56.8 3.0 

平均 8.2 56.0 9.7 

（注） 

1. 平成１５年度大気汚染物質排出量総合調査（平成１４年度実績）を基に集計しました。 

2. 単燃焼の場合の平均濃度を計算しました。 
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図 6.2-3 燃料種別平均濃度（平成 15 年度調査） 
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表 6.2-8 事業の概要 

項目 内容 

事業実施者 社団法人 日本ガス協会 

名称 エネルギー多消費型設備天然ガス化推進補助事業 

対象事業者 

石炭、石油等の燃料を原油換算で 50 kℓ /年以上使用する工業炉、ボイ

ラー等の燃料設備を、天然ガスを主原料とするガスへ燃料転換した事業

者（全国） 

補助率 
設備変更等を要する経費（設備改造費、設備更新費、設計費等）の一部

を補助 

実績 

平成 15 年度 2 事業所

平成 17 年度 4 事業所

平成 18 年度 9 事業所 （平成 18 年 8 月現在）

計 15 事業所
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(4) 地球温暖化対策に係る煙突撤去事業 

静岡県と富士市は、平成１４年度より「富士地域 煙突ゼロ作戦」の中で「地球温暖化

に係る煙突撤去事業」を実施してきました。 

これは、富士市の産業部門の二酸化炭素排出量が静岡県の産業部門からの二酸化

炭素排出量の 28％を占めており、また、大気汚染対策の結果、富士市内には高い煙突

が林立している状況でした。このような中で、産業部門からの二酸化炭素排出量を削減

し、富士山の景観や防災対策を向上するために、静岡県と富士市は平成１４年度より

「富士地域 煙突ゼロ作戦」の中で「地球温暖化対策に係る煙突撤去事業」を実施して

きました。事業の概要と実績を表 6.2-9 に示します。 

この事業は平成１９年度以降も実施が見込まれており、事業者にはその趣旨と効果を

理解いただき、ガス燃料への転換などによる不要煙突撤去の推進に努めていきます。 

表 6.2-9 事業の概要 

項目 内容 

事業実施者 静岡県・富士市 

名称 地球温暖化対策に係る煙突撤去モデル事業費補助金制度 

対象事業者 富士市内で製造業に携わり、今後も製造業を営む事業者 

対象事業 過去に温暖化対策を行った事業者の不要煙突撤去事業 

補助率 

煙突撤去事業費の３分の１（上限 500 万円） 

静岡県の補助率＝導入事業費の 6 分の１ 

富士市の補助率＝導入事業費の 6 分の１ 

実績 

平成 14 年度 5 事業所、 5 煙突

平成 15 年度 4 事業所、 4 煙突

平成 16 年度 5 事業所、 6 煙突

平成 17 年度 4 事業所、 5 煙突

平成 18 年度 2 事業所、 2 煙突 （平成 18 年 10 月現在）

計 18 事業所、22 煙突
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6.2.2 群小発生源 

(1) 一般家庭における省エネルギー機器の普及促進 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）の一次エネルギー消費量は、従来の燃

焼式給湯器にくらべ約 30％の省エネルギー効果が期待できるとされています。また、燃

焼を伴わないことから燃焼による汚染物質の排出量は０になり、一般家庭からの大気汚

染物質の排出低減につながることが期待できます。 

富士市では、平成１７・１８年度に「富士エコエコ減量大作戦」を実施し、家庭での省

エネルギー機器等設置費の補助や省エネ実践活動の参加などの事業を行いました。

省エネ機器の設置では、CO２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）と省エネモニター

を設置する際の費用補助を行っており、平成１７・１８年度で 1,000 件の公募を行いまし

た。 

表 6.2-10 富士市エコエコ大作戦公募数 

公募時期 公募時期 公募数 

平成１７年度 第一期 250 件 

平成１８年度 

第一期 450 件 

第二期 200 件 

第三期 100 件 

計 計 1000 件 

国は、ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器および潜熱回収型給湯器を民生部門における省

エネルギーを確実に進める上で大きな役割を果たし得る機器として、普及を推進してお

り、平成２２年度（2010 年度）までにそれぞれ 520 万台（うち、一般家庭分は 516 万台）、

280 万台を想定しています。これらの普及を推進するために、高効率給湯器導入促進

事業費補助金制度が実施されています。 

このようなことから引き続き、市民がこれらの補助制度を活用しやすくなるように情報

提供を積極的に進め、高効率給湯器の普及に努めていきます。 
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表 6.2-11 家庭用省エネルギー型給湯器の普及見込み 

 平成２２年度 平成２７年度 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器

全国 516 万台 672 万台 

富士市 8,744 台 11,494 台 

潜熱回収型給湯器 

全国 280 万台 365 万台 

富士市 4,745 台 6,237 台 

（注） 

1. 平成２２年度のＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器の全国普及台数見込みは、京都議定書目標達

成計画より一般家庭普及台数を用いました。 

2. 平成２７年度のＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器の全国普及台数見込みは「2030 年のエネルギ

ー需要展望（平成 17 年 3 月、総合資源エネルギー調査会需要部会）」における 2030 年度普

及見込み（1150 万台）と平成２２年度の普及見込みより内挿して求めました。 

3. 平成２２年度の潜熱回収型給湯器の全国普及台数見込みは、京都議定書目標達成計画の

一般家庭普及台数を用いました。 

4. 平成２７年度の潜熱回収型給湯器の全国普及台数見込みは、ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器

と同等の伸び率で普及すると仮定して設定しました。 

5. 富士市におけるＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器の普及台数は、全国の世帯数に対する富士市

の比を乗じることにより求めました。 
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表 6.2-12 ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器の導入補助事業 

事業名称 内容 

富士エコエコ減量大作戦

事業実施者 富士市 

対象者 

富士市内に居住（または居住予定）の住宅に省エネルギー

機器を設置する方で、今後省エネ実践活動に参加し、市税

を完納している方 

対象となる機器 
CO２を冷媒に使用するヒートポンプ式給湯器 

省エネルギーモニター 

補助額 

省エネルギー機器の設置に必要な経費（他の補助の対象と

なった経費を除く）に 2 分の 1 を乗じた額とし、343,000 円を

限度とする。 

平成１８年度エコキュート

導入補助金制度 

事業実施者 財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター 

対象となる機器 

補助金交付対象となるエコキュート（CO２冷媒を使用、COP

が 3.0 以上で、機器指定審査委員会が指定した機器）を導入

すること 

1 台当たりの補助

金額 

家庭用 50,000～80,000 円 

業務用 170,000～260,000 円 

(注) 

1. 富士エコエコ減量大作戦の応募は終了しています。 

2. エコキュート導入補助金制度の詳細は財団法人 ヒートポンプ・蓄熱センター資料を参照ください。 

表 6.2-13 潜熱回収型給湯器の導入補助事業 

事業名称 内容 

潜熱回収型給湯器導入

支援補助金制度 

事業実施者 社団法人 日本ガス協会 

対象となる機器 

以下の条件を満たした給湯器で日本ガス協会からの補助金

交付の対象となる指定を受けた給湯器 

・ 潜熱を回収するための熱交換器を供えている給湯器 

・ 給湯熱効率が 90％以上ある給湯器 

・ 都市ガスを使用する給湯器 

・ 定格給湯能力が 60 号以下である給湯器 

補助額 
機器費および特殊工事費のうち一定額（26,000～34,000 円

（平成１８年度）） 

LP ガスを燃料とする 

潜熱回収型給湯器 

導入補助金支援制度 

事業実施者 財団法人 日本エルピーガス振興センター 

対象となる機器 

以下の条件を満たした給湯器で（財）エルピーガス振興セン

ターが指定した機器 

・ LP ガスを燃料とすること 

・ 潜熱を回収するための熱交換器を供えていること 

・ 給湯熱効率が 90％以上ある給湯器 

・ 定格給湯能力が 60 号以下である給湯器 

補助額 
機器費および特殊工事費のうち一定額（26,000～34,000 円

（平成１８年度）） 

(注) 各支援制度の詳細については、事業実施者の資料を参照ください。 
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(2) 事業所における省エネ対策 

ア. 低 NOｘ型小規模燃焼機器の普及促進 

「環境白書（平成１８年度、環境省）」によると、大気汚染防止法で規定するばい煙発

生施設に該当しない業務用小型ボイラーなどの小規模燃焼機器について優良品推

奨水準としての窒素酸化物排出濃度に係るガイドライン値を定め、これに適合する低

ＮＯｘ型燃焼機器の普及に努めるとしています。環境省が定めた小規模燃焼機器の窒

素酸化物排出ガイドラインは表 6.2-14 となっています。 

また、東京都のように、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」により、

「燃焼機器を設置しようとするものは、窒素酸化物の排出量の少ない機器を設置する

ように努めなければならない。」として、ＮＯx 低減対策として、NOx 排出量の少ない燃

焼機器を認定し、小規模燃焼機器を新設・更新するときには認定機器の設置を進め

ている例もあります。 

このような環境配慮型小規模燃焼機器の普及を進める対策を行っている自治体は

東京都以外にも見られることから、今後、設置・更新される小規模燃焼機器の多くは環

境配慮型機器になることが期待できます。 

表 6.2-14 小規模燃焼機器の窒素酸化物排出ガイドライン（環境省） 

対象燃焼機器 ガイドライン値（ppm、O2=0％換算） 

種類 規模 気体燃料 液体燃料 

家庭用ガス大型給湯器 

給湯部分のガス消費量 35kＷ（16 号）以上

の屋外式の強制燃焼式ガス瞬間給湯器

（給湯付ふろがまを含む） 

60 以下 － 

未規制ボイラー 
燃料の消費能力が重油換算で 50 リットル/

ｈ未満かつ伝熱面積が 10m2 未満 
60 以下 80 以下 

未規制吸収冷温水機 同上 60 以下 80 以下 

小型ガスヒートポンプ 
燃料の消費能力が重油換算で 10 リットル/

ｈ未満 
100 以下 - 

（注） 

１． ガイドライン値の単位は ppm（O2=0％）換算です。 

２． ガイドライン値とは、対象機器ごとに窒素酸化物対策の観点からの優良品推奨水準として定めた値です。 

３． 未規制ボイラーと未規制吸収冷温水機は、燃料が灯油以外にあっては、80ppm は将来的な水準として、当面は 100ppm 以下とす

る。当面の扱いは３年程度をめどに見直すこととしています。 

４． 小型ガスヒートポンプについては、平成１４年度までは 200ppm です。また、測定法については、日本ガス協会が定める「小型 GHP

のＮＯx 測定方法について（１２モード法による測定）」およびこれと同一の測定法である「日本冷凍空調工業会標準規格

（JRA4043）」によります。 
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表 6.2-15 低ＮＯｘ認定機器の概要（東京都） 

種類 用途 サイズ 燃料種類等 

認定基準 

（酸素濃度 0％換算の

ＮＯｘ濃度） 

小型 

ボイラー類

冷房用、給湯等の用途に用いる。

１． 上記ボイラー 

２． 温水ボイラー 

３． 温水発生器 

４． 冷温水発生器 

５． その他の燃焼機器 

伝熱面積が 10m2 未満

で、熱出力が 35kＷ 

以上 
ガス燃料 60ppm 以下 

液体燃料 80ppm 以下 

内燃 

機関類 

冷房用、給湯等の用途に用いる。

１． ヒートポンプ 

２． その他の燃焼機器 

燃焼能力が、重油換

算で５リットル/時未満
ガス 

ヒートポンプ 
12 モード 100ppm 以下

イ. 事業所における省エネルギーの推進 

事業所においては、環境にやさしい企業行動を推進する上で環境マネージメントシ

ステムの導入が図られ、ISO14001 の認証取得をしている事業所も多くあります。「平成

１６年度 環境にやさしい企業行動調査（平成１７年９月、環境省）」によると、全国での

認証取得状況は 60～80％になっています。 

市内の事業所では 129 事業所（平成１８年７月２６日現在、日本規格協会調べ）が取

得しています。 

このほか、事業活動への環境配慮した活動として、グリーン購入、環境パフォーマン

ス評価、環境会計、環境報告書などへの取り組みがあります。 

富士市では、これらの取り組みについて積極的に事業者が取り組めるように情報を

提供し、環境に配慮した事業活動を推進していきます。 
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（出典）「平成１６年度 環境にやさしい企業行動調査（平成 17 年 9 月、環境省）」 

図 6.2-4 ISO14001 認証取得企業の割合の推移 
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(3) 屋外燃焼行為の制限 

ダイオキシン類対策特別措置法により、法に定める特定施設は焼却炉等の届出（焼却

炉等の構造、使用方法等）、ダイオキシン類濃度（排出ガス、燃え殻等）の年１回以上の

自主測定及び測定結果の県への報告が義務付けられています。法対象に満たない小

型の簡易な焼却炉は法規制の対象にはなりませんが、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律および静岡県生活環境の保全等に関する条例で廃棄物の野焼きが禁止されるよう

になりました。 

焼却設備を使用せずに廃棄物を焼却すること（いわゆる「野焼き」）は、「廃棄物の処理

及び清掃に関する法律」及び「静岡県生活環境の保全等に関する条例」により禁止され

ました。庭先でのたき火（焼却禁止の例外）の場合でも生活環境への配慮が必要となり、

粗悪な設備による廃棄物の焼却や焼却基準に適合しない焼却設備による焼却は禁止さ

れています。 

富士市では、法と条例に基づき屋外燃焼行為の禁止条項の遵守を求めていくことによ

り、屋外燃焼行為による大気汚染物質排出の削減を図っていきます。 
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6.3 移動発生源対策 

6.3.1 自動車 

(1) 自動車排出ガス規制の推進 

自動車排ガスの環境への影響が大きなことから、国は様々な自動車排出ガス規制を

行ってきました。現在は新長期規制が実施されており、今後、ポスト新長期規制の実施

が検討されています。自動車排出ガスの量の許容限度（平均値）の推移を図 6.3-2～

図 6.3-4 に示します。 

排出ガスは最新規制により大幅な改善が進んでいますが、実際に走行している自動

車は、未規制から最新の規制まで様々で、年式の古い自動車は依然として多くの汚染

物質を排出しています。 

そこで、1 台毎の排出量を削減する方策として、最新規制車への早期転換を推進し、

自動車からの排出ガスを抑制します。 

NOx 排ガス規制値 （平均） （g/km）

P
M

排
ガ

ス
規

制
値

（
平

均
）

（g
/
k
m

）

0
0 0.4 0.8 1.2 1.4

0.1

0.2

0.3

短期規制 （平成 5 年～）

長期規制 （平成 9 年～）

新長期規制 （平成 17 年～）

ポスト新長期規制 （平成 21 年～）

新短期規制 （平成 12 年～）

（注）規制値（平均値）はディーゼル中量車を例にしています。車種・重量区分等により規制値及び規制開始年は異なります。 

図 6.3-1 自動車排出ガス規制の推移 
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表 6.3-1 排出ガス規制の推移 

車種 重量区分 
H

5

H

6

H

7

H

8

H

9

H

10

H

11

H

12

H

13

H

14

H

15

H

16

H

17

H

18

H

19

H

20

H

21

ガソリン・

LPG 車 

軽乗用車 －        ● ○ ◎

乗用車 －        ● ○ ◎

軽貨物車 －      △ ● ○

トラック・

バス 

軽量車        ● ○ ◎

中量車  ▲ ● ○ ◎

重量車   ▲ ● ○ ◎

ディーゼ

ル車 

乗用車 
小型車  ▲ △ ● ○ ◎

中型車  ▲ △ ● ○ ◎

トラック・

バス 

軽量車（副） ▲ △ ● ○ ◎

中量車（副） ▲ △ ● ○ ◎

中量車（直） ▲ △ ● ○ ◎

重量車（副） ▲ △ ● ○ ◎

重量車（直） ▲ △ ● ○ ◎

（注） 

1. 表中の色及び記号は以下のとおりです。 

規制 開始年 
規制値 

適用期間
備考 

短期規制以前の規制 － □  

短期規制 ▲ ■ 

長期規制 △ ■ 

新短期規制 ● ■ 

新長期規制 ○ ■ 

ディーゼル車の中量車（直噴式）はトランスミッションの形式により開始年が

異なります。 

ディーゼル車の重量車は、車両重量により開始年が異なります。） 

ポスト新長期開始年 ◎ ■ ディーゼル車の中量車・重量車は、車両重量により開始年が異なります。 

2. 軽量車は車両総重量 1.7 トン以下、中量車は 1.7 トン超 2.5 トン以下（平成 13 年より 1.7 トン超 3.5 トン以下）、重量車は 2.5 トン超（平

成 13 年より 3.5 トン超）です。 

3. ディーゼル車バス・トラックの（副）は副室式、（直）は直噴式を表します。 
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ガソリン・LPG 車 

乗用車 

2%

2%

3%

8%

20%

27%

39%

71%

100%

平成21年  (ポスト新長期規制)  (21年規制)  (0.05g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.05g/km)

平成12年10月  (新短期規制)  (12年規制)  (0.08g/km)

昭和53年4月  (53年規制)  (0.25g/km)

昭和51年4月  (等価慣性重量1トン以下)  (51年規制)  (0.6g/km)

昭和51年4月  (等価慣性重量1トン超)  (51年規制)  (0.85g/km)

昭和50年4月  (50年規制)  (1.2g/km)

昭和48年4月  (48年規制)  (2.18g/km)

昭和48年4月以前  (未規制)

バ

ス

・

ト

ラ

ッ

ク

軽量車 

車両総重量 

1.7 トン以下 

2%

2%

3%

8%

19%

32%

59%

71%

100%

平成21年  (ポスト新長期規制)  (21年規制)  (0.05g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.05g/km)

平成12年10月  (新短期規制)  (12年規制)  (0.08g/km)

昭和63年12月  (63年規制)  (0.25g/km)

昭和56年1月  (56年規制)  (0.6g/km)

昭和54年1月  (54年規制)  (1g/km)

昭和50年4月  (50年規制)  (1.8g/km)

昭和48年4月  (48年規制)  (2.18g/km)

昭和48年4月以前  (未規制)

中量車 

車両総重量 

1.7 トン超 

2.5 トン以下 

ただし、新長期規制より

3.5 トン以下 
2%

2%

4%

13%

23%

29%

39%

59%

71%

100%

平成21,22年  (ポスト新長期規制)  (21,22年規制)  (0.07g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.07g/km)

平成13年10月  (新短期規制)  (13年規制)  (0.13g/km)

平成6年12月  (短期規制)  (6年規制)  (0.4g/km)

平成元年10月  (元年規制)  (0.7g/km)

昭和56年12月  (57年規制)  (0.9g/km)

昭和54年1月  (54年規制)  (1.2g/km)

昭和50年4月  (52年規制)  (1.8g/km)

昭和48年4月  (48年規制)  (2.18g/km)

昭和48年4月以前  (未規制)

重量車 

車両総重量 

2.5 トン超 

ただし、新長期規制より

3.5 トン超 

3%

3%

5%

17%

20%

25%

29%

42%

59%

70%

100%

平成21,22年  (ポスト新長期規制)  (21,22年規制)  (0.7g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.7g/km)

平成13年10月  (新短期規制)  (13年規制)  (1.4g/km)

平成7年12月  (短期規制)  (7年規制)  (4.5g/km)

平成4年10月  (4年規制)  (5.5g/km)

平成元年10月  (元年規制)  (650ppm)

昭和57年1月  (57年規制)  (750ppm)

昭和54年1月  (54年規制)  (1100ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (1550ppm)

昭和48年4月  (48年規制)  (1830ppm)

昭和48年4月以前  (未規制)

軽貨物車 

2%

2%

4%

8%

16%

29%

39%

59%

71%

100%

平成21年  (ポスト新長期規制)  (21年規制)  (0.05g/km)

平成19年10月  (新長期規制)  (19年規制)  (0.05g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (14年規制)  (0.13g/km)

平成10年10月  (長期規制)  (10年規制)  (0.25g/km)

平成2年10月  (2年規制)  (0.5g/km)

昭和57年1月  (57年規制)  (0.9g/km)

昭和54年1月  (54年規制)  (1.2g/km)

昭和50年4月  (50年規制)  (1.8g/km)

昭和48年4月  (48年規制)  (2.18g/km)

昭和48年4月以前  (未規制)

図 6.3-2 窒素酸化物に係る自動車排ガスの量の許容限度（平均値）設定の推移 
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ディーゼル車 

乗

用

車

小型車 

等価慣性重量 

1.25 トン以下 

3%

6%

11%

16%

21%

29%

52%

60%

68%

80%

100%

平成21年  (ポスト新長期)  (21年規制)  (0.08g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.14g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (14年規制)  (0.28g/km)

平成9年10月  (長期規制)  (9年規制)  (0.4g/km)

平成2年12月  (2年規制)  (0.5g/km)

昭和61,62年10月  (61,62年規制)  (0.7g/km)

昭和57年1月  (57年規制)  (290ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (340ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (380ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (450ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

中型車 

等価慣性重量 

1.25 トン超 

3%
6%

12%

16%

26%

37%

52%

60%

68%

80%
100%

平成21年  (ポスト新長期)  (21年規制)  (0.08g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.15g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (14年規制)  (0.3g/km)

平成10年10月  (長期規制)  (10年規制)  (0.4g/km)

平成4年12月  (4年規制)  (0.6g/km)

昭和61,62年10月  (61,62年規制)  (0.9g/km)

昭和57年1月  (57年規制)  (290ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (340ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (380ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (450ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

バ

ス

・

ト

ラ

ッ

ク

軽量車 

車両総重量 

1.7 トン以下 

3%
6%

11%

16%

24%

36%

52%

60%

68%

80%
100%

平成21年  (ポスト新長期)  (21年規制)  (0.08g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.14g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (14年規制)  (0.28g/km)

平成9年10月  (長期規制)  (9年規制)  (0.4g/km)

平成5年10月  (短期規制)  (5年規制)  (0.6g/km)

昭和63年12月  (63年規制)  (0.9g/km)

昭和57年10月  (57年規制)  (290ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (340ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (380ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (450ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

中量車（副室式） 

車両総重量 

1.7 トン超 

2.5 トン以下 

ただし、新長期規制より

3.5 トン以下 5%
9%

18%

25%

47%

47%

52%

60%

68%

80%
100%

平成21,22年  (ポスト新長期)  (21,22年規制)  (0.15g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.25g/km)

平成15年10月  (新短期規制)  (15年規制)  (0.49g/km)

平成9,10年10月  (長期規制)  (9,10年規制)  (0.7g/km)

平成5年10月  (短期規制)  (5年規制)  (1.3g/km)

昭和63年12月  (63年規制)  (260ppm)

昭和57年10月  (57年規制)  (290ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (340ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (380ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (450ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

中量車（直噴式） 

車両総重量 

1.7 トン超 

2.5 トン以下 

ただし、新長期規制より

3.5 トン以下 3%
5%

10%

14%

26%

40%

49%

56%

68%

80%
100%

平成21,22年  (ポスト新長期)  (21,22年規制)  (0.15g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.25g/km)

平成15年10月  (新短期規制)  (15年規制)  (0.49g/km)

平成9,10年10月  (長期規制)  (9,10年規制)  (0.7g/km)

平成5年10月  (短期規制)  (5年規制)  (1.3g/km)

昭和63年12月  (63年規制)  (260ppm)

昭和58年8月  (58年規制)  (290ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (340ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (380ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (450ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

重量車（副室式） 

車両総重量 

2.5 トン超 

ただし、新長期規制より

3.5 トン超 
6%

18%

31%

41%

46%

47%

52%

60%

68%

80%

100%

平成21,22年  (ポスト新長期)  (21,22年規制)  (0.7g/kWh)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (2g/kWh)

平成15,16年10月  (新短期規制)  (15,16年規制)  (3.38g/kWh)

平成9,10,11年10月  (長期規制)  (9,10,11年規制)  (4.5g/kWh)

平成6年10月  (短期規制)  (6年規制)  (5g/kWh)

平成1年10月  (1年規制)  (260ppm)

昭和57年10月  (57年規制)  (290ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (340ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (380ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (450ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

重量車（直噴式） 

車両総重量 

2.5 トン超 

ただし、新長期規制より

3.5 トン超 
4%

12%

20%

26%

35%

42%

49%

56%

68%

80%

100%

平成21,22年  (ポスト新長期)  (21,22年規制)  (0.7g/kWh)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (2g/kWh)

平成15,16年10月  (新短期規制)  (15,16年規制)  (3.38g/kWh)

平成9,10,11年10月  (長期規制)  (9,10,11年規制)  (4.5g/kWh)

平成6年10月  (短期規制)  (6年規制)  (6g/kWh)

昭和63,平成元,2年10月  (63,平成元,2年規制)  (400ppm)

昭和58年8月  (58年規制)  (470ppm)

昭和54年4月  (54年規制)  (540ppm)

昭和52年8月  (52年規制)  (650ppm)

昭和49年9月  (49年規制)  (770ppm)

昭和49年9月以前  (未規制)

図 6.3-3 窒素酸化物に係る自動車排ガスの量の許容限度（平均値）設定の推移 
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ディーゼル車 

乗

用

車

小型車 

等価慣性重量 

1.25 トン以下 3%

7%

26%

40%

100%

平成21年  (ポスト新長期規制)  (21年規制)  (0.005g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.013g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (15年規制)  (0.052g/km)

平成9年10月  (長期規制)  (9年規制)  (0.08g/km)

平成6年12月  (短期規制)  (6年規制)  (0.2g/km)

中型車 

等価慣性重量 

1.25 トン超 3%

7%

28%

40%

100%

平成21年  (ポスト新長期規制)  (21年規制)  (0.005g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.014g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (15年規制)  (0.056g/km)

平成10年10月  (長期規制)  (10年規制)  (0.08g/km)

平成6年12月  (短期規制)  (6年規制)  (0.2g/km)

バ

ス

・

ト

ラ

ッ

ク

軽量車 

車両総重量 

1.7 トン以下 
3%

7%

26%

40%

100%

平成21年  (ポスト新長期規制)  (21年規制)  (0.005g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.013g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (15年規制)  (0.052g/km)

平成9年10月  (長期規制)  (9年規制)  (0.08g/km)

平成5年10月  (短期規制)  (5年規制)  (0.2g/km)

中量車 

車両総重量 

1.7 トン超 

2.5 トン以下 

ただし、新長期規制より

3.5 トン以下 

3%

6%

24%

36%

100%

平成21,22年  (ポスト新長期規制)  (21,22年規制)  (0.007g/km)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.015g/km)

平成14年10月  (新短期規制)  (15年規制)  (0.06g/km)

平成9,10年10月  (長期規制)  (9,10年規制)  (0.09g/km)

平成5年10月  (短期規制)  (5年規制)  (0.25g/km)

重量車 

車両総重量 

2.5 トン超 

ただし、新長期規制より

3.5 トン超 
1%

4%

26%

36%

100%

平成21,22年  (ポスト新長期規制)  (21,22年規制)  (0.01g/kWh)

平成17年10月  (新長期規制)  (17年規制)  (0.027g/kWh)

平成15,16年10月  (新短期規制)  (15,16年規制)  (0.18g/kWh)

平成9,10,11年10月  (長期規制)  (9,10,11年規制)  (0.25g/kWh)

平成5年10月  (短期規制)  (5年規制)  (0.7g/kWh)

図 6.3-4 粒子状物質（PM） に係る自動車排ガスの量の許容限度（平均値）設定の推移 
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(2) 低公害車・低排出ガス車の普及促進 

低公害車は、燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、

低燃費かつ低排出ガス認定車があり、それぞれの特徴は表 6.3-2 に示すとおりです。

また、低燃費かつ低排出ガス認定車については、対応する排出ガス基準と低減レベル、

燃費基準達成により表 6.3-3 に示す種類があります。 

国は、これらの低公害車を普及促進するために「低公害車開発普及アクションプラン

（平成１３年７月）」を制定しました。アクションプランでは、平成２２年度までに低公害車

を 1,000 万台以上普及させることを目指して、公的部門への率先導入・民間の導入支

援事業（補助）、低公害車導入に係る税制上の優遇制度、政府系金融機関による融資

制度等を定め、普及促進事業を展開しています。低公害車普及のための各種支援措

置の概要を表 6.3-6 に示します。また平成１８年度におけるそれぞれの制度について

は表 6.3-7（補助制度）、表 6.3-8（税制上の優遇措置制度）、表 6.3-9（融資制度）に

示します。 

静岡県は、国の「低公害車開発普及アクションプラン」に基づき低公害車の普及促進

を進めており、「静岡県環境基本計画」の中で、導入に環境保全資金の利子補給制度

の活用を含め諸々の施策を実施しているところです。この中で平成２２年度までに低公

害車・低排出ガス車を合わせた導入目標台数を県内保有総台数の 10％（25 万台）とし

ていましたが、平成１５年度においてすでに目標を達成しました。今後も、低公害車は

普及が進んでいくものと考えられます。 

富士市においては「富士市環境基本計画」のなかで低公害車（軽自動車を含む）の

導入を進めているところです。 

今後も、国の支援制度や、県市の環境保全資金の利子補給制度等を活用し、より低

公害な自動車への早期転換と、一層の普及を推進していきます。 
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表 6.3-2 低公害車の種類とその概要 

種類 概要 

燃料電池自動車 

燃料電池自動車は、車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その

電気でモーターを回転させて走る自動車です。水素と酸素との化学反応によって燃料電

池から発生する水蒸気が唯一の排気ガスです（直接水素燃料タイプの場合）。また、燃料

から動力を取り出す際のエネルギー効率は、ガソリン車やディーゼル車と比べて、高くなり

ます。 

太陽光やバイオマスなど、クリーンで再生可能なエネルギーを利用して水素を製造すること

により、地球温暖化防止に貢献することもできます。 

電気自動車 

電気自動車はバッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車で

す。このため、ガソリン車やディーゼルなどの通常の自動車と比べ構造が大変簡単になり、

小型自動車を作るのに適しています。自動車からの排出ガスは一切なく、走行騒音も大幅

に減少します。また、電気をつくる際に発電所から排出される分を考慮に入れても、窒素酸

化物（NOx）や二酸化炭素（CO2）は通常の自動車より大幅に少なくなります。 

天然ガス自動車 

天然ガス自動車は、家庭に供給されている都市ガスの原料でもある天然ガスを燃料として

走る自動車です。なかでも天然ガスを気体のまま圧縮して高圧ガス容器に貯蔵し、それを

燃料とする圧縮天然ガス（CNG）自動車が世界的に最も普及しています。日本でもこのタイ

プの普及が進められています。 

天然ガスは、硫黄分などの不純物を含まないクリーンなエネルギーのため、排出ガスの浄

化が容易で、黒煙も出ません。さらに、窒素酸化物（NOx）も大幅に少なくなります。また、

CO2 排出量についてもガソリン車より 2 ～3 割少なくなります。 

メタノール自動車 

メタノールは、天然ガスや石炭から合成される他、生ゴミなどの都市ゴミやバイオマスからの

合成も可能です。メタノール車には、ディーゼル車をベースに改造したディーゼルタイプ

と、ガソリン車をベースに改造したオットータイプの 2 通りがあります。また、使用燃料の面

からは、純粋なメタノールを燃料とするタイプと、メタノールにガソリンを混合したメタノール

混合燃料タイプの 2 通りがあります。 

排出ガスに黒煙がほとんど含まれていないことや、ディーゼル車に比べて NOx の排出量

が約半分に削減できるなどの長所があります。 

ハイブリッド自動車

複数の動力源を組み合わせ、それぞれの利点を活かして駆動することにより、低燃費と低

排出を実現する自動車です。動力の位置関係により 3 つの方式（シリーズ方式、パラレル

方式、スプリット方式）に分けられます。 

ハイブリッド自動車は通常の走行時にはガソリン自動車と変りませんが、ブレーキをかけると

その制動エネルギーを電気や圧力エネルギーに変えて保存し、発進や加速、登坂時には

そのエネルギーを使って、エンジンの力を補助します。これにより、発進や加速、登坂時の

NOx、CO2、黒鉛等が減少し、燃費も向上します。近年では乗用車クラスでの開発・市場投

入が急速に進んでいます。 

低燃費かつ 

低排出ガス認定 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基準（トップランナー基準）を

早期達成（低燃費車）しており、かつ、「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス

認定を受けている自動車です。消費者には税制面での優遇を受けることができるなどのメリ

ットがあります。 

低排出ガス車認定制度は、燃料の種類を問わず自動車排出ガスの低排出ガス性（クリ

ーン度）を、性能面から示す技術的指標に適合していることを認定する制度です。「低公害

車等排出ガス技術指針」及び「低排出ガス車認定実施要領」により、自動車排出ガスのうち

NOx、PM 等の有害物質の排出が平成１２年基準排出ガスレベルより 25％、50％、75％低

減されている自動車をそれぞれ認定してきました。 

 平成１５年９月２６日付けで、低排出ガス車認定制度が改正され、平成１７年基準排出ガス

レベルに対応した低排出ガス車の認定も行われるようになりました。 

 なお、平成１２年排出ガス基準と平成１７年排出ガス基準の両方が併存していますが、平

成１７年１０月以降に型式指定等を受けた新車名・新型式については、平成１７年排出ガス

基準に統一されています（軽貨物車を除く）。 

（出典）「低公害車ガイドブック２００５ 環境省（http://www.env.go.jp/air/car/vehicles2005/frame-1_1.htm）」 
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表 6.3-3 低排出ガス車および燃費基準達成車の種類 

平成１２年排出ガス

基準に対応した低

排出ガス車の認定

を受けた自動車 

25％低減レベル（有害物質を 25％

以上低減させた自動車） 

50％低減レベル（有害物質を 50％

以上低減させた自動車） 

75％低減レベル（有害物質を 75％

以上低減させた自動車） 

平成１７年排出ガス

基準に対応した低

排出ガス車の認定

を受けた自動車 

50％低減レベル （有害物質を 50％

以上低減させた自動車） 

75％低減レベル（有害物質を 75％

以上低減させた自動車） 

超低ＰＭ排出ディ

ーゼル車 

粒子状物質 75％低減レベル 

（粒子状物質を 75％以上低減させた

自動車） 

粒子状物質 85％低減レベル 

（粒子状物質を 85％以上低減させ

た自動車） 

燃費基準達成車 

平成１７年度燃費基準達成車 

（ディーゼル乗用車等） 

平成２２年度燃費基準達成車 

（ディーゼル乗用車等） 

平成２７年度燃費基準達成車 

（重量車） 

平成１７年度燃費基準+5％達成車 

（ディーゼル乗用車等） 

平成２２年度燃費基準+5％達成車

（ガソリン乗用車等） 

平成１７年度燃費基準+10％達成車

（ディーゼル乗用車等） 

平成２２年度燃費基準+10％達成車

（ガソリン乗用車等） 

平成１７年度燃費基準+20％達成車

（ディーゼル乗用車等） 

平成２２年度燃費基準+20％達成車

（ガソリン乗用車等） 
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表 6.3-4 平成 12 年基準低排出ガス車の認定基準 

車種 名   称 運行方法 
一酸化 

炭素 
炭化水素

非メタン

炭化水素

窒素 

酸化物 

ホルムアルデ

ヒド(上限) 

乗用車 

軽量車 

耐久走行距

離８万 km

（軽乗用車

は６万 km）

平成１２年基準 

排出ガス２５％低減レベル

10・15 モード(g/km) 0.67 以下 0.06 以下 0.05 以下 0.06 以下 0.015 以下

11 モード(g/test) 19.0 以下 1.65 以下 1.32 以下 1.05 以下 0.41 以下 

平成１２年基準 

排出ガス５０％低減レベル

10・15 モード(g/km) 0.67 以下 0.04 以下 0.03 以下 0.04 以下 0.015 以下

11 モード(g/test) 19.0 以下 1.10 以下 0.88 以下 0.70 以下 0.41 以下 

平成１２年基準 

排出ガス７５％低減レベル

10・15 モード(g/km) 0.67 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.015 以下

11 モード(g/test) 19.0 以下 0.55 以下 0.44 以下 0.35 以下 0.41 以下 

中量車 

耐久走行距

離８万 km

平成１２年基準 

排出ガス２５％低減レベル

10・15 モード(g/km) 2.10 以下 0.06 以下 0.05 以下 0.10 以下 0.018 以下

11 モード(g/test) 24.0 以下 1.65 以下 1.32 以下 1.20 以下 0.49 以下 

平成１２年基準 

排出ガス５０％低減レベル

10・15 モード(g/km) 2.10 以下 0.04 以下 0.03 以下 0.07 以下 0.018 以下

11 モード(g/test) 24.0 以下 1.10 以下 0.88 以下 0.80 以下 0.49 以下 

平成１２年基準 

排出ガス７５％低減レベル

10・15 モード(g/km) 2.10 以下 0.02 以下 0.02 以下 0.03 以下 0.018 以下

11 モード(g/test) 24.0 以下 0.55 以下 0.44 以下 0.40 以下 0.49 以下 

軽貨物車

耐久走行距

離 6 万 km

平成１２年基準 

排出ガス２５％低減レベル

10・15 モード(g/km) 3.30 以下 0.10 以下 0.08 以下 0.10 以下 0.015 以下

11 モード(g/test) 38.0 以下 2.63 以下 2.10 以下 1.65 以下 0.41 以下 

平成１２年基準 

排出ガス５０％低減レベル

10・15 モード(g/km) 3.30 以下 0.07 以下 0.06 以下 0.07 以下 0.015 以下

11 モード(g/test) 38.0 以下 1.75 以下 1.40 以下 1.10 以下 0.41 以下 

平成１２年基準 

排出ガス７５％低減レベル

10・15 モード(g/km) 3.30 以下 0.03 以下 0.02 以下 0.03 以下 0.015 以下

11 モード(g/test) 38.0 以下 0.88 以下 0.70 以下 0.55 以下 0.41 以下 

（注） 

1. 「軽量車」とは、トラック・バスのうち車両総重量が 1.7 トン以下のもの、「中量車」とは 1.7 トンを超え 3.5 トン以下のもの。  

2. 非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）の基準値は、炭化水素（ＨＣ）の基準値を 0.8 倍したものであり、天然ガス自動車についてのみ炭化水素

（ＨＣ）の基準値の代わりに適用することができる。  

3. 電気自動車は、走行時に排出ガスを排出しないため、排出ガス 75％低減レベルに該当するものとする。  

4. 10・15 モードとは、都市部における平均的な走行形態を表す走行パターンにより走行した場合に排出される排出ガスの量を測定する

方法。11 モードとは、郊外から都心に向かっての走行形態を表した走行パターンにより走行した場合に排出される排出ガスの量を測

定する方法。  

5. 排出物質によって排出量が複数の排出ガス低減レベルに該当する場合は、排出ガス低減レベルの最も悪い低減レベルに該当するも

のとする。 
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表 6.3-5 平成 17 年基準低排出ガス車の認定基準 

車種 排ガスレベル 
一酸化 

炭素 

非メタン 

炭化水素

窒素 

酸化物 

粒子状 

物質 

ホルム 

アルデヒド

乗用車、軽量車 

耐久走行距離 

8 万 km（軽自動

車は 6 万 km） 

平成 17 年規制値(g/km) 1.15 以下 0.05 以下 0.05 以下 なし なし 

平成 17 年基準排出ガス 50％

低減レベル(g/km) 
1.15 以下 0.025 以下 0.025 以下 微量 0.025 以下

平成 17 年基準排出ガス 75％

低減レベル(g/km) 
1.15 以下 0.013 以下 0.013 以下 微量 0.025 以下

中量車 

耐久走行距離 

8 万 km 

平成 17 年規制値(g/km) 2.55 以下 0.05 以下 0.07 以下 なし なし 

平成 17 年基準排出ガス 50％

低減レベル(g/km) 
2.55 以下 0.025 以下 0.035 以下 微量 0.025 以下

平成 17 年基準排出ガス 75％

低減レベル(g/km) 
2.55 以下 0.013 以下 0.018 以下 微量 0.025 以下

軽貨物車 

耐久走行距離 

6 万 km 

平成 17 年規制値(g/km) 4.02 以下 0.05 以下 0.05 以下 なし なし 

平成 17 年基準排出ガス 50％

低減レベル(g/km) 
4.02 以下 0.025 以下 0.025 以下 微量 0.025 以下

平成 17 年基準排出ガス 75％

低減レベル(g/km) 
4.02 0.013 0.013 微量 0.025 以下

（注） 

1. 軽量車は、トラック・バスのうち車両総重量が 1.7 トン以下のものを言う。 

2. 中量車はトラック・バスのうち車両総重量が 1.7 トンを越え、3.5 トン以下のものを言う。 

3. 認定基準は、次式の算出値が基準値以下であることとする。 

（10・15 モードの測定値）×0.88＋（11 モードの測定値）×0.12 

4. PM（粒子状物質）の微量は、排出がないとみなされる程度であることを言う。 

5. 電気自動車は、走行時に排出ガスを排出しないため、排出ガス 75％低減レベルに該当するものとする。 

6. 排出物質によって排出量が複数の排出ガス低減レベルに該当する場合は、排出ガス低減レベルの最も悪い低減レベ

ルに該当するものとする。 

7. ホルムアルデヒドについては、メタノールを燃料とする自動車に限る。 
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表 6.3-6 低公害車普及のための各種支援措置 

番

号
補助制度 対象者／補助内容 窓口 

補
助
制
度

1 
低公害（代エネ・省エネ）車普及

事業 

地方公共団体及びその団体、第３セクターにおける公営バスへの

低公害車（天然ガス、ハイブリッド、電気自動車）の導入（購入及

びリース）、燃料等供給施設の整備に係る補助 

環境省 

2 次世代低公害車普及事業 

地方公共団体及びその団体、第３セクターにおける次世代低公

害車（燃料電池自動車、ジメチルエーテル自動車、水素自動車）

の導入（リース）に係る補助 

環境省 

4 低公害車普及促進対策費補助 

バス・トラック事業者等におけるＣＮＧ、ハイブリッドのバス・トラック

の導入、新長期規制適合バス・トラックの導入、使用過程車のＣＮ

Ｇ車への改造に係る補助 

国土交通省 

5 
クリーンエネルギー自動車等導

入促進事業 

民間事業者等におけるクリーンエネルギー自動車（電気、天然ガ

ス、ハイブリッド自動車）の導入、燃料等供給設備の整備に係る補

助 

（社）日本ガス

協会等 

税
制
上
の
優
遇
措
置

1 
低公害車に係る自動車税の軽減

措置（自動車税のグリーン化） 

電気自動車（燃料電池自動車含む）、天然ガス自動車、メタノー

ル自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車（LPG 車含む）を購

入した場合、購入年度の翌年度 1 年間の自動車税を軽減する等

２ 
低公害車に係る自動車取得税の

軽減措置 

電気自動車（燃料電池自動車含む）、天然ガス自動車、メタノー

ル自動車及びハイブリッド自動車の取得に際し、自動車取得税を

軽減 

3 
低燃費かつ低排出ガス認定車に

かかる自動車取得税の軽減措置

低燃費かつ低排出ガス認定車（LPG 車含む）の取得に際して、

30 万円あるいは 15 万円を取得価額から控除する課税標準の特

例措置 

4 
ディーゼル車に係る自動車取得

税の軽減措置 

平成１７年排出ガス規制に適合し、かつ、平成２７年度を目標とし

た燃費基準を達成したディーゼルトラック・バス等（車両総重量

3.5t 超）の取得に際し、自動車取得税を軽減 

5 

エネルギー需要構造改革投資促

進税制における所得税・法人税

の優遇措置 

低公害車（燃料電池自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動

車、天然ガスフォークリフト）及び低公害車用燃料供給設備（天然

ガス、水素）の取得に係る特別償却制度又は税額控除措置 

6 
低公害車の燃料供給設備に係る

固定資産税の特例措置 

燃料供給設備（電気、天然ガス、水素）の設置に係る固定資産税

の課税標準の特例措置 

財
政
投
融
資
制
度

1 
日本政策投資銀行による低利融

資 
株式会社・組合・財団法人など組織形態のもの 

日本政策投

資銀行 

2 
中小企業金融公庫による低利融

資 
中小企業金融公庫法第 2 条に定める中小企業者 

中小企業金

融公庫 

3 
国民生活金融公庫による低利融

資 
中小企業基本法第 2 条 1 項に定める中小企業者 

国民生活金

融公庫 

（注） 

1. 「低公害車普及のための各種支援措置（税制・融資）について（環境省）（http://www.env.go.jp/air/car/lev/sup.html）」の平成

１８年度資料より作成しました。 

2. 制度等の詳細については、窓口等の資料を参照ください。 
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表 6.3-7 低公害車等の導入に対する補助制度（平成 18 年度） 

（１）低公害（代エネ・省エネ）車普及事業 

目的 地方公共団体等が保有する公営バスへの低公害車（天然ガス、ハイブリッド、電気自動車）の導入を支援し、地方

公共団体が率先して導入することにより、地域における省エネ・代エネ対策を推進する。 

対象者 地方公共団体及びその団体、第３セクター（出資比率５０％以上） 

補助対象 公営バスへの低公害車の導入（購入及びリース） 

燃料等供給施設の整備 

補助率 車両：通常車両との価格差あるいは改造費用の１／２ 

燃料等供給施設：設置費の１／２ 

問い合わせ先 環境省 

（２）次世代低公害車普及事業 

目的 地方公共団体等による次世代低公害車（燃料電池自動車、ジメチルエーテル自動車、水素自動車）の導入を支援

し、地方公共団体が率先して導入することにより、燃料電池自動車等の次世代低公害車の早期普及を図る。 

対象者 地方公共団体及びその団体、第３セクター（出資比率５０％以上） 

補助対象 次世代低公害車の導入（リース） 

補助率 リース費用の１／２ 

問い合わせ先 環境省 

（３）低公害車普及促進対策費補助 

目的 バス・トラック事業者を中心に、ＣＮＧバス・トラック等の導入に対し、地方公共団体 

等と協調して補助を行うことにより、低公害車の普及を促進し、大気環境の改善を図 

る。 

対象者 バス・トラック事業者等 

補助対象 ＣＮＧ、ハイブリッドのバス・トラックの導入 

新長期規制適合バス・トラックの導入 

使用過程車のＣＮＧ車への改造 

補助率 ＣＮＧ、ハイブリッドのバス・トラックの導入：通常車両との価格差の１／２ 

新長期規制車の導入：通常車両との価格差の１／３ 

ＣＮＧ車への改造：改造費用の１／３ 

問い合わせ先 国土交通省 

（４）クリーンエネルギー自動車等導入促進事業 

目的 運輸部門における新エネルギー利用促進、省エネルギーの推進及びCO2、NOx等有害物質の排出抑制を図る。 

対象者 民間事業者等 

補助対象 クリーンエネルギー自動車（電気、天然ガス、ハイブリッド自動車）の導入 

燃料等供給施設の設置 

補助率 クリーンエネルギー自動車の導入：通常車両との差額の1/2以内 

燃料等供給施設の設置 

事業用：定額（天然ガススタンド8,000万円以内、電気スタンド300万円以内） 

非事業用：設置費の１/２以内（主として路線バス及び塵芥車に供給する充填設備 

は設置費の２/３以内（ただし小型充填設備を除く）） 

問い合わせ先 （社）日本ガス協会、（財）日本自動車研究所、（財）エコ・ステーション推進協会 

（出典）低公害車普及のための各種支援措置（税制・融資）について（http://www.env.go.jp/air/car/lev/sup.html） 
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表 6.3-8 低公害車等の導入に対する税制上の優遇措置制度（平成 18 年度） 

① 低公害車に係る自動車税の軽減措置（自動車税のグリーン化） 

制度内容 電気自動車（燃料電池自動車含む）、天然ガス自動車、メタノール自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車（LPG車含

む）を、平成1８年度あるいは平成1９年度に新車新規登録した場合、それぞれ翌年度１年間の自動車税を軽減。また、新

車新規登録から一定年数を経過したガソリン車及びディーゼル車については自動車税を重課。 

措置内容 【軽課対象】 

・電気自動車（燃料電池自動車含む）、天然ガス自動車、メタノール自動車：概ね50％軽減 

・☆☆☆☆かつ燃費基準＋２０％達成車：概ね50％軽減 

・☆☆☆☆かつ燃費基準＋１０％達成車：概ね25％軽減 

【重課対象】 

・ガソリン車13年超、ディーゼル車11年超：概ね10％重課 

（電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及び一般乗合バスを除く） 

（注） 

・☆☆☆☆：平成17年基準値より、有害物質を75％以上低減させた低排出ガス車 

・燃費基準+10％（又は+20％）：改正省エネ法に基づく燃費基準よりも10％（又は20％）以上の燃費性能を有する自動車 

② 低公害車に係る自動車取得税の軽減措置 

制度内容 電気自動車（燃料電池自動車含む）、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車の取得に際し、自動車

取得税を軽減 

措置内容 ①電気自動車（燃料電池自動車含む）、天然ガス自動車メタノール自動車、ハイブリッド自動車（トラック・バス） ：2.7％軽

減 

②ハイブリッド自動車（乗用車） ：2.2％軽減 

③ 低燃費かつ低排出ガス認定車にかかる自動車取得税の軽減措置 

制度内容 低燃費かつ低排出ガス認定車（LPG 車含む）の取得に際して、30万円あるいは15万円を取得価額から控除する課税標

準の特例措置 

措置内容 ・☆☆☆☆かつ燃費基準＋２０％達成車：30万円控除 

・☆☆☆☆かつ燃費基準＋１０％達成車：15万円控除 

（注） 

・☆☆☆☆：平成17年基準値より、有害物質を75％以上低減させた低排出ガス車 

・燃費基準+10％（又は+20％）：改正省エネ法に基づく燃費基準よりも10％（又は20％）以上の燃費性能を有する自動車 

④ ディーゼル車に係る自動車取得税の軽減措置 

制度内容 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度を目標とした燃費基準を達成したディーゼルトラック・バス等（車両総

重量3.5t超）の取得に際し、自動車取得税を軽減 

措置内容 車両総重量3.5tを超えるディーゼルトラック・バス等のうち 

①燃費基準を達成し、かつ平成17年自動車排出ガス規制値からNOｘ又はPMを10％以上 

低減：2.0％軽減 

②燃費基準を達成し、かつ平成17年自動車排出ガス規制に適合：1.0％軽減 

⑤ エネルギー需要構造改革投資促進税制における所得税・法人税の優遇措置 

制度内容 低公害車（燃料電池自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、天然ガスフォークリフト）及び低公害車用燃料供給設

備（天然ガス、水素）の取得に係る特別償却制度又は税額控除措置 

措置内容 青色申告を行う個人事業者又は法人が、以下の設備を取得し、その取得の日から１年以内に事業の用に供した場合に、

次のいずれか一方を選択できる。 

・初年度３０％の減価償却の特例 

・７％の所得税（法人税）の特別控除（資本金１億円未満の法人等に限る。） 

（７）低公害車の燃料供給設備に係る固定資産税の特例措置 

制度内容 燃料供給設備（電気、天然ガス、水素）の設置に係る固定資産税の課税標準の特例措置の内容 

・最初の３年間の課税標準を２／３ 

⑥ 低公害車の燃料供給設備に係る固定資産税の特例措置 

制度内容 燃料供給設備（電気、天然ガス、水素）の設置に係る固定資産税の課税標準の特例措置 

措置内容 ・最初の３年間の課税標準を２／３ 

（出典）低公害車普及のための各種支援措置（税制・融資）について（http://www.env.go.jp/air/car/lev/sup.html） 
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表 6.3-9 低公害車等の導入に対する融資制度（平成 18 年度） 

（１）日本政策投資銀行による低利融資 

融資の対象 株式会社、組合、財団法人など組織形態のもの 

内容 環境負荷低減に資する自動車の普及促進 

以下のいずれかに該当する事業（ディーゼル微粒子を除去する装置の導入・装着を含む） 

①使用車種規制適合車の取得 

②低公害車の取得（天然ガス、電気、ハイブリッド（これらの自動車に必要な燃料供給設備 

を含む。）及び低燃費かつ低排出ガス認定車の取得） 

③新長期規制適合車の取得 

※ 金利：政策金利Ⅰ、融資比率：40％ 

（①の内、対策地域で実施する場合は、政策金利Ⅱ） 

窓口 日本政策投資銀行 

（２）中小企業金融公庫による低利融資 

融資の対象 中小企業金融公庫法第２条に定める中小企業者 

内容 ①自動車NOx・PM法の排出基準適合車の買換え、取得、リース・レンタル 

（自動車NOx・PM法対策地域内）：４億円を限度として特利③ 

（自動車NOx・PM法対策地域外）：４億円を限度として特利① 

・担保特例制度を利用する場合には、平成19年３月31日までに貸付契約を行うものに限 

り、同制度に基づき加算する利率から0.4％（ただし、同制度に基づき加算する利率を上 

限とする。）を控除する。 

②低公害車の取得：４億円を限度として特利② 

（天然ガス、電気、ハイブリッド自動車） 

③新長期規制適合車の取得：４億円を限度として特利② 

※貸付限度額７億2,000万円 

窓口 中小企業金融公庫 

（３）国民生活金融公庫による低利融資 

融資の対象 中小企業基本法第２条１項に定める中小企業者 

内容 ①自動車NOx・PM法の排出基準適合車の取得 

（自動車NOx・PM法対策地域内）：特利Ｃ 

（自動車NOx・PM法対策地域外）：特利Ａ 

信用保証協会の保証が利用可能（別途、信用保証協会の審査あり） 

②低公害車の取得：特利Ｂ 

（天然ガス、電気、ハイブリッド自動車） 

③新長期規制適合車の取得：特利Ｂ 

※ 貸付限度額7,200万円 

窓口 国民生活金融公庫 

（出典）低公害車普及のための各種支援措置（税制・融資）について（http://www.env.go.jp/air/car/lev/sup.html） 
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(3) ＣＮＧ車普及の促進 

天然ガス自動車（ＣＮＧ車）は粒子状物質を排出しないという特性を有しており、窒素

酸化物や二酸化炭素の排出量も低減する先進的低公害車の一つです。富士市では、

環境基本計画の取り組みの一環として、低公害車の普及に努めるとともに公用車に天

然ガス自動車（ＣＮＧ車）を中心とした低公害車の導入を積極的に進めているところで

す。富士山の世界遺産登録を目指す富士・富士宮地域においては、エコ・ステーション

（天然ガス供給施設）が設置されるなど環境に配慮した整備・運営が進められており、夏

場には富士登山バスにＣＮＧバスが活用されるなど、運送事業者等のＣＮＧ車に対する

理解が深まってきています。 

こうしたことからＣＮＧ車の普及・拡大を図る一環として、平成１８年度に「富士・富士宮

市ＣＮＧ車普及促進協議会」が設置され、富士・富士宮市を対象地域として「ＣＮＧ車普

及促進計画」が作成されました。 

富士市では、協議会を通じて行政（国、静岡県、富士宮市）、事業者（ガス事業者、

運送事業者、燃料供給事業者等）との協議を進め、ＣＮＧ車を中心として低公害車・低

排出ガス車の普及に努め、人が安心して快適に生活できる自動車環境の達成を目指し

ていきます。 
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表 6.3-10 富士・富士宮市 CNG 車普及促進協議会の概要 

項目 内容 

名称 富士・富士宮市 CNG 車普及促進協議会 

対象地域 富士市、富士宮市 

事業概要 

CNG 車の普及促進 

CNG スタンドの整備 

広報活動 

推進体制 

行政 国土交通省 

静岡県 

富士市 

富士宮市 

事業者 ガス事業者 

運送事業者（バス・トラック） 

業界団体等 

表 6.3-11 天然ガス自動車普及促進の目標と計画 

項目 内容 

CNG 車の導入目標 

平成 18 年度 

営業用バス 2 台

営業用トラック 8 台

自家用 2 台

平成 19 年度 

営業用バス 2 台

営業用トラック 11 台

自家用 5 台

平成 20 年度 
営業用トラック 12 台

自家用 6 台

合計 
営業用 35 台

自家用 13 台

CNG スタンド整備計画 

富士市内に 1 箇所新設を検討中 

サービス向上策の検討 

平成 18 年 4 月 1 日現在、富士市内に 1 箇所 CNG ス

タンドがあります。 

広報活動 

富士・富士宮市天然ガス自動車普及促進展示・試乗会

（仮）の開催（平成 18 年度） 

インターネットや広報誌などによる補助制度等の周知

（平成 18～20 年度） 
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(4) エコドライブの促進 

エコドライブとは、アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮し

た運転のことです。エコドライブの方法を表 6.3-12 に示します。また、エコドライブの実

践は、CO2やＮＯx・ＰＭなどの排出ガスの低減や燃費の改善、安全運行などといった効

果が認められています。 

エコドライブを推進する国の施策としては、平成１７年４月策定の「京都議定書目標達

成計画」の中の“環境に配慮した自動車使用の促進”があります。平成１８年６月には国

の関係 4 省庁により「エコドライブ普及・促進アクションプラン」がまとめられ関係各方面

で様々な取組みが行われています。その中の代表例として国土交通省と経済産業省が

自動車運送事業者等のエコドライブを推進するために、エコドライブ管理システム

（EMS）普及事業などが進められています。また、静岡県は、（社）静岡県トラック協会を

通じて、「エコドライブコンテスト」「アイドリングストップ運動」など諸々の施策を展開して

います。 

エコドライブによる改善効果は、貨物車でＮＯx、PM 排出量削減効果により 10％改善

効果が期待できるとした例や、乗用車で全運転者が積極的に改善した場合には約

15％の燃費向上効果があり、あまり運転方法を改善しない運転者も考慮した場合に約

7％の効果が期待されるとした例が報告されおり、一定の効果が期待できます。また、財

団法人 省エネルギーセンターの試算（表 6.3-13）によれば、エコドライブの実践により

１年間にガソリン 166.7ℓの節約になると考えられています。 

富士市においては、国・県が実施する施策に積極的に参画し、エコドライブの推進に

努めてまいります。また、市民と事業者がエコドライブを率先して実施できるように、エコ

ドライブの効果、実施の際のポイントなどを紹介する機会を設け、より実践しやすい情報

を提供していきます。 
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表 6.3-12 エコドライブの方法 

 方法 

実
走
行
燃
費
改
善
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

出発前の 

ポイント 

余分な荷物を降ろす 不必要な荷物を積んだままにしておくと加速性能を低下さ

せ、燃費を悪くします。不必要な荷物を積んだまま運転する

ことは避けましょう。 

タイヤの空気圧を適

正にする 

転がり抵抗を抑えるためにタイヤの空気圧を適正に保つこと

が必要です。圧力は温度により変わるので、冷えている状態

で調整します。 

出発前の暖機運転

はやめる 

現在の自動車は、性能的に長時間の暖機運転は必要ありま

せん。暖機運転はなるべく短めにしましょう。 

走行中の 

ポイント 

急発進、急加速をや

める 

急発進や急加速は燃料を余分に消費するので控えましょう。

アクセルペダルから早めに足を離すことも大切です。 

マニュアル車は早め

にシフトアップする 

アクセルをいっぱい踏み込んで低速ギアで引っ張ると、CO2

や NOx の排出量が増大します。早めのシフトアップが大切で

す。 

不要な減速・加速を

避けて、等速運転 

加速・減速をしてもとの速度に戻ることを繰り返すと、車には

不要な抵抗がかかり、燃料を多く消費します。必要ない減

速・加速は避けましょう。 

経済速度で走る 一般道路では時速 40km/h、高速道路では時速 80km/h で

走ることが、最も燃費がよく経済的な走り方です。 

エンジンブレーキを

効果的に使う 

減速したり、長い坂道を下るときには、できるだけエンジンブ

レーキを用いることで燃費をよくすることができます。 

エアコンの使用は控

えめにする 

エアコン使用時はエンジン回転数が高くなるため、結果とし

て燃料の使用量が増加します。まめに適切な温度に調節す

ることが重要です。 

駐停車時の

ポイント 

アイドリングストップ アイドリング時にも車は燃料を消費しています。停車時にエン

ジンを切ることで燃料を節約できるのです。 

違法駐車をしない 違法駐車は交通渋滞をもたらし余計な排出ガスを出させる原

因になります。平均速度が時速 40km/h から時速 20km/h に

落ちると、燃費は 40～50％悪化すると言われています。 

走行距離削減の

ためのポイント 

計画的なドライブを

する 

道に迷って 10 分余分に走行すると 350cc の燃料が浪費され

ます。行き先および走行ルートをあらかじめ決めた上で計画

的なドライブをしましょう。 

マイカー利用者は相

乗り、公共交通機関

の利用に努める 

交通機関が一人の人を 1km運ぶ際に排出する CO2は、鉄道

を１とすると、バスは４、自家用乗用車は 9.5 と公共機関の

方が少なくなります。 

（出典）「低公害車ガイドブック 2005 環境省（http://www.env.go.jp/air/car/vehicles2005/frame-1.htm）」よりまとめました。 
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表 6.3-13 エコドライブの燃料節約の効果 

ポイント 
1 年間の 

節約量（ℓ） 

CO2 換算 

（kg・CO2） 

 ガソリン 

節約額（円） 

余分な荷物を減らす（約 10kg） 2.5 6 301

タイヤの空気圧を適正にする 23 54 2,760

暖機運転をやめる（1 日 4 分間） 21 50 2,520

急発進・急減速をやめる（1 日それぞれ 10 回） 51 120 6,121

なるべく等速運転をする（1 年間で 1,000km 走行） 2.2 5 264

経済速度で走る（1 年間で 1,000km 走行） 11 26 1,320

エンジンブレーキを効果的に使う（1 日 1 分間） 5 12 600

アイドリングストップ（1 日 10 分間） 58 137 6,961

合計 166.7 393 20,847

（注） 

1. 1 年間の節約量の算出は次のとおり行いました。 

算出方法：ガソリン発熱量＝8,400kcal／ℓ 

CO2 排出原単位＝0.07658ｇ‐C／kcal 

   0.07658×8,400＝643.3g‐C／ℓ＝0.6433kg‐C／ℓ 

   0.6433×44/12＝2.359kg‐CO2／ℓ 

2. ガソリンの節約額は、1 ℓ＝120 円で計算しています。 

3. 「なるべく等速運転をする」は、2,000cc の乗用車（AT 車・平均燃費 12km／ℓ）が、年間 10,000km（高速

道路の場合は年間 1,000km）走行した場合の実測値を前提として算出しています。 

（出典）「低公害車ガイドブック２００５ 環境（http://www.env.go.jp/air/car/vehicles2005/frame-1.htm）」 
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(5) 公共交通機関の利用促進 

ア. 市民意識の改革 

富士市では、自発的な行動変容を促すＭＭ（モビリティ・マネジメント）の手法を活用

し、マイカーに過度に依存した富士市民のライフスタイルの転換を促進します。 

モビリティとは「移動」を意味し、「モビリティ・マネジメント」とは個人のモビリティが社

会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを期待するものです。 

 たとえば過度に自動車を利用する「自動車中心」のライフスタイルから、電車やバス 

などの公共交通や、自転車などの積極的な利用を促すなど、個人とのコミュニケーショ

ンを中心に働きかける交通施策の一つです。 

 モビリティ・マネジメントの技術として表 6.3-14のような体系化がされています。モビリ

ティ・マネジメントの実例として、「行動プラン法」と「フィードバック法」を組み合わせたト

ラベル・フィードバック・プログラムがあります。これは、ひとりひとりの自立的な行動変

化を促すコミュニケーション型プログラムで、参加者一人一人の外出行動を記録し、結

果を診断します。また自動車利用予定を対象として「かしこいクルマの使い方」を考え

参加者に実践してもらいます。これらの取り組みの結果の効果を公表します。近畿運

輸局と大阪府が実施した事例では、自動車利用の 10％削減、燃料消費量の 17％削

減、CO2 の１２％削減ができました。 

富士市で適用可能なモビリティ・マネジメントについて研究・調査を行い、過度に自

動車へ依存したライフスタイルから転換ができるように市民、事業者、行政が一体とな

り取り組んでいきます。 

表 6.3-14 モビリティ・マネジメントの技術 

技術 内容 

事実情報提供法 客観的な情報の提供を通して、協力行動への変容を期待しま

す。 

経験誘発法 協力行動の経験を誘発することを通して、持続的な協力行動へ

の変容を期待します。 

コミュニケーション法 依頼法 協力行動を呼びかけます。 

行動プラン法 協力行動の行動プランの策定と記述を依頼します。 

アドバイス法 協力行動の行いをアドバイスします。 

フィードバック法 ひとりひとりの行動を測定し、その情報をフィードバックします。 

（出典）近畿運輸局、モビリティ・マネジメント・プログラム（http://www.kkt.mlit.go.jp/mm/index.html） 

図 6.3-5 モビリティ・マネジメントのロゴ 
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イ. ＤＭＶの導入の検討 

「富士市は公共交通ネットワークが都市構造と乖離し、著しく利便性が低下してい

る」との指摘が聞かれることがあります。この状況を改善する一つの方法として、ＪＲ北海

道が開発・実用化を推進している新しい公共交通手段「DMV（デュアル・モード・ビー

クル Dual Mode Vehicle）」の導入が考えられます。DMV は「道路とレールの両方を自

在に行き来し、走行できる新しい乗り物」です。 

富士市では、東西方向への交通基軸形成に向けて、公共交通ネットワークを再構

築するために、DMV の導入可能性について検討を行います。 

図 6.3-6 DMV 試作車（JR 北海道資料より） 

図 6.3-7 デュアル・モード・ビークルの概要（JR 北海道資料より） 
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(6) モーダルシフトの推進 

多くの貨物輸送は貨物自動車に依存していますが、貨物輸送をより環境負荷の小さ

い鉄道や海運の利用へ転換することをモーダルシフトといいます。 

大量の貨物輸送をモーダルシフトした場合には、エネルギーの削減、二酸化炭素、

窒素酸化物の排出抑制、道路交通騒音の低減、労働力不足の解消などのメリットが期

待されています。 

富士地域においては、ＪＲ東海道本線が通過し、トラック輸送から鉄道コンテナ輸送へ

のモーダルシフトが可能で、富士市内の一部の事業者においては、国土交通省による

「環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験」の認定を受け、モーダルシフ

トの実証実験に取り組んでいる事例や、鉄道コンテナ輸送を利用したモーダルシフトへ

取り組む試みが行われている事例も見受けられるようになりました。 

富士地域では、物流の拠点である田子の浦港も整備され、海運によるモーダルシフト

も可能になっています。田子の浦港においては、船舶の大型化に対応するため、中央

地区に水深 12m 岸壁 2 バースを整備するなどの港湾機能の強化・拡大が図られていま

す。港湾機能の強化により、当地域での製紙・食品工業の原材料等の物流を、清水港

等に依存していた貨物の取扱いが田子の浦港でも可能になることから、一層の陸上輸

送貨物のモーダルシフト化が図られるようになります。 

これらの状況を踏まえ、富士市では、鉄道コンテナ輸送へのモーダルシフト、海運へ

のモーダルシフトにより物流の効率化を図り、トラック輸送に依存した物流から環境負荷

の小さい物流体系への転換を推進していきます。 

図 6.3-8 モーダルシフトのイメージ 
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(7) パークアンドライド導入の推進 

パークアンドライドとは、自宅から自分で運転してきた自動車を駅やバス停周辺に設

けられた駐車場に駐車（＝パーク）し、そこから公共交通機関（電車やバス）に乗り換え

て（＝ライド）、目的地に向かうシステムです。パークアンドライドの効果としては、自家用

車の利用の減少により交通量が減少し、幹線道路の渋滞緩和、自動車排ガスの削減、

騒音振動の低減が期待されています。 

富士市では、自家用車以外の交通手段により、交通渋滞の緩和・自動車排ガス低減

を図るため､市開催の大規模なイベント（富士まつり・あっぱれ富士・海交流イベント等）

等でパークアンドライド方式を導入してきました。 

平成１５年度に行われた「富士まつり」に関する世論調査によると、パークアンドライド

を実施していない場合の交通手段の 74％は自動車になっていました。しかしながら、

「富士まつり」でパークアンドライドの実施を計画した場合、61％の人が利用を考えてい

ることがわかりました。 

今後も、富士市で開催される諸々のイベント等でのパークアンドライド方式の導入を

推進していきます。 

図 6.3-9 パークアンドライドのイメージ 
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表 6.3-15 富士まつりに関する世論調査結果抜粋（平成 15 年度、第３２回世論調査結果より） 

（問い）富士まつり会場への交通手段は何でしたか？ 

自動車（近隣に駐車） 66.0％

自動車（送迎） 8.0％

公共交通機関（バス・電車） 4.6％

タクシー 1.2％

自転車・バイク 5.1％

徒歩 14.9％

その他 0.0％

無回答 0.2％

（問い）あなたは、「富士まつり」でパークアンドライドを実施した場合、利用したいと思います

か？ 

パークアンドライドを利用したい 60.8％ 

利用したい人が重視すること 

自宅から臨時駐車場までの距離が近いこと 7.1％

臨時駐車場・シャトルバスが無料であること 49.9％

会場までのシャトルバスの本数が多いこと 39.5％

その他 1.2％

わからない 1.8％

パークアンドライドを利用しない 32.1％ 

無回答 7.1％ 
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(8) ノーカーデーの実施 

ノーカーデーとは、特定の日や曜日を決めて自動車利用の自粛を呼びかけるキャン

ペーンで、渋滞の緩和や大気汚染の低減などが期待される方法です。 

富士市では、市内 118 事業所に対し、相乗りやノーカーデーの実施状況に関するア

ンケートを行っています。回答があった 45 事業所のうち、ノーカーデーを実施している

のは６事業所（平成１７年度調査）でした。 

また、富士市役所では、毎月１０、２０、３０日は「カーナイデー」と定め、職員の自動車

通勤を控えるようにしており、平成１７年度の実施率は 22％でした。しかし、「カーナイデ

ー」の実施に限らず、月１回以上自家用車による通勤を控えた職員の実施率は 46％と

なっています。 

ノーカーデーは、渋滞の緩和や大気汚染の低減が期待できることから、市民・事業者

に対して、意義や効果についての情報提供を行い、積極的な参加を呼びかけていきま

す。 

また、生活様式の自家用車依存の状態からの転換を図り、徒歩・自転車・公共交通

機関の利用を促進するため、富士市では毎月第２日曜日をノーカーデーと定め、特別

の事情がある場合を除いて市民に自家用車の利用を控えてもらい、自動車の排気ガス

による環境への影響等を市民が考える日とすることを検討します。 
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6.3.2 その他の移動発生源 

(1) 作業機械の大気汚染対策 

ア. 排出ガス規制の推進 

作業機械（建設機械、産業機械、農業機械）の種類には、表 6.3-16 のようなものが

あります。 

建設機械については、建設省（現国土交通省）による「排出ガス対策型建設機械の

指定」により排出ガス対策が進められてきました。その後、走行する特殊自動車につい

ては「道路運送車両法」により規制が行われ、さらに公道を走行しない特殊自動車に

ついても「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（以下、特定特殊自動車

排出ガス規制法）」により規制の対象となりました。 

特定特殊自動車排出ガス規制法は平成１８年４月に施行され、法施行後に製作さ

れた特定特殊自動車を対象として排出ガス基準適合車の使用が義務付けられるよう

なりました。この法律に基づき、大気汚染防止法により特定特殊自動車排出ガスの許

容限度が定められました。今後、普及する自動車は排ガス基準適合車となっていきま

すが、現在、使用中の特定特殊自動車は規制の対象外となるため、適合車への買い

替えが円滑に進むようにする必要があります。 

国土交通省は、排出ガス対策型建設機械等の普及促進を進めていくことを目的とし

て、平成１１年度より中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫における特別貸付を

実施しています。さらに、平成１７年度には新たな融資制度が設けられました。 

富士市では、これらの環境配慮した作業機械の普及を推進し、規制適合型自動車

への早期転換を呼びかけていきます。また、富士市内での工事については、環境配

慮型の建設機械の使用を推奨していきます。 

排出ガス基準適合車マーク 少数特例基準適合車マーク

図 6.3-10 基準適合車マーク 
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表 6.3-16 代表的な作業機械 

建設機械

バックホウ（ホイール型） ブルドーザ クローラクレーン 

バックホウ（クローラ型） トラクタショベル トラクタショベル（クローラ型）

ホイールクレーン 

（ラフテレーンクレーン） 

農業機械

農耕用トラクタ コンバイン 耕耘機 

産業機械

フォークリフト 

（注） 

1. 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案について（環境省資料）」より作成しました。 

2. 公道を走行するものは「道路運送車両法」の規制を受けています。 

3. 農業用には、自動車に該当しないものもあります。 
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表 6.3-17 排出ガス対策型建設機械の排ガス基準値 

基準 出力区分 
HC 

（g/kW・h）

NOx 

（g/kW・h） 

CO 

（g/kW・h）

PM 

（g/kW・h）

黒煙 

（％） 

第一次基準

7.5～15kW 未満 2.4 12.4 5.7 － 50 

15～30 kW 未満 1.9 10.5 5.7 － 50 

30～272 kW 未満 1.3 9.2 5.0 － 50 

第二次基準

8～19 kW 未満 1.5 9.0 5.0 0.8 40 

19～37 kW 未満 1.5 8.0 5.0 0.8 40 

37～75 kW 未満 1.3 7.0 5.0 0.4 40 

75～130 kW 未満 1.0 6.0 5.0 0.3 40 

130～560 kW 未満 1.0 6.0 3.5 0.2 40 

規制値

19～３７kW 未満 1.0 6.0 5.0 0.40 40

37～56 kW 未満 0.7 4.0 5.0 0.30 35

56～75 kW 未満 0.7 4.0 5.0 0.25 30

75～130 kW 未満 0.4 3.6 5.0 0.20 25

130～560 kW 未満 0.4 3.6 3.5 0.17 25

（注） 

1. 第一次基準、第二次基準は、排出ガス対策型建設機械指定制度による第一次基準値、第二次基準値を示します。 

2. 第一次基準値、第二次基準値の測定方法、出力は、日本工業規格 JIS B 8008「往復動内燃機関－排気排出物測定－」に

よります。 

3. 黒煙の測定方法は、（社）日本建設機械化協会規格 JCMAS T 004-1995「建設機械用ディーゼルエンジン－排出ガス測定

方法」によります。 

4. 規制値は、特定特殊自動車排出ガスの規正等に関する法律により規定された特定特殊自動車は、大気汚染防止により排

出ガスの許容限度が定められました。規制値は、この許容限度によります。 

表 6.3-18 環境対策型建設機械の普及促進のための融資制度（中小企業金融公庫） 

 特別貸付制度 

平成 17 年度に創設された新しい特例制度 

担保特例制度 
保証人特例制度 

無担保 担保不足特例 

融資 

対象者

国土交通省が指定する超低騒

音型建設機械、低振動型建設

機械又は排出ガス対策方建設

機械のいずれかに該当する特

定の建設機械を取得する中小

企業事業者（リースレンタル事

業者を含む） 

直接貸付において、特

別貸付を利用する者

で、財務状況等からみ

て信用リスクが比較的

小さいと認められる者 

直接貸付において、特

別貸付を利用する者 

直接貸付において、特

別 貸 付 を 利 用 す る 者

で、一定の条件を満た

す者 

融資 

限度額

直接貸付：7 億 2,000 万円 

（国民生活金融公庫は直接貸

付 7,200 万円） 

1 社あたり最大 5,000 万

円 

特別貸付の各制度ごと

に貸付額の 75％（最大

8,000 万円） 

１資金制度あたり 7 億

2,000 万円 

代理貸付：１億 2,000 万円 － － － 

融資 

機関 
１５年以内 5 年以内 15 年以内 15 年以内 

融資 

利率 

特別利率（4 億円まで） 

（4 億円を越える部分は基準金

利を適用） 

（国民生活金融公庫は特別金

利です。） 

特別利率＋上乗せ利

率 

（上乗せ利率は 0.55～

2.9％） 

特別利率＋上乗せ利率

（上乗せ利率は 0.15～

3.05％） 

特別利率＋上乗せ利率

（上乗せ利率は 0.3％） 

担保 

条件 

担保が必要 担保のすべてを免除 担保の一部を免除 － 

保証人（経営責任者）が必要 － － 保証人を免除 

（注） 

1. 融資機関・信用リスクにより利率が上乗せされます。 

2. 利率等の詳細については、中小企業金融公庫、国民生活公庫に問い合わせください。 
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イ. 効率的な作業の推進等 

作業機械においても、エコドライブと同様に環境にやさしい運転方法があります。 

社団法人 日本建設機械化協会では、「省エネ運転マニュアル」を作成し、建設機

械の省エネ運転を紹介しています。また、国土交通省は、「建設業に係る特定特殊自

動車排出ガスの排出抑制を図るための指針（案）」を示し、その中で、「排出ガス性能

を維持する目的として定期検査・日常点検、定期検査に関する教育・講習の励行を規

定」および「特定特殊自動車の選択・導入に際しては 排出ガスの排出量の抑制に努

めることを規定」する予定です。 

工事発注者は工事発注の際に低公害型建設機械の利用促進を図り、また、工事時

期を平準化するなど工事の発注時期に配慮することができます。 

富士市では、これらの情報を工事発注者や作業者に提供し、低公害型の建設機械

の利用促進、作業に見合った適正な機種の使用など効率的な作業の推進、省エネ運

転の徹底を働きかけていきます。 
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(2) 船舶の大気汚染対策 

船舶からの海洋汚染等を防止する国際条約である海洋汚染防止（MARPOL）条約付

属書Ⅵ［大気汚染防止］が平成１７年５月１９日に発効されました。また、これに伴い、

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海洋汚染防止法）」が改正されました。

船舶に搭載されるディーゼルエンジンの窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出規制により、排出規

制に適合する船舶の普及が進んでいくものと考えられます。 

この他、船舶に係る大気汚染物質排出抑制に効果のある対策としては、陸電使用、

燃料切り替え（Ｃ重油からＡ重油へ）、減速航行などがありますが、これらの対策の効果

とコストは表 6.3-19 のように考えられており、港湾管理者、船主、船舶の協力が欠かせ

ません。 

田子の浦港の入港船舶の状況は大型化が進みつつあり、1 隻当たりから排出される

汚染物質も多くなっていくことが懸念されます。 

現在のところ、富士市では船舶による大気質への影響は軽微であると考えられます

が、大型船舶の増加に伴って大気質の悪化が発生しないように、今後とも監視を継続し、

港湾管理者と協力しながら、環境にやさしい港湾が維持できるように努めていきます。 

表 6.3-19 船舶の大気汚染防止対策 

 内容 効果 コスト 

陸電使用 停泊時の陸上からの電力供給 排出量 1/100 3 倍 

燃料切り替え Ｃ重油からＡ重油への切り替え ＮＯｘ排出量 10％低下 

ＳＯｘ排出量 80％低下 

5～6 割増加 

減速航行 航行速度を下げる（10knt から 8knt） ＮＯｘ排出量 40％低下 

SＯｘ排出量 40％低下 

CO2 排出量 40％低下 

6 割程度に低下 

（注）「平成１３年度 船舶排ガスの環境への影響と排出抑制に関する総合的調査報告書（平成 14 年 3 月、財団法

人シップ・アンド・オーシャン財団）」よりまとめました。 


