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NPO法人神奈川県自然保護協会 設立１９６５年１０月１日
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神奈川県自然保護協会 講演会と総会案内 講演会は会員以外の方も参加歓迎です

講演 神奈川の自然への思い 新堀豊彦 本協会前理事長

１９７３年２月、自然環境保全が重要であることから神奈川県は自然環境審議会を設置し、その初代会長として当時県会

議員であった、新堀豊彦氏が選任されました。その縁があって、１９７６年から神奈川県自然保護協会の常任理事に、１９

７８年からは会長を務められ、２００５年の NPO 化にともない職名が理事長となり昨年の総会まで３５年もの間、当協会
を指導して来られました。

この間、２度にわたる丹沢大山の総合調査と、それに基づく保全再生事業、また水源環境保全・再生への取り組みなど、

自然環境に対する神奈川県の取り組みを、県民の側から提案し実施に当たっても大きな役割を果たされました。

更に（財）かながわトラストみどり財団理事長、かながわ地球環境保全推進県民会議会長など歴任し、神奈川の環境問題

を語るときには、なくてはならない方であることは多くの人が認めるところです。

この度は、長きにわたって神奈川の自然に関わってこられた思いと、今後の神奈川の自然保護の在り方について示唆に富

んだお話が聞けるものと思います。

１ 日 時 ２０１２年６月１６日（土）１３時３０分より

２ 会 場 神奈川県立歴史博物館 講堂

３ 日 程

１３時３０分より

講演会 「神奈川の自然への思い」

講師 NPO法人神奈川県自然保護協会前理事長
新堀豊彦氏

１４時３０分より

２０１２年度定期総会

１５時１５分 閉会予定

会場案内

（横浜市中区南仲通 ５－６０）

●みなとみらい線 「馬車道駅」から徒歩 1分
出口[５]馬車道口からエスカレーターをご利用になると便利です。

● JR 「桜木町」駅、または、「関内」駅北口から徒歩 8分
●市営地下鉄線 「関内駅」[9]番馬車道口から徒歩 5分、「桜木町駅」から徒歩 8分
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2012 年度（第９回）神奈川県自然保護協会総会 議案書

第１号議案 ２０１１年度事業及び決算報告（案）

１ 事業の成果

・ 東日本大震災という自然の驚異をまざまざと見せつけられ

る災害があり、ニュースレターの発行は回数が少なくなった

ものの、海岸防災を考える公開勉強会、過去の地殻変動に迫

る自然観察会など、時宜を得た事業が行えた。また野生動植

物保全フォーラムなども通して神奈川県の自然環境の特質や

問題を理解し、よりよい保全の在り方を追求する活動を通し

て、質の高い自然環境と人間生活との共存を図るための県民

への啓発活動が行えた。

２ 事業内容

(1) 自然保護に関する普及啓発事業

ア シンポジウム・講演会開催事業

・講演会「丹沢で育ち、丹沢で生活して自然を守ること」

６月１８日 神奈川韓国会館ホール ソリ・マダン

講師 中村道也氏 丹沢自然保護協会理事長

参加者 約百名

イ 自然研修会開催事業

県内の自然が直面している問題を取り上げ、公開勉

強会としてその問題点について学ぼうという企画で１

回開催した。

「神奈川の海岸防災を考える」

３月２４日 会場 藤沢市鵠沼公民館ホール

講師 萬年一剛氏氏

（神奈川県温泉地学研究所 主任研究員）

宮脇 昭氏

（（財）IGES国際生態学センター所長 横浜国

立大学名誉教授）

参加者約２０0名

ウ 自然観察会

・「バスで行く真鶴半島ー魚付き林と海と遠藤貝類博物

館」 １１月５日

貸し切りバスを使い、海老名より出発して途中、

車窓から見られる神奈川の自然について解説した。

真鶴半島の魚付き林について、グリーンタフ西田

和子氏の案内で見学観察。

真鶴町立遠藤貝類博物館見学と三石海岸の現地自

然観察指導を同博物館渡部孟館長にしていただいた。

参加者 スタッフとも２２名 グリーンタフとの

連携企画。

・「大地はダイナミックに動くものだ－松島先生が案内

する神奈川の地形と地質－相模原編」

参加者が多く見込まれることから２回実施で計画を

立てた。２０１２年３月７日 ３月１４日。

海老名から貸し切りバス利用。 参加者 両日で４

１名

・ この他協力したもの。

かながわトラストみどり財団主催の自然観察会 愛川町

「三栗山稜線歩きで春の鳥や花の観察」５月２８日

参加申込者４０名 実際は雨天のため１０名 指導

山口理事 青砥

川名自然フォーラム主催江の島の地学観察会 ２月２６

日 参加者 約３０名 指導 松島理事 青砥

エ カナダガン対策事業

日本野鳥の会神奈川支部・かながわ野生動物サポー

トネットワーク・日本雁を保護する会等が行う、外来

種カナダガンと在来種シジュウカラガンの交雑を防ぐ

活動にセブンイレブン緑の基金の助成金を得て資金援

助した。

オ 生物多様性ホットスポットワーキング

神奈川の生物多様性保全を推進するために、民間レ

ベルでの選定やその保全、県内の生物多様性の保全に

関わる行政の施策への提言などを目標とする活動。専

門家によるグループを作り1回会合を開催した。次年

度から実質的に活動する予定。

カ 啓発事業

かながわ地球温暖化防止センター主催 アジェンダの

日啓発イベントで県庁脇、日本大通りにブース出展。

６月４日、５日

キ 啓発誌発行事業

・ ニュースレター ＮＰＯとしての活動に関する広報、行

事に関する広報、県内の自然保護に関する情報、神奈川県

の環境行政の動向に関する情報を内容として２回発行し

た。（№６３～№６４）A４版 総ページ数 ７０ページ

ク 啓発誌 「かながわの自然」編集は進んでいるが発

行に至らなかった。（１２年５月発行）

ケ ホームページの運営

徐々に充実が図られている。

(２) 他の団体等との協働・連携や支援に係わる活動

ア 野生動植物保全フォーラム

同フォーラム運営委員会により、１１月２０日、厚木

市文化会館で開催した。

テーマ：豊かな自然の保全・再生に若人の力を！

基調講演：向上高校生物部の活動の広がりーストッ

クホルムまでの道のりー向上高校生物部顧問 園原哲

司氏

パネルディスカッション：自然保護に関わる人材の

育成

パネリスト：園原哲司氏 八城敬友氏（川名里山レ

ンジャー隊）北野忠氏（東海大学准教授）香川 理氏

（向上高生物部部長） 参加者1２0名

イ 行事の後援

鎌倉若宮大路のクリーングリーン運動（鎌倉緑の会：

5月29日開催）

江ノ島モース祭（モース研究会：５月２９日開催）

自然環境シンポジウム（酒匂川水系の環境を考える会

：２月１９日開催）

(３) 行政他への働きかけ・協働
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・ 総会で採択されたアピールの伝達と、県内自然保護問題

の全般的な問題提起のために、神奈川県黒川副知事、石黒

環境農政局長他担当幹部との懇談を行った。20１１年７

月２８日

文書等提出

２０１１年6月10日 海域のモニタリング強化と水質基

準についての要望

２０１１年１２月２６日 小出川遊水地造成 要望

(４) 20１０年度・役員が協会代表として行政および他機

関の役職についたもの。

（藤崎理事長）

・ＮＰＯ法人かながわアジェンダ推進センター副代表

・小網代の森保全対策協議会委員

・かながわ地球環境保全推進会議副会長（新堀前理事長

後任）

（新堀前理事長）

・かながわトラストみどり財団理事長

・丹沢大山自然再生委員会副委員長

・かながわ地球環境保全推進会議副会長（５月まで）

・神奈川県鳥獣総合対策協議会会長

・財団法人神奈川県公園協会理事

・水源環境保全再生かながわ県民会議副座長

（青砥副理事長）

・神奈川県環境審議会委員

・神奈川県生物多様性保全検討委員会委員（８月まで）

・環境農政局主管公共事業評価委員会委員

・厚木市生物多様性地域戦略検討委員会副委員長

・神奈川県新アジェンダ改訂委員会委員

（相原理事）

・神奈川県愛鳥ポスターコンクール審査員

３ 事務局体制

（運営組織）

活動の広がりに伴い作業量が多くなることに対応して、役

員の役割分担を明確にするための組織体制の確立に努め

た。

４ 会議の開催

総会 ２０１１年６月１８日 １３時００分から

神奈川韓国会館ホール ソリ・マダン

理事会 ７，１０，１，４の各月第２火曜日

運営委員会毎月 第２火曜日

２０１１年度決算報告（案）

科 目 金 額 （円） 備 考
予算 実績 増減（△減）

I 収入の部

１ 会費・入会金収入 843,000 713,000 △130,000 会費 内過年度分 80,200-
２ 事業収入

（１） 自然保護に関する普及啓発事業 120,000 1,452373 1,332,373
ア シンポジウム・講演会開催事業 (0) (0) (0)
イ 公開勉強会開催事業 (0) (0) (0)
ウ 自然観察会開催事業 (120,000) (242,500) (122,500) 参加費
エ その他事業 (0) (1,209,873) (1,209,873) カナダガン調査

（２） 刊行事業 0 0 0
ア 啓発誌発行事業 １ (0) (0) (0)
イ 啓発紙発行事業 ２ (0) (0) (0)
ウ ホームページの開設事業 (0) (0) (0)
エ その他 (0) (0) (0)

（３）他団体との協働・支援 0 0 0
３ 寄付金 150,000 98,100 △51,900
４ 県費負担金 230,000 230,000 0
５ 雑収入 ・ 源泉所得税預かり金 10,000 4,609 △5,391
６ 未収金 0 0 0

今期収入合計 (A) 1,353,000 2,498,082 1,145,082
預かり金 0 47,000 47,000 前受け会費
前期繰り越し収支差額 281,818 281,818 0

収入合計(B) 1,637,818 2,826,900 1,189,082

II 支出の部
１ 事業費 1,121,248 1,761,865 640,617
(1) 自然保護に関する普及啓発事業 185,000 1,525,193 1,340,193
ア シンポジウム・講演会開催事業費 (35,000) (22.222) △12,778
イ 公開勉強会開催事業 (50,000) (32,938) △ 17,062
ウ 自然観察会開催事業 (100,000) (260,160) 160,160
エ その他事業 (0) (1,209,873) 1,209,873 カナダガン調査

（2） 刊行事業 789,248 93,000 △ 696,248
ア 啓発誌発行事業 １ (500,000) (0) △ 500,000
イ 啓発紙発行事業 ２ (250,000) (93,000) △ 157,000
ウ ホームページの運営事業 (31,248) 0 △ 31,248 未払い
エ パンフレット作成 (8.000) 0 △ 8,000 未作成

（３） 他団体との協働・支援 122,000 120,742 △1,258
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ア 野生動植物保全フォーラム (110,000) (108,742) △1,258
イ 丹沢大山自然再生委員会会費 (10,000) (10,000) 0
ウ その他 (2.000) (2,000) 0

（4）研究費 25,000 22,930 △2,070 資料購入代 ホットスポットワーク

２ 管理費 424,542 360,944 △63,598
（１） 役員報酬 0 0 0 無償
（２） 事務局人件費 0 0 0 無償
（３） 備品費 100,000 107,800 7800 トランシーバー購入・償却費
（４） 消耗品費 100,000 29,910 △70,090 事務用品・会議資料用紙代
（４） 役務費 10,542 17,820 7.278 コピー代・リソグラフカード他
（５） 交通費 64,000 53,500 △10,500 交通費・駐車料
（６） 通信費 20,000 29,820 9,820 連絡郵送代・行事開催連絡他
（７） 会議費 120,000 113,872 △6,128 役員会会場費・弁当代
（８） 雑費・源泉所得税納入 10,000 8,222 △1,778 講師謝礼源泉徴収分
３ 予備費 5000 0 △5,000
４ 事業積立 0 0 0
５ 未払い金支払い 81,028 80,868 △160 前年度源泉所得税 HP運営費

当期支出合計(C) 1,634,818 2,203,677 568,859
当期収支差額(A)－(C) 294,405
次期繰越収支差額(B)－(C) 623,223 内 前受け会費預かり分 47,000-

繰越金から「かながわの自然」66号発行費用 483,000円が支払われます。

第２号議案 ２０１１年度 監査報告（案） 未
２０１２年５月３０日 に監査が予定されています。

会計諸帳簿についてはその折りに適正に執行されていたか見ていただくのですが、会の運営に関しては昨年までと状況は

変化していないため、以下のような意見をいただくことが予想されます。

従って、同封葉書で賛否を表明される方は、２号議案について監事の方を信頼される場合は「賛」そうでない場合は「否」

として表明してください。現在までに監査が間に合わなかったことは事務局の怠慢に依るものです。お詫び申し上げます。

（予想される監査意見・・状況が変わらないため、昨年と同じ）

本協会の運営について、事業内容が拡大の傾向にあるにもかかわらず、特定の役員の負担によるところが大きく、継続的

な運営、及び透明性確保の点で改善を要すると思われます。

今後の検討課題として頂きたいと思います。

２０１２年 ５月３０日

監事 高橋 秀男 印

監事 大野久良夫 印

第3号議案 ２０１２年度 事業計画及び予算（案） （事業計画内容中下線部分は新規）

１ 事業活動方針

本年度活動のテーマ

「災害にも強い 多様な自然を 私達の手に」

啓発誌の発行や、講演会の開催、公開勉強会・観察会

等の企画、自然調査活動を通して神奈川県の自然環境の

特質を理解し、よりよい保全の在り方を追求する活動を

行う。

活動に当たって、単独あるいは他団体との連携を通し

話題性のある内容をめざし、活動の場をできるだけ県内

各地に拡げ広報活動も充実させるなど県民への知名度を

高め、より効果的なものとなるよう努力する。

これらの活動を充実させるために、より活動的になる

よう組織体制の見直しを進め、財政基盤強化の方策も探

る。

２ 事業内容

（１） 自然保護に関する普及啓発事業

ア シンポジウム・講演会開催事業

県下で今日的課題となっている自然環境問題につい

て、テーマを設定しその問題について造詣の深い有識

者を講師とするシンポジウムや講演会を一般県民を対

象に開催し、問題の啓発を図ると共に、解決への方策

を探る。

・講演会 日時２０１２年６月１６日13:30から

「神奈川の自然への思い」講師 新堀豊彦前理事長

・シンポジウム

機会を捉えて随時

イ 公開勉強会開催事業

県内の自然保護を巡る問題、及び神奈川県民がか

かえる自然保護に関する課題について、専門家や行

政の担当者をの講話を聞いたり討論したりする事を

通して、神奈川県土の自然保護及び神奈川県民の意

識の向上に寄与する。

ウ 自然観察会

・県内

地形・地質観察会 ３月

自然観察指導員連絡会（グリーンタフ）との共同観

察会 2回

他 随時
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自然保護の現場見学会 「湘南の海岸林」

他随時

（２）広報・刊行事業

ア 啓発誌発行事業 １

啓発誌「かながわの自然」６７号

多くの県民に親しんでもらえるような楽しく、啓発

的な内容とし、広くの県民への広報を目的とする。

イ 啓発誌発行事業 ２

情報紙「ニュースレター」

ＮＰＯとしての活動に関する広報

行事に関する広報

県内の自然保護の動きに関する情報

神奈川県の環境行政の動向に関する広報

など隔月を目標に発行する。

ウ ホームページの運営

印刷物では行き渡らない情報発信の場として、ホ

ームページの充実に努める。

エ 県内の自然や、本協会の活動を広報するポスター

の内容の充実を図り、機会を捉えて掲出する。

オ その他必要に応じて、協会紹介パンフレットづく

りなど行う。

（３）他の団体等との協働・連携や支援に係わる活動

ア 野生動植物保全フォーラム開催

県内で野生動植物の保全再生活動を行う個人・団

体、組織等の関係者が集まり、意見や情報の交換を

行う。

・日時２０１２年１２月 ９日（日）

・会場 厚木市文化会館 ４階集会室

基調講演

「 未定 」

県内活動団体からの報告

ポスターセッション

シンポジウム

テーマ「 （未定） 」

イ 専門家派遣事業

・内容 協会会員のうちで自然に関する各分野の専門

家を、必要とする団体等に対し指導・協力者として

派遣・及び機材の貸し出しをする。

・場所 県内各地

・人材バンク構築のための講師登録推進と登録された

講師のＰＲ

ウ その他 必要な活動

（４）県内自然の諸問題に対する調査・研究

・神奈川県内自然ホットスポットプロジェクト

県内の自然の状況ついて把握し評価する事業を、関

係団体、機関に呼びかけて段階的に実施する。

・他 自然全般

（５）行政への働きかけ・協働

県内各地で起きる自然破壊、自然保護上の問題に対す

る要望、意見書の提出。

３ 事務局体制

資料印刷・現金出納・行事実施など協力者募集 理事

も事情が許す限り、運営メンバーとして運営委員会に

参加し実行体制の強化にかかわる。

４ 会議の開催

総会 6月1６日 13:00 神奈川県立歴史博物館講堂

理事会 年４回

運営委員会 （各月第二火曜日、１月のみ第三火曜日）

会場：かながわ県民センター会議室 傍聴自由

２０１２年度予算（案）

科 目 金 額（円） 備 考
I 収入の部 前年度実績 本年度予算 比較（△減）

１ 会費・入会金収入 713,800 800,000 87,000 過年度分未納入分請求強化
２（１） 自然保護に関する普及啓発事業 1,452,373 2,020,000 567,627

ア 自然観察会開催事業 (242,500) (220,000) (△ 22,500) 参加費（交通費の他１名 1,000円）
イ 企画事業 (0) (0) 当初はなし

ウ その他 (1,209,873) (1,800,000) (590,127) イヤホーンガイド損料
（２） 刊行事業 0 0 0
（３） 他団体との協働・支援 0 0 0

３ 寄付金 98,100 110,000 11,900 一般寄附及び書籍譲渡見返
４ 負担金 230,000 230,000 0 神奈川県より助成
５ 雑収入・源泉所得税預かり金 4,609 10,000 5,391
当期収入合計(A) 2,498,082 3,170,000 671,918
預かり金（前受け会費） 47,000 3,000 △44,000
前期繰り越し収支差額 281,818 623,223 341.405

収入合計(B) 2,826,900 3,793,223 966,323

II 支出の部
１ 事業費 1,761,895 3,371,248 1,609,383
(1) 自然保護に関する普及啓発事業 1,525,193 2,075,000 549,807
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ア シンポジウム・講演会開催事業費 (22,222) (25,000) (2,778)
イ 公開勉強会開催事業 (32,938) (40,000) (7,062) 2回開催予定
ウ 自然観察会開催事業 (260,160) (210,000) (△ 50,160) 含自然保護の現場見学会
エ 企画事業 (0) (0) (0)
オ その他事業 (1,209,873) (1,800,000) 590,127

（２） 刊行事業 93,000 789,248 1,046,248
ア 啓発誌発行事業 １ (0) (900,000) (900,000) かながわの自然 66、67号
イ 啓発紙発行事業 ２ (93,000) (200,000) (107,000) ニュースレター
ウ ホームページの運営事業 (0) (31,248) (31,248) 11年度未払い
エ その他印刷物作成事業 (0) (8,000) 8,000 パンフレット・ポスターなど

（３） 他団体との協働・支援 120,742 122,000 1,258 資料印刷製本費・消耗品費 他

ア 野生動植物保全フォーラム (108,742) (110,000) (1,258)
イ 他団体会費 (12,000) (12,000) (0)

（４） 研究調査費 22,930 35,000 12,070 神奈川自然調査プロジェクト他
２ 管理費 360,944 373,000 12,056

役員報酬 0 0 0 無償
事務局人件費 0 0 0 無償
備品費 107,800 100,000 △7,800 備品購入費 償却費

消耗品費 29,910 35,000 5,090 事務用品・会議資料用紙代
役務費 17,820 18,000 180 コピー 宅配便送料等

交通費 53,500 65,000 11,500 旅費・駐車料
通信費 29,820 30,000 180 連絡郵送代・行事開催連絡他
会議費 113,872 115,000 1,128 役員会会場費・弁当代
雑費・源泉所得税支払い 8,222 10,000 1,778

３ 事業積立金 0 0 0
４ 昨年度分未払い金 80,868 39,770 △41,098 HP管理費。野生動植物会計支出金
５ 次年度以降前受け会費預り分 3,000
６ 予備費 0 6,205 6,205

当期支出合計(C) 2,826,900 3,793,223 966,323

神奈川の自然 在庫 333冊 別途５０周年事業積み立て￥ 2,215,000- 備品償却積み立て￥ 355,000-

第4号議案 その他

神奈川県内自然保護ニュース
（このページに掲載する情報をお寄せください。）

神奈川県環境影響評価評価制度

の今後

神奈川県環境影響評価条例は、国が 1997 年環境影響評
価法を制定したのに先立ち 1980 年に制定されていまし
た。以来手直しは適宜行われていたのですが、昨 2011年 4
月国の法律が改正されたことにともない、整合性を持たせ

ること、県の条例が前回の大規模見直し以来 10 年経つこ
とから，新たな見直しの必要が生じています。

2010 年 5 月知事は県環境影響評価審査会に対し、今後
の在り方について諮問しました。

これにより第一次の答申が出され 2011 年 12 月に条例
の改正が行われました。

更に国による法との整合性や残る課題などについて審査

会は意見をまとめ、現在パブリックコメントを求めていま

す。（2012年 6月 8日まで）
このパブリックコメントについては、以下 URL参照

http://www.pref.kanagawa.jp/pub/p470051.html
これに基づき、2012年 5月 22日、神奈川県自然保護協

会では、担当の環境農政局環境保全部環境計画課のヒアリ

ングに応じ、意見を述べました。主なものは以下の通りで

す。

○ 現在条例の対象としては、各事業の種別ごとに一定の

規模以上が定められているが、生物多樣性の観点からは

小面積、あるいは水際、渓流などや尾根線など狭い幅で

重要性をもつものが、対象から外れる危険性がある。

¡事業に関する公聴会では参加対象が付近の住民に限られ

ているが、生物多様性の観点からは、全県的な観点から、

あるいはそこに生息している生物種の価値について正当

な判断ができる専門的知見を持つものが排除される実態

がある。

出席：藤崎理事長、青砥副理事長、村上理事、渡邊理事

＝ Scrap Book May. Jun. ＝＝

足柄茶から放射性物質検出：「まさか」戸

惑う農家、県西の名産に打撃/神奈川
5/12神奈川新聞

自然・季節現象
気象

初夏 くっきり（富士山がはっきり） 5/16 朝日新聞
太陽すっぽり、輝く光の環/神奈川 6/1 神奈川新聞
太陽囲む輪 くっきり 6/1 読売新聞
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日暈：幻想的な現象、平塚市で観測／神奈川 6/1 毎日新聞
（黄砂）

横浜にも黄砂、今年初めての確認/神奈川 5/2 神奈川新聞
（梅雨）

関東甲信梅雨入り、過去２番目の早さ/神奈川
5/27神奈川新聞

（夏日・真夏日）

ＧＷ：最終日 今年初、横浜で夏日 日本丸で親子が帆船

体験 ／神奈川 5/9 毎日新聞
各地で真夏日観測、小田原３２・３度、海老名は３０・８

度/神奈川 5/10 神奈川新聞
今年初の真夏日 小田原で３２．３度 5/11 読売新聞
いよいよ日傘の出番、各地で真夏日記録/神奈川

6/23神奈川新聞
真夏日：アチ～！ 小田原３４度、横浜３２．２度 ／神

奈川 6/23 毎日新聞

植物・花

（野生）

可憐なシャガが見ごろ、石垣山一夜城歴史公園で白い輝き/
小田原 5/2 神奈川新聞
シロヤシオ６年ぶり満開、丹沢山塊で登山客らを魅了/神
奈川 6/8 神奈川新聞
スカシユリ：鎌倉の大船植物園で見ごろ ／神奈川

6/22毎日新聞
「ハマヒルガオ」が見ごろ、淡いピンク色が砂浜を彩る/
茅ケ崎 5/20 神奈川新聞
ハマヒルガオ：大磯で見ごろ ／神奈川 5/22 毎日新聞
ハマヒルガオが三浦海岸で見ごろ/神奈川 5/27 神奈川新聞
白い“葉”日差し浴び、日本大通でヤマボウシが見ごろ/
横浜 5/31 神奈川新聞
ヤマユリ４００株がまもなく見ごろ、妙音寺/三浦

6/22神奈川新聞
（アシサイ）

アジサイ「未来」１００株見ごろ、南中の園芸部員らが丹

念に育て/横浜 5/21 神奈川新聞
あじさい祭：始まる 開成の水田地帯に５０００株 ／神

奈川 6/12 毎日新聞
紫や白の５０００株カラフルに、あじさい祭始まる/開成
町 6/12 神奈川新聞
１５種６０００株のアジサイ、県立秦野戸川公園で色づく/
神奈川 6/15 神奈川新聞
小田原城彩るアジサイとハナショウブが見ごろに/小田原

6/15神奈川新聞
青、白、紫…相模原麻溝公園の６０００株アジサイが見ご

ろ/神奈川 6/15 神奈川新聞
アジサイ：平塚の河内川で見ごろ ／神奈川

6/16毎日新聞
５００株のアジサイ可憐に、まつり開催へ/藤沢

6/17神奈川新聞
アジサイ約３千株咲き始める、堀内のあじさい公園で/葉
山町 6/18 神奈川新聞
青、紺、赤など彩り鮮やか、古都のアジサイ寺など見ごろ/
鎌倉 6/18 神奈川新聞
梅雨時期に清涼感、妙楽寺でアジサイ見ごろ/川崎

6/18神奈川新聞
梅雨空に青や紫、アジサイフェア始まる/相模原

6/19神奈川新聞
梅雨空彩る“七変化”、アジサイが市立南中で見ごろ/横浜

6/19神奈川新聞

アジサイ幻想的に、小田原城址公園でライトアップ/神奈
川 6/25 神奈川新聞
初夏の花が常泉寺で“共演”、カシワバアジサイなど見ご

ろ/大和 6/27 神奈川新聞
（サクラ）

まるでピンク色の小山、箱根園の大島桜が見ごろ/神奈川
5/3神奈川新聞

大島桜：春の名残、箱根園で満開 ／神奈川 5/4 毎日新聞
（サツキ）

白やピンク…約１００鉢が鮮やか、三渓園で「さつき盆栽

展」/横浜 5/25 神奈川新聞
初夏を彩る「さつきまつり」始まる、29日まで/厚木

5/28神奈川新聞
サツキの花：横向きに咲く－－寒川 ／神奈川

6/8毎日新聞
（スイレン）

水面のかれんな白い花、三渓園でスイレンが見ごろ/横浜
5/19神奈川新聞

スイレンかれんに 6/6 読売新聞
（ツツジ）

つつじ寺のツツジ２０００株が見ごろ/川崎
5/2神奈川新聞

花の木公園のツツジ咲き誇る、家族連れらで盛況/葉山町
5/2神奈川新聞

遅咲きのツツジが新緑と最後の共演、「つつじ寺」等覚院

で/川崎 5/9 神奈川新聞
佛行寺や安養院、段葛など古都のツツジが見ごろ/鎌倉

5/9神奈川新聞
鮮やかツツジの絨毯に歓声 箱根「山のホテル」

5/22朝日新聞
ツツジが見ごろ迎える、小田急山のホテルで３０種３千株/
箱根 5/23 神奈川新聞
ツツジ：色とりどり、見ごろ－－箱根・山のホテル ／神

奈川 5/24 毎日新聞
（ハナショウブ）

梅雨空にハナショウブ、６月中旬まで見ごろ

5/29読売新聞
ハナショウブが見ごろ、「隠れ花菖蒲園」で無料開放/三浦

6/9神奈川新聞
三渓園の花菖蒲が見ごろ、三重塔とコラボも/横浜

6/11神奈川新聞
まつりには「しょうぶ娘」も、相模原公園のハナショウブ

見ごろに/神奈川 6/13 神奈川新聞
「あやめの里」のハナショウブが見ごろ/伊勢原

6/14神奈川新聞
生田緑地でハナショウブ見ごろ/川崎 6/17 神奈川新聞
横須賀しょうぶ園のハナショウブが見ごろ、花摘み娘も登

場/神奈川 6/19 神奈川新聞
ハナショウブ：小田原城東堀で、アジサイと競演 ／神奈

川 6/20 毎日新聞
ハナショウブとアジサイが競演 6/21 朝日新聞
（バラ）

バラ：市総合公園のバラ園で見ごろ－－平塚 ／神奈川

5/14毎日新聞
甘い香りに包まれて、山下公園でバラ見ごろ迎え始める/
横浜 5/14 神奈川新聞
港の見える丘公園の１８００株のバラが見ごろ/横浜

5/17神奈川新聞
鮮やか１３００株 バラ 5/17 読売新聞
バラ１５０種が一堂に、地元愛好らが今年で 30 回目のイ
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ベントを開催/藤沢 5/20 神奈川新聞
生田緑地ばら苑：一般開放始まる－－来月５日まで ／神

奈川 5/20 毎日新聞
大船植物園の１２００株のバラ見ごろ、シャクヤクも/鎌
倉 5/22 神奈川新聞
洋館バックに咲き誇るバラが見ごろ、鎌倉文学館/神奈川

5/22神奈川新聞
バラの花が色と香りで“競演”、英国式庭園「バラクラ」

で６月中旬まで見ごろ/横浜 5/23 神奈川新聞
市の花のバラが見ごろ、綾瀬市内の光綾公園と城山公園/
神奈川 5/26 神奈川新聞
バラ１８７種２２２株が色とりどりの花咲かせ、鎌倉文学

館で見ごろ/神奈川 5/27 神奈川新聞
生田緑地でバラが満開、開花に合わせ６月５日まで一般公

開/川崎 5/28 神奈川新聞
咲き誇るバラが見ごろ、野毛山公園/横浜 6/15 神奈川新聞
（フジ）

紫のアーチが初夏彩る、藤の花が見頃/横浜
5/1神奈川新聞

庭走り花吹く野藤 南足柄の長井さん、自宅庭を公開

5/2朝日新聞
豪華な紫、見頃迎え民家のフジ一般公開/南足柄

5/4神奈川新聞
城址公園で「御感の藤」が見ごろ、ツツジも咲きそろい春

の“共演”/小田原 5/4 神奈川新聞
甘い香り漂うフジ、一週間遅れで「見ごろ」到来/横須賀

5/5神奈川新聞
（ポピー）

ポピー：花畑彩る７０万本－－平塚・相模川河川敷 ／神

奈川 5/19 毎日新聞
ポピー１００万本一面に、くりはま花の国で見ごろ/横須
賀 5/22 神奈川新聞
風に揺れるポピー 平塚 5/23 読売新聞
（花）

「ハンカチの木」の白い葉が見頃、県立フラワーセンター

で/鎌倉 5/4 神奈川新聞
青根地区で菜の花が開花、新緑との“共演”楽しんで/相
模原 5/5 神奈川新聞
赤く染まる水田、クリムソンクローバーが満開/秦野

5/9神奈川新聞
クレマチスフェア開催、愛好家が育てた１５０種２２０本

の展示も/相模原 5/9 神奈川新聞
甘い香りを漂わせ、「くりはま花の国」でアロエ希少種が

初開花/横須賀 5/10 神奈川新聞
シャクヤク：２０００株見ごろ－－大船植物園 ／神奈川

5/13毎日新聞
色鮮やか、津久井湖城山公園のルピナス３１５０株見ごろ/
相模原 5/23 神奈川新聞
キショウブ鮮やか、初夏の水辺を彩る/横浜

5/24神奈川新聞
禅寺丸柿：花が見ごろ迎える－－川崎・麻生区役所／神奈

川 5/31 毎日新聞
花がボールのような「ギガンチューム」、小田原フラワー

ガーデンで見ごろ 6/3 神奈川新聞
長後商店街でブーゲンビリア満開、１０年かけて丹念に栽

培/藤沢 6/3 神奈川新聞
鮮やかに夏に向かって咲く、南足柄でハナアオイが見ごろ/
神奈川 6/10 神奈川新聞
紫一色香り爽やか、ラベンダーが見ごろ/横浜

6/29神奈川新聞

青空に映える夏の花、アガパンサス咲き始める/横浜
6/29神奈川新聞

風 物

いっぱいとれたよ 潮干狩り 5/2 読売新聞
ゆったり潮干狩り／かわさきの浜 5/2 朝日新聞
「かわさきの浜」に潮干狩りの季節到来/川崎

5/2神奈川新聞
田植え前にひんやり体験、子どもたちがどろんこまつり/
藤沢 5/2 神奈川新聞
アユの遡上見学や放流も、多摩川の宿河原堰付近で４日に

まつり/川崎 5/3 神奈川新聞
潮干狩りに今年最高の３万人、潮の条件良く例年並みの人

出/横浜 5/4 神奈川新聞
「ことしは天然遡上がいい」、アユ解禁前に早川で試し釣

り/小田原 5/17 神奈川新聞
「生育まずまず、心配は…」 小田原でアユの試し釣り

5/17朝日新聞
アユ釣り：早川で試し釣り 解禁は来月１日、魚影濃く期

待 ／神奈川 5/17 毎日新聞
太公望が次々、相模川などでアユ釣りが解禁/神奈川

6/1 神奈川新聞
アユ漁解禁「待ちわびた」 神奈川・相模川に釣り人

6/2朝日新聞
アユ釣り：小田原・厚木で解禁 匹数例年並み ／神奈川

6/2毎日新聞
箱根登山鉄道：チャリティーあじさい号、発車オーライ！

あすから日中運行 ／神奈川 6/17 毎日新聞

自然の話題

江の島に世紀の花、アオノリュウゼツランが６月下旬にも

開花/神奈川 6/19神奈川新聞
かれんな花…実は特定外来生物、「オオキンケイギク」県

内で生息地拡大/神奈川 6/1 神奈川新聞

動 物
ヤマビルの生息数の多さに驚き、大山で対策研修会/伊勢
原 6/16 神奈川新聞
川崎の人工海浜の潮干狩り来場者は昨年の４割以下、アサ

リ少なく小さいためか/神奈川 5/27 神奈川新聞
昆虫

ヤゴ救出「やわらかい」、市立久地小学校で観察会/川崎
5/23神奈川新聞

「ハルゼミ」輝く羽化の瞬間、真鶴の原生林でカメラに収

める/神奈川 5/24 神奈川新聞
（ホタル）

横浜今年もホタルを 5/13 読売新聞
育てたホタルの幼虫を小川へ放流、川井小学校の児童たち/
横浜 6/2 神奈川新聞
ホタルの光の舞、中井町ではピーク迎える/神奈川

6/5神奈川新聞
ゲンジボタルが保土ケ谷の谷戸で舞う、幻想的な光跡キラ

リ/横浜 6/8 神奈川新聞
魚類

震災後に“被災魚”８千匹殺到、「おさかなポスト」が里

親急募/川崎 5/9 神奈川新聞
クサフグ集団産卵、神秘的な生命の営みを親子ら観察/横
須賀 6/4 神奈川新聞
野生メダカ保護へ「里親」１００組募集/小田原市

6/15神奈川新聞
（アユ）
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アユ遡上ピーク ４日川崎で観察会 5/2 読売新聞
多摩川のアユ基準値以下、県が放射能濃度検査/神奈川

5/26神奈川新聞
放射能濃度問題なく、アユ釣り解禁へ/神奈川

5/26神奈川新聞

鳥類

順調に育ってね（カルガモ）都筑区新栄町「せせらぎ公園」

5/21読売新聞
カルガモのひな愛らしく、親と一緒にスーイスイ/横浜

5/22神奈川新聞
カルガモ親子が目を和ませ、江川せせらぎ遊歩道の小川/
川崎 5/27 神奈川新聞
海水飲む不思議なハト、今年も飛来 大磯・照ケ崎海岸

5/28朝日新聞

哺乳類

子イノシシの目撃相次ぐ、小型犬サイズですばしこい/小
田原 6/21 神奈川新聞
茅ケ崎の海岸でクジラ死骸発見/神奈川 6/30 神奈川新聞

動物園・水族館

金色オタマジャクシが琥珀色のカエルに、油壺マリンパー

クで飼育/神奈川 6/22 神奈川新聞
外来種

草刈り中にイグアナ見つかる、小田原署員が保護/神奈川
6/28神奈川新聞

密輸希少種

密輸摘発の希少カメ 野毛山動物園が保護 5/24 読売新聞
密輸摘発…故郷戻れぬ、絶滅危惧種カメを野毛山動物園で

保護/横浜 5/29 神奈川新聞
カメ：密輸・保護の希少種、展示 野毛山動物園で５０匹

飼育 ／神奈川 6/6 毎日新聞
その他

釣り糸捨てるべからず 5/15 読売新聞
「動物愛護センター」が開所、正しい飼育啓発や新たな飼

い主探しの拠点に/横浜 5/22 神奈川新聞

丹 沢
登山シーズン幕開け、秦野戸川公園で丹沢山開き/神奈川

5/1神奈川新聞

箱 根
「箱根ジオパーク」認定目指し、推進協議会が設立総会/
神奈川 5/16 神奈川新聞
「箱根ジオパーク構想」 船越英一郎さんもＰＲ 横浜駅

5/30朝日新聞
金時山に年間１２万４千人、環境省がオーバーユース対策

へ初調査/神奈川 5/17 神奈川新聞

相 模 湾
小田原沖の相模湾に赤潮が出現/神奈川 5/9 神奈川新聞

東 京 湾
アマモ：海の大切さ知って 横須賀基地内の港で移植 米

軍の子供たち参加 ／神奈川 5/17 毎日新聞
海の公園のアマモ再生、横浜南央ＲＣやＮＰＯ法人などが

取り組み/横浜 5/25 神奈川新聞
両陛下が東京湾にアマモを再生する取り組みを視察/三浦

6/6 神奈川新聞

景 観・街 づ く り
さがみ縦貫道の城山ＩＣ周辺まちづくり、津久井の“顔”

へ２地区先行整備/相模原市 5/1 神奈川新聞
小田原城の整備構想見直しへ、市が緑保護の市民意見反映/
小田原 5/12 神奈川新聞
「３年後は公園に」、米軍池子住宅地区の一部で日米共同

使用目指す/逗子 5/23 神奈川新聞
パナソニック：神奈川・藤沢に「環境の街」構想

5/27毎日新聞
老木増え世代交代へ、小田原城址公園のソメイヨシノ/神
奈川 6/12 神奈川新聞
ヒマワリ：大きくなぁれ 苗を植栽－－座間の中学生 ／

神奈川 6/16 毎日新聞
座間はヒマワリで彩る町に、市制４０周年記念の取り組み

進む/神奈川 6/16 神奈川新聞
絵画のような景観、村上さん自宅が秦野生活美観大賞に/
神奈川 6/21 神奈川新聞
桜の老木一部伐採（相模原市役所前の並木）

6/26読売新聞
旧吉田茂邸再建へ２億８０００万円寄付 6/28 朝日新聞

歴史的風土・史跡
世界遺産に次は鎌倉を、平泉の登録見通し受け高まる期待/
神奈川 5/22 神奈川新聞
守ろう歴史的風致、小田原市が県内初認定受けて歴史的風

致維持向上計画を決定/神奈川 6/10 神奈川新聞
国指定史跡「亀ケ谷坂」に都内の業者が無許可で階段など

造成/鎌倉 6/15 神奈川新聞
横浜開港期の砲台「神奈川台場」跡地にマンション計画、

市民団体が反発/神奈川 6/17 神奈川新聞
弥生中期の生活伝える、梶ケ谷の遺跡出土品を市重要歴史

記念物に/川崎市教委 6/17 神奈川新聞
厚木に前方後円墳か、高松山を試掘調査/神奈川

6/22神奈川新聞
厚木の山頂に４世紀の前方後円墳 6/23 朝日新聞

里 地・里 山
里山保全へ苗植え付け、里山マルチライブプラン事業始ま

る/厚木市 6/8 神奈川新聞
古老ら守る６４枚の棚田、今年も苗揺れる/神奈川・葉山

6/11神奈川新聞
自然環境に関心を、しろやま里山探検隊の隊員募集/相模
原 6/15 神奈川新聞

ヒートアイランド・温 暖 化 防 止
機械大手アマダ、サマータイム導入へ/神奈川

5/12神奈川新聞
川崎市：地球温暖化ガス削減へ 投票用紙リサイクル、選

管が県内初 ／神奈川 5/25 毎日新聞
（クールビズ）

アロハビズ：茅ケ崎市、１カ月早く 節電、毎日着用ＯＫ

－－１０月まで延長 ／神奈川 5/10 毎日新聞
クールビズ始める、前後１カ月ずつ拡大/藤沢市

5/10神奈川新聞
夏季「ノーネクタイ期間」を例年より２カ月拡大、原発事

故に伴う電力不足に対応/平塚市 5/10 神奈川新聞
茅ヶ崎市役所「アロハビズ」 5/10 読売新聞
電力不足考慮し前後１カ月延長に、アロハビズがスタート/
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茅ケ崎市 5/10 神奈川新聞
クールビスに市観光協会作製の「元気！」Ｔシャツが好評、

２週間で４００枚超の販売/秦野 5/30 神奈川新聞
（緑のカーテン）

キュウリで緑のカーテンを、美味しく涼しく、ベランダで

育てよう／神奈川 5/6 神奈川新聞
おいしく省エネ、「緑のカーテン」の作り方講習会/横須賀

5/13神奈川新聞
節電対策で昨年の倍、事前申し込みの市民にゴーヤーの苗

を配布/秦野 5/18 神奈川新聞
緑のカーテンを育てて、節電対策で初の講習会開催へ/小
田原市 5/30 神奈川新聞
「緑のカーテン」人気、育て方説明会に定員超す市民１６

０人/小田原市 6/5 神奈川新聞
緑のカーテン大作戦、高津の事業所でゴーヤーやメロンな

ど植栽/川崎 6/9 神奈川新聞
「グリーン壁」も登場、小田原で環境配慮型ビルが話題/
神奈川 6/30 神奈川新聞

市 民 運 動・環 境 活 動
絶滅危惧種のカザグルマ救え、県立中央農業高校・和泉さ

んが株増殖し全国に発表へ/海老名 5/9 神奈川新聞
江川せせらぎ緑道に花の彩り、環境浄化期待しサンパチェ

ンス植栽/横浜 5/29 神奈川新聞
市民が明星ケ岳への登山道整備、和留沢地区の魅力ＰＲ/
小田原 6/17 神奈川新聞
（自然再生）

よみがえれ昆虫の楽園、地元農家とフェリス女大が「ビオ

トープ」をつくり環境改善へ奮闘続く/横浜
5/15神奈川新聞

砂浜のハマヒルガオ再生しよう、苗移植活動の参加者募集/
平塚 5/29 神奈川新聞
（植樹）

植樹：災害に強い、いのちの森づくり 横浜・新羽中生徒

ら、学校周囲に ／神奈川 5/10 毎日新聞
支局長だより：「いのちの森」をつくる＝横浜支局長・山

本修司 ／神奈川 5/16 毎日新聞
育て 13 種２千本の木、参加自由の「植樹祭」開催へ/秦野

5/18神奈川新聞

環 境 教 育
動物の視点から環境学習、ズーラシアでワークショップ開

催へ/横浜 6/18 神奈川新聞

エコツーリズム
多摩川の自然を学ぼう、いかだ下り参加チームを募集

6/15神奈川新聞

海・水 産 業
（放流）

大きく育って、ヤマメの稚魚を葛葉川と金目川で放流/秦
野 5/15 神奈川新聞
ヒラメ：稚魚３万匹放流－－相模湾 ／神奈川

6/24毎日新聞
（漁獲･出荷）

脂乗り上々、春シラス／鎌倉などで漁ピーク 5/5 朝日新聞
和でも洋でもいけますよ 湘南でシラス漁の最盛期

5/5朝日新聞

三浦で「テングサ」漁始まる、船揚げ場や堤防で天日干し/
神奈川 6/17 神奈川新聞
（地場産物）

新鮮な魚どうぞ、魚市場内に食堂が開店/三浦
5/6神奈川新聞

（体験・学習）

「未来に残そう青い海」海保が幼稚園で教室/横須賀
6/14神奈川新聞

ヒラメ：大きくなぁれ 稚魚を放流－－平塚の小学生 ／

神奈川 6/16 毎日新聞

農 業
有機肥料で食育活動スタート、循環型社会目指し保育園と

建設業者が連携/横浜 6/6 神奈川新聞
赤タマネギ元祖「湘南レッド」直伝講座 6/30 朝日新聞
（イベント）

足柄茶を忘れないで、「秋じゃないけど収穫祭」で安全な

お茶つかみ取りも/横浜 6/5 神奈川新聞
旬の地元産トマト味わって、都筑区で野菜バイキングなど

のイベント開催へ/横浜 6/13 神奈川新聞
（収穫･出荷）

ハウストマト：収穫が最盛期－－厚木 ／神奈川

5/1毎日新聞
例年よりお手ごろ、母の日控えカーネーションの出荷ピー

ク/秦野 5/5 神奈川新聞
小田原で梅の初もぎ、平年の８割程度も「質は良好」/神
奈川 5/19 神奈川新聞
梅：初もぎ 関東で一番早く－－小田原 ／神奈川

5/20毎日新聞
「生田の梅」たわわ 初出荷 6/2 朝日新聞
ふっくらし甘み抜群、三浦半島で枝豆の出荷始まる/神奈
川 6/11 神奈川新聞
バラ出荷がピーク、「父の日」控え/秦野 6/14 神奈川新聞
バラの出荷が父の日前にピーク/厚木 6/18 神奈川新聞
ミカン：夏の甘～いミカンできました。 大磯で「湘南の

輝き」出荷 ／神奈川 6/24 毎日新聞
真夏のミカン、初出荷 大磯 6/24 朝日新聞
甘みたっぷり完熟の「こだわりカボチャ」出荷始まる/三
浦 6/25 神奈川新聞
（直売）

朝市が２００回迎える、新鮮な野菜など人気/綾瀬
5/1神奈川新聞

農産物直売所を紹介、多摩区などがマップ発行/川崎
5/7神奈川新聞

県内企業が「収穫ドットコム」で購入予約を集め農家が生

産する仕組みを構築、農作物売れ残りリスクを軽減/神奈
川 5/10 神奈川新聞
27 階レストラン「横浜クルーズ・クルーズ」で地場野菜
を直売/横浜 5/17 神奈川新聞
農作物直売所：紹介の地図発行－－川崎・多摩区、まちづ

くり協 ／神奈川 5/19 毎日新聞
新鮮野菜や色鮮やかな花々を販売、「花と緑の市民フェア」

開催/川崎 5/20 神奈川新聞
地産地消の拠点に、大型農産物直売所「すかなごっそ」が

オープンへ/横須賀 6/1 神奈川新聞
すかなごっそ：ＪＡよこすかの農産物直売所、きょうオー

プン 農業体験も ／神奈川 6/2 毎日新聞
新鮮な野菜いかが、開成駅前の朝市が７月リニューアル/
神奈川 6/21 神奈川新聞



- 11 -

梅干し用生ウメを特売 小田原 6/22 朝日新聞
（地産地消）

県の地産地消 応援 6/5 読売新聞
秋じゃないけど収穫祭：神奈川の地産地消を応援 横浜で

始まる ／神奈川 6/5 毎日新聞
地産地消：目指し開店、茅ケ崎の畜産農家が直売店 牛肉

の価格、自分で決定 ／神奈川 6/29 毎日新聞
（品評会）

ソラマメとスイートピーの出来栄え競う、キュウリ使った

緑のカーテン講座も/横浜 5/10 神奈川新聞
相模原産のトマトとキュウリの品評会開催、形や大きさの

均一性など審査/神奈川 5/11 神奈川新聞
（遊休農地）

ヤギの雑草駆除“戦力増強”で６匹に、遊休農地対策で一

定の効果/秦野 5/7 神奈川新聞
ご当地芋焼酎誕生、遊休農地対策で農家の収入増を模索/
藤沢 5/17 神奈川新聞
遊休農地 焼酎生む 6/21 朝日新聞
（体験）

「おやじの会」のサポートで園児がタマネギ掘りに挑戦/
小田原 5/18 神奈川新聞
泥んこの笑顔と歓声、生き物の里で幼稚園児らが田植えを

体験/秦野 5/31 神奈川新聞
「農業かっこいい」、地元農家の指導で市民 30 人が田植
え体験/小田原 6/5 神奈川新聞
歌響く中田植え体験、尊徳ゆかりの農地で報徳小の児童/
小田原 6/8 神奈川新聞
「コメ農家の気持ちわかった」、川崎の中高生らが田植え

体験/小田原 6/11 神奈川新聞
納豆やきなこ楽しみ、市立岡上小で津久井在来の大豆種植

え/川崎 6/15 神奈川新聞
泥だらけで食の大切さを学ぶ、市立南原小児童が田植え体

験/川崎 6/17 神奈川新聞
田植え：南原小５年生が体験授業－－川崎 ／神奈川

6/18毎日新聞
（話題）

畑も夏に衣替え、カボチャやメロンなど「トンネル栽培」

始まる/三浦 5/20 神奈川新聞
“双子”のキュウリ収穫、２本がくっついて実る/海老名

6/9神奈川新聞

林 業・木 材
間伐体験：森林保全大切さ知ろう 横浜の水源地・山梨で

ブリヂストン社員ら ／神奈川 6/5 毎日新聞
鎌使い下草刈り、市立北小学生が森林体験学習/秦野

6/17神奈川新聞

廃 棄 物・ご み
多摩川河川敷はバーベキューで大にぎわい、夏日のＧＷ最

終日/神奈川 5/9 神奈川新聞
「やめようポイすて」不法投棄防止へ、緑区青野原地区で

横断幕完成/相模原 6/16 神奈川新聞
（美化活動）

スポーツごみ拾いに 36 チームが参加、被災地支援も/横浜
5/21神奈川新聞

桜木町から山下公園まで、地元企業や団体から３５０人参

加し清掃活動/横浜 5/28 神奈川新聞
相模川でも市民が清掃 6/6 読売新聞
清掃活動で地域交流、瀬谷養護学校高等部の生徒/横浜

6/14神奈川新聞
（ごみ収集）

ごみ収集民間委託拡大へ、１３年度から/小田原市
6/23神奈川新聞

生ごみ分別収集の秦野市、今秋には８５０世帯が取り組み/
神奈川 6/26 神奈川新聞
（葉山町ごみ処理）

費用対効果を再試算へ、葉山町が指定ごみ袋導入/神奈川
6/13神奈川新聞

ごみ問題で特別委設置/葉山町議会 5/10 神奈川新聞
横須賀、三浦両市と葉山町のごみ処理訴訟、和解至らず判

決へ/横浜地裁 5/20 神奈川新聞
焼却炉停止問題、森町長「対応慎重に考える」/葉山町

6/7神奈川新聞
（震災がれき）

震災がれきなど黒岩知事が受け入れ表明、汚染廃棄物は「対

象ではない」/神奈川 5/18 神奈川新聞
大震災廃棄物県が受け入れ 5/18 読売新聞
「発表前に情報提供を」震災のがれき受け入れで吉田横須

賀市長が遺憾の意/神奈川 5/19 神奈川新聞

有 害 物 質
キャンプ座間のトンネルで基準値超えの鉛計測、健康への

影響なし/相模原 5/28 神奈川新聞
土壌から有害物質検出、中原区の国道４０９号拡幅用地/
川崎 6/10 神奈川新聞
横浜市泉消防署：放射性セシウム、１１年前に紛失 ／神

奈川 6/11 毎日新聞
核燃工場：焼結炉過熱防止装置作動 燃料生産、きょう再

開－－横須賀の会社 ／神奈川 6/30 毎日新聞
（アスベスト）

74 人に石綿暴露の所見、健康リスク調査報告書を環境省
に提出/横浜市 5/23 神奈川新聞
解体工事中のさいか屋旧大通り館で広範囲に石綿使用、飛

散防ぎ除去作業/横須賀 6/23 神奈川新聞
（重金属）

諏訪小建て替え現場から基準超えの水銀や鉛、処分に３億

円余/横須賀市 6/7 神奈川新聞
水銀・鉛：横須賀諏訪小移転工事現場で基準超す 処分費

提案へ ／神奈川 6/7 毎日新聞
（ダイオキシン）

ごみ焼却場で基準値超えるダイオキシン検出、汚染土壌入

れ替えへ/平塚市 5/27 神奈川新聞
ダイオキシン：建設中の焼却施設で検出－－平塚市 ／神

奈川 5/28 毎日新聞
（横須賀基地放射性廃棄物）

横須賀の放射性廃棄物漏れ：収納袋の破損が原因 ／神奈

川 6/4 毎日新聞
米原子力空母：放射性廃棄物、８日搬出－－横須賀 ／神

奈川 6/4 毎日新聞
米空母ＧＷが放射性廃棄物を搬出、市民団体が抗議、監視

も/横須賀 6/8 神奈川新聞
米原子力空母：ＧＷ、放射性廃棄物を搬出 ／神奈川

6/9毎日新聞

原子力発電所事故関連

（線量測定）

県西地域の２市８町が県に放射線量測定装置の設置を要望

/神奈川 5/12 神奈川新聞
放射線測定器 県西にも配備 5/13 朝日新聞
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県西、県央地域３カ所でも放射線量計測へ/神奈川
5/14神奈川新聞

川崎市が独自で市内農産物の放射能濃度検査へ、トマトや

大根など７種対象/神奈川 5/20 神奈川新聞
放射能検査ＥＵ、県産品に義務付け 5/25 読売新聞
東日本大震災：市内農産物の放射性物質、検査結果をＨＰ

で公表－－ＪＡ川崎 ／神奈川 5/27 毎日新聞
逗子市内 26カ所で放射線測定、市「人体への影響はない」/
神奈川 5/30 神奈川新聞
大和市内９地点で放射線測定へ、広報などで結果を公表/
神奈川 5/30 神奈川新聞
放射能測定箇所の増設を、市長会と町村会が県に要望/神
奈川 5/30 神奈川新聞
放射線量測定 住民不安に自治体対応 5/31 朝日新聞
川崎市麻生区でも放射線測定開始/神奈川 6/1 神奈川新聞
自治体放射線量 独自測定は「問題なし」 6/2 朝日新聞
厚木市２２か所測定放射線量基準以下 6/5 読売新聞
小田原市が市内 34 カ所の放射線量を初公表、国の暫定基
準を下回る/神奈川 6/6 神奈川新聞
放射線量「研究所と同レベル」、寒川町が独自に測定/神奈
川 6/14 神奈川新聞
放射線量が最大３倍、市が速報値を公表、継続求める声も/
川崎 6/15 神奈川新聞
相模原市が市内全域で放射線測定、３キロごとに区切り２

７地点/神奈川 6/16 神奈川新聞
東日本大震災：放射能汚染「市内土壌調査を」 有志の会、

相模原市に要望へ ／神奈川 6/22 毎日新聞
県内全市町村で放射線量を測定へ、県が７月中に実施/神
奈川 6/23 神奈川新聞
農作物の放射能検査、黒岩知事「当面 10 月まで」/神奈川

6/23神奈川新聞
工業製品の放射線測定実施へ、県が３０日から、成績書発

行も/神奈川 6/29 神奈川新聞
相模原市が焼却灰の放射性物質測定開始、清掃工場とし尿

処理施設/神奈川 6/29 神奈川新聞
県施設 12カ所で空間放射線量調査、県「健康に影響なし」/
神奈川 6/30 神奈川新聞
最高値は０・17 マイクロシーベルト、市の放射線量調査
で４４７カ所を測定/川崎 6/30 神奈川新聞
相模原市が農畜産物の放射性濃度を独自に測定/神奈川

6/30神奈川新聞
（教育施設 公園）

平塚市が教育施設のグラウンドの放射線量を自主測定、「市

民の不安解消が目的」/神奈川 5/30 神奈川新聞
東日本大震災：学校で放射線量測定 あすから平塚、大和

両市で ／神奈川 5/31 毎日新聞
校庭の放射線量独自調査広がる、市民の関心高く/神奈川

6/2神奈川新聞
東日本大震災：学校など放射線、月内にも測定へ－－横浜

市 ／神奈川 6/2 毎日新聞
横須賀市が５校の校庭で放射線量を測定「屋外活動に支障

ない」/神奈川 6/3 神奈川新聞
厚木市が放射線量測定を開始、小中学校など２２カ所/神
奈川 6/4 神奈川新聞
相模原市内の小中学校などで放射線量の測定開始/神奈川

6/7神奈川新聞
平塚市が 58 教育施設の放射線を測定、文科省の屋外活動
制限値を下回る/神奈川 6/7 神奈川新聞
放射線量の測定実施、伊勢原市内 10 小学校などで/神奈川

6/7神奈川新聞

町立４小学校でプールのヤゴ採取を中止、福島原発事故影

響で/葉山町 6/8 神奈川新聞
愛川町でも小中学校で放射線量測定開始、国の目標値を下

回る/神奈川 6/9 神奈川新聞
川崎市が市内の保育園や小中学校、公園などの放射線量を

測定へ/神奈川 6/9 神奈川新聞
相模原の学校屋外プールから放射性物質検出されず/神奈
川 6/9 神奈川新聞
「高い数値なく問題ない」全小中学校で放射線量調査/藤
沢市 6/10 神奈川新聞
プールのヤゴ捕り「自粛を」 6/10 朝日新聞
学校や公園など放射線量の測定を開始、結果はＨＰで公表

へ/川崎市 6/10 神奈川新聞
市立の保育園と小中学校に放射線量測定器配置へ/大和市

6/10神奈川新聞
小学校校庭や公園などの放射線量測定、結果はＨＰで公表/
鎌倉市 6/10 神奈川新聞
小中学校など市内２１カ所で放射線量測定へ/三浦市

6/10神奈川新聞
東日本大震災：川崎市、市立学校などで放射線量測定へ

／神奈川 6/10 毎日新聞
最高は０・０９マイクロシーベルト、学校などの放射線量

調査速報値を公表/川崎市 6/14 神奈川新聞
市立５中学校のプール、放射性物質は不検出/横須賀市

6/14 神奈川新聞
小学校校庭の放射線量、全１８区で文科省の基準下回る/
横浜市 6/14 神奈川新聞
鎌倉市の９つの小中学校プールで放射性物質は不検出/神
奈川 6/16 神奈川新聞
放射性物質測定されず、市内の学校プール/相模原

6/24 神奈川新聞
鎌倉・坂ノ下の市営プールの水からセシウムなど不検出/
神奈川 6/28 神奈川新聞
大和市が小中学校屋外プールで７月から放射性物質濃度測

定/神奈川 6/29 神奈川新聞
（下水汚泥）

下水処理場の汚泥からも放射性物質検出/神奈川
5/12 神奈川新聞

汚泥などから放射線物質 5/13 朝日新聞
東日本大震災：焼却灰からセシウム－－平塚・相模川流域

下水道処理場 ／神奈川 5/13 毎日新聞
横浜の下水処理場２施設で放射性物質検出/神奈川

5/14 神奈川新聞
下水汚泥焼却灰から放射性物質、海開き控え湘南の自治体

に不安拡大/神奈川 5/14 神奈川新聞
東日本大震災：横浜でも汚泥焼却灰にセシウム－－南部下

水道センター ／神奈川 5/14 毎日新聞
川崎と横須賀の汚泥焼却灰から放射性セシウム検出、国の

指針下回る/神奈川 5/18 神奈川新聞
東日本大震災：川崎と横須賀で焼却灰にセシウム－－下水

処理施設 ／神奈川 5/18 毎日新聞
藤沢市の２処理施設、下水汚泥から放射性物質セシウムな

ど検出/神奈川 5/23 神奈川新聞
汚泥から放射性物質、鎌倉市内２カ所の下水処理場/神奈
川 5/24 神奈川新聞
東日本大震災：汚泥焼却灰から放射性セシウム－－鎌倉の

下水処理場 ／神奈川 5/25 毎日新聞
放射性物質検出の下水汚泥、黒岩知事が国に扱い基準策定

を要望/神奈川 5/26 神奈川新聞
汚泥焼却灰の搬出できず自治体苦境、放射性物質検出で業
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者受け入れず/神奈川 5/27 神奈川新聞
東日本大震災：川崎の下水処理施設、焼却灰が来月満杯に

セシウム検出 ／神奈川 5/27 毎日新聞
県の下水汚泥２回目も放射性物質を検出/神奈川

5/31 神奈川新聞
逗子市下水道終末処理場の放射性物質を測定、放射性ヨウ

素など検出/逗子 6/2 神奈川新聞
東日本大震災：脱水汚泥検出のセシウム増える－－逗子の

下水処理場 ／神奈川 6/3 毎日新聞
土屋浄化センター脱水汚泥の放射性物質検出は微量/平塚

6/6 神奈川新聞
下水汚泥から微量の放射性物質検出/三浦市

6/7 神奈川新聞
「保管費用、国に請求」放射性物質検出の下水汚泥焼却灰

で横須賀市/神奈川 6/9 神奈川新聞
大和市の下水処理場放射物質検査、焼却灰からセシウムが

検出/神奈川 6/17 神奈川新聞
放射性物質検出汚泥処理問題：「前進」も先行き不透明、

業者受け入れ再開に慎重/神奈川 6/20 神奈川新聞
東日本大震災：放射性焼却灰、新たな保管場所検討－－川

崎市下水施設 ／神奈川 6/21 毎日新聞
（食品）

横浜市も独自に食品など放射性物質検査へ

5/21神奈川新聞
横浜市が独自に放射線量の測定開始へ、大気や給食材料な

ど/神奈川 6/1 神奈川新聞
小学校給食など放射性物質測定へ/鎌倉 6/30 神奈川新聞
（水道水）

７浄水場汚泥からセシウムなど検出 5/20 朝日新聞
浄水場の汚泥から放射性物質検出、水道水からは不検出で

「安心して飲める」と県/神奈川 5/20 神奈川新聞
東日本大震災：７浄水場汚泥に放射性セシウム 県など検

出 ／神奈川 5/20 毎日新聞
（水産物）

アイナメとアサリから微量の放射性セシウム、川崎港に生

息する魚介類４種類を調査/神奈川 6/3 神奈川新聞
（農産物）

南足柄産ホウレンソウは放射性物質不検出/神奈川
5/14神奈川新聞

県内産シイタケから放射性セシウム初検出、県「健康に影

響ない」/神奈川 5/18 神奈川新聞
東日本大震災：小田原のシイタケ、放射性物質の暫定規制

値下回る ／神奈川 5/18 毎日新聞
東日本大震災：ウメに規制値を下回るセシウム－－県西部

３カ所 ／神奈川 5/19 毎日新聞
東日本大震災：川崎の梅からも２９．５ベクレルを検出

／神奈川 5/20 毎日新聞
川崎産のタマネギの放射性物質は不検出/神奈川

5/26神奈川新聞
市内産のキュウリ、放射性物質検出されず/川崎

6/8神奈川新聞
川崎産トマト、放射性物質不検出/神奈川 6/18 神奈川新聞
原発事故の風評被害、県産野菜にも影/神奈川

6/23神奈川新聞
（茶葉）

南足柄産の茶の生葉から基準値上回る放射性セシウム/神
奈川 5/11 神奈川新聞
放射性物質：足柄茶からセシウム 神奈川県が出荷自粛要

請 5/11 毎日新聞
「二番茶は数値下がる」、足柄茶から放射性物質で専門家

が冷静対応呼び掛け/神奈川 5/12 神奈川新聞
足柄茶から規制値上回る放射性物質検出、県が出荷自粛を

要請/神奈川 5/12 神奈川新聞
足柄茶から放射性物質検出：「まさか」戸惑う農家、県西

の名産に打撃/神奈川 5/12 神奈川新聞
足柄茶から放射性物質検出：県の対応後手に、４月に検査

求める声/神奈川 5/12 神奈川新聞
東日本大震災：神奈川の足柄茶、基準超セシウム検出 県、

出荷自粛要請 5/12 毎日新聞
南足柄の生茶、放射性セシウムが基準値超 5/12 読売新聞
「東電からわびはあったのか」黒岩知事が憤慨、足柄茶の

放射性物質検出で/神奈川 5/13 神奈川新聞
足柄茶からセシウム、農家動揺「一番茶の最盛期なのに」

5/13朝日新聞
足柄茶から放射性物質で県、生産者に無利子の融資制度検

討/神奈川 5/13 神奈川新聞
東日本大震災：神奈川・南足柄産以外の足柄茶でもセシウ

ム検出 5/13 毎日新聞
５市町村の茶葉から基準超放射性物質、県は出荷自粛を要

請/神奈川 5/14 神奈川新聞
セシウム「足柄茶」直撃 5/14 読売新聞
市立上溝中が伝統の茶摘みを中止、県内産茶葉の放射能セ

シウム検出受け/相模原 5/14 神奈川新聞
生徒の茶摘み中止 相模原 5/14 読売新聞
足柄茶から基準値超放射性物質、「茶葉どう処理」「機械

洗浄法は」農家に不安/神奈川 5/14 神奈川新聞
東日本大震災：足柄茶のセシウム、新たに２町で検出 規

制値超は６市町村に ／神奈川 5/14 毎日新聞
「放射能が３００キロも飛んで来るとは」足柄茶刈り捨て

5/15朝日新聞
茶葉からセシウム検出で県が支援策など説明、開成町と厚

木市で計約８０人参加/神奈川 5/15 神奈川新聞
茶葉出荷自粛で「刈り捨て」作業、基準上回る放射性物質

で南足柄の農家/神奈川 5/15 神奈川新聞
お茶の出荷制限、基準作りを検討 農水省 5/17 朝日新聞
セシウム基準内でも足柄茶「刈り捨て」 工場停止で

5/17朝日新聞
生茶葉検査遅れ認める 5/18 読売新聞
茶葉放射性物質検出問題：「荒茶の基準見直しを」県内国

会議員ら国に要請/神奈川 5/18 神奈川新聞
茶葉放射性物質検出問題：基準値以下の自治体で収穫され

た新茶加工再開へ/神奈川 5/18 神奈川新聞
茶葉放射性物質検出問題：対応後手認める、放射能濃度検

査で黒岩知事/神奈川 5/18 神奈川新聞
東日本大震災：「荒茶の検査やめて」 静岡県が厚労相に

要望書、神奈川県も提出 5/18 毎日新聞
東日本大震災：足柄茶から放射性セシウム 新茶刈り捨て

進む－－県西地区 ／神奈川 5/18 毎日新聞
東日本大震災：放射能検査、荒茶除外を国に要望 県「科

学的根拠ない」 ／神奈川 5/18 毎日新聞
茶葉放射性物質検出問題：県農協茶業センターで仕上げ加

工再開/神奈川 5/19 神奈川新聞
茶畑視察し農家と対話 知事 5/23 読売新聞
茶葉放射性物質検出問題：足柄茶畑視察の黒岩知事、「補

償要求」を再強調/神奈川 5/23 神奈川新聞
茶葉放射性物質検出問題：土壌の放射能濃度測定を、県西

４首長が県に要望/神奈川 5/23 神奈川新聞
東日本大震災：黒岩知事、足柄茶産地を初訪問 風評被害

対策を約束 ／神奈川 5/23 毎日新聞
茶葉放射性物質検出問題：雨水通じ葉で吸収と県が推論、
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刈り捨てを指導へ/神奈川 5/31 神奈川新聞
セシウムで打撃…茶農家の“灯”守れ、就農希望「茶ポー

ター」８人に県が講習/神奈川 6/2 神奈川新聞
荒茶も検査 国方針 産地に怒り 6/2 読売新聞
荒茶も規制 農家「見通しつかぬ」 6/3 朝日新聞
茶葉の放射性物質検査で荒茶も対象に、「非常に厳しい」

と県内生産者/神奈川 6/3 神奈川新聞
県が荒茶の放射性物質検査拒否も、国に科学的根拠求める/
神奈川 6/4 神奈川新聞
県内の茶損害 県農協茶業センターが東電に７月にも賠償

請求農家と合わせ数億か/神奈川 6/4 神奈川新聞
東日本大震災：荒茶の放射性物質、県「検査しない」 販

売できない恐れも ／神奈川 6/4 毎日新聞
二番茶も刈り捨てへ／清川の生産者団体 6/7 朝日新聞
荒茶基準値見直しを、小田原市長が農水省などに早期補償

も求め/神奈川 6/9 神奈川新聞
茶の規制値改正要望 6/9 読売新聞
茶葉「段階に応じた規制値を」 神奈川の産地など要望書

6/9朝日新聞
厚労相が県に荒茶の放射能濃度検査を指示、知事反発…地

元と対応協議へ/神奈川 6/11 神奈川新聞
茶葉出荷停止１カ月、検査要請応じない県の姿勢に生産者

ら疑問の声/神奈川 6/11 神奈川新聞
東日本大震災：「暫定規制値で荒茶も検査を」 県に厚労

相回答 ／神奈川 6/12 毎日新聞
荒茶の放射能濃度検査応じず、黒岩知事が対応再検討に含

みも/神奈川 6/15 神奈川新聞
足柄茶安心です、化粧箱を刷新、昨年摘みの茶葉使用/神
奈川 6/15 神奈川新聞
荒茶の放射能濃度検査実施へ、意向調査受け県の方針転換/
神奈川 6/17 神奈川新聞
東日本大震災：神奈川県、一転して荒茶を検査 生産者ら

「不安解消に必要」 6/17 毎日新聞
「足柄茶どうなるの」最大産地の山北町に出荷自粛要請、

ショックと不安拡大/神奈川 6/22 神奈川新聞
県内の一番茶の８５％出荷停止、３市町で荒茶が基準超、

損失は２億５千万円超/神奈川 6/22 神奈川新聞
秦野産一番茶、「足柄茶」銘柄除外検討し鹿児島産とブレ

ンドへ/神奈川 6/22 神奈川新聞
足柄茶の荒茶 大部分が出荷困難に 6/22 朝日新聞
東日本大震災：放射性セシウム、足柄荒茶も初検出 県が

出荷自粛要請 ／神奈川 6/22 毎日新聞
足柄茶ブランド 一番茶では断念 6/23 朝日新聞
県内産茶葉３市町の出荷停止、新たに中井町も基準値超/
神奈川 6/24 神奈川新聞
中井産荒茶も基準値超える 6/24 朝日新聞

東日本大震災：茶から放射性セシウム 神奈川３市町、出

荷停止 政府が指示 6/24 毎日新聞
東日本大震災：中井町産荒茶も基準超セシウム ３億４０

００万円分廃棄へ ／神奈川 6/24 毎日新聞
「秋冬番茶」で検査検討 出荷制限県、早期解除目指す

6/29読売新聞
開成町の二番茶生葉 暫定規制値を下回る 6/29 読売新聞
荒茶は基準下回る、開成町の二番茶/神奈川

6/30神奈川新聞

資 源・リ サ イ ク ル
使用済みインクカートリッジ回収事業を全市に拡大、年間

見込み２万８４００個/川崎 6/29 神奈川新聞

生ごみ堆肥化へ、市民グループが集会/小田原
6/29神奈川新聞

エ ネ ル ギ ー・省 エ ネ
ガソリン不要で小回り利く電動バイクが震災被災地で活

躍、横浜のメーカーなど寄贈 5/6 神奈川新聞
三菱電機 スマートグリッド実証実験 5/26 読売新聞
家庭内電力管理で実験 横浜 5/27 読売新聞
県６月補正予算案１２５億円、電力・防災対策などに重点/
神奈川 6/15 神奈川新聞
地域内でエネルギー効率活用を、企業連合「横浜スマート

コミュニティ」設立/横浜 6/15 神奈川新聞
EV＝電気自動車

「箱根ターンパイク」でＥＶ試乗会、乗り心地を楽しむ、

４日も開催/神奈川 5/3 神奈川新聞
快適性や加速性能は高級車並み、電気自動車「シムレイ」

を試乗/神奈川 5/19 神奈川新聞
電気自動車試作車を披露、都内の材料技術展でシムドライ

ブ 5/19 神奈川新聞
シムドライブが改造ＥＶ試作着手へ、シトロエン小型車を

ベースに/川崎 5/25 神奈川新聞
（EV充電装置）
「ＥＶ電池増産目指す」、日産・ゴーン氏インタビュー/神
奈川 5/14 神奈川新聞
イオン大和ＳＣ：あすオープン ＥＶ充電施設も ／神奈

川 5/27 毎日新聞
ＥＶ：横須賀市、充電施設マップ作製 ／神奈川

5/28毎日新聞
充電施設を紹介、横須賀市がＥＶドライブマップ作製し無

料配布/神奈川 /28 神奈川新聞
ＥＶ：急速充電車で救援 日産とＪＡＦ、実証運用 神奈

川・東京で、きょうから開始 6/7 毎日新聞
ＥＶ充電器設置で県が補助金の申請受付開始へ/神奈川

6/17神奈川新聞
再生可能エネルギー

住民が自然エネルギー活用した手作り「発電所」、“地産

地消”を目指し/相模原 5/9 神奈川新聞
東日本大震災：川崎バイオマス発電所、電力不足でフル稼

働 ２月運転開始 ／神奈川 5/14 毎日新聞
バイオマス燃料：大豆の搾りかす、３月から発電所で使用

－－味の素川崎工場 ／神奈川 6/24 毎日新聞
油をバイオ燃料に、埋立処分場で菜の花を栽培しごみ収集

車で再利用/小田原 6/7 神奈川新聞
（太陽光発電）

外部組織を設立へ、太陽光パネル政策で黒岩知事/神奈川
県 5/3 神奈川新聞
太陽光発電：黒岩知事、今月中に研究会設置 推進本部も

／神奈川 5/3 毎日新聞
県施設にソーラーパネル 5/18 読売新聞
黒岩知事の「太陽光推進施策」が始動、県施設９カ所にパ

ネル設置へ/神奈川 5/18 神奈川新聞
太陽光発電：県が補正案に事業費など盛り込む 研究会メ

ンバー発表 ／神奈川 5/18 毎日新聞
ソーラーバンク構想始動 家庭に太陽光発電県の研究会初

会合 5/19 読売新聞
太陽光パネル推進を、県の政策研究会が初会議/神奈川

5/19神奈川新聞
太陽光発電 県の研究会初会合 5/19 朝日新聞
太陽光発電：普及構想研究会が初会合 ／神奈川
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5/19毎日新聞
メガソーラー：知事連合発足で一致－－黒岩・静岡両知事

／神奈川 5/24 毎日新聞
太陽光発電でソフトバンクと連携へ 黒岩知事が方針

5/24朝日新聞
太陽光発電所で黒岩知事、普及へ「知事連合」、ソフトバ

ンク孫社長と連携/神奈川 5/24 神奈川新聞
県議会：補正可決 太陽光発電普及など５億７０００万円

／神奈川 5/25 毎日新聞
黒岩神奈川県知事ら太陽光発電所推進へ７月に協議会設

立、ソフトバンクは財政面の大半負担 5/25 神奈川新聞
太陽光発電整備費など盛り込んだ補正予算案など可決、県

議会第２回定例会/神奈川 5/25 神奈川新聞
２６道府県で連携 太陽光発電 5/26 朝日新聞
自然エネルギー協：設立へ 太陽光発電、知事公約に追い

風 ／神奈川 5/26 毎日新聞
太陽光発電普及には用地と収益確保が鍵、県内は「適地探

し」課題/神奈川 5/26 神奈川新聞
県人事「太陽光」推進に新部署 5/27 読売新聞
県人事を発表、総数は２０６８人、太陽光推進を最重点に/
神奈川 5/27 神奈川新聞
黒岩知事：「ソーラーパネル付けて」 太陽光発電普及に

手応え ／神奈川 5/27 毎日新聞
人事：県 定期異動、規模は２０６８人 太陽光対策など

で新部署 ／神奈川 5/27 毎日新聞
全１０００戸に太陽光パネル 5/27 読売新聞
太陽光推進課を新設／県、人事異動 5/27 朝日新聞
１千戸に太陽光パネル…工場跡地に環境配慮の街

5/29読売新聞
太陽光「協議会」 石原都知事も賛意 5/31 朝日新聞
太陽光発電普及へ「国に圧力」 知事 5/31 読売新聞
黒岩県知事が「自然エネルギー協議会」への参加を呼び掛

け、全国知事会議/神奈川 6/1 神奈川新聞
黒岩知事「早く法案成立を」、家庭で発電の電力全量買い

取りの必要性訴え/神奈川 6/7 神奈川新聞
県の太陽光パネル推進「個人負担は不可避」、研究会で見

通し/神奈川 6/10 神奈川新聞
太陽光発電 県民一部負担案 県提示 6/10 読売新聞
太陽光発電普及に向けフォーラム開催へ、孫社長らセミナ

ーや討論も/神奈川 6/12 神奈川新聞
横浜銀：ソーラーローン、来月中旬に創設 ／神奈川

6/15毎日新聞
県：一般会計補正予算案 太陽光発電補助など、総額１２

５億７００万円 ／神奈川 6/15 毎日新聞
助成枠倍増し太陽光１万２２００件設置目指す、県が６月

補正に３億円/神奈川 6/15 神奈川新聞
太陽光エネルギー船がハイブリッド船に進化、日本郵船の

「アウリガ・リーダー」/横浜 6/15 神奈川新聞
太陽光発電に県助成枠倍増、普及の鍵握る市町村の対応/
神奈川 6/15 神奈川新聞
無担保・低金利の「ソーラーローン」、横浜銀行が創設

6/15神奈川新聞
太陽光発電：住宅用全量買い取りを 黒岩知事、国に要望

／神奈川 6/16 毎日新聞
太陽光発電普及に向け初審議、県議会に新設のエネルギー

政策調査特別委/神奈川 6/16 神奈川新聞
県の太陽光発電推進で「自己負担も必要」と研究会が報告

書、１０年の投資回収は困難/神奈川 6/21 神奈川新聞
太陽光発電：ソーラーパネル設置、一部県民負担案軸に－

－県研究会中間報告 ／神奈川 6/22 毎日新聞

「慎重な言動を心掛けるべき」太陽光施策めぐり県議会か

らけん制も/神奈川 6/23 神奈川新聞
太陽光発電：「一部負担」に、知事推した自民から疑問－

－県議会代表質問 ／神奈川 6/23 毎日新聞
県債１０００億円検討 ソーラーパネル 6/27 朝日新聞
太陽経済かながわ会議：「パネル設置条例を」 太陽光活

用、普及策を提案 ／神奈川 6/27 毎日新聞
太陽光発電の重要性を確認 6/27 読売新聞
太陽光発電フォーラムで黒岩知事構想に提案続々、推進へ

条例や県債も/神奈川 6/27 神奈川新聞
横浜市：保育所の太陽光発電設置に助成 ／神奈川

6/30毎日新聞
電力

電力不足が県内成長率４％押し下げ、全国平均の２倍/神
奈川 5/11 神奈川新聞
市が電力不足対策、「電力使用削減大作戦」まとまる/川崎
市 5/18 神奈川新聞
休業日変更は手探りで、夏の電力不足対策で県内自工会加

盟メーカーや関連産業/神奈川 5/27 神奈川新聞
７割超の事業所「事業活動に影響」、市が大震災・計画停

電ついて調査/茅ケ崎 6/2 神奈川新聞
（発電）

アルバック理工がお湯からでも発電できる小型システムを

開発、２年以内の製品化へ/横浜 5/31 神奈川新聞
横浜港埠頭公社が大型発電機 10 台を７月稼働、節電と競
争力両立へ/神奈川 6/29 神奈川新聞
（発電 ガスタービン）

ガスタービン 13 基新設、東電が電力供給力の低下に対応/
横須賀 5/6 神奈川新聞
東京電力：横須賀発電所にガスタービン発電機を増設へ

／神奈川 5/7 毎日新聞
東日本大震災：タイが無償貸与、ガスタービン発電施設が

川崎港に到着 ／神奈川 5/21 毎日新聞
（蓄電）

ＥＶ使用済み電池で実証試験、太陽光発電の蓄電器に転用/
神奈川 6/15 神奈川新聞
震災直後の医療現場のニーズを形に、大型蓄電池を７月に

発売/神奈川 6/22 神奈川新聞
信号機にバッテリー設置、災害時の停電に備え県内で初試

行/神奈川 6/29 神奈川新聞
（LED）
水槽や館内の照明、ＬＥＤ化で節電 新江ノ島水族館

5/1朝日新聞
節電：照明ＬＥＤ化、営業時間短縮、電飾の光量減－－県

内の水族館や動物園 ／神奈川 5/13 毎日新聞
防波堤灯台：航路を見守るＬＥＤ灯火－－大磯 ／神奈川

6/3毎日新聞
市役所ＬＥＤ化 6/9 読売新聞
「ＬＥＤ」ニッチ市場で生き残れ、知恵絞る中小製造業/
神奈川 6/12 神奈川新聞
相模原市役所本庁舎の全館ＬＥＤ照明化、市長が積極的に

検討する意向/神奈川 6/28 神奈川新聞
（計画停電）

ＪＲ相模線、計画停電時の運休回避へ踏切など工事急ぐ/
神奈川 5/6 神奈川新聞
「計画停電」不可避の場合の県内グループ分け/神奈川

6/10神奈川新聞
計画停電、県内全域対象 東電 6/10 読売新聞
計画停電回避へさらなる節電の協力要請、企業などから不

満の声相次ぐ/相模原 6/10 神奈川新聞
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対象県内全域に拡大、東電が「計画停電」不可避の場合/
神奈川 6/10 神奈川新聞
（節電）

動物や魚に無理させられない…、夏の節電対策に頭悩ます

水族館や動物園/神奈川 5/6 神奈川新聞
あつぎ鮎まつり大花火大会：節電で中止に ／神奈川

5/13毎日新聞
節電家庭に被災姉妹都市の物産提供、７月からキャンペー

ン/海老名 5/19 神奈川新聞
節電通じて復興支援／海老名市 5/19 朝日新聞
“節電の夏”ビアガーデンにぎわう、そごう横浜店屋上に

オープン 5/20 神奈川新聞
今夏は省エネ、節電対策商品に“熱い”視線/神奈川

5/21神奈川新聞
平塚の七夕祭り、ライトアップなしで開催へ 規模も縮小

5/21朝日新聞
来月２２日午後１～３時「節電チャレンジ」 県民参加社

会実験 最大電力１５％カット目標 5/21 読売新聞
節電対策で学校も省エネ、教室のエアコン設置見送りへ/
南足柄市 5/23 神奈川新聞
「伊勢原観光道灌まつり」節電に配慮しながら１０月実施

へ/神奈川 5/25 神奈川新聞
「道灌まつり」節電して実施 5/25 朝日新聞
節電対策あの手この手、懸念広がる夏場の電力不足/川崎

5/26神奈川新聞
節電の夏乗り切る知恵実践を、省エネ診断や時差出勤など

県が提唱/神奈川 5/27 神奈川新聞
「わが家の節電テクニック」、町民から募集中/湯河原町

5/28神奈川新聞
横須賀市：節電へ職場総点検 夏の電力不足「市民も協力

を」 ／神奈川 5/28 毎日新聞
広がる節電意識、スーパーなどが食料品の照明やケースで

工夫/神奈川 5/28 神奈川新聞
職員が省エネ実践へ、節電強化で野球場も夜間使用中止/
横須賀市 5/30 神奈川新聞
節電：市民に意識を 電力計を一般貸し出し 逗子市が来

月から ／神奈川 6/4 毎日新聞
節電・支援・町おこしの特注ポロシャツ 神奈川・寒川

6/6朝日新聞
乗り切れ節電の夏、市民と企業が大規模停電回避に向け意

見交換/川崎 6/8 神奈川新聞
横浜市：全国初「ランチシフト」で節電 昼休みずらし、

電力使用分散 ／神奈川 6/10 毎日新聞
節電の知恵共有を、産官学９団体が取り組みを報告/横浜

6/11神奈川新聞
電気使用制限を受ける大口需要家へ説明会、罰則や制限緩

和に関心/横浜 6/11 神奈川新聞
東電が節電に協力要請、県議会特別委に出席/神奈川

6/16神奈川新聞
川崎でバス停留所も節電、電力不足に対応/神奈川

6/20神奈川新聞
夏本番控え、飲料メーカーが自販機節電に奔走/神奈川

6/23神奈川新聞
節電の街から：東日本大震災 川崎市 官民共同、緑のカ

ーテン「夏頼む」 6/24 毎日新聞
県内鉄道各社が７月１日から節電ダイヤ、早朝本数増発な

どで協力/神奈川 6/28 神奈川新聞
プレミアム商品券：電力１５％超削減で 秦野市、地域限

定で ／神奈川 6/29 毎日新聞
「節電応援プレミアム商品券」発行、１５％減の世帯だけ

が購入可能/秦野 6/30 神奈川新聞
節電の夏、クールに備え 6/30 朝日新聞
（節電 業務・勤務時間等変更）

横浜スタジアムでの節電ナイター開幕、開始１時間前倒し

や内部通路の照明減などの対策で/神奈川 5/7 神奈川新聞
節電の夏想定、そごうがビアガーデン開業約４０日前倒し/
横浜 5/11 神奈川新聞
節電対策で知恵絞る電機業界、深夜勤務導入や休暇見直し

検討/神奈川 5/11 神奈川新聞
節電で海老名市役所閉庁、７月から水曜午後に/神奈川

5/17神奈川新聞
海老名市：節電へ水曜午後、閉庁 土曜午前を開庁－－７

～９月 ／神奈川 5/19 毎日新聞
東日本大震災：夏の節電対策 神奈川・海老名市役所、水

曜半休を発表 5/19 毎日新聞
日曜午後を閉庁、時間外勤務を残業から翌早朝に移行へ/
大和市 5/30 神奈川新聞
海老名市が日曜保育を計 13 日実施、夏場の節電に協力で/
神奈川 6/6 神奈川新聞
企業節電に伴い 日曜保育実施へ 6/7 朝日新聞
全庁的に残業を禁止／来月から９月末まで 6/9 朝日新聞
厚木市と綾瀬市が保育所を日曜も開園へ、節電企業の土日

操業受け/神奈川 6/17 神奈川新聞
相模原市が節電対策で休日保育、六つの児童クラブも休日

開設/神奈川 6/17 神奈川新聞
横浜市：１８区窓口、終了を１５分上げ 節電で８月から

／神奈川 6/18 毎日新聞
節電で区役所の受付時間、15分短縮へ/横浜

6/18神奈川新聞
（節電目標）

節電１５％全県挙げチャレンジ、夏至の午後に取り組みを/
神奈川 5/18 神奈川新聞

夏場の節電目標、政府上回る「２０％減」設定/相模原市
5/26神奈川新聞

節電対策：大和市、夏季は昨年比２０％削減 本庁舎５０

％消灯など ／神奈川 5/31 毎日新聞
７月から本庁舎で節電対策、20％削減を目標に/鎌倉市

6/1神奈川新聞
節電：藤沢市が３０％ 今月から、政府義務付けの倍に

／神奈川 6/1 毎日新聞
綾瀬市：節電目標、市役所２５％削減 企業と市民１５％

／神奈川 6/2 毎日新聞
電気使用量１５％以上削減なら記念品、川崎市が節電策で

計画/神奈川 6/2 神奈川新聞
１５％節電へ小型電力計貸し出し、逗子市が市民に呼び掛

けへ/神奈川 6/4 神奈川新聞
ランチシフトと減灯で昨年比２０％電力カット目標に、残

業も原則禁止/横浜市 6/8 神奈川新聞
「節電２０％」県内のガソリンスタンドが自主目標/神奈
川 6/12 神奈川新聞
厚木市の節電目標は２０％、チラシ配布で市民にも呼び掛

け/神奈川 6/21 神奈川新聞
夏至のきょう午後１時から「節電チャレンジ」、昨夏比 15
％減目指す/神奈川 6/22 神奈川新聞
節電：１５％達成世帯に記念品 川崎市が７～９月 ／神

奈川 6/22 毎日新聞
「１５％節電」あと一歩 6/23 朝日新聞
節電チャレンジ、目標１５％カットに肉薄の１３・４％、

悪条件でも意識浸透/神奈川 6/23 神奈川新聞
節電チャレンジ：県や横浜市が呼びかけ 削減率は１３．
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４％どまり ／神奈川 6/23 毎日新聞
県節電１５．６％計画 6/30 読売新聞
省エネ

夏の省エネ協力を、キャンペーン「エコっと 21」を実施/
綾瀬市 6/7 神奈川新聞
エコで涼風、エアコンに「ハイブリッドファン」/神奈川

6/30神奈川新聞
（クールビズ）

“節電の夏”へクールビズ商戦本格化、前倒しで売り場展

開する百貨店も/横浜 5/6 神奈川新聞
クールビズ前倒し広がる 節電配慮 5/7 読売新聞
寒川町がポロシャツでスーパークールビズ、売り上げの一

部を寄付/神奈川 6/3 神奈川新聞
神奈川県秦野市はＴシャツ出勤も可 市指定の２種類のみ

6/3朝日新聞
涼やか恒例のアロハ議会が開会/茅ケ崎 6/7 神奈川新聞
逗子市議会がアロハで開会、夏の街活性化イベントに協力/
神奈川 6/9 神奈川新聞
Ｔシャツ勤務・平日休み… 変わる神奈川の企業・自治体

6/11朝日新聞
家電店でもアロハシャツ、節電の一環でノジマが採用/神
奈川 6/29 神奈川新聞

大 気・水
３管内の海洋汚染、２０１０年は 67 件確認で前年比 28
件減 6/3 神奈川新聞
県が光化学スモッグ注意報発令、今年初で昨年より２２日

早い/神奈川 6/29 神奈川新聞
震災後県内で漏水止まらず、管に亀裂…水道料金４倍請求

も/神奈川 6/30 神奈川新聞
（海水浴場）

海水浴場周辺で放射能濃度測定、県ホームページに分析結

果を公表/神奈川 5/7 神奈川新聞
県が海水浴場の水質調査、放射能濃度も初めて対象に/神
奈川 5/10 神奈川新聞
水質調査：海開きへ 藤沢市、放射性物質濃度も ／神奈

川 5/10 毎日新聞
県内海水浴場の放射能濃度測定で調査した７カ所はいずれ

も不検出/神奈川 5/11 神奈川新聞
放射性物質の調査 ７海水浴場クリア 5/12 読売新聞
県内海水浴場「不適」はなし、２７カ所の水質検査/神奈
川 6/4 神奈川新聞
鎌倉の材木座、由比ガ浜、腰越の海水浴場で放射線量測定

開始/神奈川 6/20 神奈川新聞
東日本大震災：県内全海水浴場、規制値を下回る 県、放

射性物質検査 ／神奈川 6/30 毎日新聞
（湧水）

城ケ島の源頼朝ゆかり岩清水「水っ垂れ」絶える、震災影

響か…県調査へ/神奈川 5/5 神奈川新聞
座間の地下水「ざまみず」発売へ ６月からコンビニなど

5/28朝日新聞

災 害
（液状化）

液状化被害へ独自支援、国制度適用外に助成/横浜市
5/14神奈川新聞

横浜市が震災対策に 64 億円、液状化被害の支援など/神奈
川 5/18 神奈川新聞
東日本大震災：横浜市補正案 液状化対策に７０００万円

を計上 ／神奈川 5/18 毎日新聞
東日本大震災：液状化は関東１都５県の６４市区町村で確

認、被害面積は「世界最大」 5/30 神奈川新聞
東日本大震災：川崎の液状化情報提供を 早大教授が市民

に呼びかけ ／神奈川 6/9 毎日新聞
（気象災害）

街路樹の枝折れ展示販売場の車破損、市が専決処分１５０

万円/相模原 5/10 神奈川新聞
保土ケ谷で土砂崩れ、大和では倒木にバイク衝突/神奈川

5/31神奈川新聞
大雨被害で大岡川の護岸崩落、一時避難勧告も/横浜

6/12神奈川新聞
強風：小田原で屋根吹き飛ぶ 看板落ち、けが人も ／神

奈川 6/25 毎日新聞
小田原で強風屋根吹き飛ぶ 6/25 読売新聞
全国的に気温上昇し熱中症で３人死亡、県内では４９人が

搬送/神奈川 6/30 神奈川新聞
土砂崩れや雷で火災、県内など激しい雨/神奈川

6/30神奈川新聞
（地震）

茨城県南部で震度４の地震、横浜や川崎では震度２/神奈
川 5/20 神奈川新聞
千葉や茨城で震度４の地震、横浜や厚木、小田原では震度

２/神奈川 5/20 神奈川新聞
神奈川で震度３ 5/21 朝日新聞［時事通信社］
神奈川県で地震、川崎市麻生区で震度３ 5/21 神奈川新聞
千葉、茨城で震度４の地震、横浜や横須賀、小田原で震度

２/神奈川 5/22 神奈川新聞
茨城で震度３の地震、横浜では震度２/神奈川

6/3神奈川新聞
神奈川県西部で地震、小田原と箱根で震度１

6/3神奈川新聞
福島で震度３の地震、横浜や茅ケ崎で震度１/神奈川

6/3神奈川新聞
福島県浜通りで震度５弱の地震、横浜で震度２/神奈川

6/4神奈川新聞
栃木、茨城で震度４の地震、横浜や川崎の一部で震度２/
神奈川 6/9 神奈川新聞
（東日本大震災影響）

ベイブリッジの一般国道部分を一時通行止め、１５日に震

災損傷調査へ/横浜 5/5 神奈川新聞
ミューザ川崎 復旧に２年 5/14 読売新聞
東日本大震災：大被害のミューザ川崎、再開まで２年以上

市が見通し ／神奈川 5/14 毎日新聞
（津波・津波対策）

東日本大震災：ワカメ養殖で被害の長井漁港が漁具を撤

去、被害額は３千万円に/神奈川 5/20 神奈川新聞
支局長だより：小田原市の津波対策＝小田原支局長・澤晴

夫 ／神奈川 5/9 毎日新聞
エリアメールで津波情報 5/13 読売新聞
津波知らせるオレンジの旗、海の新ルールが鎌倉から全国

へ/神奈川 5/20 神奈川新聞
津波対策に焦点、市内海水浴場の協議会/鎌倉

5/23神奈川新聞
津波対策を強化へ、補正予算で防災手厚く/平塚市

5/30神奈川新聞
独自の津波避難誘導マップ配布へ、海抜とビル高さの明記

が特徴/藤沢市 5/31 神奈川新聞
藤沢市：津波対策見直し 新誘導マップ作製提案へ ／神

奈川 6/2 毎日新聞
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津波想定引き上げで市消防本部、被害の危険性浮上も早期

移転難しく/小田原市 6/3 神奈川新聞
津波１０メートル級想定で学校向け暫定版マニュアル作成

へ、２次避難先選定を指示/小田原市教委 6/8 神奈川新聞
東日本大震災：発生３カ月 最大級の津波想定、県が対策

見直し ／神奈川 6/11 毎日新聞
東日本大震災：市沿岸部の防潮扉が閉鎖まで最大 50 分、
津波対策で新たな課題/小田原 6/18 神奈川新聞
津波ハザードステッカー：カーブミラーに海抜表示 情報

手軽に－－茅ケ崎 ／神奈川 6/28 毎日新聞
津波退避場所でマンションなど１５件と締結、茅ケ崎市が

協定結ぶ/神奈川 6/28 神奈川新聞
津波ハザードマップ修正、避難経路など加え全戸配布へ/
逗子市 6/30 神奈川新聞
「津波予測図」見直しへ 県の検討部会が初会議

5/14読売新聞
相模湾と東京湾の津波想定を再検証、県の検討部会スター

ト/神奈川 5/14 神奈川新聞
（防災）

東日本大震災受け地震対策計画見直し、年度内再策定へ/
神奈川県 5/18 神奈川新聞
県の防災計画、１年かけて再修正へ 巨大地震を想定

5/19朝日新聞
県防災会議：計画を修正 ９地震想定、初の減災目標 ／

神奈川 5/19 毎日新聞
想定２地震に減災目標、「三浦半島」「県西部」で県防災

計画 5/19 読売新聞
海の家に不安…津波と放射能「誘客していいのか」と自治

体も頭抱え/神奈川・湘南 6/4 神奈川新聞
災害対策とエコ強化、市が川崎競輪場の再整備基本設計を

公表/神奈川 6/7 神奈川新聞
三保ダムに不安の声、耐震性で「想定外」ない対策を/小
田原 6/21 神奈川新聞
（災害対策）

災害時に飲料水を供給、麻生総合病院が給水プラントを稼

働/川崎 5/10 神奈川新聞
飲料水プラント：地下水で飲料水 麻生総合病院で稼働、

災害時に有効 ／神奈川 5/11 毎日新聞

事 件・事 故
（魚大量死）

川で魚が大量死、気温の急上昇が原因か/小田原
5/13神奈川新聞

目久尻川で魚が大量死、病気など確認できず/座間
6/13神奈川新聞

（アユ大量死）

二又川でアユが大量死/鎌倉 5/20 神奈川新聞
アユ：座間・目久尻川で大量死 酸欠か ／神奈川

6/6毎日新聞
アユ１０００匹死ぬ 6/6 読売新聞
アユ千匹死ぬ 酸素濃度低下か 6/6 朝日新聞

話 題
東日本大震災関連

富士山の高さが変わる？ 「日本水準原点」震災で沈下か/
東京、神奈川ほか 5/5 神奈川新聞
岩手で被災した１００年前の貴重な押し葉標本、県内３博

物館が修復に熱/神奈川 6/13 神奈川新聞

原発関連

読む神奈川：川崎の研究用原子炉、大丈夫？ 市民、隠せ

ぬ不安 ／神奈川 5/28 毎日新聞
(脱原発)

憲法記念日、各地で脱原発の訴え 日米安保考える講演も

5/4朝日新聞
「原発いらない」 鎌倉で２００人がパレード

5/23朝日新聞
三浦市長が脱原発の必要性強調、「早急に政策転換を」/神
奈川 6/16 神奈川新聞
横須賀市議会：脱原発議連、あす発足 ３氏呼びかけ ／

神奈川 6/21 毎日新聞
「脱原発」へ黒岩知事や孫社長ら議論、横浜で太陽光発電

フォーラム/神奈川 6/26 神奈川新聞
国に「脱原発」要求へ、三浦市議会が意見書を可決/神奈
川 6/27 神奈川新聞
(浜岡原発)

黒岩知事が浜岡原発の運転再開に反対する意向を表明/神
奈川県 5/3 神奈川新聞
静岡・浜岡原発：３号機再開に反対－－黒岩・神奈川県知

事 5/3 毎日新聞
東海地震「３０年内に８７％」、浜岡原発の安全性で議論

5/3神奈川新聞
静岡・浜岡原発：停止決定 「正しい判断」 黒岩知事、

決定を歓迎 ／神奈川 5/11 毎日新聞
その他

鶴岡八幡宮：大銀杏、根の幼木から緑の新芽 「復興の

芽」、力強く育って ／神奈川 5/2 毎日新聞
たき火や木登り思いっきり、子どもたちが自然の中で遊ぶ

「よこすかプレーパーク」開催/横須賀
5/3神奈川新聞

火おこしや古代米の試食で電気ない時代の生活を体験/横
浜 5/5 神奈川新聞
地震の碑から学ぶ 伝える 5/11 朝日新聞
中原街道は「タカ狩りの道」 5/16 読売新聞
七夕にキャンドルナイト、ＭＭ２１で復興への願い込め開

催へ/横浜 5/17 神奈川新聞
夏芝に切り替え、荻野運動公園でエアレーション/厚木

5/19神奈川新聞
アサヒビール神奈川工場、今年はホタル観賞会を実施せず/
南足柄 5/25 神奈川新聞
ズーラシアの新園長に村田浩一教授就任へ、増井前園長の

死去から１年/横浜 6/21 神奈川新聞
米に渡った桜「里帰りを」 5/26 朝日新聞
民俗文化財 交付金廃止 5/31 読売新聞
湘南・海の家：放射能、停電による食中毒、津波…対策に

懸命 ／神奈川 6/21 毎日新聞
（自転車）

「サイクルステーション藤野」オープン、自転車の休憩ス

ポットを片山右京さんが開設/相模原 5/3 神奈川新聞
「スカチャリ」出足好調、昨年に続きレンタサイクル社会

実験/横須賀 5/5 神奈川新聞
イベント

四季のチョウ美しく、相模の蝶を語る会２５周年記念/神
奈川 6/23 神奈川新聞
（講演会）

「森林の力と使い方」テーマに、市文化会館で講演会開催

へ/南足柄 6/2 神奈川新聞
太陽経済かながわ会議：太陽光発電の未来討論 知事や孫

氏参加－－２６日 ／神奈川 6/9 毎日新聞
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孫社長ら参加の太陽光フォーラム、関心高く応募殺到/神
奈川 6/15 神奈川新聞
市民と環境問題考える、さかなクンらが基調講演/横須賀

6/30神奈川新聞
（セミナー）

子どもの食材と環境汚染考える、６月３日にセミナー開催/
横浜 5/25 神奈川新聞
身近な節電術伝授、市産業振興会館でセミナー開催へ/川
崎 6/2 神奈川新聞
（出版）

金時娘」の歩み一冊に、山頂の茶屋を営んで全国に多くの

ファン/箱根 5/15 神奈川新聞
防災意識高めて、県立三浦臨海高が半島の地質など冊子に/
神奈川 5/16 神奈川新聞
鎌倉のアジサイ、ガイドブックに 5/18 読売新聞
「公園で昆虫を探そう」旭区の男性が図鑑出版、身近な３

００種紹介/横浜 5/28 神奈川新聞
瑞泉寺や浄智寺など鎌倉のアジサイ紹介、ガイドブック販

売中 5/30 神奈川新聞
荒廃した丹沢の再生願い、横浜の写真家が登山史１００年

を本に/神奈川 5/31 神奈川新聞

（動物園・水族館）

かながわ遊ナビ：食事中のジンベエザメ観察 来月１０日

まで横浜 ／神奈川 6/15 毎日新聞
クラゲの美しさを感じて 6/24 朝日新聞
（展示）

三浦半島の地質に理解を、市自然・人文博物館で展示会/
横須賀 5/27 神奈川新聞
多摩丘陵の四季を紹介、高津区で写真展/川崎

5/30 神
奈川新聞

箱根ベゴニア園：箱根花の玄関口、２５年で閉園へ－－来

月１５日 ／神奈川 6/9 毎日新聞
丹沢の“宝”原石を展示、本町小で「戸川の砥石展」始ま

る/秦野 6/19 神奈川新聞
昆虫標本ずらり、王道から珍種までを幅広く取りそろえた

「はこね おだわら昆虫館」/小田原 6/28 神奈川新聞

神奈川県環境関連記者発表 ２０１１年 ５月 ～ ６月

環境行政・まちづくり

平成 23年度５月
補正予算案の概要(抜粋)

5/17 政策局 財政部 予算調整課

喫緊の課題である電力対策、地震防災対策及び経済対策

のうち、早期に実施しなければ事業効果が発揮できないも

のについて、補正予算措置を講ずる。

３ 今回補正額の内容

（1）電力対策 2 億 9，094 万円
新○ かながわソーラープロジェクト推進事業費

1，551万円
全国に先駆け、次世代エネルギーモデルを実践するため

の「かながわソーラープロジェクト」を推進するため、「か

ながわソーラーバンク構想」等の検討に資する調査を実施

するとともに、太陽光発電を中心とした新たな経済社会の

構築を目指した普及啓発イベントを開催する。

［環境農政局環境部地球温暖化対策課］

新○ 県有施設太陽光発電等整備事業費

2億 1，803万円
「かながわソーラープロジェクト」を推進するとともに、

災害時における必要最小限の電力確保に資するため、防災

活動の拠点や避難所等となる県有施設に太陽光発電設備等

を設置する。 ［環境農政局企画調整部環境計画課］

新○ 企業庁太陽光発電設備整備事業費（電気事業会計）

5，740万円
津久井発電所に太陽光発電設備を設置する。

［企業局水道電気部発電課］

（2）地震防災対策 9，763 万円
新○ 災害対策検討費 120 万円
有識者で構成する外部検証委員会を設置し、本県の地震

災害対策の検証や必要となる対策の検討を行うとともに、

原子力災害対策について、専門的知見を得て、必要な対策

の検討を進める。 ［安全防災局危機管理部災害対策課］

新○ 津波浸水想定調査費 5，910 万円
学識者、国、県等による「津波浸水想定検討部会」を運

営するとともに、津波浸水予測等の技術的解析や津波の規

模、浸水範囲等の再検証を行い、「津波浸水予測図」を修

正する。 ［県土整備局河川下水道部流域海岸企画課］

新○ 液状化調査費 1，400 万円
東日本大震災により、県内に想定外の液状化現象が発生

したことを踏まえ、液状化が発生した各地区の実態を解明

するための土質調査等を行う。

［安全防災局危機管理部災害対策課］

新○ 液状化等被害住宅緊急支援対策事業費補助金

2，333万円
東日本大震災により、県内で液状化等の被害を受けた住

宅等の補修工事へ緊急支援を行う市町村に対して助成す

る。 ［安全防災局危機管理部消防課］

（3）経済対策 2 億 3，892 万円
○ 中小企業制度融資事業費補助 2 億 681 万円
国の「平成 23 年度補正予算（第 1 号）」により創設さ

れた「東日本大震災復興緊急保証」に対応する「震災復興

融資」を新設（融資規模：200 億円）するため、（財）神
奈川産業振興センターが預託資金を借り入れる経費を助成

する。 ［商工労働局企画調整部金融課］

○ 信用保証協会補助金 3，210 万円
「震災復興融資」に係る信用保証料について、従業員数 30
人以下の小規模・零細企業への保証料率の引下げ（0．8
％一 0．6％）に係る経費を助成する。

［商工労働局企画調整部金融課］



- 20 -

人事異動の概要 （抜粋）

（平成２３年６月１日）
5/26 組織人材部 人材課

（ ）内 旧職

〔 局長・参事監級 〕

環境農政局企画調整部長（保健福祉局企画調整部参事）

安 西 保 行

労働委員会事務局長 環境農政局企画調整部長

樋 口 正 人

〔 部長・参事級 〕

環境農政局新エネルギー・温暖化対策部長（環境農政局企

画調整部企画調整課長） 藤 巻 均

環境農政局環境保全部長（環境農政局環境部大気水質課長）

轉 次 郎

環境農政局企画調整部企画調整課長（政策局政策総務部土

地水資源対策課長） 髙 橋 創 一

自然環境保全センター所長（自然環境保全センター副所長）

益 子 篤

〔 部長・参事級 〕

かながわ県民活動サポートセンター所長（自然環境保全セ

ンター所長） 松 田 宏 一

教育局企画調整部企画調整課長（環境農政局企画調整部環

境計画課長） 星 崎 雅 司

〔 課長級 〕

環境農政局 新エネルギー・温暖化対策部地球温暖化対策

課長（環境農政局環境部地球温暖化対策課長）

宮 越 雄 司

同 新エネルギー・温暖化対策部太陽光発電推進課長

（環境農政局環境部交通環境課長） 山 口 健太郎

同 新エネルギー・温暖化対策部交通環境課長（安全防

災局危機管理部工業保安課副課長） 松 浦 治 美

同 環境保全部環境計画課長（知事室秘書課長）

伊 藤 靖 志

同 環境保全部大気水質課長（環境農政局環境部大気水

質課副課長） 塩 谷 映 雄

同 環境保全部廃棄物指導課長（横須賀三浦地域県政

総合センター環境部長） 野 中 幸 裕

同 環境保全部環境整備センター担当課長（選挙管理委

員会書記長代理） 堀 端 保 聖

同 水・緑部水産課長併神奈川海区漁業調整委員会事務

局長（環境農政局水・緑部水産課副課長）鵜 飼 俊 行

水産技術センター所長（環境農政局水・緑部水産課長）

米 山 健

農業技術センター畜産技術所長（環境農政局農政部畜産課

副課長） 吉 田 昌 司

フラワーセンター大船植物園長（農業技術センター北相地

区事務所長） 坂 本 英 介

横須賀三浦地域県政総合センター環境部長（環境農政局環

境部廃棄物指導課副課長） 山 﨑 宣 明

横須賀三浦地域県政総合センター農政部長（水産技術セン

ター相模湾試験場長） 武 富 正 和

県央地域県政総合センター農政部長（農業技術センター畜

産企画研究担当部長） 石 田 聡

湘南地域県政総合センター環境部長（県央地域県政総合セ

ンター環境部環境調整課長） 加 藤 洋

湘南地域県政総合センター農政部長（環境農政局企画調整

部企画調整課副課長） 草 野 伊知郎

足柄上地域県政総合センター環境部長（県土整備局建築住

宅部建築安全課副課長） 佐 藤 治 郎

足柄上地域県政総合センター森林部長（自然環境保全セン

ター森林再生部水源の森林推進課長） 小 林 学

西湘地域県政総合センター環境部長（横須賀三浦地域県政

総合センター環境部環境課長） 穂 積 克 宏

西湘地域県政総合センター農政部長（県央地域県政総合セ

ンター農政部農地課長） 杉 山 文 章

環境科学センター副所長兼 環境科学センター環境情報部

長（商工労働局産業部産業活性課長） 屋 宮 正 吾

自然環境保全センター副所長（環境農政局企画調整部協同

組合検査課長） 齋 藤 千 春

自然環境保全センター研究企画部長兼 自然環境保全セン

ター自然保護公園部長（環境農政局水・緑部水源環境保全

課副課長） 濵 名 成 之

自然環境保全センター森林再生部長（足柄上地域県政総合

センター森林部長） 小 笹 雅 弘

水産技術センター相模湾試験場長（水産技術センター専門

研究員） 前 川 千 尋

農業技術センター三浦半島地区事務所長（農業技術センタ

ー病害虫防除部長） 高 橋 和 弘

藤沢土木事務所なぎさ河川砂防部長（平塚土木事務所工務

部道路都市課長） 鈴 木 勲 生

横浜川崎治水事務所副所長（神奈川県税事務所副所長）

佐 藤 隆 幸

横浜川崎治水事務所工務部長（小田原土木事務所工務部河

川砂防第二課長） 小 松 雅 一

環境農政局企画調整部企画調整課副課長（会計局会計課グ

ループリーダー） 髙 橋 千 晶

同 新エネルギー・温暖化対策部太陽光発電推進課副課

長（環境農政局環境部地球温暖化対策課グループリーダー）

小 碇 聡 史

同 環境保全部環境計画課副課長（安全防災局危機管理

部工業保安課グループリーダー） 長谷川 陽 一

同 環境保全部環境計画課課長代理【財団法人地球環境

戦略研究機関派遣】（政策局政策総務部政策総務課グルー

プリーダー） 山 田 泰 志

同 水・緑部自然環境保全課副課長（環境農政局環境部

地球温暖化対策課副課長） 山 田 こずえ

同 水・緑部水源環境保全課副課長（環境農政局水・緑

部森林再生課グループリーダー） 滝 沢 尚 史

同 水・緑部水産課副課長（環境農政局水・緑部水産課

技幹） 杉 浦 暁 裕

同 農政部畜産課副課長（環境農政局農政部畜産課グル

ープリーダー） 髙 尾 健太郎

西湘地域県政総合センター農政部森林課長（足柄上地域県

政総合センター森林部森林課長） 鳥 海 善次郎

自然環境保全センター森林再生部水源の森林推進課長（環

境農政局水・緑部自然環境保全課副課長）西 口 孝 雄

農業技術センター病害虫防除担当部長（農業技術センター

専門研究員） 山 元 恭 介

農業技術センター北相地区事務所研究課長兼 環境農政局

農政部農業振興課課長代理【農産物安全管理担当】（環境

農政局農政部農業振興課副課長） 舩 橋 秀 登

農業技術センター畜産技術所企画研究課長（農業技術セン

ター専門研究員） 井 澤 清
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平成 23年第２回県議会定例会
（６月提案分）提出予定議案の概要

6/14 総務部 総務課

平成 23 年第２回県議会定例会（６月提案分）提出予定
議案の概要を別添のとおり作成しましたので、お知らせい

たします。

Ⅰ 平成 23年度６月補正予算案
１ 歳入・歳出補正予算案の概要

２ 補正予算案の主な内容

３ 補正予算案 関係資料

Ⅱ 平成 23 年第２回県議会定例会（６月提案分）条例案等
１ 提出予定議案の概要

２ 各条例案等の概要

３ 条例案等案 関係資料

平成 23 年第２回県議会定例会（６月提案分）提出予定
議案の概要は、PDFファイルで掲載しております。
平成 23 年第２回県議会定例会（６月提案分）提出予定

議案の概要 [PDFファイル／ 2.28MB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/173395.pdf
抜粋

Ⅰ 平成 23年度６月補正予算案
１ 歳入・歳出補正予算案の概要

（3）主な内容
○ 電力対策 9 億 9，876 万円
・住宅や県有施設への太陽光発電設備の設置促進

・太陽光発電と一体となった蓄電システムの開発・普及

・社会福祉施設等への非常用自家発電設備の整備

○ 地震防災対策 35億 3，009万円
・防災対策の充実 、

・県有施設の耐震化等の推進

・被災者・被災地への支援

○ 県民生活・経済対策 11億 2，567万円
・農産物の放射能検査・分析体制の強化

・宿泊客の回復に向けた観光キャンペーンの実施

・基金を活用した雇用・就業機会の創出

○ その他 69億 3，241万円
・子ども手当つなぎ法への対応

・新しい公共の担い手への支援

２ 補正予算案の主な内容

（1）電力対策
○住宅用太陽光発電導入促進事業費 3 億 1，200 万円

全国に先駆け次世代エネルギーモデルを実践する

「かながわソーラープロジェククト」を推進する

ため、住宅用太陽光発電設備の設置に対する補助

件数の拡大を図る。 補助件数増 6，000 件
○ 県有施設への太陽光発電設備の導入（P8 参照）

「かながわソーラープロジェクト」を推進するた

め、県有施設の建替工事などに合わせて太陽光発

電設備を導入する。

◎○ 蓄電プロジ工クト推進事業章 400 万円
太陽光発電と一体となった蓄電システムの開発

普及を目指す「蓄電プロジェクト」を推進するた

め、電気自動車用として利用に適さなくなった蓄

電池と太陽光発電設備等を組み合わせた蓄電モデ

ルの実証試験を県有施設で実施する。

（2）地震防災対策

ア 防災対策の充実

◎○ 津波等避難対策緊急支援事業責 3，300 万円
東日本大震災の発生を踏まえ、市町村が緊急的

に実施する津波等の避難対策に対して、特例的に

助成する。

○ 緊急地震速報機器整備責 410 万円
地震による被害を最小限とするため、多くの県

民が利用する県有施設など 13 施設に緊急地震速
報機器を整備する。

（3）県民生活・経済対策
◎○ 農産物放射能検査事業費 1，931 万円

東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事

故により、県内の農産物への影響が懸念されるた

め、放射能測定機器を整備し、今後の検査・分析

体制の強化を図る。

（4） その他

◎○ 箱租ジオパーク推進費 150 万円
箱根火山及びその周辺地域の地質資源等を活用し

て、地域の活性化につなげるために、日本ジオパ

ークの認定を目指す箱根ジオパーク推進協議会の

運営費の一部を負担する。

○ 新しい公共支援事業費 1 億 1，992 万円
行政だけでなく、市民、NPO、企業など、地域

で活動する多様な担い手が協働し、ともに公共を担

う社会（新しい公共）の実現を目指すため、NPO
等の自立的活動を支援する。

Ⅱ 平成 23 年第２回県議会定例会（６月提案分）条例案
等

２ 各条例案等の概要

【条例の改正】

○ 紳奈川県手数料条例の一部を改正する条例

○ 収入証紙に関する条例の一部を改正する条例

○ 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正

する条例

条例の施行後 10 年が経過する中で、本県の生活環境
は大気・水質ともに大幅な改善が認められているが、県

民の環境に関する意識の高まりなど社会的状況の変化や

環境改善の現状等を踏まえ、指定事業所の設置許可や変

更届に関する手続きの簡素化などを図るとともに、環境

保全における事業所の自主的な取組や県民・事業者の相

互理解を促進するため、所要の改正を行うもの。

○ 港湾の設置及び管理等に関する条例の一部を改正する

条例

○ 神奈川県高校生修学支援基金条例の一部を改正する条

例

３ 条例案等関係資料

袖奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正

する条例案の概要

（1）目 的

条例の施行後 10 年が経過する中で、本県の生活環境は
大気・水質ともに大幅な改善が認められているが、県民の

環境に関する意識の高まりなど社会的状況の変化や環境改

善の現状等を踏まえ、指定事業所の設置許可や変更届に関

する手続きの簡素化などを図るとともに、環境保全におけ

る事業所の自主的な取組や県民・事業者の相互理解を促進

するため、所要の改正を行う。

（2）内 容

ア 定義の改正

土壌汚染に係る規制対象物質を、土壌汚染対策法に

合わせて「特定有害物質」として定義し、地下への浸
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透規制対象物質を「地下浸透禁止物質」として定義を

改める。また、粉じんに係る規制対象作業に建築物等

の解体作業を追加する。

イ 指定事業所の設置等の手続き等の見直し

設置の許可を要する事業所（以下「指定事業所」と

いう。）の手続規定を見直し、手続きの実効性の担保

を図る。

ウ 指定事業所の自主管理の推進

事業者が自主的に環境配慮を行っている取組内容を

評価する制度と、自主管理を推進する制度を設ける。

エ 環境情報の開示等の促進

県民の環境に関する意識の高まりを踏まえ、環境負

荷を低減する活動や環境保全に関する活動、及び環境

への負荷を生じさせ又はそのおそれを生じさせる事業

活動の状況に関する情報（環境情報）を、県民と事業

者が共有し相互理解を進める趣旨の規定を定める。

オ 他法令の規制との関係整理

条例が、法令に先行して定めてきた項目（土壌汚染対

策、廃棄物処分場跡地対策）について、関係法令の整

備に伴い重視した規定を整理し、条例による独自の規

制内容を明確化するとともに、土壌汚染対策法に基づ

く土壌調査において土壌汚染が確認された場合に、条

例に基づき地下水への影響を確認する調査の実施を義

務付けるなどの改正を行う。

力 その他の改正

屋外燃焼行為の制限及び不飽和ポリエステル樹脂の

塗布作業の規制を見直すとともに、特定低公害車の導

入義務を削除する。また、応急措置を実施する事故の

報告制度とともに、違反者等への勧告・公表に関する

規定を定める。

キ 罰則の改正

変更の事前届出及び不飽和ポリエステル樹脂の塗布

作業に係る規制の見直しに伴い、罰則規定を改正する。

（3）施行期日
公布の日から起算して 1 年 3 月を超えない範囲内にお
いて規則で定める日

自然環境・野生生物

5/23 第 16 回（第２期第８回）「水源環境保全・再生
かながわ県民会議」を開催

水・緑部 水源環境保全課

農・林・水産業

6/3 お茶の出荷自粛などに伴う「つなぎ融資」制度

の創設について

農政部 就農参入支援課

6/21 地域のスーパーマーケットで食育・地産地消を

アピールします！

環境農政局 総務部 かながわ農林水産ブランド戦略課

「里地里山保全等地域」の選定

―秦野市堀西―
5/31 農政部 農地保全課

神奈川県では、里地里山の多面的機能の発揮と次世代へ

の継承を図るため、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」を施行しまし

た。

今回、同条例に基づき、秦野市の堀西の地域を「里地里

山保全等地域」として選定しました。今回の選定により、

県内の里地里山保全等地域は累計１１地域（秦野市内では

累計３地域）となります。

今後、神奈川県では、選定地域における土地所有者等と

保全等の活動を行う団体との活動協定の締結に向け、支援

を行っていきます。

なお、秦野市堀西の里地里山保全等地域の選定について

は、秦野市も同じ内容の発表をしています。

１ 里地里山保

全等地域の名称

及び概要

秦野市堀西里

地里山保全等地

域

秦野市の北西

部に位置し、地

区の西側には塔

ノ岳・鍋割山を

水源とする四十

八瀬川が南北に

流れ、東側に水

田、台地が広が

る地域で、現在

も非常に多くの

自然が残ってい

ますが、農林業

家の高齢化によ

る手入れ不足に

より、農地や森

林の荒廃化が進

んでいます。

このような中、地元住民の組織が里地里山の保全を始め

ており、今後は都市住民とも連携しながら、四十八瀬川沿

いに見られた彼岸花やホタルを取り戻すなど、里地里山の

多面的機能を発揮させていくことなどを目指しています。

＜面積 約２２．３８ヘクタール＞

２ 選定年月日

平成２３年５月３１日

生活環境・公害

5/30 山梨県・静岡県・神奈川県合同富士箱根伊豆地

域不法投棄防止一斉パトロールの実施

環境農政局 環境保全部 廃棄物指導課

6/10「東京電力福島第一原子力発電所に関する緊急

要望」の提出 危機管理部 危機管理対策課

6/16 平成 23 年度かながわ環境ポスター・標語コン
クールの作品を募集します！

環境農政局 総務部 総務課

6/24 いちばんは安全であること 「首都圏Ｎｅｗ！

水道水キャンペーン」を実施します！

企業局 水道部 経営課

6/29光化学大気汚染緊急時措置の発令状況
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平成 23年６月 29日（水曜日）（本年度注意報 １回目）

環境農政局 環境保全部 大気水質課

6/30 東京湾水質一斉調査
－参加機関及び関連イベントへの参加者を募集しています－

環境農政局 環境保全部 大気水質課

県内の

海水の放射能濃度測定

5/6 生活衛生部 環境衛生課

神奈川の海岸では通年を通して大勢の人がサーフィンな

どを楽しんでおり、特に夏には毎年 400 万人を超える海
水浴客が訪れます。

こうした中、福島第一原子力発電所において、低レベル

の放射性廃液を海に放出したことなどを踏まえ、県では、

神奈川県内の海水の安全性を確認するため、４月 12 日
（火）に県内の海水を採取したうえ、放射能濃度について

測定し、放射能が検出されないことを確認しました。

この度、今年の海水浴シーズンに向けて、引き続き県内

の海水の安全性を確認するため、県内海水浴場周辺の海水

について、市町と連携して次のとおり放射能濃度を測定す

ることとしましたのでお知らせします。

１ 測定期間等

・ 平成 23年５月９日（月）～８月 22日（月）
・ 毎週月曜日に７か所程度の海水を採水

・ 火曜日から水曜日にかけて分析

・ 水曜日に結果を発表予定

２ 採水場所

・ 県内 27海水浴場周辺の 25か所で採水
（横須賀市長浜と三浦市和田、鎌倉市腰越と藤沢市

片瀬東浜はそれぞれ１か所で採水）

３ 測定回数

・ 各海水浴場ごとに毎月１回

・ ４月 12 日に採水した茅ヶ崎市の採水地点（ヘッ
ドランド）については、定点として毎週１回

４ 測定項目

(1) 放射性物質（ヨウ素－ 131、セシウム－ 137、
セシウム－ 134）
(2) 海水温度（採水場所）、pH

５ 測定場所

・ 神奈川県衛生研究所

県内で生産された

農産物の放射能濃度
5/11 5/13 6/21 6/23 農政部 農業振興課

(5/11)
神奈川県内で生産された農産物（ホウレンソウ、コマツナ

及びチャ(生葉)）の放射能濃度について、農林水産省の協

力を得て検査を実施したところ、測定値で食品衛生法上の

暫定規制値を上回るものがありました。

（採取日：５月９日、ホウレンソウ、チャ、５月 10 日、
コマツナ）

農産物の種類（生産地） 核種別放射能濃度

〔Bq（ベクレル）/ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

ホウレンソウ 不検出 不検出

(平塚市)露地

コマツナ 不検出 不検出

(相模原市)露地

チャ（生葉）(南足柄 不検出 ５５０

市)１回目 露地

チャ（生葉）(南足柄 不検出 ５７０

市)２回目 露地

※ 検査機関：民間分析機関

この検査結果を受け、本日、チャ（生葉）について、南

足柄市及びＪＡかながわ西湘農協に対し、当分の間、今年

産の足柄茶の出荷について自粛を要請しました。

なお、今回規制値を上回ったチャ（生葉）については、

引き続き採取し分析をしてまいります。また、念のため農

業団体の協力を得て、早急に県内チャ生産地の調査を実施

してまいります。

（5/13）その 1
神奈川県内で生産された農産物（チャ(生葉)）の放射能濃

度について、検査を実施したところ、測定値で食品衛生法

上の暫定規制値を上回るものがありました。

（採取日：５月１１日）

農産物の種類（産地） 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

1回目 2回目 1回目 2回目
チャ（生葉） 露地 不検出 不検出 770 780

(小田原市)

チャ（生葉） 露地 不検出 － 92 －

(秦野市)

チャ（生葉） 露地 不検出 － 330 －

(中井町)

チャ（生葉） 露地 不検出 － 240 －

(松田町)

チャ（生葉） 露地 不検出 － 280 －

(山北町)

チャ（生葉） 露地 不検出 － 158 －

(開成町)

チャ（生葉） 露地 不検出 不検出 670
(愛川町) 670
チャ（生葉） 露地 不検出 不検出 690 740
(清川村)

※ 検査機関：神奈川県衛生研究所

この検査結果を受け、本日、チャ（生葉）について、小

田原市、愛川町、清川村、かながわ西湘農協、県央愛川農

協、厚木市農協に対し、当分の間、今年産の足柄茶の出荷

を自粛するよう要請しました。

（5/13）その２
神奈川県内で生産された農産物（チャ(生葉、荒茶)）の

放射能濃度について、農林水産省の協力を得て検査を実施

したところ、測定値で食品衛生法上の暫定規制値を上回る

ものがありました。
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（採取日：５月 12日、相模原市分は 5月 13日）
農産物の種類（産地） 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

チャ（生葉） 不検出 320
(厚木市) 露地

チャ（生葉） 不検出 200
(伊勢原市) 露地

チャ（生葉） 不検出 64
(大井町) 露地

チャ（生葉） 不検出 330
(箱根町) 露地

チャ（生葉） 不検出 530
(真鶴町) 露地

チャ（生葉） 不検出 680
(湯河原町) 露地

チャ（生葉） 不検出 440
(相模原市) 露地

チャ（荒茶） 不検出 3,000
(南足柄市) －

※ 検査機関：神奈川県衛生研究所

この検査結果を受け、本日、チャ（生葉）について、真

鶴町、湯河原町、かながわ西湘農協に対し、当分の間、当

該市町村の今年産の足柄茶の出荷について自粛を要請しま

した。

念のために検査しました荒茶につきましては、暫定規制

値はありませんが、厚生労働省と農林水産省でどのように

扱うか現在検討されていると伺っております。

なお、規制値を上回った地域のチャ（生葉）については、

すべて出荷を自粛しておりますので、今後出荷販売される

足柄茶はすべて暫定規制値を下回るものだけであり、安心

してお飲みください。

（5/13）その３
南足柄市で採取したチャ（生葉）から食品衛生法上の暫

定規制値を上回る結果が出たことを受けて、念のためホウ

レンソウの放射能濃度について、農林水産省の協力を得て

検査を実施したところ、不検出でしたので県民の皆様には

安心して食べていただきたいと思います。

（採取日：５月 12日）
農産物の種類（産 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/ｋｇ〕

地） 放射性ヨウ素 放射性セシウム

ホウレンソウ 不検出 不検出

(南足柄市)露地

※ 検査機関：民間分析機関

(6/21)
神奈川県内で生産された農産物（チャ）の放射能濃度に

ついて、検査を実施したところ、測定値で食品衛生法上の

暫定規制値を上回るものがありました。

農産物の種類（産地） 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

チャ（一番茶 荒茶） 不検出

(秦野市) 420
チャ（一番茶 荒茶） 不検出 1,140
(松田町)

チャ（一番茶 荒茶） 不検出 1,250
(山北町)

チャ（一番茶 荒茶） 不検出 1,290

(相模原市)

チャ（二番茶 生葉） 不検出 不検出

(秦野市)

※ 検査機関：神奈川県衛生研究所

この検査結果を受け、本日、該当市町及び関係農業団体

並びに関係事業者に対し、当分の間、当該市町村の今年産

茶について、出荷及び使用を差し控えるように自粛を要請

しました。

なお、上記の他、暫定規制値を下回った生葉(秦野市産)

を使用した茶が、一部で販売されていたことから、製茶で

（荒茶がなかったため）検査をしたところ結果は不検出で

した。

(6/23）
神奈川県内で生産された農産物（チャ）の放射能濃度に

ついて、検査を実施したところ、測定値で食品衛生法上の

暫定規制値を上回るものがありました。

農産物の種類（産地） 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

チャ（一番茶 荒茶） 不検出 1,330
(中井町)

チャ（二番茶 荒茶） 不検出 360
(秦野市)

※ 検査機関：神奈川県衛生研究所

この検査結果を受け、本日、中井町及び関係農業団体並

びに関係事業者に対し、当分の間、中井町の今年産茶につ

いて、出荷及び使用を差し控えるように自粛を要請しまし

た。

【参考】

○ 食品衛生法上の暫定規制値

放射性セシウム（その他） ５００ Bq/kg
※ 暫定規制値は、原子力安全委員会が示した指標値をも

とに厚生労働省が定めたものです。

※ チャについては、放射性ヨウ素の暫定規制値は定めら

れていません。

○ 農林水産省によると、放射能濃度は、淹れ方にもより

ますが、飲用茶にした場合、荒茶の 50 分の１程度にな
ります。

○ 仮に暫定規制値の 500Bq/㎏の荒茶を使って製造され
た茶葉(製品) 10g を使用してお茶（500ml）を入れた場
合の人体への影響は、（放射性物質の２分の１がお茶に

移行すると仮定）

500Bq/kg× 1/100× 1/2× 1.3× 10-5＝ 0.0000325mSv
となります。

これは、胃のエックス線集団検診（1 回）を受診した
場合の放射線の人体への影響（約 0.6mSv）の約 18,460
分の 1です。

荒茶の放射性物質検査の

暫定規制値に関する国への要望
5/17 環境農政局 農政部 農業振興課

昨日(5 月 16 日)、厚生労働省より別添のとおり、本県
ほか 13 都県の衛生主管部(局)に対し、食品中の放射性物
質検査の実施について事務連絡がありました。

この事務連絡では、今般、生茶葉から放射性セシウムの

検出が継続していることを踏まえ、荒茶についても検査を
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実施し、500Bq/kg を超えるものが流通しないよう対応す
ることなどを求めています。

荒茶を検査対象とすることは適当ではないと考えてお

り、また、根拠が明確でないため、本日、黒川副知事が、

別紙の要望書により厚生労働省及び農林水産省に要望活動

を行いますのでお知らせします。

厚生労働省 阿曽沼 慎司厚生労働事務次官

農林水産省 吉田 公一農林水産大臣政務官

荒茶の放射性物質汚染の暫定規制値に伴う要望書 [Word
ファイル／ 25KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/169100.doc
厚生労働省事務連絡 [PDFファイル／ 43KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/169101.pdf

汚泥の放射性物質濃度等の測定結果

5/12 河川下水道部 下水道課

福島県の下水処理場の汚泥等から比較的高濃度の放射性

物質が検出されたことを受け、県が管理する下水処理場の

汚泥に含まれる放射性物質の濃度等を測定しましたので、

その結果と今後の対応についてお知らせします。

１ 核種分析結果

試料採取日：平成２３年５月６日

測定結果

(1) 汚泥 Bq:ベクレル
処理場名 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

最大値 最小値 最大値 最小値

相模川流域左岸処理 912 839 2,034 1,937
場（茅ヶ崎市柳島）

相模川流域左岸処理 1,117 1,125 2,873 2,712
場（茅ヶ崎市柳島）

相模川流域右岸処理 486 360 1,363 859
場（平塚市四之宮）

酒匂川流域左岸処理 559 464 1,261 819
場（小田原市西酒匂）

(2) 焼却灰
処理場名 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

最大値 最小値 最大値 最小値

相模川流域左岸処理 192 96 269 141
場（茅ヶ崎市柳島）

相模川流域左岸処理 473 264 462 191
場（茅ヶ崎市柳島）

相模川流域右岸処理 242 113 461 169
場（平塚市四之宮）

酒匂川流域左岸処理 84 35 135 87
場（小田原市西酒匂）

(3)流入下水及び放流水
処理場名 核種別放射能濃度〔Bq（ベクレル）/

ｋｇ〕

放射性ヨウ素 放射性セシウム

最大値 最小値 最大値 最小値

相模川流域左岸処理 全て 全て 全て 全て

場（茅ヶ崎市柳島） 不検出 不検出 不検出 不検出

相模川流域左岸処理 全て 全て 全て 全て

場（茅ヶ崎市柳島） 不検出 不検出 不検出 不検出

相模川流域右岸処理 全て 全て 全て 全て

場（平塚市四之宮） 不検出 不検出 不検出 不検出

酒匂川流域左岸処理 全て 全て 全て 全て

場（小田原市西酒匂）不検出 不検出 不検出 不検出

※３検体測定し、最大値と最小値を表に記載（詳細は別添

資料参照）

※放射性ヨウ素は I-131、放射性セシウムは Cs-134、Cs-137
の合計

（参考）

・ 平成 23 年 4 月 30 日に採取した福島県県中浄化セン
ターの汚泥等における測定結果

下水汚泥 ：放射性セシウム 26,400Bq/kg
溶融スラグ：放射性セシウム 334,000Bq/kg
なお、本県では溶融スラグは製造していません。

２ 空間線量率調査結果

測定日：平成２３年５月１０日

測定結果 μ Sv：マイクロシーベルト
処理場名 測定値

最大値 最小

相模川流域左岸処理場 0.06 0.05
（茅ヶ崎市柳島）

相模川流域左岸処理場 0.05
（茅ヶ崎市柳島）

相模川流域右岸処理場 0.05 0.04
（平塚市四之宮）

酒匂川流域左岸処理場 0.05
（小田原市西酒匂）

※ 各下水処理場敷地境界にて計測(詳細は別添資料参照)

※ 測定値は可搬型サーベイメーターによる数値（参考）

・測定実施時間帯における茅ヶ崎市モニタリングポストの

測定値の平均：0.053μ Sv/h
３ 今後の対応

・現在、放射性物質を含む汚泥などの取り扱いに関しての

基準がないことから、焼却灰の搬出を停止し、処理場内で

保管する。

・国に対して、放射性物質濃度の基準値及び下水汚泥等の

安全な処理方策について、早急な策定を要望する。

神奈川県の

温室効果ガス排出量推計結果

（2009年度速報値）
5/13 新エネルギー・温暖化対策部 地球温暖化対策課

～ 神奈川県内の温室効果ガス排出量は、基準年比

1.3％減 ～

神奈川県では、地球温暖化対策の基礎資料とするため、

県内の温室効果ガス（注１）の排出量の推計を毎年実施し

ており、2009年度（平成 21年度）速報値（注２）をとり
まとめましたので、お知らせします。

【 温室効果ガス総排出量 】

2009 年度の温室効果ガス総排出量は 6,928 万トン（二酸
化炭素換算。以下同じ。）で、京都議定書の規定による基準

年（注３）の総排出量と比べると、1.3％下回っている。
これは、全国の排出量（12 億 900 万 t-CO2）の 5.7 ％

にあたる。また、県内の温室効果ガス排出量の 97.1 ％を
二酸化炭素が占めている。



- 26 -

【 二酸化炭素(CO2)排出量 】

温室効果ガスのうち約 97 ％を占める二酸化炭素の排出
量は 6,729 万トンで、2009 年度は基準年の排出量と比べ
ると、3.5％上回っています。
また、二酸化炭素排出量は前年度(2008 年度)と比べる

と 4.7 ％減少していますが、特に産業部門で大幅に減少し
ており、これは景気悪化の影響と考えられるエネルギー消

費量の減少が 2009 年度も続いたこと等が主な原因となっ
ています。

資料：｢神奈川奈川県の温室効果ガス排出量推計結果」

( 2009 年度速報値及び 2008 年度確定値 )について
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/168615.pdf
（注１） 温室効果ガス ： 京都議定書では、次の６種類

のガスを温室効果ガスとしています。

二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)、
ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカー
ボン類(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6)
（注２） 速報値の算定 ： 温室効果ガス排出量の確定値

は、各種統計の年報値に基づいて算定していますが、現段

階では 2009 年度の年報値が公表されていないものなどが
あるため、その部分については、推移を予測して推計して

います。このため、この度とりまとめた速報値と年報値が

公表された段階で推計する確定値との間には、誤差が生じ

る可能性があります。

（注３）京都議定書の基準年 ： CO2、CH4、N2Oは 1990
年。HFCs、PFCs、SF6は 1995年。

神奈川県営水道の浄水場における

汚泥の放射能濃度測定結果
5/19企業局 水道部 浄水課

神奈川県営水道では、県内の下水処理場の汚泥等から

放射性物質が検出されたことを受けて、 寒川浄水場、谷

ケ原浄水場及び鳥屋浄水場の脱水ケーキ等(浄水汚泥)につ

いて、5 月 12 日、13 日の 2 日間にわたってサンプリング
を行い、放射能濃度を測定しましたので、その結果につい

てお知らせします。

１ 核種分析結果 単位：Bq/kg

採取日 項目 寒川浄水 谷ケ原浄水 鳥屋浄水

場（寒川 場（相模原 場（相模

町） 市緑区） 原市緑区）

5月 12日 放射性ヨウ素 163 19 不検出

放射性セシウム 1,232 248 不検出

5月 13日 放射性ヨウ素 331(241) 118 不検出

放射性セシウム 3 , 0 8 8 741 不検出

(3,580)

※ 1 放射性セシウム：セシウム-134 とセシウム-137 の
合計値

※ 2 5 月 13 日寒川浄水場の〔 〕内の値は、乾燥ケー

キの測定結果

※ 3 鳥屋浄水場は、ペットボトル「森の恵み 神奈川の

水」の採水場所

◎ 水道水については、3 月 25 日以降、いずれの浄水場
からも放射性物質が不検出の状況となっておりますので、

安心して飲用等にご利用ください。

（参考）

平成 23 年 5 月 12 日付け『「福島県内の下水処理副次産
物の当面の取扱いに関する考え方」について』（原子力災

害対策本部）によると、「脱水汚泥のうち、10 万 Bq/kg を
超える物など測定された放射能濃度が比較的高いものにつ

いては、可能な限り、県内で焼却・溶融等の減容化処理を

行った上で適切に保管することが望ましい。」とされてい

ます。

２ 今後の対応

浄水場で発生した脱水ケーキ等については、搬出を一時

的に停止し、場内に保管しています。今後も測定を継続し、

関係機関と調整しながら、脱水ケーキ等の取扱いを決める

こととします。

また、今後の測定結果についてはホームページに掲載し

ます。

放射性物質を含む下水汚泥の安全な

処理方策等に係る緊急要望
5/24 河川下水道部 下水道課

神奈川県内の下水処理場の汚泥及び焼却灰から放射性物質

が検出されたことから、放射性物質を含む汚泥等の取扱い

に関する明確な基準の策定等について、国に対し、神奈川

県及び県内全３３市町村が共同して緊急に要望を実施しま

すので、お知らせします。

１ 要望日時

平成２３年５月２５日（水）

２ 要望先

国土交通省 津川政務官

※経済産業省にも要望を行います。

３ 要望内容

下記

４ 要望者

神奈川県知事 黒岩 祐治

要 望 書 平成 23 年 5 月 25 日
放射性物質を含む下水汚泥の安全な処理方策等に係

る緊急要望

神奈川県内の下水処理場の汚泥及び焼却灰から放射性物

質が検出され、汚泥等を処理場から搬出できなくなってい

ます。このままの状況が続けば下水処理に重大な支障を来

たし、県民生活に深刻な影響を与えることとなります。

国においては、5 月 12 日に「福島県内の下水処理副次
産物の当面の取扱いに関する考え方」をとりまとめられた

ところですが、福島県以外での考え方は示されておらず、

また、汚泥の再利用に当たっての具体策も示されていませ

ん。

下水処理を安全かつ安定して行うことは、県民生活上大

変重要であることから、次の点について至急対応していた

だけるよう、緊急に要望いたします。

１ 放射性物質を含む汚泥等の取扱いに関する明確な基準

等、安全な処理方策の策定

２ 汚泥をセメントの原料等として再利用するための具体

的方策の策定
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３ 汚泥を再利用した製品を積極的に使う方策の実施

４ 上記に伴う財政支援

平成 23年 5月 25日
内閣総理大臣 菅 直人 様

国土交通大臣 大畠 章宏 様

経済産業大臣 海江田 万里 様

民主党陳情要請対応本部 本部長代行 長妻 昭 様

神奈川県知事 黒岩祐治

県内各市町村長

不正けし（ハカマオニゲシ）の回収

5/26 6/15 6/24 生活衛生部 薬務課

本日１８時１０分、別添のとおり東京都から不正けしの

回収について公表されました。

都によりますと、平成２３年５月２０日、都内で「麻薬

及び向精神薬取締法」により栽培等が禁止されている「ハ

カマオニゲシ」と思われる植物が発見され、分析検査をし

ており、本日（５月２６日）、当該けしが「ハカマオニゲ

シ」であると断定されました。

この間、都は流通状況を調査しており、福島県の園芸業

者からホームセンターを通じて「オリエンタルポピー」と

して、本県においても２店舗に販売されていたことが情報

提供されましたので、当該２店舗に対し既に販売停止の指

示をしております。

また、本日、不正けしと断定されたことを受け、当該店

に対し、けしに関する注意喚起文書の掲示を行い、購入者

へ回収の協力を呼びかけるよう指導しました。

県では、ホームページに当該けしの写真を掲載し、購入

した県民に対して、回収の協力を呼びかけます。

県民の方で、下記店舗で当該オリエンタルポピーを購入

された方は、県薬務課または県保健福祉事務所等にご連絡

くださるようお願いします。

なお、今回「ハカマオニゲシ」と断定されたものは、赤

・白・ピンクの３色のうち赤色のもののみです。

県内の販売店

① 店名 コメリホームセンター愛川店

所在地 神奈川県愛甲郡愛川町田代字戸倉９３

入荷数 ２８ポット

販売数 １８ポット（このうち赤色は４ポット

または５ポット）

店内在庫数 １０ポット（内訳は赤色５、ピンク３、

白色２であったが、このうち、県で赤

色５ポットについて回収済）

② 店名 コメリホームセンター津久井店

所在地 神奈川県相模原市緑区三ヶ木 304-1
入荷数 ２８ポット

販売数 ２８ポット（このうち、赤色は９ポッ

トまたは１０ポット）

(6/15)
本日、東京都から「不正けし（ハカマオニゲシ）」の発

見について通報がありました。

都によりますと、都民からの情報をもとに都が調査した

結果、「オリエンタルポピー」として、神奈川県内でも下

記の１店舗で販売されていることが判明しました。

本県では、この通報を受け、当該店に対し、流通状況を

調査するとともに、けしに関する注意喚起文書の掲示を行

い、購入者への回収の協力を呼びかけるよう指導しました。

また、ホームページに当該けしの写真を掲載し、購入し

た県民に対して回収の協力を呼びかけます。

県民の方で、下記店舗で当該「オリエンタルポピー ビ

ューティーオブリバーメア」を購入された方は、県薬務課

または県保健福祉事務所等にご連絡くださるようお願いし

ます。

今回「ハカマオニゲシ」と断定されたものは、「オリエ

ンタルポピー ビューティーオブリバーメア」として、昨

年１０月頃から当該店舗で苗の状態で販売されていまし

た。

なお、生育すると赤い花が咲きます。

店名 有限会社ヨネヤマプランテイション本店

所在地 横浜市港北区新羽町２５８２

入荷数 ２７ポット（赤色）

入荷日 ２０１０年１０～１１月

仕入先 大森プランツ株式会社（福島県）

＜資料＞・掲示する注意喚起文書

(6/24)
６月２４日、厚生労働省から「ハカマオニゲシ」に関す

る情報の周知依頼等について連絡がありました。

同省によりますと、昨年９月以降に福島県の農場（６月

１５日発表案件と同一農場）から出荷された「オリエンタ

ルポピー」に「ハカマオニゲシ」が混入し、ホームセンタ

ーを通じて販売されていた可能性があることが新たに判明

しました。

本県では、この連絡を受け、販売した可能性がある店舗

に対し、流通状況を調査したところ、県内にも流通してい

た可能性のあることを確認したことから、けしに関する注

意喚起文書の掲示を行い、購入者への回収の協力を呼びか
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けるよう依頼しました。

また、ホームページに混入が疑われるけしの写真を掲載

し、購入した県民に対して回収の協力を呼びかけます。

下記店舗については、当該「ハカマオニゲシ」を販売し

た可能性がありますので、購入された方は、県薬務課また

は県保健福祉事務所等にご連絡くださるようお願いしま

す。

今回「ハカマオニゲシ」が混入された可能性があるもの

は、「オリエンタルポピー ビューティーオブリバーメア」

として、昨年１０月頃から苗の状態で販売されていました。

なお、ハカマオニゲシは生育すると赤い花が咲きます。

今回新たに判明したハカマオニゲシが混入している可能性

のある県内の販売店 単位はポット

№ 店舗名 所在地 入荷 販売 廃棄

青葉農園 横浜市青葉区 ２８ ５ ２３

鉄町 725
ロイヤルホームセ 横浜市港南区 １４ １３ １

ンター株式会社港 港南台 5-21-1
南台店

ロイヤルホームセ 横浜市旭区上 １０ １０ ０

ンター株式会社横 白根 3-41-1
浜四季の森店

ロイヤルホームセ 相模原市緑区 ７ ７ ０

ンター株式会社相 西橋本 3-9-8
模原橋本店

ロイヤルホームセ 中郡大磯町高 １４ １４ ０

ンター株式会社湘 麗 3-4-17
南大磯店

ロイヤルホームセ 伊勢原市板戸 ７ ７ ０

ンター株式会社伊 ８

勢原店

計 ８０ ５６ ２４

平成 23年度
第 1回海水浴場水質検査結果

6/3 生活衛生部 環境衛生課

１ 概要

海水浴シーズン前に県、横浜市、横須賀市、藤沢市、茅

ケ崎市、平塚市及び小田原市で県内の海水浴場の水質検査

を実施したところ、環境省の定める水浴場水質判定基準で

「適」又は「可」と判定されました。 また、腸管出血性

大腸菌Ｏ１５７を併せて検査したところ、全ての海水浴場

とも検出されませんでした。

２ 調査方法等

調査方法等 [PDFファイル／ 128KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/171315.pdf
３ 判定結果

判定 適 可 不 腸管出 合計 検査実施月

水 質 水 質 水 質 適 血性 日

AA A B 大腸菌

O157

海水浴場 13 9 5 0 0 27 ５月９日～

数 １８日の間の

うち２日間

具体的な場所については、

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/171439.pdf
を見て下さい。

（参考）

海水の放射能濃度について

５月９日（月）～５月３１日（火）にかけて県内２７全

ての海水浴場周辺の海水を測定したところ、放射能は検出

されておりません。

１ 過去５年間の成績（省略）・・・ 過去のニュースレ

ターに掲載してあります。

農用地土壌の放射能濃度

6/6 環境農政局 農政部 就農参入支援課

神奈川県は、農用地土壌における放射能の影響を経時的

に把握するため、県内８地点で調査を実施したところ、測

定結果は次のとおりでした。

農用地土壌中の放射性セシウム濃度は、全ての調査地点で、

国の原子力災害対策本部が発表した、玄米中の放射性セシ

ウム濃度が食品衛生法上の規制値(500 Bq(ベクレル)/kg)以
下となる水田土壌中の放射性セシウム濃度の上限値

（5,000Bq/kg）を下回りました。
本県での稲を含む農作物について、引き続き、作付けを制

限する必要はないと判断しています。なお、今後も調査を

継続していきます。

土壌の採取場所 地目 放射性セシウ 採土日

ム Bq/kg
合計

（ 134 Ｃｓ＋
137Ｃｓ）

横浜市保土ヶ谷区 畑(露地) 104（51＋ 53）５月 16日
注１

川崎市多摩区 畑(露地) 75（33＋ 42）
注２

相模原市緑区 畑(露地) 83（38＋ 45）
注３

平塚市 注３ 畑(露地) 44（18＋ 26）
平塚市 注３ 田 26（10＋ 16）
三浦市 注３ 畑(露地) 31（12＋ 19） ５月 17日
海老名市 注３ 畑(露地) 90（38＋ 52）
海老名市 注３ 田 125（47＋ 78
※ 注１は横浜市環境活動支援センター、注２は川崎市農

業技術支援センター、注３は県農業技術センター本所及

び支所の農用地

※ 検査機関：民間分析機関

※ 分析した土壌は、作土層である表面から深さ 15cm ～
25cm 程度（作土層の厚さの違い）までの土壌を均一に

採取しました。

流域下水道に係る計画の見直し等

6/10 河川下水道部 流域海岸企画課

～ 相模川・酒匂川の｢流域下水道全体計画｣を見直

し､「神奈川県流域下水道中期ビジョン」を策定し

ました～

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/171439.pdf
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県では、相模川と酒匂川の流域において、市町が整備し

ている公共下水道の汚水を集約し、処理を行なうため、県

が事業主体となり市町と連携し流域下水道事業を行なって

います。

平成 21 年度には、今後の人口減少等の社会情勢の変化
や増大する下水道施設の計画的・効率的な維持管理等の新

たな課題に対応するため、県内下水道事業の指針となる「改

定かながわ下水道２１」を策定しました。

この「改定かながわ下水道２１」に基づいて、概ね 20
年後の事業目標を設定する「相模川流域下水道全体計画」

及び「酒匂川流域下水道全体計画」を見直すとともに、さ

らに今後 10 年間の具体的な事業内容を設定した「神奈川
県流域下水道中期ビジョン」を策定いたしました。

１ 冊子の縦覧場所

4 月 1 日から県政情報センター、各地域県政情報コーナ
ー、流域下水道関連市町の下水道担当課、流域海岸企画課、

下水道課および流域下水道事務所等でご覧になれます。

また、流域海岸企画課、下水道課のホームページに掲載

します。

２ 策定に関する県民参画の概要

策定にあたっては、平成 22 年 12 月から平成 23 年１月
にかけて各素案について、県民の皆様よりご意見をいただ

きました。このご意見･ご提案に対する県の考え方や反映

状況は、県民意見整理台帳としてとりまとめています。

３ 県民意見整理台帳の縦覧場所

4 月 1 日から県政情報センター、各地域県政情報コーナ
ー、流域下水道関連市町の下水道担当課、流域海岸企画課、

下水道課および流域下水道事務所等でご覧になれます。

また、流域海岸企画課、下水道課のホームページに掲載

します。

流域海岸企画課ホームページの「流域下水道に係る計画

の見直し等について」

（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7793/）をご覧下さい。
・資料１ 「相模川流域下水道全体計画」 [PDF ファイル
／ 5 0 2 K B]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/171502.pdf
・資料２ 「酒匂川流域下水道全体計画」 [PDF ファイル
／ 378KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/171501.pdf
・資料３ 「神奈川県流域下水道中期ビジョン」 [PDF フ
ァイル／ 1.75MB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/171503.pdf
・資料４ 縦覧箇所一覧 [PDFファイル／ 134KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/172540.pdf

茶の放射性物質検査に係る

今後の対応方針
6/16 農政部 農業振興課

茶の検査や暫定規制値の問題について、この度、改めて

市町村、農業団体及び消費者団体の意見をお伺いしました。

今般、その結果を踏まえた上で、第 3 回東京電力原発事
故神奈川県農業被害対策会議でも議論を行い、県として今

後の対応方針を定めましたので次のとおりお知らせしま

す。

１ 暫定規制値について

○ 「科学的根拠に基づく規制値を設定すべき」との意見

が２９件（７６％）であり、「現状の暫定規制値で良い」

１件（５％）を大幅に上回った。

○ 具体的な意見としては、「二番茶の収穫や来年以降に

向けた管理などで、生産者の戸惑いは増大している状況

もあり、問題解決が長期化されることはさけるべき」や

「早急に科学的知見に基づく基準が設定されるとは思え

ない」などの意見があったものの、科学的根拠に基づく

規制値の設定を否定するものではなかった。

○ 厚生労働大臣も食品安全委員会の食品健康影響評価の

結果を踏まえ、食品衛生法上の規制のあり方を検討する

こととしている。

○ 本県としては、これらを踏まえ、国に対して、「科学

的根拠に基づく規制値の設定」を引き続き要望していく。

２ 荒茶・製茶の検査について

○ 「荒茶・製茶で検査すべき」との意見が２４件（６３

％）であり、「検査をすべきではない」７件（１８％）

を大幅に上回った。

○ 具体的な意見としては、消費者団体からは「安心して

お茶を飲むために、荒茶に対する検査をして欲しい」、

生産者団体からは「長引けば風評被害が拡大する」など、

検査実施を求める意見が殆どであった。

○ 本日開催した対策会議においても、同様の意見であっ

た。

○ 生産者や消費者等の意向及び対策会議での議論を踏ま

え、安全な農産物の提供により県民の健康を守る立場、

また、風評被害防止などにより生産者の経営安定を図る

立場から、県として慎重に検討した結果、荒茶の検査を

実施する。

○ また、二番茶については生産者団体からの要望もあり、

生葉及び荒茶の検査を実施する。

茶の放射性物質検査に係る意見照会の結果（集計表）[PDF
ファイル／ 153KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/173869.pdf

残留農薬基準値を超過した農産物

6/22 環境農政局 農政部 就農参入支援課

平成 23 年６月 20 日（月）に、横浜市保健所から食品
衛生法に基づき、平成 23 年６月 14 日(火)に横浜中央卸売
市場で収去※した「キュウリ」及び「こまつな」から、食

品衛生法の残留農薬基準を超える「プロチオホス」（殺虫

剤）が検出されたとの情報提供があった。

「キュウリ」０．０７ mg／ kg（基準値０．０１ mg／ kg）
「こまつな」０．５５ mg／ kg（基準値０．０１ mg／ kg）
県では、平成 23 年６月 21 日(火)に農薬取締法に基づき

各生産者への立入検査を実施し、指導を行いました。

※ 収去とは、食品衛生法第 28 条の規定により、食品衛生監

視員が食品関係営業施設に立入り、試験検査をするために必

要な限度で食品及び食品添加物等を無償で持ち帰ることをい

います。

１ 農薬取締法に基づく生産者に対する立入検査結果

（１）キュウリ生産者（横浜市港北区）

ア 栽培・出荷状況

（ア）栽培面積

キュウリを約 450 ㎡のハウスの一部 50 ㎡で、キ
ュウリ 50株を栽培
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（イ）出荷状況

５月 28 日から出荷が開始され６月 16 日まで計６
回で 83kgのキュウリを出荷

（ウ）出荷先

横浜中央卸売市場内の卸売会社

イ 農薬使用状況

立入検査の結果、５月９日に、別の畑で栽培してい

るキャベツに、プロチオホス乳剤（商品名：トクチオ

ン乳剤）を使用し、その残液を作物登録があるかどう

かの確認を行わないまま、適用がない※「キュウリ」

に散布した。

※ 農薬取締法に基づく、農薬登録における適用作

物でない。

ウ 指導事項

農薬の使用状況が農薬取締法の使用基準違反に該当

することから、農薬の登録内容を確認して使用するこ

となど、農薬の適正使用の徹底を口頭で指導した。

エ その他

既に出荷された「キュウリ」については、横浜市保

健所から、出荷者に対して回収が命じられた６月 13
日の出荷分以外についても、出荷先の卸売会社を通じ

て自主回収を実施している。

また、生産者は、当該キュウリの生産を自主的に取り

やめる予定。

（２）こまつな生産者（横浜市都筑区）

ア 栽培・出荷状況

（ア）栽培面積

90 アールの露地畑でこまつな及びホウレンソウを
周年で栽培

（イ）出荷状況

当該農薬が残留した可能性があるこまつなは、６

月 13 日から出荷が開始され、６月 20 日まで計３
回で 1,700束（約 550kg）を出荷

（ウ）出荷先

横浜中央卸売市場内の卸売会社

イ 農薬使用状況

立入検査の結果、６月６日に、庭木にプロチオホス

乳剤（商品名：トクチオン乳剤）を散布し、農薬散布

機を洗浄しないまま翌日（６月７日）にこまつなに登

録のある農薬を散布した。

このため、農薬散布機に残ったプロチオホス乳剤が

検出されたと推測される。

ウ 指導事項

農薬の使用状況は農薬取締法の使用基準違反には該

当しないが、不適切な取り扱いにあたることから、農

薬散布機の洗浄の徹底等を指導した。

エ その他

既に出荷された「こまつな」については、横浜市保

健所から出荷者に対して回収が命じられた６月 13 日
の出荷分以外についても、出荷先の卸売会社を通じて

自主回収を実施している。

また、生産者は、当該農薬が残留した可能性がある「こ

まつな」については自主的に廃棄する予定。

２ 今後の対応

県関係機関、市町村及び農業団体に対し、機会を捉えて

農業者等に対する農薬散布機の洗浄など農薬適正使用の徹

底を依頼し、再発防止を図る。

※ 本件については、横浜市保健所が本日記者発表を行

なっておりますので、そちらもご参照ください。

違反食品の発見について（横浜市保健所記者発表資料）

[PDFファイル／ 125KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/174571.pdf

エネルギー・省エネ

5/13 環境にも家計にも人にもやさしいエコドライブ

を学ぼう！―「エコドライブ講習会」を開催―

新エネルギー・温暖化対策部 蓄電推進課

5/17 節電チャレンジ」の実施 総務部 総務課

「かながわソーラープロジェクト研究会」の設

置及び開催

新エネルギー・温暖化対策部 地球温暖化対策課

5/31 九都県市 節電及び地球温暖化防止キャンペー

ン実施

新エネルギー・温暖化対策部 地球温暖化対策課

6/8「太陽経済かながわ会議」 ～今、始まる。ソー

ラー革命！～ の開催について

新エネルギー・温暖化対策部 地球温暖化対策課

6/17 平成 23 年度電気自動車（ＥＶ)用急速充電設備
設置事業補助金 申請受付スタート！

新エネルギー・温暖化対策部 蓄電推進課

6/20 九都県市首脳会議環境問題対策委員会主催「九都県
市再生可能エネルギー活用セミナー」の実施について

環境農政局 新エネルギー・温暖化対策部 太陽光発電推進

課

「かながわソーラープロジェクト」

庁内推進体制

5/2新エネルギー・温暖化対策部 地球温暖化対策課

「かながわソーラープロジェクト」庁内推進体制が決まり

ましたので、お知らせします。
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神奈川県電力・節電対策

基本方針骨子について
5/17総務局 総務部 総務課

本県では、東日本大震災に伴う電力不足に対応するため、

『電力・節電対策基本方針骨子』を別紙のとおりとりまと

めました。

１ 趣旨

東日本大震災に起因する電力需給の逼迫に伴い実施され

た計画停電は、 本県においても深刻な影響を与えた。

冷房需要等の増す夏場に向けては、電力需給が逼迫する

ことが想定されるため、本県では電力・節電対策の骨子を

作成し、社会的に影響の大きい計画停電を確実に回避する

対策を講じていくとともに、今後のエネルギー施策のある

べき姿を見据え、次世代エネルギーモデルについても推進

を図る。

２ 骨子の概要

(1) 県自らの率先した取組
県は、政府とともに節電を呼びかける立場でもあること

から、本庁庁舎をはじめとする県自らの施設については率

先して節電に取り組むこととし、県民の生命・安全等に関

わる施設に配慮しながら、県施設全体で使用最大電力の１

５％以上を抑制する。

(2)県民・事業者・市町村等と連携した取組
県民や事業者等に対する取組として、国の抑制目標の達

成に向けて、 県民・事業者・市町村が連携して、節電を

推進するための県民運動を展開するとともに、事業者の節

電に向けた取組なども促進していく。

(3) 新エネルギー導入促進
電力需要を抑制する取組だけでなく、電力供給面の取組

として、再生可能エネルギーを最大限に活用する「かなが

わソーラープロジェクト」 などを推進していく。

３ 今後の対応

基本方針骨子をもとに、国の対策と整合を図りながら、

速やかに具体的な取組をとりまとめ、基本方針として今後

公表する予定。

グリーンＩＴ活用産業振興事業・

平成２３年度採択プロジェクト決定
5/24 総務部 中小企業支援課

県では、国の交付金を活用した「ふるさと雇用再生特別

基金事業」の一環として、ＩＴ／エレクトロニクス分野に

おける、省エネルギー・低炭素化を促進する事業化プロジ

ェクトを支援し、産業振興のための早期事業化支援と雇用

創出に取り組みます。

■ グリーンＩＴ活用産業振興事業の概要 ■

① 県内の中小・ベンチャー企業を含む２つ以上の団体が

連携し、

② ３人以上の失業者の雇用を生み出すことが可能な、

③ ＩＴ／エレクトロニクス分野に関連し、省エネルギー

・低炭素化を促進する、

「事業化プロジェクト」を公募し、外部選考委員等による

選考を経て採択した３件のプロジェクトについて、事業化

に向けた支援を行っていきます。

■ 採択プロジェクト ■

○省エネルギーセンサネットワークを実現する新型電波

センサの事業化

（プロジェクトメンバー）

株式会社ケイエスピー、サクラテック株式会社、ア

ールエフ・チップス・テクノロジー株式会社

（プロジェクト概要）

開発する新型電波センサは、数十センチの精度で人

や人の動きをリアルタイムに検出可能なセンサである。

高精度なリアルタイム計測により、空調や照明を適切に

制御するきめ細かなパーソナル設備制御や、低速渋滞時

における車のスムーズな発進及び停止を自動的制御する

など、機器単体での省エネではなく環境計測データをも

とにしたシステム最適制御により、さらなる省エネ効果

が期待できる。新型電波センサは、前記いずれの用途で

も事業化の可能性があるが、本プロジェクトではニーズ

が顕在化している自動車用近距離レーダの事業化を目指

す。

○ 高性能超小型ＳｉＣ半導体パワー実装モジュールの開

発及び事業化

（プロジェクトメンバー）

財団法人神奈川科学技術アカデミー、マイクロモジュ

ールテクノロジー株式会社、国立大学法人横浜国立大学

（プロジェクト概要）
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地球温暖化対策のため、電気自動車等のクリーンエネ

ルギー利用の普及拡大には、蓄電池・モーター・インバ

ータの小型化・省エネルギー化の実現による低価格化が

求められているが、特に電気自動車用のインバータでは、

高温・大電流にも対応可能なＳｉＣ半導体を採用するこ

とで、電力損失を低減でき、抜本的な小型化・省エネル

ギー化が可能である。本プロジェクトでは、高耐熱樹脂

材料、信頼性・接合評価・実装技術を結集し、放熱性に

優れたインバータ用高性能超小型ＳｉＣ半導体に対応可

能なパワー実装モジュールを開発、材料・デバイス企業

と連携し、パワーモジュール受託開発製造の事業化を図

る。

○ 次世代照明用高効率電源ＩＣおよび電源モジュールの

開発

（プロジェクトメンバー）

ＲＥＶＳＯＮＩＣ株式会社、株式会社リニアデザイン

（プロジェクト概要）

本プロジェクトでは、次世代照明のキーコンポーネン

トである「ＬＥＤ照明用電源」の事業化に向けて、各メ

ンバーの有する半導体・エレクトロニクス分野における

ターンキーサービス事業の強み、インテリジェント・ア

ナログＩＣの設計開発力を活かし共同で、①世界トップ

レベルの高効率化（効率 90%以上）、②低雑音化（新方
式採用によるスイッチング・ノイズの低減）、③小型化

（力率改善回路とコンバータ回路の１チップ化による部

品点数削減）等を同時に達成し、グローバルマーケット

に通用する「ＬＥＤ照明用電源制御用ＩＣおよび電源モ

ジュール」の新規開発を目指す。

神奈川県電力・節電対策

基本方針の策定
5/25 総務部 総務課

本県では、過日、東日本大震災に伴う電力不足に対応す

るため、「神奈川県電力・節電対策基本方針骨子」をとり

まとめましたが、この度、具体的な取組を盛り込んだ「神

奈川県電力・節電対策基本方針」を策定しましたので、お

知らせします。

１ 目 的

県民、事業者、行政が一体となって使用電力の抑制等に

取り組み、電力の需給バランスの悪化に伴う不慮の大規模

停電や、県民生活・事業活動への影響の大きい計画停電を

回避するとともに、次世代エネルギーモデルの推進を図る。

２ 特徴的な取組

(1) 県自らの率先した取組
○県施設は、県民の生命・安全等に配慮しながら、県施

設全体で 15 ％以上を抑制することとし、特に庁舎系
施設については 25％以上を抑制する。

○県の各施設(小口需要)は、原則、節電目標に応じて契

約電力を引下げる。

○ピーク期間(７月～９月)は、昼休時間を原則 13 時～
14時に変更する。

○職員の繰り上げ出勤を推奨する。

(2) 県民・事業者・市町村等と連携した取組
○県民、企業、行政等で「緊急宣言」を採択し、県民運

動を展開する。

○県民や事業者の優れた節電アクションを顕彰する「か

ながわ節電大賞(仮称)」を実施する。

○「節電相談窓口」の設置や「省エネ・節電診断」等に

より、事業者の節電等の取組を支援する。

○市町村との連携・協力により、県内全域で「節電チャ

レンジ」を実施する。

(3) 新エネルギー導入促進
○「かながわソーラープロジェクト」を推進する。

資料

・神奈川県電力・節電対策基本方針 [PDF ファイル／
234KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/170339.pdf

かながわ

ソーラープロジェクト研究会

第１次報告書
6/21新エネルギー・温暖化対策部 太陽光発電推進課

～ ソーラーバンク構想の具体化に向けた報告書が

提出されました ～

神奈川県では、太陽光発電を加速度的に普及させる具体

的政策手法などを検討するため、学識経験者等による「か

ながわソーラープロジェクト研究会」を設置しております。

この度「かながわソーラーバンク構想」の具体化に向け

て、同研究会が第１次報告書をとりまとめ、村沢義久会長

から知事に提出されましたので、お知らせします。

添付資料

かながわソーラープロジェクト研究会第 1次報告書の概要
平成 23 年６月２１日太陽光発電推進課

１ 検討の目的及び経緯

○ 「かながわソーラープロジェクト」は、原子力への依

存の低下を図るとともに、再生可能エネルギーへの大胆

なシフトを図り、太陽光発電を中心とした次世代エネル

ギー供給モデルの構築を目指すもの。

○ 当研究会は、県からの要請により、まず「かながわソ

ーラーバンク構想」について、住宅用太陽光発電の加速

度的な普及を図る仕組みの課題 検討や取組の方向性を

「第 1次報告書」として取りまとめた。
２ 太陽光発電の普及に係る現状と課題

○ 我が国の太陽光・風力発電は、国内の発電電力量の 1
％程度であり、政府は、2009年 11月に太陽光発電の「新
たな買取制度」を創設しさらに、買取対象を拡大して電

力の全量を買い取る「再生可能エネルギーの（全量）固

定価格買取制度」の導入に向け、第 177 回国会に法案
を提出している。

○ 太陽光発電が電力供給の主要な役割を担うまでには、

設備価格（初期費用負担）の高さ、現行の買取制度下で

は設備投資の回収年数が 10 年を超えること、経年劣化
や故障、導入手続の負担感、電力系統の安定化対策に係

る国民負担についてめコンセンサス形成、など様々な課

題があると考えられる。

３ 「かながわソーラーバンク構想」について

（1）かながわソーラーバンク構想の目指すもの
① ソーラーパネルの設置に多額の初期費用が必要であ

ることが最大の課題となっていることから、設置後の

売電収入により設置費用を賄うことができる仕組みの

構築

② 県民がリーズナブルな価格で安心してソーラーパネ

ルを設置できる仕組みの構築
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③ ソーラーパネル設置に伴う諸手続や設置後のメンテ

ナンスなど、県民の負担感をできる限り軽減する仕組

みの構築

（2） 住宅用太陽光発電に係る買取制度の動向

○ 検討時の経緯を踏まえると、住宅用は引き続き「余

剰買取制度」が続くものと見込まれ、買取期間内（10
年間）の投資回収の実現は困難であり、一定の「残債

務」が残ることば避けられない。

○ 県は「住宅用についても、全量買取かつ買取期間 20
年」の制度化を、国に対して強く働きかけているが、

そうした条件が成立しない場合についても検討する必

要がある。

（3）検討の方向性について

○ ３－（1）の 3 つの「目指すもの」の一体的な達成
が理想的ではあるが、①（設置後の売電収入により設

置費用を賄うこと）は実現が不透明であり、２つのシ

ナリオにより検討を進めることが適当。

（シナリオⅠ）まずは、現行制度下で「目指すもの」の

②及び③の実現を目指して、実現可能な仕組の構築に

ついて最優先で検討を行い、その成果を踏まえた上で

県に対し、「できることから」取り組むよう求める。

（シナリオⅡ）次に、「全量買取かつ買収期間２０年が

制度化された場合を想定し、「目指すもの」の①も含

めた 3 つを、一体的に達成する具体的なスキーム・
方策のあり方について、検討を行う。

４ 現行制度下で取り組むべき「かながわソーラーバンク

構想」の検討（シナリオⅠ）

（1）現行制度下で取り組むべき「かながわソーラーバン
ク構想」のスキームについて

○ 現行の制度を前提として、スピード感をもって取り

組んでいくためには、当面、「ローン」の仕組みを活

用した事業スキームの検討を深め、実現に向けて取り

組むことが適当。

○ 現行の制度下では、県民に対して一定の自己負担（経

済的負担）も必要となるが、

（2）必要となる諸機能とその実現方法について
ア ソーラーパネルの価格低下を促す仕組みが最も重要

なポイントであり、以下のような諸機能が必要

① ソーラーパネルの一括調達機能

② ソーラーパネルの規格化機能（「かながわモデル」

の策定）

③ ソーラーパネル設置に係る相談・支援機能

イ 一括調達を実現するための手法としては、例えば、

一定の期間を定めて、指定する代理店・工務店等に対

し、発注ロットを定めて調達契約を結ぶことなどが考

えられ、今後、検討が必要

ウ 「かながわソーラーバンク構想」の全機能を一体的

に実現しようとした場合は、企業の競争性や活力等が

発揮できないことなどが懸念され、県が責任をもって

諸機能をコントロールすることも必要。したがって、

全ての機能を実現する組織を新たに設けるのではなく

類似の機能・役割を担っている民間企業や団体等を

活用し、県が主導的に相互の連携・調整を図りながら

実現を目指すアプローチが有効

（3）一括調達による価格低下効果を検証するための「モ
デル事業」の展開について

○ ソーラーパネルの価格低下を促す具体的なな仕組み

こついては、県が主導的に「モデル事業」を先行実施

して価格低減効果の検証を行うことも 有効であり、

また、県がソーラーパネルの価格の「目標値」を示し、

メーカーや代理店・施工会社等の努力と協力を促すこ

とも有効

○ 「モデル事業」においては、一括調達する機器の範

囲、規格化、対象地域、事業者間の競争性の発揮など

について、今後、検討が必要

（4）その他の諸課題について
○ そのほかに、「ソーラーローン」の拡大、発電量変

動等への対応、環境価値の活用（グリーン電力証書の

活用）、系統安定化対策等に伴う国民負担、蓄電池の

活用等について、検討を行うことが必要

○ 「かながわソーラーバンク構想」のサービス提供開

始以前に設置した方には 発電量モニタリングや発電

電力のチェックなど、設置後に提供される諸サービス

や、自家消費分の環境価値をグリーン電力証書化して

売却できるようにするなどの支援こついて、今後、検

討が必要

５ 「全量買取制度」の実現を前提とした検討について（シ

ナリオⅡ）

○「全量買取制度」の実現を前提とした「かながわソー

ラーバンク構想」のスキームについては、シナリオⅠ

を発展させる他に、初期設置費用をいったん立て替え

た後に、発電量債権の譲渡を受けて売電収入により、

一定期間をかけて償還していくというアイディアも選

択肢として考えられる。

○ 発電量債権の譲渡を活用したアイディアについて

は、初期資金調達や資金繰り、発電量債権の譲渡の可

能性、国等の補助制度の活用などの諸課題が想定され

る。

６ 当面の普及拡大に向けた取り組みについて

○ 「かながわソーラーバンク構想」の仕組みが具体的

に立ち上がり、効果を発揮するまでには一定期間が必

要であり、夏期・冬期の電力不足に対応する観点から

も、当面の普及拡大を図ることが肝要

○ 神奈川県内では、約 3 万 4，000 戸分程度が既に普
及しているものと推計され、県ではさらに住宅用太陽

光発電補助制度の件数の増や、金融機関の協力を得て

「ソーラーローン」の創設などに取り組んでおり、県

に対して、県内の機運の高まりを適切に捉え、引き続

き現行制度の枠組みの中で様々な取組を講じることを

求める。

自立運転機能の活用による「安心感」や、節電意織

の高まりなども期待される。

• かながわソーラープロジェクト研究会第１次報告書
[PDFファイル／ 1006KB]
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/176464.pdf
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環境アセスメント

【環境農政局 環境保全部 環境計画課】

相鉄・東急直通線に係る

環境影響評価準備書

及び要約書の送付並びに縦覧等

ニュースレター№ 55,57 参照 6/9

平成 23 年６月９日に横浜市長 林 文子から、環境影

響評価法第 40 条第２項の規定により読み替えて適用され
る同法第 15 条の規定に基づき、標記事業に係る環境影響
評価準備書及び要約書が送付されましたので、神奈川県環

境影響評価条例の規定に基づき、次のとおり縦覧に供しま

す。

この環境影響評価準備書について、環境の保全の見地

からの意見がある方は、事業者（都市計画決定権者）であ

る横浜市長に意見書を提出することができます。

なお、環境影響評価法第 41条第２項の規定に基づき、
神奈川県環境農政局環境保全部環境計画課及び神奈川県県

民局県民活動部県民課横浜駐在事務所等では、都市計画案

の縦覧も行います。

１ 事業計画の概要

（１） 対象事業の名称

• 相鉄・東急直通線
（２） 事業者等

横浜市

実施事業者 鉄道施設の整備を行 独立行政法人

うもの 鉄道建設・運輸施設整

備支援機

鉄道施設の営業を行 相模鉄道株式会社

うもの 東京急行電鉄株式会社

（３） 対象事業の種類

•普通鉄道の建設
（４） 対象事業の位置又は実施区域

•起点：横浜市神奈川区羽沢南二丁目
•終点：横浜市港北区日吉本町一丁目

（５） 対象事業の規模

•建設区間延長：約９．９８キロメートル（複線）
（６） 対象事業の目的

• 相鉄・ＪＲ直通線の羽沢駅から、東京急行電

鉄東横線及び目黒線（以下「東急線」という。）

の日吉駅付近までの区間に、連絡線を整備し、

相鉄線と東急線の相互直通運転を行うことによ

り、横浜市西部及び神奈川県央部と東京都心部

を直結し、両地域間の速達性向上や沿線地域の

活性化、利便性の向上及び新横浜都心の都市機

能強化等に寄与することを目的とする。

２ 環境影響評価の概要

（１） 環境影響評価の項目：１０項目

大気質、騒音、振動、水環境、地盤、景観、廃棄物等、

地域社会、文化財、安全

（２） 環境影響評価の結果

別紙２「相鉄・東急直通線 環境影響評価準備書の概

要と説明会について [PDF ファイル／ 2.36MB]」の
とおり。

http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/173570.pdf
（ほとんどがトンネル区間で自然環境に関する評価項目が

ないので転載はしません。）

３ 縦覧期間

（１） 環境影響評価準備書

平成 23年６月 10日（金曜日）から同年７月 25日（月
曜日）まで

（土曜日、日曜日及び７月 18 日（月曜日）の縦覧は
できません。）

（２） 都市計画案

平成 23年６月 10日（金曜日）から同年７月 11日（月
曜日）まで

（土曜日、日曜日の縦覧はできません。）

※ なお、都市計画法に基づく都市計画案の縦覧は７月 11
日（月曜日）で終了となりますが、環境影響評価準備書の

縦覧期 間にあわせて、７月 25 日（月曜日）まで都市
計画案をご覧になることができます。

４ 縦覧場所等 （略）

５ 環境影響評価準備書についての意見書の提出 （略）

６ 横浜市環境影響評価審査会に対する意見陳述申出書の

提出 （略）

７ 都市計画案についての意見書の提出 （略）

８ 主な手続の経緯（本県関係）

年月日 手続

（環境影響評価方法書関係）

平成 21 年 7 月 2 日 都市計画決定権者から知事及び関係

市長に環境影響評価方法書を送付

平成 21年 7月 3日から 8月 17日まで 環境影響評価方法

書の写しの縦覧（閲覧）期間

平成 21年 7月 3日から 8月 17日まで 環境影響評価方法

書についての意見書提出期間（意見書

数 23通）
平成 21 年 7 月 22 日 知事から神奈川県環境影響評価審

査会に諮問

平成 21 年 9 月 28 日 都市計画決定権者から知事及び関

係市長に環境影響評価方法書意見概要

を送付

平成 21 年 11 月 4 日 横浜市長から知事に意見を送付

平成 21 年 12 月 9 日 神奈川県環境影響評価審査会から

知事に答申

平成 21 年 12 月 15 日 知事から都市計画決定権者に意

見を送付

（環境影響評価準備書関係）

平成 23 年 6 月 9 日 都市計画決定権者から知事及び関係

市長に環境影響評価準備書及び要約書

を送付

９ その他

横浜市環境影響評価審査会に対する意見陳述申出書の

電子申請については、

横浜市環境創造局政策調整部環境影響評価課 ホーム

ページ

http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/mamoru/asesu/
環境影響評価準備書に対する意見書の電子申請及び都

市計画案に対する意見書の電子申請については、

横浜市建築局企画部都市計画課 ホームページ

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/cityplan/
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をご覧ください。

相模興業採石場増設事業に係る

事後調査報告書の提出

及び縦覧について
6/13

神奈川県環境影響評価条例第 68 条の規定により、平成
23 年５月 31 日に相模興業株式会社取締役社長 加藤政徳

から相模興業採石場増設事業に係る事後調査報告書の提出

がありましたので、同条例第 69 条第１項の規定により次
のとおり縦覧に供します。

１ 事業計画の概要

(1) 対象事業の名称 相模興業採石場増設事業

(2) 事業者 相模興業株式会社

所在地 海老名市中新田 1762 番地
代表者 取締役社長 加藤 政徳

(3) 対象事業の種類 土石の採取

(4) 対象事業の位置 厚木市中荻野字西山 1933-34 ほか
又は実施区域

(5) 対象事業の規模
実施区域面積 29.3ヘクタール

(6) 対象事業の目的
終掘に近づいてきている既存採石場の隣接地に採石場

を増設することにより採石事業を継続し、都市基盤整

備に必要不可欠な骨材の安定供給を図りつつ、地場産

業として地域経済に貢献する。

(7) 岩石採取計画 総量 16,776,000 立方メートル
（採取予定期間 約 30年間）

２ 事後調査報告書の内容

事業者は、平成 16 年３月 25 日に知事に提出した環
境影響予測評価書に記載の事後調査の計画に従って、次

の項目について事業着手後（５年後）における事後調査

を行い、その結果等を記載した事後調査報告書（第１回）

を知事に提出しました。

(1) 水質汚濁(外観)
・流域河川の浮遊物質量（ＳＳ）

(2) 騒音(道路交通騒音)
・関係車両の発生集中に伴う道路交通騒音レベル

(3) 植物・動物・生態系
・動植物種（植生･昆虫類）の生育及び生息状況

(4) 景観
・主要な眺望点からの景観の変化の状況

３ 縦覧期間

平成 23 年６月 14 日（火）から６月 28 日（火）まで

４ 縦覧場所 （略）

５ 手続の主な経緯

年月日 手続

平成 11 年 11 月 18 日 環境影響予測評価実施計画書の提

出

平成 11 年 12 月 17 日から平成 12 年 1 月 31 日まで 環境

影響予測評価実施計画書の縦覧期間

平成 12 年 6 月 16 日 知事から事業者に実施計画審査意見

書を送付

平成 14年 11月 15日 環境影響予測評価書案の提出

平成 14年 12月 6日から平成 15年 1月 20日まで 環境影

響予測評価書案の縦覧期間

平成 15 年 9 月 26 日 知事から事業者に環境影響評価審査

書を送付

平成 16 年 3 月 25 日 事業者から知事に環境影響予測評価

書を提出

平成 16 年 3 月 30 日から 4 月 13 日まで 環境影響予測評

価書の縦覧期間

平成 17年 11月 11日 着手届の提出

平成 23 年 5 月 31 日 事後調査報告書（第１回）の提出

《かながわトラストみどり基金・水源の森林づくりへの寄付》

【自然環境保全課】【森林再生課】【自然環境保全センター】

《かながわトラストみどり基金》

(1) 寄附者
名称：株式会社 環境管理センター

所在地 ：横浜市神奈川区神之木台９

番６号

(2) 寄附金額 金 300,000円
※ 株式会社環境管理センターは、

昭和 50 年に設立され、上下水道施設
の維持管理及び清掃保守工事、産業廃

棄物の収集運搬及び処理等の事業を行

っています。

平成 12 年から毎年「かながわトラ
ストみどり基金」に御寄附をいただい

ており、今回の寄附を含めると累計で

11回、3,500,000円となります。
２ 感謝状贈呈式

(1) 日時
平成 23年６月６日

(2) 場所
第３応接室（県庁本庁舎３階）
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《森林再生パートナー》

このたび森林再生パートナーである

株式会社神工舎建築工房及び有限会社

太田材木店から、ご寄附をいただきま

したので、感謝の意を表すため、知事

から次のとおり感謝状を贈呈いたしま

す。

１ 日 時 平成 23年６月 27日
２ 場 所 県庁本庁舎３階 知事室

３ 寄附者 株式会社神工舎建築工房

（南足柄市内山 1551）
有限会社太田材木店

（南足柄市内山 1551）
４ 出席者 （略）

２ 寄附額

森林再生パートナーとして 60 万円
(平成 22 年度から５か年、毎年 60 万
円をご寄附いただくとの申出を受けて

おります。)

神 奈 川 県 自 然 保 護 協 会 か ら の お 知 ら せ

神奈川県の生物多様性ホットスポット選定にご協力下さい
このニュースレターに、この件について協力依頼の文書

と、アンケート記入用紙を同封しました。

アンケート記入用紙は、ホームページからもダウンロー

ドできるようにする予定です。

神奈川県では、生物多様性保全検討委員会を立ち上げ、

昨年 8 月知事宛答申を提出しましたが、その後の動きは
見えていません。。

昨年は、東日本大震災の影響がありそれまで COP １０
を契機に盛り上がって来た機運がいっぺんに消えてしまっ

たような気配がありました。

しかし、この問題は今後ますます重要になって来ること

は間違いなく、神奈川県でも県民サイドから意識を高めて

いく必要があります。

関心のある方は多くいられると思います。

作業を進めていく間には、多くの問題が出てくることが

予想できます。私たちのメンバーの間でも議論を重ねてい

ます。

特に、ホット不ポットとして重要な地点、地域を抽出す

ることにより、一部マニアあるいは商業的に利用しようと

する悪影響については、慎重に対処して行かなくてはなり

ません。

しかし、重要であるのに人知れず消えて行くものを最大限

少なくする努力は必要です。

ご協力をお願いいたします。

「かながわの自然」６６号を発行しました
前号でお知らせしたとおり、かながわの自然６６号をや

っと発行する運びになりました。

関係の皆様にお礼を申し上げます。

前号が出たのは２００３年ですから１０年ぶりというこ

とになります。

「かながわの自然」は当協会の会報として発足しました。

今後は、自然保護啓発誌として一般を対象としたものに

衣替えします。

今後より良くしていくために、ご意見ご感想をお寄せい

ただければ有り難く存じます。

今回は、会員の皆様には総会出欠用の葉書を同封してい

ますのでご利用ください。

弱小 NPO としては、出版業を行うと税法上不利になる
ことがありますので、出版元は「夢工房」さんとし、有隣

堂等県内大手書店にも出すことになります。

会員の皆様には、無償で一部送らせていただきます。

頒価は、一部５００円＋消費税です。ただし本協会が直

接扱う分には消費税はかかりません。

ご希望の方には直接送付いたします。送料は３部まで

８０円です。

会費納入をお願いいたします
本年度もはじまりました。会員で会費がまだの方は、本

号に会費納入状況のお知らせを同封しておきました。

本協会の会員数は、暫減の傾向にあります。

過去分がまだの方もこの際、是非ご協力をお願いいたし

ます。

会員数が多ければ、神奈川県自然保護協会の活動がより

活性化し、世間の支持も得やすくなり活動が大きな力を持

つことに結びつきます。

会員の皆様には、ニュースレター（原則隔月刊）のほか、

今後発行する「かながわの自然」を送付いたします。

ニュースレターには各種情報の他、行事のお知らせも掲

載しています。
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