
単位：千円

22年度 21年度 増　減

環境に配慮し循環型のしくみをつくる

＜地球温暖化防止対策の推進＞

環境基本計画改定事業 [環境局] 7,786 12,403 △ 4,617

地球温暖化対策事業 [環境局] 512,245 153,787 358,458

○ 地球温暖化対策事業

◎ 市内事業者エコ化支援事業

・ 新エネルギー推進事業

○ 住宅太陽光発電設備設置補助事業
戸建住宅　300件→600件
集合住宅　５件（新規）

◎ 環境学習施設整備事業

・ エコオフィス推進事業

○ 電気自動車導入助成事業
４台→20台

環境調和型産業の振興 [経済労働局] 70,025 73,965 △ 3,940

新エネルギー分野の事業創出・育成 [経済労働局] 1,614 1,600 14

臨海部の再生に向けた産学公民連携の推進 [経済労働局] 6,640 6,640 -               

「エコシティたかつ」推進事業 [高津区] 2,794 2,920 △ 126

   地球温暖化対策推進計画の策定や地球温暖化対策推進条
例の施行に伴う事業者指導を行うとともに、「低ＣＯ２川崎ブラ
ンド」の本格実施に向け、「低ＣＯ２川崎パイロットブランド」を実
施する。また、地球温暖化防止活動推進センターの指定、地
球温暖化防止活動推進員の活動支援に向けた取組を行う。

   中小企業を対象として省エネ・グリーン化を推進する。

   グリーン電力の購入や電気自動車の導入など、率先して環
境配慮の取組を推進する。また、エコオフィス管理システムを
構築する。

　 持続可能な地域社会の形成を目指し、地域レベルにおける総
合的な環境問題への取組として、「エコシティたかつ」推進方針に
位置づけたプロジェクトを市民協働により実施する。

＜　環　境　を　守　り　自　然　と　調　和　し　た　ま　ち　づ　く　り　＞

事　業　名　（概　要）

　持続型社会を実現し、人々の暮らしを確かなものにしていくための地球環境配慮の考え方を基本的
な価値観としながら、快適な市民生活を守るための地域の環境対策に取り組むとともに、廃棄物の抑
制やリサイクルなど、循環型社会の構築をめざした責任ある行動を推進します。
　また、生活にうるおいとやすらぎをもたらす市民共有の貴重な財産である緑を、次世代に継承していく
ために、適切な保全と育成を図るほか、市民が憩い、親しむことのできる緑環境を協働の取組によりつ
くりだしていきます。

   社会状況の変化や地球温暖化対策の進展等に対応するため、
本市の環境行政の基本指針である「環境基本計画」を改定する。

   新エネルギーに関するセミナーを開催するとともに、中原区
役所においてリチウムイオン電池を利用した太陽光発電設備
を設置する。

   メガソーラー（大規模太陽光発電所）に隣接する浮島処理セ
ンター内の生活環境学習室を、再生可能エネルギー等につい
て学習・展示する施設(太陽光発電等ＰＲ施設）として整備す
る。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ [交通局] 185,850 178,848 7,002

＜ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進＞

[環境局] 357,274 55,768 301,506

○ ミックスペーパー分別収集事業

◎ その他プラスチック分別収集事業

○ ミックスペーパー・その他プラスチック資源化処理事業

・ 廃蛍光管処理事業

資源化処理施設の整備 [環境局] 1,432,926 176,118 1,256,808

・ ミックスペーパー・その他プラスチック資源化処理施設の整備

生ごみ等のリサイクルの推進 [環境局] 20,455 21,866 △ 1,411

＜環境配慮型社会の形成に向けた取組の推進＞

環境教育の推進 [環境局] 4,941 5,728 △ 787

国連環境計画（ＵＮＥＰ）連携協調事業 [環境局] 25,534 29,514 △ 3,980

○ 環境総合研究所整備事業 [環境局] 39,567 35,884 3,683

◎ 生物多様性推進事業 [環境局] 4,677 -                4,677

・ 生物多様性地域戦略の策定に向けた準備及び普及啓発

生活環境を守る

＜地域環境対策の推進＞

大気・水質等環境対策の推進 [環境局] 143,643 113,046 30,597

大気環境改善事業 [環境局] 9,238 6,000 3,238

   環境総合研究所の設備等の設計を行うとともに、川崎の優れた
環境技術情報の国内外への発信及び産学公民連携公募型共同
研究による環境技術開発・研究を推進する。

   その他プラスチック製容器包装の分別収集モデル事業を23
年１月から実施する。

   生活環境事業所等を拠点とした廃蛍光管回収を実施する。

分別収集の拡充

ハイブリッドノンステップバス導入事業
（自動車運送事業会計）

　 「かわさき生ごみリサイクルプラン」に基づき、生ごみの減量・リサ
イクルを推進するための施策を実施する。

   ミックスペーパーの分別収集について、23年１月から全市に
拡大する。

   環境副読本の作成・配布、地域環境リーダー育成講座の開催
など、環境教育を推進する。

   アジア・太平洋エコビジネスフォーラム、国際エコタウンプロジェ
クト等のUNEP連携事業を一層進めるとともに、国連グローバル・コ
ンパクトの理念を市内展開するため、かわさきコンパクトを推進す
る。

   ミックスペーパー及びその他プラスチック製容器包装の資源
化処理を行う。

   生活環境の保全に向けて、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、
悪臭、土壌・地下水汚染及び地盤環境対策を推進する。

   微小粒子状物質（PM2.5）の環境濃度の実態把握を強化するた
め、連続測定機を設置する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

ディーゼル車対策事業 [環境局] 26,833 98,043 △ 71,210

エコドライブ重点対策事業 [環境局] 2,205 3,668 △ 1,463

総合的化学物質対策事業 [環境局] 39,183 41,775 △ 2,592

[上下水道局] 1,962,860 1,902,282 60,578

[上下水道局] 2,124,000 1,154,000 970,000

○ [交通局] 185,850 178,848 7,002

＜廃棄物対策の推進＞

◎ 小物金属収集運搬事業 [環境局] 169,736 -                169,736

粗大ごみ処理事業 [環境局] 144,690 144,690 -                

海面埋立事業 [環境局] 446,224 480,774 △ 34,550

　 埋立処分地及び処分場の適正な運営を維持する。

廃棄物処理施設の基幹的施設整備 [環境局] 1,750,898 1,386,822 364,076

・ 浮島処理センター基幹的施設整備事業
浮島処理センターの大規模改修工事

仮称リサイクルパークあさお整備事業 [環境局] 6,037,961 2,167,298 3,870,663

散乱防止重点区域道路清掃事業 [環境局] 28,135 28,152        △ 17

廃棄物埋立護岸の整備 [港湾局] 2,676,689 2,193,727 482,962

臨海地区道路不法投棄対策事業 [川崎区] 1,801 2,199 △ 398

　 家庭から排出される小物金属の収集業務を22年度から民間事
業者への委託により実施する。

　 橘処理センター及び浮島処理センターの粗大ごみ及び小物金
属処理業務を民間委託により実施する。

   本市の表玄関である川崎駅周辺の散乱防止重点区域の道路
清掃を行う。

　 ごみ焼却処理施設の建設を行う。また、資源化処理施設等の
建設に向けた基本設計を行う。

ハイブリッドノンステップバス導入事業
（自動車運送事業会計）

　燃費が良く、二酸化炭素の削減効果に優れたハイブリッドノンス
テップバスを６両導入する。

   環境中の化学物質の実態調査やリスク評価など、化学物質によ
る環境リスク低減対策を総合的に行う。

   ディーゼル車運行規制、低公害車の導入助成等を行う。

   エコドライブ支援装置装着の助成や車両による製品等の運搬
時に環境への配慮を求めるエコ運搬制度の普及を行う。

高度処理の導入
（下水道事業会計）

大師河原貯留管の整備
（下水道事業会計）

   不法投棄が多発している歩道橋階段下に防護フェンスを設置
し、環境改善を図るとともに、不法投棄防止の啓発を図るため看
板・ステッカーを作成する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

緑豊かな環境をつくりだす

＜多摩丘陵の緑の保全と育成＞

緑地の保全 [建設緑政局] 2,142,998 2,311,123 △ 168,125

特別緑地保全地区の用地取得及び地区指定　など

保全緑地の管理 [建設緑政局] 36,985 36,721 264

農ある風景の保全 [建設緑政局] 5,500 5,250 250

・ かわさき里地・里山ミュージアム事業

＜魅力ある公園緑地や水と親しむ空間の整備＞

大規模公園緑地の整備と

周辺のまちづくり等に関する総合調整 [総合企画局] 8,200 5,000 3,200

富士見周辺地区整備の推進 [総合企画局] 15,000 67,600 △ 52,600

富士見公園の整備 [建設緑政局] 16,419 8,000 8,419

◎ 長方形競技場整備の検討
・ 富士見公園の整備に向けた検討

等々力緑地・周辺地区整備の推進                  [総合企画局] 31,227 24,537 6,690

等々力緑地の整備 [建設緑政局] 137,663 128,049 9,614

菅生緑地の整備 [建設緑政局] 136,030 273,329 △ 137,299

・ 菅生緑地の施設整備及び用地取得

生田緑地・周辺地区整備の推進 [総合企画局] 26,163 15,500 10,663

生田緑地の整備 [建設緑政局] 1,118,639 1,823,397 △ 704,758

・ 生田緑地の施設整備及び用地取得

生田緑地ゴルフ場の整備 [建設緑政局] 45,444 528,159 △ 482,715

・ 生田緑地ゴルフ場整備事業

　等々力緑地再編整備基本計画に基づき実施計画を策定する。

　 四季園整備や川崎フロンターレ支援のための陸上競技場補修
などを行う。

　 生田緑地ビジョンを策定するとともに、生田緑地の効果的・効率
的な管理運営体制の構築と施設機能整備に向けた検討を行う。

　 黒川、岡上、早野地区における樹林地や農地などについて
農業振興策と連携した施策を検討するとともに、多摩三浦丘陵
の保全に向け、関係自治体と広域連携を図る。

   保全緑地の維持管理と保全管理計画づくりを市民協働で行う。

   富士見周辺地区整備実施計画に基づく取組を推進するため、
都市計画手続に必要な検討等を行う。

   大規模公園緑地の総合的管理運営体制の構築などを図るとと
もに、周辺の良好なまちづくりの推進と連携した、一体的な取組を
進める。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

霊園の整備 [建設緑政局] 1,669,024 1,500,610 168,414

・ 緑ヶ丘霊園
◎ 第２霊堂の整備
・ 一般墓所の募集、用地取得　など

・ 早野聖地公園
壁面型墓所250カ所の募集、用地取得　など

魅力ある港湾緑地に向けた取組 [港湾局] 191,469 196,010 △ 4,541

生田緑地内博物館の総合的管理運営 [教育委員会] 129,902      133,367      △ 3,465

＜協働の取組による緑の創出と育成＞

都市計画公園・緑地の見直し事業 [建設緑政局] 1,500 3,000 △ 1,500

緑化推進重点地区の整備及び推進 [建設緑政局] 12,490 9,731 2,759

市民との協働による緑化の推進 [建設緑政局] 397,974 383,965 14,009

○ 100万本植樹事業　
・ 屋上緑化・壁面緑化推進事業
・ 緑化推進事業補助金　など　

地域緑化推進事業 [建設緑政局] 10,613 2,800 7,813

臨海部緑の環境整備事業 [建設緑政局] 10,897 5,000 5,897

大小公園の整備 [建設緑政局] 550,877 841,891 △ 291,014

・ 公園緑地の施設整備　など

公園維持管理の充実 [建設緑政局] 2,157,043 2,210,784 △ 53,741

・ 公園緑地維持管理事業
・ 既設公園の補修、改修・更新
・ 公園ベンチ寄附募集事業
・ 公園遊具危険箇所点検事業
・ 身近な公園育成事業

街路樹維持管理の充実 [建設緑政局] 326,496 333,963 △ 7,467

・ 街路樹維持管理事業
・ 街路樹更新整備等事業

◎ 冒険あそび場活動支援事業 [宮前区] 496 -                496

   緑化地域の指定等新たな緑化施策の実施に向けた調査・検討
を行う。

　 臨海部における効果的な緑化の促進、環境改善のための検討
を行うとともに、先導事業として街路樹等の環境改善整備を行う。

　 地域が主体となって実施する「冒険あそび場」を支援し、次世代
育成の場を確保するとともに、地域住民の参加による地域コミュニ
ティの活性化を図る。

　 長期間未整備である都市計画公園・緑地について、環境審議
会の答申を踏まえ、見直し方針を策定する。

   公園緑地管理運営協議会による街区公園等の地元管理へ
の移行を推進する。

　 溝口駅周辺地区緑化推進重点地区において緑化整備を行うと
ともに、２地区で計画を策定する。
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単位：千円

22年度 21年度 増　減事　業　名　（概　要）

エコスクール推進事業 [教育委員会] 7,830 4,568         3,262

＜都市農地の多面的な機能の活用＞

都市農地の保全と活用 [経済労働局] 692,705 13,821 678,884

◎ 早野地区周辺ハーブ活用実践モデル事業

・ 農業公園づくり事業　など

・ 生産緑地地区指定推進事業　

市民が農に親しむしくみづくり [経済労働局] 14,284 8,961 5,323

・ 市民農体験推進事業
・ 市民交流農業推進事業

   グリーンツーリズムを推進し、市民に農業とふれあう機会を積
極的に提供し、農業を中心とした地域振興を図る。

   遊休農地の解消とともに、地域特産物の創出に向け、ハー
ブ栽培の推進による農業振興地域の活性化を図る。
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