
単位：千円

23年度 22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＞

地球環境配慮の推進 [環境局] 83,452 97,905         △ 14,453 
・地球温暖化対策事業

・市内事業者エコ化支援事業

○ 生物多様性推進事業

○ 市の率先した環境配慮の取組の推進 [環境局] 16,313 15,269        1,044 
・エコオフィス推進事業

再生可能エネルギーの導入の推進 [環境局] 204,922 157,655      47,267 
・再生可能エネルギー推進事業

○ 住宅太陽光発電設備設置補助事業

◎ 環境学習施設運営事業

国際的視点に基づく環境産業施策の推進 [経済労働局] 47,340 47,906         △ 566 

エコタウン推進事業 [経済労働局] 21,065 22,119         △ 1,054 

新エネルギー産業の振興と育成 [経済労働局] 1,450 1,614          △ 164 

臨海部の産業の再生支援 [経済労働局] 5,310 6,640          △ 1,330 

[交通局] 179,481 185,850       △ 6,369 

   「低ＣＯ２川崎パイロットブランド」の選定や「ＣＣかわさき交流
コーナー」での普及啓発活動など、地球温暖化対策推進計画
に基づく取組を推進する。

   庁舎照明のＬＥＤ化等に向けたモデル事業の実施やグリー
ン電力購入など、率先して環境配慮の取組を推進する。

   生物多様性地域戦略の策定に向けた準備及び普及啓発を
実施する。

   戸建住宅　600件→900件
   集合住宅　３件

   再生可能エネルギーに関するセミナーを開催するとともに、
宮前・多摩区役所に太陽光発電設備を設置する。

   中小規模事業者を対象として省エネ機器等の導入を推進す
る。

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）

   川崎大規模太陽光発電所の運転開始に合わせて、平成23
年８月に環境学習施設「仮称かわさきエコ暮らし未来館」を開
館し、温暖化対策等の普及啓発を行う。

＜　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。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

○ 中原区ＳＴＯＰヒートアイランド事業 [中原区] 6,803 3,746          3,057 

○ 「エコシティたかつ」推進事業 [高津区] 5,581 2,794          2,787 

＜ごみをつくらない社会の実現に向けた取組の推進＞

市民・事業者の排出抑制・リサイクル活動支援 [環境局] 17,780 20,455         △ 2,675 
・

[環境局] 955,918 355,951      599,967 
・ミックスペーパー収集運搬事業

・プラスチック製容器包装収集運搬事業

◎ 空き瓶収集運搬事業

・ミックスペーパー・プラスチック製容器包装資源化処理事業

＜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] 4,130 4,941           △ 811 

計画的・科学的環境施策の推進 [環境局] 31,533 39,567         △ 8,034 
・環境総合研究所整備事業

国連環境計画（ＵＮＥＰ)連携協調事業 [環境局] 27,506 25,534        1,972 

生活環境を守る

＜地域環境対策の推進＞

交通環境対策の推進 [環境局] 21,274 35,333         △ 14,059 
・ディーゼル車対策事業

   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。

   ディーゼル車運行規制、低公害車の導入助成等を行う。

   ＵＮＥＰ連携事業、かわさきコンパクトを推進するとともに、瀋陽
市姉妹都市提携30周年記念国際環境フォーラムを実施する。

　 一層効率的な収集体制に向け、北部地域の空き瓶収集業
務を民間委託にする。

   資源化を一層推進するため、プラスチック製容器包装の分
別収集を南部３区（川崎区、幸区、中原区）で実施する。

   資源化を一層推進するため、ミックスペーパーの分別収集を
全市で実施する。

   持続可能な地域社会を形成するため、市民・事業者・行政など
の多様な主体による協働の取組を推進するとともに、区内の地域
資源を活用しながら、「エコシティたかつ」推進方針に基づき事業
展開をする。

   区内の学校や地域と連携した環境啓発事業を実施するととも
に、区民意見を集約した区民行動指針を作成するなど、区民の環
境意識向上への取組を推進する。

生ごみ等のリサイクルの推進
　 「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。

資源物の分別収集の推進

   環境総合研究所の開設準備、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を行
う。

など



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

・電気自動車導入助成事業

大気環境等改善対策の推進 [環境局] 148,404 143,643      4,761 
・大気等環境対策の推進

○ 水質環境対策の推進

・地盤環境対策の推進

総合的化学物質対策事業 [環境局] 36,379 39,183         △ 2,804 

[上下水道局] 589,900 1,962,860    △ 1,372,960 

[上下水道局] 1,081,920 2,124,000    △ 1,042,080 

[交通局] 179,481 185,850       △ 6,369 

＜廃棄物対策の推進＞

廃棄物処理施設の整備 [環境局] 8,311,576 7,793,340    518,236 
・仮称リサイクルパークあさお整備事業

・廃棄物処理施設の基幹的施設整備
   浮島処理センターの基幹的施設整備を実施する。

○ 処理センター整備事業

廃棄物埋立護岸の整備 [港湾局] 3,485,010 2,676,689   808,321 

臨海地区道路不法投棄対策事業 [川崎区] 1,930 1,801          129 

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] 1,694,949 2,142,998     △ 448,049 
   特別緑地保全地区の用地取得及び地区指定等を実施する。

   生活環境の保全に向けて、水質汚濁及び土壌・地下水汚染
対策を推進する。

   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。

   電気自動車20台・倍速充電器５台

   環境負荷の低減に向け３焼却処理施設体制を構築するた
め、今後のごみ焼却施設の整備に関する基本的な考え方を取
りまとめる。

高度処理の導入

大師河原貯留管の整備

   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。

ハイブリッドノンステップバス導入事業

（下水道事業会計）

（下水道事業会計）

　 ごみ焼却処理施設の建設を行う。また、資源化処理施設の
建設に着手する。

（自動車運送事業会計）

   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。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

保全緑地の管理 [建設緑政局] 92,841 36,985        55,856 

農ある風景の保全 [建設緑政局] 5,385 5,500           △ 115 
・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

効果的・効率的な管理運営の推進 [総合企画局] 7,452 8,200           △ 748 

富士見周辺地区整備の推進 [総合企画局] 1,800 15,000         △ 13,200 

富士見公園の整備 [建設緑政局] 54,408 16,419        37,989 
・長方形競技場整備の実施設計
◎ 生活づくり支援ホーム跡地の実施設計及び暫定整備工事

等々力緑地・周辺地区整備の推進                  [総合企画局] 133,740 31,227        102,513 

等々力緑地の整備 [建設緑政局] 80,473 137,663       △ 57,190 

菅生緑地の整備 [建設緑政局] 138,505 136,030      2,475 
・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] 36,626 26,163        10,463 

生田緑地の整備 [建設緑政局] 1,320,707 1,117,868    202,839 
◎ 生田緑地管理施設整備事業

・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] 431,830 45,444        386,386 
・生田緑地ゴルフ場整備事業
◎ クラブハウス建替え工事

   老朽化したクラブハウスの建替えを行う。

長期未整備公園緑地の見直し [建設緑政局] 8,000 1,500          6,500 

   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し、富士見
公園の都市計画の変更を行う。

   等々力緑地再編整備実施計画に基づき、等々力緑地の基本設
計、等々力陸上競技場の整備計画の策定等を行う。

　 四季園・２１世紀の森整備や陸上競技場補修などを行う。

　 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。

   「長期未整備公園緑地の対応方針」に基づき個別公園緑地の
基礎調査を実施する。

   生田緑地東口ビジターセンターなどの整備を行う。

   大規模公園緑地の魅力を高めるため、市民の利便性向上や経
営的な視点から、持続可能なかたちで運営していくしくみの構築
に向けた取組を進める。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

霊園の整備 [建設緑政局] 753,173 1,669,024     △ 915,851 
・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
・一般墓所150カ所の整備、募集、用地取得　など

魅力ある港湾緑地の形成に向けた取組 [港湾局] 186,264 191,469       △ 5,205 

生田緑地内博物館の総合的管理運営 [教育委員会] 128,253 129,902       △ 1,649 

＜協働の取組による緑の創出と育成＞

緑化推進重点地区の整備及び推進 [建設緑政局] 22,181 12,490        9,691 

市民との協働による緑化の推進 [建設緑政局] 394,522 397,974       △ 3,452 
○ 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] 1,000 1,000           -

臨海部緑の環境整備事業 [建設緑政局] 8,990 10,897         △ 1,907 

大小公園の整備 [建設緑政局] 226,566 550,877       △ 324,311 
○ リフレッシュパーク整備事業

・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] 2,049,265 2,157,043     △ 107,778 
・公園緑地維持管理事業
・既設公園の補修、改修・更新
・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] 344,675 326,496      18,179 
・街路樹維持管理事業
・街路樹更新整備等事業

エコスクール推進事業 [教育委員会] 13,175 7,830         5,345 

＜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] 6,216 10,507         △ 4,291 
・農用地利用改善事業

   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。

   地域緑化推進地区認定制度の普及促進を行う。

　 宮前平・鷺沼駅周辺地区緑化推進重点地区及び登戸・向ヶ丘
遊園駅周辺地区緑化推進重点地区において緑化整備等を行う。

   小田公園の再整備を行う。

　 臨海部における効果的な緑化の促進、環境改善に向けて「緑
化推進計画（地区別）」を策定するとともに、先導事業として街路樹
等の環境改善整備を行う。



単位：千円

23年度 22年度 増　減事　業　名　（概　要）

市民が農に親しむしくみづくり [経済労働局] 5,546 12,384         △ 6,838 
・市民農園事業

・体験型農園推進事業

黒川地区農業公園の整備 [経済労働局] 6,623 6,579          44 

   農業公園拠点施設における情報発信及びグリーン・ツーリズム
の実践に向けた整備を行う。


