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施策の方向 Ⅵ―３ 市の環境配慮の推進

指 標 目標・現状・指標がめざす方向

公公用用車車ににおおけけるる低低公公害害

車車・・低低燃燃費費車車普普及及台台数数 【基準年度】公用車への九都県市指定低公害車の保有台数

： 台、導入割合 ％（ 年度）

【指標がめざす方向】多いほうが良い

ググリリーーンン購購入入のの実実施施

状状況況

【目標】川崎市グリーン購入推進方針に定める調達目標を達成すること

【基準年度】紙類の平均： ％、文具類の平均： ％（ 年度）

【指標がめざす方向】（割合が）高いほうが良い

市市のの事事務務・・事事業業にに伴伴うう

温温室室効効果果ガガスス総総排排出出量量

【目標】2030 年度までに 2013 年度比 23％以上削減

【基準年度】 トン （ 年度）

【指標がめざす方向】少ないほうが良い

目目標標・・指指標標のの達達成成状状況況 指指標標

評評価価

方方向向

評評価価

■■指指標標：：公公用用車車ににおおけけるる低低公公害害車車・・低低燃燃費費車車普普及及台台数数

・保有している公用車は 1,651 台で、そのうち 1,493 台が九都県市指定低公害車

（対前年度：0.3%増加、対基準年度：多い）

５５

３３
■■指指標標：：ググリリーーンン購購入入のの実実施施状状況況

・紙類の平均：96.0％、文具類の平均：79.5％

（対前年度：減少、対基準値：少ない）

■■指指標標：：市市のの事事務務・・事事業業にに伴伴うう温温室室効効果果ガガスス総総排排出出量量

・407,745 トン-CO2 （対前年度：11,772 トン-CO2増加、対基準値：多い）

方向評価は「＊」の付いた指標評価の平均値をもとに評価しています

現現 状状 
■■公公用用車車ににおおけけるる低低公公害害車車・・低低燃燃費費車車普普及及台台数数
公用車における低公害車・低燃費車の積極的な導入のため、市が年度ごとに定める「川崎市グリー

ン購入推進方針」における自動車の選定基準等に基づき、公用車の調達を推進しました。

 

■■ググリリーーンン購購入入*のの実実施施状状況況

庁内におけるグリーン購入の一層の推進を目的として､グリーン購入法に規定される川崎市の調達

方針「平成 30 年度川崎市グリーン購入推進方針」を策定し、2２分野 281 品目においてグリーン購

入を推進しました。グリーン購入の実施状況は、紙類の平均で 96.0％、文具類の平均で 79.5％とな

りました。

また、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価し、もっとも優れた製品やサービス等を選択す

るため、平成 30 年度川崎市環境配慮契約推進方針を策定し、環境に配慮した契約を推進しました。

■■市市のの事事務務・・事事業業にに伴伴うう温温室室効効果果ガガスス総総排排出出量量
地球温暖化対策推進計画の基本施策の一つである「市役所の率先取組の推進」にあたり、エコオフ

ィス管理システムを活用し、データの収集や管理を行っており、2018 年度の市の事務・事業に伴う

温室効果ガス排出量は 407,745 トン-CO2となっております。内訳は、施設のエネルギー使用起源

のものが 181,252 トン-CO2（44.5％）、廃棄物焼却で 165,606 トン-CO2（40.6％）となって

います。

 

110

 具具体体的的施施策策のの概概要要 

 
 

 施施 策策 のの 方方 向向         施施 策策 のの 柱柱        

 

ⅠⅠ--11--11--11 大大規規模模事事業業者者のの温温室室効効果果ガガスス排排出出量量のの削削減減 
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業活動地球温暖化対策計画書制

度による温暖化対策の推進

［環：地球環境推進室］

□計画書・報告書提出件数

（第 1、2、4 号該当者）

・計画書：10 件

・結果報告書： 150 件

□立入調査件数： 27 件

□表彰件数（第 1、2、4 号該当者）：

2 件

□計画書・結果報告書提出事業者への

指導・助言の継続実施

□立入調査の継続実施

□表彰の継続実施

定期的な二酸化炭素等の排出量の

実態把握の実施

［環：地球環境推進室］

□二酸化炭素等排出量

・2016 年度暫定値

二酸化炭素：2,212 万トン-CO２

メタン：3.0 万トン-CO２

一酸化二窒素：9.3 万トン-CO２

HFCS：33.3 万トン-CO２

PFCS：2.3 万トン-CO２

六ふっ化硫黄：2.8 万トン-CO２

・2017 年度暫定値

二酸化炭素：2,228 万トン-CO２

メタン：3.0 万トン-CO２

一酸化二窒素：9.6 万トン-CO２

HFCS：32.8 万トン-CO２

PFCS：2.6 万トン-CO２

六ふっ化硫黄：1.3 万トン-CO２

□域外貢献量

・2017 年度推計値

307 万トン-CO２

継続実施

 

ⅠⅠ--11--11--22 中中小小規規模模事事業業者者のの温温室室効効果果ガガスス排排出出量量のの削削減減 
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

中小規模事業者向け省エネ診断の

実施などによる温暖化対策の推進

［環：地球環境推進室］

□省エネルギー診断（14 件）

□市内事業者エコ化支援事業（13 件）

継続実施

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進

［環：環境管理課］

□補助、支援件数
・融資実績：

工場・事業場における公害防止装置
の設置等に対し融資 4 件、68,004
千円

○利子補給：１件、7 千円

□予定
・融 資 枠：200,000 千円

・利子補給：5 件、208 千円

ⅠⅠ--11--11--33 低低炭炭素素型型ののビビジジネネススススタタイイルルのの構構築築 
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

低ＣＯ２川崎ブランドの認定及び

普及の推進

［環：地球環境推進室］

□低 CO2 川崎ブランド’18 として、9

件を認定

継続実施

Ⅰ－１－１ 事業活動における温室効果ガス排出量削減の推進

Ⅰ－１ 温室効果ガス排出量の削減等地球温暖化

対策の推進

Ⅰ－１－１ 事業活動における温室効果ガス排出量削減の推進

Ⅰ－１－２ 市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進

Ⅰ－１－３ 交通における地球温暖化対策の推進

具具体体的的施施策策事事業業のの概概要要
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

川崎メカニズム認証制度による温

暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□4 件の製品・技術等について域外貢

献量を認証 

継続実施 

 

ⅠⅠ--11--22--11  協協働働ししたた地地球球温温暖暖化化対対策策のの推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

CC 川崎エコ会議を通じた普及啓

発 
［環：地球環境推進室］ 

□シンポジウムの開催（11/8、121

名参加） 

□第 7 回スマートライフスタイル大賞

の実施 

□国際環境技術展 2018 への出展 

□シンポジウムの開催 

 

□第 8 回スマートライフスタイル大賞

の実施 

□国際環境技術展 2019 への出展 
川崎市地球温暖化防止活動推進セ

ンターを通じた温暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□ＣＣかわさき交流コーナーにおける

テーマ展示（毎月）、ミニ講座等の

実施（月１回） 

□夏休みの自由研究相談と講座の実施

（27 回） 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

小学校の出前授業の実施（69 件）、

環境イベントへの出展 

□ＣＣかわさき交流コーナーにおける

テーマ展示・ミニ講座の実施 

 

□夏休みの自由研究相談と講座、親子

見学会の実施 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

小学校等の出前講座の実施、環境イ

ベントへの出展 
  

ⅠⅠ--11--22--22  資資源源・・エエネネルルギギーー消消費費のの抑抑制制等等  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市民の省エネルギー型行動の促進 
［環：地球環境推進室］ 

□川崎市地球温暖化防止活動推進員に

よる活動（81 人） 

・ＣＣかわさき交流コーナーのテーマ

展示・ミニ講座の実施 

・地球温暖化に関する出前授業の実施 

・環境イベントへの出展 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

活動を実施 

［グリーンコンシューマーグループか

わさき］ 

・グリーンコンシューマーの普及啓発の実施 

・１店１エコ運動の推進 

・「Mottainai パーティ」などのイベン

ト開催 

・「エコちゃんずのエコショッピング・

クッキング BＯＯＫ」を活用した講

座等の実施 

［省エネグループ］ 

・「エコライフ･チャレンジ」の取組の推進 

・各種地域イベントで省エネや地球温暖化対

策の普及啓発活動を実施 

[ソーラーチーム] 

・各種地域イベントで自然エネルギー

の普及啓発活動を実施 

・「ミニ太陽光発電所を作ろう」など

の講座開催 

 [３Ｒ推進プロジェクト] 

・各種地域イベントで３Ｒに関する普

及啓発活動を実施 

・川崎市内の事業者等の見学会を実施 

 [川崎たねだんごプロジェクト] 

・各種地域イベントで生物多様性に関

する普及啓発活動を実施 

 

□川崎市地球温暖化防止活動推進員に

よる省エネルギー型行動促進の継続

実施 

 

 

 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

活動を実施 

［グリーンコンシューマーグループか

わさき］ 

継続実施 

 

 

 

 

 

 

［省エネグループ］ 

継続実施 

 

 

[ソーラーチーム] 

継続実施 

 

 

 

[３Ｒ推進プロジェクト] 

継続実施 

 

 

〔川崎たねだんごプロジェクト〕 

継続実施 

 

 

Ⅰ－１－２ 市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

川崎メカニズム認証制度による温

暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□4 件の製品・技術等について域外貢

献量を認証 

継続実施 

 

ⅠⅠ--11--22--11  協協働働ししたた地地球球温温暖暖化化対対策策のの推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

CC 川崎エコ会議を通じた普及啓

発 
［環：地球環境推進室］ 

□シンポジウムの開催（11/8、121

名参加） 

□第 7 回スマートライフスタイル大賞

の実施 

□国際環境技術展 2018 への出展 

□シンポジウムの開催 

 

□第 8 回スマートライフスタイル大賞

の実施 

□国際環境技術展 2019 への出展 
川崎市地球温暖化防止活動推進セ

ンターを通じた温暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□ＣＣかわさき交流コーナーにおける

テーマ展示（毎月）、ミニ講座等の

実施（月１回） 

□夏休みの自由研究相談と講座の実施

（27 回） 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

小学校の出前授業の実施（69 件）、

環境イベントへの出展 

□ＣＣかわさき交流コーナーにおける

テーマ展示・ミニ講座の実施 

 

□夏休みの自由研究相談と講座、親子

見学会の実施 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

小学校等の出前講座の実施、環境イ

ベントへの出展 
  

ⅠⅠ--11--22--22  資資源源・・エエネネルルギギーー消消費費のの抑抑制制等等  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市民の省エネルギー型行動の促進 
［環：地球環境推進室］ 

□川崎市地球温暖化防止活動推進員に

よる活動（81 人） 

・ＣＣかわさき交流コーナーのテーマ

展示・ミニ講座の実施 

・地球温暖化に関する出前授業の実施 

・環境イベントへの出展 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

活動を実施 

［グリーンコンシューマーグループか

わさき］ 

・グリーンコンシューマーの普及啓発の実施 

・１店１エコ運動の推進 

・「Mottainai パーティ」などのイベン

ト開催 

・「エコちゃんずのエコショッピング・

クッキング BＯＯＫ」を活用した講

座等の実施 

［省エネグループ］ 

・「エコライフ･チャレンジ」の取組の推進 

・各種地域イベントで省エネや地球温暖化対

策の普及啓発活動を実施 

[ソーラーチーム] 

・各種地域イベントで自然エネルギー

の普及啓発活動を実施 

・「ミニ太陽光発電所を作ろう」など

の講座開催 

 [３Ｒ推進プロジェクト] 

・各種地域イベントで３Ｒに関する普

及啓発活動を実施 

・川崎市内の事業者等の見学会を実施 

 [川崎たねだんごプロジェクト] 

・各種地域イベントで生物多様性に関

する普及啓発活動を実施 

 

□川崎市地球温暖化防止活動推進員に

よる省エネルギー型行動促進の継続

実施 

 

 

 

□川崎市地球温暖化防止活動推進セン

ターや各推進員プロジェクトとして

活動を実施 

［グリーンコンシューマーグループか

わさき］ 

継続実施 

 

 

 

 

 

 

［省エネグループ］ 

継続実施 

 

 

[ソーラーチーム] 

継続実施 

 

 

 

[３Ｒ推進プロジェクト] 

継続実施 

 

 

〔川崎たねだんごプロジェクト〕 

継続実施 

 

 

Ⅰ－１－２ 市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進
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〔川崎サバイバル〕 

・地球温暖化に伴う風水害などに対す

る適応策を研究し、普及広報を実施 

〔環境教育学習プロジェクト〕 

・自然環境体験やエコ工作、出前授業

などの環境教育活動を実施 
川崎市地球温暖化防止活動推進セ

ンターを通じた温暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 

  

ⅠⅠ--11--22--33  環環境境配配慮慮型型ラライイフフススタタイイルルのの構構築築  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

川崎市地球温暖化防止活動推進セ

ンターを通じた温暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 

環境イベント・シンポジウム等開催

による地球温暖化対策に関する意

識啓発 
［環：地球環境推進室］ 
 

□ＣＣ川崎エコ会議シンポジウム

（11/8、121 人参加）  

□第 7 回スマートライフスタイル大賞

の実施 

□国際環境技術展への出展  

□CC 等々力エコ暮らしこフェアの開

催  

□ＣＣ川崎エコ会議シンポジウム  

 

□第 8 回スマートライフスタイル大

賞の実施  

□国際環境技術展への出展  

□ＣＣ等々力エコ暮らしこフェアの

開催  

国、近隣自治体との連携による地球

温暖化に関する広域的対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：環境調整課］ 

□九都県市共同で地球温暖化防止キ

ャンペーン、太陽熱利用ＰＲ動画

を活用した普及啓発の実施  

□九都県市共同で地球温暖化防止キ

ャンペーンの実施、太陽熱利用ＰＲ

動画を活用した普及啓発及びセミ

ナーの実施   

ⅠⅠ--11--33--11  環環境境ににややささししいい交交通通ネネッットトワワーーククのの構構築築  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市民・事業者による自主的な交通環

境配慮行動に向けた普及啓発 
［環：大気環境課］ 

□かわさき自動車環境対策推進協議会

の開催 

□産業道路クリーンライン化の取組実施 

□川崎市交通環境配慮行動メニュー

のパンフレット配布等による普及

啓発  

継続実施  

川崎市建築物における駐車施設の

附置等に関する条例に基づく荷さ

ばき用駐車施設の整備促進 
［ま：交通政策室］ 

□一定規模以上の建築物の新築又は増

改築時に荷さばき用駐車施設の設置

を義務付け：69 箇所 352 台 

継続実施 

  

ⅠⅠ--11--33--22  公公共共交交通通機機関関のの利利便便性性のの向向上上  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

公共交通機関の利用促進 
［交：運輸課］ 
［交：管理課］ 

・バス総合案内表示板の整備（川崎駅） 

・「市バスナビ」を全営業所で展開中 

・ＩＣ乗車券（｢PASMO｣、｢Suica｣

等）が利用可能 

・ Ｉ Ｃ 定 期 乗 車 券 （ ｢ PASMO ｣ 、

｢Suica｣）が利用可能 

継続実施 

鉄道交通機関の利便性の向上によ

る交通手段の転換の推進 
［ま：交通政策室］ 

・広域鉄道ネットワーク機能強化の推

進 

継続実施 

公共交通車両の通行を優先させる

取組の推進 
［環：大気環境課］ 

・PTPS（公共車両優先システム）を使

用した特急バスの運行を実施（2003

年８月から本格運行） 

 

継続実施 

Ⅰ－１－３ 交通における地球温暖化対策の推進
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バスロケーションシステムの導入促進 
［ま：交通政策室］ 

・バス停留所表示機 7 基の導入 ・バス停留所表示機 14 基の導入 

バス路線等の公共交通網の整備・拡

充 
［交：運輸課］ 
［交：管理課］ 

□バス車両導入車件数 

・バス車両の整備（車両導入 20 両） 

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ（低公害型） 

：20 両（うちﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾊﾞｽ 2 両） 

・在籍車両数：349 両（2019 年 3 月末）  

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ：329 両 

ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ：20 両 

□バス停留所上屋整備箇所数、照明付

バス停留所標識の整備箇所数 

・バス停留所上屋の整備 

：8 か所（計 261 か所） 

・照明付バス停留所標識の整備 

：20 基（計 369 基） 

□バス利用者数：5,035 万人 

□バス車両導入計画 

・ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ（低公害型） 

：25 両(うちハイブリッドバス 2 両) 

  

 

 

 

□バス停留所上屋及び照明付ﾊﾞｽ停 

留所標識の整備計画 

・バス停留所上屋整備箇所数：16 か所 

・照明付バス停留所標識の整備箇所数 

：19 基 

 

□バス利用者数：4,944 万人 
  

ⅠⅠ--11--33--33  自自動動車車単単体体対対策策のの推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自動車対策・普及啓発の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 

□電気自動車及び燃料電池自動車の導

入 

公用車 13 台（保有台数：電気自動 

車 10 台、燃料電池自動車 3 台） 

□低公害車導入助成制度 

 助成台数 11 台 

□電気自動車及び燃料電池自動車の展

示・同乗体験等の実施 

 実施回数 19 回 

継続実施 

 

環境に配慮した運搬制度の推進 
［環：大気環境課］ 

□市条例に基づくエコ運搬制度の推進 

□川崎市庁内エコ運搬制度実施方針に

基づく庁内での取組推進 

継続実施 

事業活動地球温暖化対策計画書制

度による温暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□計画書・報告書提出件数（第３号該

当者） 

 ・計画書  ：0 件 

・結果報告書：15 件 

□立入調査件数：3 件 

□表彰件数（第 3 号該当者）：0 件 

□計画書・結果報告書提出事業者への

指導・助言の継続実施 

 

□立入調査の継続実施 

□表彰の継続実施 

 
ⅠⅠ--11--33--44  自自転転車車等等のの通通行行空空間間のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自転車通行空間の整備 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

□実施計画に基づく整備：３箇所 □自転車ネットワーク計画に基づく整

備：3.0ｋｍ 
歩道整備等の推進 
［建緑：道路施設課］ 

□歩道整備延長： 

・市道有馬 92 号線ほか 0.67ｍ 

□歩道整備延長 

・市道中野島 22 号線ほか  0.7km 
  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
 

 

  

ⅠⅠ--22--11--11  ソソーーララーーシシテティィププロロジジェェククトトのの推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

住宅用太陽光発電設備設置補助事

業の実施 
［環：地球環境推進室］ 

総計： 152 件（約 647kW） 

＜内訳＞ 

個人住宅 151 件（約 641kW） 

共同住宅    1 件（約 6kW） 

総計：約 230 件（太陽光発電システム、

家庭用燃料電池システム、定置用リチウ

ムイオン蓄電システムの合計件数） 

Ⅰ－２－１ 再生可能エネルギー源等の利用

 Ⅰ－２ 地域のエネルギー資源の有効かつ効率的な利用

の促進

Ⅰ－２－１ 再生可能エネルギー源等の利用

Ⅰ－２－２ 地域における低炭素都市づくりの推進
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バスロケーションシステムの導入促進 
［ま：交通政策室］ 

・バス停留所表示機 7 基の導入 ・バス停留所表示機 14 基の導入 

バス路線等の公共交通網の整備・拡

充 
［交：運輸課］ 
［交：管理課］ 

□バス車両導入車件数 

・バス車両の整備（車両導入 20 両） 

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ（低公害型） 

：20 両（うちﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾊﾞｽ 2 両） 

・在籍車両数：349 両（2019 年 3 月末）  

ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ：329 両 

ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ：20 両 

□バス停留所上屋整備箇所数、照明付

バス停留所標識の整備箇所数 

・バス停留所上屋の整備 

：8 か所（計 261 か所） 

・照明付バス停留所標識の整備 

：20 基（計 369 基） 

□バス利用者数：5,035 万人 

□バス車両導入計画 

・ﾉﾝｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ（低公害型） 

：25 両(うちハイブリッドバス 2 両) 

  

 

 

 

□バス停留所上屋及び照明付ﾊﾞｽ停 

留所標識の整備計画 

・バス停留所上屋整備箇所数：16 か所 

・照明付バス停留所標識の整備箇所数 

：19 基 

 

□バス利用者数：4,944 万人 
  

ⅠⅠ--11--33--33  自自動動車車単単体体対対策策のの推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自動車対策・普及啓発の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 

□電気自動車及び燃料電池自動車の導

入 

公用車 13 台（保有台数：電気自動 

車 10 台、燃料電池自動車 3 台） 

□低公害車導入助成制度 

 助成台数 11 台 

□電気自動車及び燃料電池自動車の展

示・同乗体験等の実施 

 実施回数 19 回 

継続実施 

 

環境に配慮した運搬制度の推進 
［環：大気環境課］ 

□市条例に基づくエコ運搬制度の推進 

□川崎市庁内エコ運搬制度実施方針に

基づく庁内での取組推進 

継続実施 

事業活動地球温暖化対策計画書制

度による温暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□計画書・報告書提出件数（第３号該

当者） 

 ・計画書  ：0 件 

・結果報告書：15 件 

□立入調査件数：3 件 

□表彰件数（第 3 号該当者）：0 件 

□計画書・結果報告書提出事業者への

指導・助言の継続実施 

 

□立入調査の継続実施 

□表彰の継続実施 

 
ⅠⅠ--11--33--44  自自転転車車等等のの通通行行空空間間のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自転車通行空間の整備 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

□実施計画に基づく整備：３箇所 □自転車ネットワーク計画に基づく整

備：3.0ｋｍ 
歩道整備等の推進 
［建緑：道路施設課］ 

□歩道整備延長： 

・市道有馬 92 号線ほか 0.67ｍ 

□歩道整備延長 

・市道中野島 22 号線ほか  0.7km 
  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
 

 

  

ⅠⅠ--22--11--11  ソソーーララーーシシテティィププロロジジェェククトトのの推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

住宅用太陽光発電設備設置補助事

業の実施 
［環：地球環境推進室］ 

総計： 152 件（約 647kW） 

＜内訳＞ 

個人住宅 151 件（約 641kW） 

共同住宅    1 件（約 6kW） 

総計：約 230 件（太陽光発電システム、

家庭用燃料電池システム、定置用リチウ

ムイオン蓄電システムの合計件数） 

Ⅰ－２－１ 再生可能エネルギー源等の利用

 Ⅰ－２ 地域のエネルギー資源の有効かつ効率的な利用

の促進

Ⅰ－２－１ 再生可能エネルギー源等の利用

Ⅰ－２－２ 地域における低炭素都市づくりの推進
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公共施設及び民間施設への太陽エ

ネルギー利用施設の導入の推進 
［ま：施設計画課］ 
［教：教育環境整備推進室］ 
［環：地球環境推進室］

□導入件数 

◇公共施設 

太陽光発電設備(１kW 以上)：12 か所 

・小田小学校（10 kW） 

・小杉小学校（25 kW） 

・登戸小学校（10 kW） 

・浮島埋立事業所（60 kW）※屋根貸

し事業 

◇民間施設 

市内事業者エコ化支援事業（1 件）※

太陽熱 

住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導

入補助事業（152 件） 

□導入計画 

◇公共施設 

太陽光発電設備(１kW 以上)：５か所 

・南原小学校（１０ＫＷ） 

・稗原小学校（１０ＫＷ） 

・菅小学校（１０ＫＷ） 

・京町中学校（１０ＫＷ） 

・西高津中学校（１０ＫＷ） 

◇民間施設 

継続実施 

太陽光発電設備の導入（長沢浄水場） 
［上下：浄水課］ 

・発電電力（1,155kＷ） 

・年間総発電量：883,730 kWh 
・発電電力（1,155ｋＷ） 

・年間総発電量：約 1,130,000ｋＷｈ(予定) 

  

ⅠⅠ--22--11--22  エエネネルルギギーーをを有有効効利利用用すするる仕仕組組みみづづくくりり  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

建築物の熱損失の防止及び空気調

和設備等の効率的利用により、建築

物に係るエネルギー使用の合理化

を総合的に推進 
［ま：建築管理課] 

□建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律に基づく適合性判定及

び届出 

・適合性判定件数 １件 

・届出件数： 457 件 

□建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律に基づく適合性判定及

び届出  

 

公共施設における断熱性を考慮し

た建築設計等の採用の推進 
［ま：施設計画課］ 
［教：教育環境整備推進室］

□導入建物件数：5 公共施設 

・有馬小学校 

・宮崎台小学校 

・宿河原小学校 

・千代ヶ丘小学校 

・虹ヶ丘小学校 

□導入計画：14 公共施設 

・菅生小学校 

・東柿生小学校 

・浅田小学校 

・犬蔵小学校 

・長沢小学校 

・南生田小学校 

・宮前平中学校 

・住吉中学校 

・生田中学校 

・稲田中学校 

・渡田中学校 

・日吉中学校 

・中原中学校 

・高津高等学校 

再生可能エネルギー源導入・利用状

況調査の実施 
［環：地球環境推進室］ 

□市域内の太陽光発電設備導入量 

約 84,000 kW  
継続実施 

再生可能エネルギー源導入促進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-2-1-1 施策参照】 継続実施 

再生可能エネルギーの利用技術等

の最新動向に関する情報収集 
［環：地球環境推進室］ 

□環境配慮機器の最新動向調査を実施 継続実施 

建築物環境配慮制度の推進 
［ま：建築管理課］ 

□届出件数：65 件 継続実施 

公共施設のエネルギー需要特性に

応じた効率的なエネルギー供給シ

ステムの採用の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［ま：施設計画課］ 

□市建築物における環境配慮標準の導

入検討シートの活用 
継続実施 

  

 
ⅠⅠ--22--11--33  地地域域特特性性をを踏踏ままええたた再再生生可可能能エエネネルルギギーー源源等等のの導導入入拡拡大大   

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ごみ焼却施設等の余熱による発電

や温水プールへの活用の推進 
［環：処理計画課］ 

□発電量 
◇発電実績量 
・浮島処理センター： 

47,109,630 kWh 

□電力の売電 
・浮島処理センター 
・王禅寺処理センター 
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・堤根処理センター： 
9,565,950 kWh 

・王禅寺処理センター： 

58,060,632 kWh 
□余熱利用市民施設（温水プール等）へ

蒸気供給 

・堤根処理センター 
・王禅寺処理センター 
□施設内の冷暖房他余熱の有効利用 

・浮島処理センター 
・堤根処理センター 
・王禅寺処理センター 

 
 
 

 
□余熱利用市民施設への蒸気供給 
・堤根処理センター 

・王禅寺処理センター 
 
□施設内の冷暖房他余熱の有効利用 

・浮島処理センター 
・堤根処理センター 
・王禅寺処理センター 

浄水場と配水池の高低差等を利

用したマイクロ水力発電設備の導

入による未利用エネルギーの活用 
［上下：水運用センター］ 

□マイクロ水力発電設備による未利用

エネルギーの利用 

・江ヶ崎発電所： 210,320kＷh 

・鷺沼発電所： 459,870kWh 

・平間発電所： 942,488kWh 

□マイクロ水力発電設備による未利用

エネルギーの利用 

・江ヶ崎発電所、鷺沼発電所、平間発

電所 

下水処理水の水位落差を利用した

小水力発電の導入による未利用エ

ネルギーの活用 
［上下：下水道計画課］ 

□小水力発電設備による未利用エネル

ギーの利用 

・入江崎水処理センター（西系再構築施

設）：入江崎水処理センター（西系再

構築施設）：32,501 kWh 

継続実施 

下水汚泥焼却熱の温水プール等へ

の有効利用 
［上下：下水道計画課］ 

□入江崎総合スラッジセンターにおける下

水汚泥焼却熱による温水プール等の運用 

◇有効利用熱量（電力量換算） 

・入江崎総合スラッジセンター： 

  約 738 万 kWh 

継続実施 

グリーン電力の購入推進 
［環：地球環境推進室］ 

□グリーン電力証書の活用の検討 継続実施 

 

 
ⅠⅠ--22--22--11  面面的的なな対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

開発事業地球温暖化対策計画書等を活

用した面的なエネルギー利用の促進 
［環：地球環境推進室］ 

□計画書提出件数：２件 継続実施 

 
ⅠⅠ--22--22--22  高高いいエエネネルルギギーー効効率率をを有有すするる建建築築物物のの誘誘導導  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

建築物環境配慮制度の推進 
［ま：建築管理課］ 

【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
 
 
 

 
ⅠⅠ--33--11--11  緑緑・・水水のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ヒートアイランド等に関する調査

研究の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：環境総合研究所］ 

□気温分布に関する調査の実施 

□ヒートアイランド対策実施状況調査

の実施 

継続実施 

緑の保全・創出・育成 （Ⅲ－１施策参照）  
健全な水循環の確保 （Ⅲ－２施策参照）  

Ⅰ－３－１ 緑・水の確保

 
 

Ⅰ－２－２ 地域における低炭素都市づくりの推進

 Ⅰ－３ ヒートアイランド対策の推進 Ⅰ－３－１ 緑・水の確保

Ⅰ－３－２ 排熱の抑制

Ⅰ－３－３ 地表面被覆の改善
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・堤根処理センター： 
9,565,950 kWh 

・王禅寺処理センター： 

58,060,632 kWh 
□余熱利用市民施設（温水プール等）へ

蒸気供給 

・堤根処理センター 
・王禅寺処理センター 
□施設内の冷暖房他余熱の有効利用 

・浮島処理センター 
・堤根処理センター 
・王禅寺処理センター 

 
 
 

 
□余熱利用市民施設への蒸気供給 
・堤根処理センター 

・王禅寺処理センター 
 
□施設内の冷暖房他余熱の有効利用 

・浮島処理センター 
・堤根処理センター 
・王禅寺処理センター 

浄水場と配水池の高低差等を利

用したマイクロ水力発電設備の導

入による未利用エネルギーの活用 
［上下：水運用センター］ 

□マイクロ水力発電設備による未利用

エネルギーの利用 

・江ヶ崎発電所： 210,320kＷh 

・鷺沼発電所： 459,870kWh 

・平間発電所： 942,488kWh 

□マイクロ水力発電設備による未利用

エネルギーの利用 

・江ヶ崎発電所、鷺沼発電所、平間発

電所 

下水処理水の水位落差を利用した

小水力発電の導入による未利用エ

ネルギーの活用 
［上下：下水道計画課］ 

□小水力発電設備による未利用エネル

ギーの利用 

・入江崎水処理センター（西系再構築施

設）：入江崎水処理センター（西系再

構築施設）：32,501 kWh 

継続実施 

下水汚泥焼却熱の温水プール等へ

の有効利用 
［上下：下水道計画課］ 

□入江崎総合スラッジセンターにおける下

水汚泥焼却熱による温水プール等の運用 

◇有効利用熱量（電力量換算） 

・入江崎総合スラッジセンター： 

  約 738 万 kWh 

継続実施 

グリーン電力の購入推進 
［環：地球環境推進室］ 

□グリーン電力証書の活用の検討 継続実施 

 

 
ⅠⅠ--22--22--11  面面的的なな対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

開発事業地球温暖化対策計画書等を活

用した面的なエネルギー利用の促進 
［環：地球環境推進室］ 

□計画書提出件数：２件 継続実施 

 
ⅠⅠ--22--22--22  高高いいエエネネルルギギーー効効率率をを有有すするる建建築築物物のの誘誘導導  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

建築物環境配慮制度の推進 
［ま：建築管理課］ 

【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
 
 
 

 
ⅠⅠ--33--11--11  緑緑・・水水のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ヒートアイランド等に関する調査

研究の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：環境総合研究所］ 

□気温分布に関する調査の実施 

□ヒートアイランド対策実施状況調査

の実施 

継続実施 

緑の保全・創出・育成 （Ⅲ－１施策参照）  
健全な水循環の確保 （Ⅲ－２施策参照）  

Ⅰ－３－１ 緑・水の確保

 
 

Ⅰ－２－２ 地域における低炭素都市づくりの推進

 Ⅰ－３ ヒートアイランド対策の推進 Ⅰ－３－１ 緑・水の確保

Ⅰ－３－２ 排熱の抑制

Ⅰ－３－３ 地表面被覆の改善
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ⅠⅠ--33--22--11  排排熱熱のの抑抑制制  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ヒートアイランド等に関する調査

研究の推進

［環：地球環境推進室］

［環：環境総合研究所］

【Ⅰ-3-1-1 施策参照】 【Ⅰ-3-1-1 施策参照】 

建築物の熱損失の防止及び空気調

和設備等の効率的利用により、建築

物に係るエネルギー使用の合理化

を総合的に推進

［ま：建築管理課］

【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 

公共施設における断熱性を考慮し

た建物設計等の採用の推進

［ま：施設計画課］

【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 

公共施設のエネルギー需要特性に

応じた効率的なエネルギー供給シ

ステムの採用の推進

［ま：施設計画課］

【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 

建築物環境配慮制度の推進

［ま：建築管理課］

【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 【Ⅰ-2-1-2 施策参照】 

ⅠⅠ--33--33--11  地地表表面面被被覆覆のの改改善善  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ヒートアイランド等に関する調査

研究の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：環境総合研究所］ 

【Ⅰ-3-1-1 施策参照】 【Ⅰ-3-1-1 施策参照】 

公共施設・学校等における緑地の確

保、屋上・壁面緑化、シンボルツリ

ーの植栽、ベランダ緑化等による緑

化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□緑化指導件数、面積 

 指導件数 15 件 

面積：32,369ｍ２（うち保全面積

29,494ｍ２） 

□緑のカーテン：223 施設で実施 

継続実施 

民有地の屋上緑化、壁面緑化等の緑

化整備に対する支援制度の普及・啓

発の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□屋上緑化等助成制度の施行  

屋上緑化・壁面緑化の件数： 

屋上 0 件、壁面 0 件 

緑化面積：約 0ｍ２ 

□指針の策定状況 

・屋上緑化等技術指針の配布及び助言 

・緑化指導による屋上緑化・壁面緑化

の整備 

屋上緑化・壁面緑化の件数： 

屋上 15 件、壁面 11 件 

□緑化面積：2,423.45 ㎡ 

継続実施 

歩道や公共施設等の整備における

積極的な透水性舗装等の導入 
［ま：施設計画課］ 
［建緑：道路整備課］ 
［建緑：道路施設課］ 
［建緑：企画課］ 
 

□透水性舗装を採用した公共施設の整

備推進 

□透水性舗装を採用した施工面積（累計） 

・透水性舗装施工総面積（歩道） 

：461,063 ㎡ 

継続実施 

 

□透水性舗装の導入促進 

・透水性舗装施工（歩道）：事業促進 

 
 
 
 

Ⅰ－３－３ 地表面被覆の改善

Ⅰ－３－２ 排熱の抑制
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  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 

 
ⅠⅠ--44--11--11  オオゾゾンン層層**のの保保護護  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

代替フロンガスの環境濃度測定 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 
 

□代替フロン濃度 

・HFC-134a：0.17ppb 

・HCFC-22：0.38ppb 

・HCFC-142b：0.028ppb 

・HCFC-141b：0.036ppb 

□市内４地点で継続して測定 

特定フロンの環境濃度の測定 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□特定フロン濃度 

・フロン 11：0.25ppb 

・フロン 12：0.54ppb 

・フロン 113：0.068ppb 

□市内４地点で継続して測定 

自動車リサイクル法に基づく、フロ

ンの適正な回収処理に係る指導の

実施 
［環：廃棄物指導課］ 

□登録事業者数（2018 年度末）： 

・引取業者：134 業者 

・回収業者：23 業者 

□実地調査・指導等件数 

・引取業者：27 業者 

・回収業者：５業者 

継続実施 

オゾン層保護に関する意識啓発 
［環：地球環境推進室］ 

□オゾン層保護に関するポスターの掲

示 
継続実施 

 
ⅠⅠ--44--11--22  酸酸性性雨雨のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

酸性雨に関する雨水の調査の実施 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□調査状況 

・麻生環境大気測定局及び環境総合研

究所で酸性雨モニタリング調査（通

年） 

□調査実施 

・環境総合研究所で酸性雨モニタリング

調査（通年） 

 
ⅠⅠ--44--11--33  森森林林のの保保全全  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

グリーン購入法施行による環境に

配慮した商品の選択等、再生品の利

用拡大に向けた啓発 
［環：地球環境推進室］ 

□平成 30 年度グリーン購入推進方針

（2018 年 4 月、22 分野、281 品

目）の推進 

□グリーン購入推進方針（22 分野、

282 品目）の推進 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
ⅡⅡ--11--11--11  ごごみみををつつくくららなないいラライイフフススタタイイルルのの普普及及  

具具体体的的施施策策名名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

一般廃棄物処理基本計画における

ごみ減量化施策の推進 
［環：廃棄物政策担当］

□一般廃棄物処理基本計画の運用 □一般廃棄物処理基本計画の運用 

 
 

Ⅱ－１－１ 一般廃棄物の発生・排出抑制

Ⅰ－４－１ オゾン層の保護等その他の地球環境問題への取組

 Ⅰ－４ その他の地球環境保全 Ⅰ－４－１ オゾン層の保護等その他の地球環境問題への取組

 Ⅱ－１ 一般廃棄物対策の推進 Ⅱ－１－１ 一般廃棄物の発生･排出抑制

Ⅱ－１－２ 一般廃棄物のリユースの推進

Ⅱ－１－３ 一般廃棄物のリサイクルの推進

Ⅱ－１－４ 一般廃棄物の適正処理
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  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 

 
ⅠⅠ--44--11--11  オオゾゾンン層層**のの保保護護  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

代替フロンガスの環境濃度測定 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 
 

□代替フロン濃度 

・HFC-134a：0.17ppb 

・HCFC-22：0.38ppb 

・HCFC-142b：0.028ppb 

・HCFC-141b：0.036ppb 

□市内４地点で継続して測定 

特定フロンの環境濃度の測定 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□特定フロン濃度 

・フロン 11：0.25ppb 

・フロン 12：0.54ppb 

・フロン 113：0.068ppb 

□市内４地点で継続して測定 

自動車リサイクル法に基づく、フロ

ンの適正な回収処理に係る指導の

実施 
［環：廃棄物指導課］ 

□登録事業者数（2018 年度末）： 

・引取業者：134 業者 

・回収業者：23 業者 

□実地調査・指導等件数 

・引取業者：27 業者 

・回収業者：５業者 

継続実施 

オゾン層保護に関する意識啓発 
［環：地球環境推進室］ 

□オゾン層保護に関するポスターの掲

示 
継続実施 

 
ⅠⅠ--44--11--22  酸酸性性雨雨のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

酸性雨に関する雨水の調査の実施 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□調査状況 

・麻生環境大気測定局及び環境総合研

究所で酸性雨モニタリング調査（通

年） 

□調査実施 

・環境総合研究所で酸性雨モニタリング

調査（通年） 

 
ⅠⅠ--44--11--33  森森林林のの保保全全  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

グリーン購入法施行による環境に

配慮した商品の選択等、再生品の利

用拡大に向けた啓発 
［環：地球環境推進室］ 

□平成 30 年度グリーン購入推進方針

（2018 年 4 月、22 分野、281 品

目）の推進 

□グリーン購入推進方針（22 分野、

282 品目）の推進 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
ⅡⅡ--11--11--11  ごごみみををつつくくららなないいラライイフフススタタイイルルのの普普及及  

具具体体的的施施策策名名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

一般廃棄物処理基本計画における

ごみ減量化施策の推進 
［環：廃棄物政策担当］

□一般廃棄物処理基本計画の運用 □一般廃棄物処理基本計画の運用 

 
 

Ⅱ－１－１ 一般廃棄物の発生・排出抑制

Ⅰ－４－１ オゾン層の保護等その他の地球環境問題への取組

 Ⅰ－４ その他の地球環境保全 Ⅰ－４－１ オゾン層の保護等その他の地球環境問題への取組

 Ⅱ－１ 一般廃棄物対策の推進 Ⅱ－１－１ 一般廃棄物の発生･排出抑制

Ⅱ－１－２ 一般廃棄物のリユースの推進

Ⅱ－１－３ 一般廃棄物のリサイクルの推進

Ⅱ－１－４ 一般廃棄物の適正処理
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具具体体的的施施策策名名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

エコバックや簡易包装の普及の促

進 
［環: 地球環境推進室］ 
［環：減量推進課］ 

□川崎市地球温暖化防止活動推進員プ

ロジェクト（グリーンコンシューマ

ーグループかわさき、3R 推進プロ

ジェクト）による取組の実施 

□エコショップ認定店の紹介 

□店舗への簡易包装協力要請：2,000

事業者 

継続実施 

 

 

 

継続実施 

継続実施 

地域における廃棄物減量指導員制

度の充実 
［環：減量推進課］ 

□廃棄物減量指導員数：1,851 名 

・市連絡協議会開催：3 回 

・各区連絡協議会開催：19 回 

・市・区施設見学会  ：12 回 

継続実施 

廃棄物処理事業に関する副読本の

小学校中学年への配布等によるご

み減量意識の普及啓発の実施 
［環：減量推進課］ 

□配布部数：14,000 冊（対象：小学

校中学年） 
継続実施 

出前ごみスクール等の実施 
［環：減量推進課］ 

□出前ごみスクール：142 回 

□ふれあい出張講座：113 回 
継続実施 

家庭のごみダイエット・チェック

シートの普及 
［環：廃棄物政策担当］ 
［環：減量推進課］ 

□一般廃棄物処理計画の運用 

□家庭系のごみダイエット・チェック   

シートの活用 

□一般廃棄物処理基本計画の運用 

□家庭のごみダイエット・チェックシ

ートの活用 

施策の効果分析手法による点検・

評価 
［環: 廃棄物政策担当］ 

□施策の評価手法による点検・評価の 

実施 

継続実施 

 
ⅡⅡ--11--11--22  ごごみみををつつくくららなないい事事業業活活動動のの確確立立  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

リユース・リサイクルショップ制度

およびエコショップ制度の認定と

利用の促進 
［環：減量推進課］ 

□リユース・リサイクルショップ：47

店舗（3 月 31 日現在） 

□エコショップ認定数：436 店舗 

（3 商店街を含む）（3 月 31 日現在） 

継続実施 

事業系ごみの減量化・資源化施策

の推進（多量排出事業者等からの減

量等計画書の提出による減量化・

資源化に向けた指導の実施） 
［環：減量推進課］ 

□多量排出事業者への指導 

：350 事業者 

□準多量排出事業者への指導 

：1,338 事業者 

継続実施 

 
ⅡⅡ--11--11--33  ごごみみををつつくくららなないい社社会会経経済済シシスステテムムへへのの変変革革  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

循環型社会形成推進基本法等のリ

サイクル関連法に基づく、排出者

責任及び拡大生産者責任の徹底に

向けた取組の促進 
［環：廃棄物政策担当］ 

□九都県市廃棄物問題検討委員会によ

る「容器包装ダイエット宣言」によ

る取組の実施 

九都県市廃棄物問題検討委員会による

取組の実施 

ごみの減量に有効な、経済的手法

の調査･研究の実施 
［環：廃棄物政策担当］ 

□経済的手法等による排出抑制効果等

についての調査・研究 
継続実施  

費用対効果の分析による、ごみ

処理経費の低減方策の検討  
［環：廃棄物政策担当］ 

□収集・処理に関する効果的・効率的

な施策の推進に向けた検討 
継続実施  

 

  

ⅡⅡ--11--22--11  物物をを大大切切ににすするるラライイフフススタタイイルルのの普普及及  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

粗大ごみ再生品の利用の促進 
［環：減量推進課］ 

□展示数 

 粗大ごみ再利用品の展示・抽選 

・展示数：720 個 

継続実施 

Ⅱ－１－２ 一般廃棄物のリユース推進



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要
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橘リサイクルコミュニティセンタ

ー等を拠点とした再使用・再生利

用活動の促進 
［環：減量推進課］ 

□取組状況（活動名、開催回数、参加

者数） 
・紙すき教室 ：1 回開催、4 人 
・牛乳パック工作教室：12 回開催、 

計 69 人 
・廃材の木工教室：24 回開催、 

計 58 人 
・エコぞうり教室：24 回開催、 

計 100 人 
・古布のリフォーム・小物作り教室 

：1 回開催、計 1 人 
・裂き織り教室：12 回開催、 

計 85 人 
・ごみ分別学習会：12 回開催、 

計 74 人 
・川崎市現況報告会；12 回開催、 

計 74 人 
・インテリア小物作り教室：2 回開催、

３人 

継続実施 

フリーマーケット等の開催と再使

用促進のための自主的活動の啓発

の推進 
［環：減量推進課］ 

□開催数、参加店舗数 

・フリーマーケット：1 回開催 

 参加店舗：57 店舗  

・学習会、講演会等の開催 

 石けんづくり、紙すき等の学習会、 

リサイクル講演会、施設見学会等 

継続実施 

リユース・リサイクルショップ制度

およびエコショップ制度の認定と

利用の促進 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-1-2 施策参照】 【Ⅱ-1-1-2 施策参照】 

 

  
ⅡⅡ--11--33--11  分分別別等等のの拡拡充充  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

容器包装リサイクル法等に基づく

分別収集拡充による資源化の促進 
［環：収集計画課］ 

□分別収集量(回収量) 

・空き缶：6,750 トン/年 

・空きびん：10,580 トン/年 

・小物金属：2,553 トン/年  

・古  紙：111 トン/年 

・使用済み乾電池：293 トン/年 

・ペットボトル：4,846 トン/年 

・ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ：11,897 トン/年 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装：12,723 トン/年 

□分別収集予定量 

・空き缶：6,863 トン/年 

・空きびん：11,171 トン/年 

・小物金属：2,563 トン/年 

・古  紙：105 トン/年 

・使用済み乾電池：273 トン/年 

・ペットボトル：4,856 トン/年 

・ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ：12,703 トン/年  

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装：12,740 トン/年 
資源集団回収事業（協力団体への奨

励金、回収事業者への報償金の交

付等）の充実 
［環：減量推進課］ 

□町内会等実施団体 ：1,422 団体 

・回収量： 38,642 トン／年 

・奨励金：3 円/kg 

□回収業者：100 業者 

・回収量：38,290 トン／年 

・報償金：１円/kg 

□協議会、研修会の開催                            

・協議会：４回、研修会 1 回 

□町内会等実施団体 

・回収量：40,811 トン／年 

 

□回収業者 

継続実施 

 

□協議会、研修会 

・協議会：３～４回、研修会 1 回 
正しい分別収集についての普及啓

発の推進 
［環：減量推進課］ 

□普及啓発資料の作成数 

・資源物とごみの分け方・出し方 

 冊子版：371,000 部 

外国語版：6,000 部 

・イラストで分かる資源物とごみの分 

別ルール：5,000 部 

・ 年末年始対策ポスター ：60,500 枚 

・ 年末年始対策リーフレット：67,000 枚 

・ 外国人向けリーフレット：45,000 枚 

・ごみ分別アプリチラシ：15,000 枚 

・ミックス・プラ分別収集啓発チラシ：

1,000 枚 

 

継続実施 

・普及啓発資料の作成 

・講演、キャンペーンの実施 

 

□ミックスペーパー・プラスチック製

容器包装分別収集の協力度の向上に

むけた普及啓発 

Ⅱ－１－３ 一般廃棄物リサイクルの推進



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要
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橘リサイクルコミュニティセンタ

ー等を拠点とした再使用・再生利

用活動の促進 
［環：減量推進課］ 

□取組状況（活動名、開催回数、参加

者数） 
・紙すき教室 ：1 回開催、4 人 
・牛乳パック工作教室：12 回開催、 

計 69 人 
・廃材の木工教室：24 回開催、 

計 58 人 
・エコぞうり教室：24 回開催、 

計 100 人 
・古布のリフォーム・小物作り教室 

：1 回開催、計 1 人 
・裂き織り教室：12 回開催、 

計 85 人 
・ごみ分別学習会：12 回開催、 

計 74 人 
・川崎市現況報告会；12 回開催、 

計 74 人 
・インテリア小物作り教室：2 回開催、

３人 

継続実施 

フリーマーケット等の開催と再使

用促進のための自主的活動の啓発

の推進 
［環：減量推進課］ 

□開催数、参加店舗数 

・フリーマーケット：1 回開催 

 参加店舗：57 店舗  

・学習会、講演会等の開催 

 石けんづくり、紙すき等の学習会、 

リサイクル講演会、施設見学会等 

継続実施 

リユース・リサイクルショップ制度

およびエコショップ制度の認定と

利用の促進 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-1-2 施策参照】 【Ⅱ-1-1-2 施策参照】 

 

  
ⅡⅡ--11--33--11  分分別別等等のの拡拡充充  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

容器包装リサイクル法等に基づく

分別収集拡充による資源化の促進 
［環：収集計画課］ 

□分別収集量(回収量) 

・空き缶：6,750 トン/年 

・空きびん：10,580 トン/年 

・小物金属：2,553 トン/年  

・古  紙：111 トン/年 

・使用済み乾電池：293 トン/年 

・ペットボトル：4,846 トン/年 

・ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ：11,897 トン/年 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装：12,723 トン/年 

□分別収集予定量 

・空き缶：6,863 トン/年 

・空きびん：11,171 トン/年 

・小物金属：2,563 トン/年 

・古  紙：105 トン/年 

・使用済み乾電池：273 トン/年 

・ペットボトル：4,856 トン/年 

・ﾐｯｸｽﾍﾟｰﾊﾟｰ：12,703 トン/年  

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装：12,740 トン/年 
資源集団回収事業（協力団体への奨

励金、回収事業者への報償金の交

付等）の充実 
［環：減量推進課］ 

□町内会等実施団体 ：1,422 団体 

・回収量： 38,642 トン／年 

・奨励金：3 円/kg 

□回収業者：100 業者 

・回収量：38,290 トン／年 

・報償金：１円/kg 

□協議会、研修会の開催                            

・協議会：４回、研修会 1 回 

□町内会等実施団体 

・回収量：40,811 トン／年 

 

□回収業者 

継続実施 

 

□協議会、研修会 

・協議会：３～４回、研修会 1 回 
正しい分別収集についての普及啓

発の推進 
［環：減量推進課］ 

□普及啓発資料の作成数 

・資源物とごみの分け方・出し方 

 冊子版：371,000 部 

外国語版：6,000 部 

・イラストで分かる資源物とごみの分 

別ルール：5,000 部 

・ 年末年始対策ポスター ：60,500 枚 

・ 年末年始対策リーフレット：67,000 枚 

・ 外国人向けリーフレット：45,000 枚 

・ごみ分別アプリチラシ：15,000 枚 

・ミックス・プラ分別収集啓発チラシ：

1,000 枚 

 

継続実施 

・普及啓発資料の作成 

・講演、キャンペーンの実施 

 

□ミックスペーパー・プラスチック製

容器包装分別収集の協力度の向上に

むけた普及啓発 

Ⅱ－１－３ 一般廃棄物リサイクルの推進
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□講演、キャンペーンの実施数 

・３R 推進講演会の開催      1 回 

・ごみゼロキャンペーンの実施 等 
地域における廃棄物減量指導員制

度の充実 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-1-1 施策参照】 【Ⅱ-1-1-1 施策参照】 

廃蛍光管リサイクルに向けた拠点

回収の実施 
［環：減量推進課］ 

拠点回収の通年実施 

回収量：約 0.3 トン 
継続実施 

コンポスト化容器及び生ごみ処理

機等の購入助成の推進 
［環：減量推進課］ 

□助成基数 

・生ごみ処理機等（コンポスト化容器

含む） 

助成基数：171 基 

 助成額：購入金額の 2 分の 1 

（上限 2 万円） 

□助成基数 

・生ごみ処理機等（コンポスト化容器

含む） 

助成基数：160 基程度 

 助成額：購入金額の２分の１ 

（上限２万円） 
  

ⅡⅡ--11--33--22  事事業業系系ごごみみのの資資源源化化のの促促進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

商店街等における廃棄物（事業系ご

み）の分別の徹底 
［環：減量推進課］ 

□少量排出事業者である、市内商店街の

排出実態を把握するためにヒアリング

を実施 

□適正排出及び資源化の促進に向けて

の分別の指導やリサイクル業者との

マッチングを実施 

 
ⅡⅡ--11--33--33  環環境境産産業業ととのの連連携携  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

分別収集、リサイクルの拡充に向

けた市内環境関連事業者との情報

交換 
［環：廃棄物政策担当］ 

□情報交換会の開催（１回） 継続実施 

 
  

  

ⅡⅡ--11--44--11  環環境境負負荷荷のの低低減減にに努努めめたた適適正正処処理理  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

一般廃棄物処理施設の排ガス、排

水、焼却灰等の適正管理による環

境負荷の低減 
［環：処理計画課］ 

□汚染物質の排出基準値の遵守状況 

 ごみ焼却施設に適用される法令に基

づき測定を行い、基準値を遵守して

いることを確認 

□薬剤等により有害ガス等の除去を

引き続き実施 

市の埋立地における適正な埋立処

分の実施 
［環：処理計画課］ 

□排水に含まれる汚染物質の排出基準

値の遵守状況 

 埋立地に適用される法令に基づき測

定を行い、基準値を遵守しているこ

とを確認

□薬剤等により排水中の汚染物質等

の除去を引き続き実施 

ごみ焼却処理施設の環境マネジメ

ントシステムを用いた環境負荷の

低減 
［環：処理計画課］ 

□環境局施設部独自の環境マネジメン

トシステムの構築及び運用 

・浮島処理センター、堤根処理センタ

ー、王禅寺処理センターで実施 

□環境局施設部独自の環境マネジメン

トシステムの運用 

・浮島処理センター、堤根処理センタ

ー、王禅寺処理センターで実施 

廃棄物鉄道輸送事業の実施 
［環：処理計画課］ 

□鉄道輸送年間計画量 

・普通ごみ：37,026 トン 

・ミックスペーパー： 7,427 トン 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装： 7,715 トン 

・焼却灰：12,825 トン 

□年間輸送日数：309 日 

□鉄道輸送年間計画量 

・普通ごみ：41,355 トン 

・ミックスペーパー：7,247 トン 

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製容器包装：7,796 トン 

・焼却灰  ：12,289 トン 

□年間輸送日数：311 日 

  

 
 
 

Ⅱ－１－４ 一般廃棄物の適正処理
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ⅡⅡ--11--44--22  ごごみみ処処理理施施設設等等のの整整備備  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

資源化処理施設を併設したリサイ

クルパークあさお整備事業の推進 
［環：施設建設課］ 

□実施業務なし 
 

□取組状況 

・環境影響評価事後調査（植物・緑）

の実施 

ごみ処理施設等における環境に配

慮した施設建設と整備の推進 
［環：施設整備課］ 
［環：施設建設課］ 

□基幹的施設整備 
・浮島処理センター基幹的整備の実施

設計 
□橘処理センター整備事業 
・解体撤去工事の完了 
・建設工事の継続 
□堤根処理センター整備事業 
・基本計画作成（中間とりまとめ） 
・環境影響評価手続きの実施 
□入江崎クリーンセンター整備事業 
・整備計画作成に向けた検討 

□橘処理センター整備事業 
・建設工事の継続 
□堤根処理センター整備事業 
・基本計画の策定 
・環境影響評価手続きの実施 
□入江崎クリーンセンター整備事業 
・整備計画作成に向けた検討 
□基幹的施設整備 
・浮島処理センター基幹的設備改良工

事の契約締結 
 

  
    施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 

 
ⅡⅡ--22--11--11  産産業業廃廃棄棄物物等等のの３３ＲＲのの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

産業廃棄物処理指導計画における

施策の推進 
［環：廃棄物指導課］ 

第６次産業廃棄物処理指導計画 

□３Ｒの推進 

□適正処理の推進 

□地球温暖化対策の推進 

□大規模災害時・緊急時の対応 

継続実施 

多量排出事業者等の処理計画の策

定、実施の促進 
［環：廃棄物指導課］ 

□指導件数 

・処理計画等の策定指導件数：349 件 

・提出された計画書の公開 

□処理計画の策定指導を引き続き実施 

産業廃棄物の発生抑制及び適正な

自主管理に向けた普及啓発、指導

の推進 
［環：廃棄物指導課］ 

□県及び県内の政令市と共同で排出事

業者の自主的取組の推進 

・廃棄物管理の取組状況の把握及び分

析結果の事業者へのフィードバック 

・廃棄物自主管理に係る事例の紹介 

・事業者説明会の開催 

□排出事業者の自主的取組の推進を引

き続き実施 

廃棄物交換制度*の広域的取組の強

化 
［環：廃棄物指導課］ 

□廃棄物交換件数／廃棄物交換数量 

・市内交換実績 

 交換件数：１件 

交換数量：5５トン 

・県域交換実績 

交換件数：44 件 

交換数量：約 1,096 トン 

・普及活動 

｢廃棄物交換情報｣のホームページ掲載 

継続実施 

建設リサイクル法施行による、建

設資材のリサイクル促進に向けた

工事発注者への普及啓発の拡充 
［ま：建築管理課］ 
［建緑：技術監理課］ 

□発生抑制、分別解体、再資源化につ

いて公共工事発注者に向けた説明会

実施 

・未届工事に対するパトロール 

・市発注工事の建設副産物実態調査の

実施 

・ホームページ、ポスター、パンフレ

ットによる PR 

継続実施 

  
 
 

Ⅱ－２－１ 産業廃棄物等の３Ｒと適正処理

Ⅱ－２ 産業廃棄物対策等の推進 Ⅱ－２－１ 産業廃棄物等の３ と適正処理
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ⅡⅡ--11--44--22  ごごみみ処処理理施施設設等等のの整整備備  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

資源化処理施設を併設したリサイ

クルパークあさお整備事業の推進 
［環：施設建設課］ 

□実施業務なし 
 

□取組状況 

・環境影響評価事後調査（植物・緑）

の実施 

ごみ処理施設等における環境に配

慮した施設建設と整備の推進 
［環：施設整備課］ 
［環：施設建設課］ 

□基幹的施設整備 
・浮島処理センター基幹的整備の実施

設計 
□橘処理センター整備事業 
・解体撤去工事の完了 
・建設工事の継続 
□堤根処理センター整備事業 
・基本計画作成（中間とりまとめ） 
・環境影響評価手続きの実施 
□入江崎クリーンセンター整備事業 
・整備計画作成に向けた検討 

□橘処理センター整備事業 
・建設工事の継続 
□堤根処理センター整備事業 
・基本計画の策定 
・環境影響評価手続きの実施 
□入江崎クリーンセンター整備事業 
・整備計画作成に向けた検討 
□基幹的施設整備 
・浮島処理センター基幹的設備改良工

事の契約締結 
 

  
    施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 

 
ⅡⅡ--22--11--11  産産業業廃廃棄棄物物等等のの３３ＲＲのの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

産業廃棄物処理指導計画における

施策の推進 
［環：廃棄物指導課］ 

第６次産業廃棄物処理指導計画 

□３Ｒの推進 

□適正処理の推進 

□地球温暖化対策の推進 

□大規模災害時・緊急時の対応 

継続実施 

多量排出事業者等の処理計画の策

定、実施の促進 
［環：廃棄物指導課］ 

□指導件数 

・処理計画等の策定指導件数：349 件 

・提出された計画書の公開 

□処理計画の策定指導を引き続き実施 

産業廃棄物の発生抑制及び適正な

自主管理に向けた普及啓発、指導

の推進 
［環：廃棄物指導課］ 

□県及び県内の政令市と共同で排出事

業者の自主的取組の推進 

・廃棄物管理の取組状況の把握及び分

析結果の事業者へのフィードバック 

・廃棄物自主管理に係る事例の紹介 

・事業者説明会の開催 

□排出事業者の自主的取組の推進を引

き続き実施 

廃棄物交換制度*の広域的取組の強

化 
［環：廃棄物指導課］ 

□廃棄物交換件数／廃棄物交換数量 

・市内交換実績 

 交換件数：１件 

交換数量：5５トン 

・県域交換実績 

交換件数：44 件 

交換数量：約 1,096 トン 

・普及活動 

｢廃棄物交換情報｣のホームページ掲載 

継続実施 

建設リサイクル法施行による、建

設資材のリサイクル促進に向けた

工事発注者への普及啓発の拡充 
［ま：建築管理課］ 
［建緑：技術監理課］ 

□発生抑制、分別解体、再資源化につ

いて公共工事発注者に向けた説明会

実施 

・未届工事に対するパトロール 

・市発注工事の建設副産物実態調査の

実施 

・ホームページ、ポスター、パンフレ

ットによる PR 

継続実施 

  
 
 

Ⅱ－２－１ 産業廃棄物等の３Ｒと適正処理

Ⅱ－２ 産業廃棄物対策等の推進 Ⅱ－２－１ 産業廃棄物等の３ と適正処理
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

下水汚泥の焼却灰の資源化 
［上下：下水道計画課］ 

□資源化 

セメント原料化：100％ 
継続実施 

公共事業から発生する特定建設資

材建設廃棄物の再利用の促進 
［建緑：技術監理課］ 

□再資源化率 

・アスファルト・コンクリート塊：100% 

・コンクリート塊：100% 

□再資源化・縮減率 

・建設発生木材：99％ 

継続実施 

建設発生土の量の抑制と再利用の

推進 
［建緑：技術監理課］ 

□有効利用率：100％ 

・公共工事建設発生土処理実績量： 

約 153,000 ㎥

継続実施 

 

 

 
ⅡⅡ--２２--１１--２２  産産業業廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

産業廃棄物処理指導計画における

施策の推進 
［環：廃棄物指導課］ 

【Ⅱ-2-1-1 施策参照】 継続実施 

 

マニフェストシステム*による産業

廃棄物の適正処理の促進 
［環：廃棄物指導課］ 

□適正処理の指導件数  

・排出事業者への立入指導：307 件  

・処理業者への立入指導：144 件  

継続実施 

 

産業廃棄物の情報管理システムの

充実と活用の促進 
［環：廃棄物指導課］ 

□システムの運営状況 

・2007（平成 19）年度より運用開始 
継続実施 

 

民間による中間処理施設の適正配

置に向けた整備の実施 
［環：廃棄物指導課］ 

・中間処理施設が環境に配慮した施設

となるよう指導 
継続実施 

 

廃棄物処理施設の適正管理の促進 
［環：廃棄物指導課］ 

・市内の廃棄物処理施設設置者を対象

に立入検査・指導を実施 

・立入検査実施施設数 154 施設 

継続実施 

 

PCB 廃棄物の実態把握、適正な保

管の徹底及び適正な処理体制の推

進 
［環：廃棄物指導課］ 

□PCB 廃棄物（2017 年度実績） 

・処理量：コンデンサ 286 台 

トランス 391 台 

・PCB 廃棄物の市内保管状況（事業所数） 

 保管事業所数：約 500 事業所 

・適正保管の指導 

・処理体制の状況の周知 

□適正保管の指導を引き続き実施 

□フォローアップ調査の実施 

医療廃棄物の適正処理の指導の推進 
［環：廃棄物指導課］ 

□指導事業所数：19 か所 継続実施  

廃棄物の不法投棄に対する監視･指

導の実施 
［環：廃棄物指導課］ 

□定期パトロール：101 日 

□不法投棄されている廃棄物量 

：45 トン 

□監視計画 

適宜巡回パトロールを実施 
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  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 

 

  

  

ⅢⅢ--11--11--11  緑緑地地のの保保全全  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

特別緑地保全地区、緑の保全地域

の指定等による良好な緑地保全の

推進 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□特別緑地保全地区指定数、面積 

77 か所、130.2ha 

□緑の保全地域指定数、面積 

34 か所、31.2ha 

□保全緑地取得面積 

107.8ha 

□特別緑地保全地区拡大予定：3 か所 

□緑の保全地域指定予定：1 か所 

□保全緑地取得予定：0.74ha 

緑地保全協定の締結の推進 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□緑地保全協定数、面積 

 120 件、70.56ha 
□緑地保全協定締結予定：随時締結 

特別緑地保全地区等で植生に配慮

した保全管理計画の策定 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
 

□計画作成地区名 

・向原の里特別緑地保全地区 

・小沢城址特別緑地保全地区 

・おっ越し山緑の保全地域 

・久地特別緑地保全地区 

・多摩特別緑地保全地区 

・菅馬場谷特別緑地保全地区 

・黒川広町緑の保全地域 

・南野川特別緑地保全地区 

・岡上和光山緑の保全地域 

・神庭特別緑地保全地区 

・岡上梨子ノ木特別緑地保全地区 

・久末特別緑地保全地区 

・黒川よこみね特別緑地保全地区 

・菅生ヶ丘特別緑地保全地区 

・王禅寺源左衛門谷特別緑地保全地区 

・生田榎戸特別緑地保全地区 

・柿生の里特別緑地保全地区 

・菅小谷緑の保全地域 

・片平緑の保全地域 

・栗木山王山特別緑地保全地区 

・井田平台特別緑地保全地区 

・岡上丸山特別緑地保全地区 

・久末東特別緑地保全地区 

・王禅寺東特別緑地保全地区 

・生田寒谷特別緑地保全地区 

・多摩美特別緑地保全地区 

・早野梅ヶ谷特別緑地保全地区 

・井田山特別緑地保全地区 

・久末イノ木特別緑地保全地区 

・高石特別緑地保全地区（新規） 

□東生田緑の保全地域 

 

 
ⅢⅢ--11--11--22  保保全全さされれたた緑緑地地のの適適切切なな管管理理  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

特別緑地保全地区等で植生に配慮

した保全管理計画の策定 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-1-1 施策参照】 【Ⅲ-1-1-1 施策参照】 

里山ボランティア育成講座の実施 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□講座修了者数：22 名 

（受講修了者延べ数：402 名） 
継続実施 

  

Ⅲ－１ 緑の保全・創出・育成 Ⅲ－１－１ 緑地の保全

Ⅲ－１－２ 農地の保全

Ⅲ－１－３ 緑化の推進

Ⅲ－１－４ 公園緑地の整備・活用

Ⅲ－１－１ 緑地の保全



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要

 
123 

 
  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 

 

  

  

ⅢⅢ--11--11--11  緑緑地地のの保保全全  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

特別緑地保全地区、緑の保全地域

の指定等による良好な緑地保全の

推進 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□特別緑地保全地区指定数、面積 

77 か所、130.2ha 

□緑の保全地域指定数、面積 

34 か所、31.2ha 

□保全緑地取得面積 

107.8ha 

□特別緑地保全地区拡大予定：3 か所 

□緑の保全地域指定予定：1 か所 

□保全緑地取得予定：0.74ha 

緑地保全協定の締結の推進 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□緑地保全協定数、面積 

 120 件、70.56ha 
□緑地保全協定締結予定：随時締結 

特別緑地保全地区等で植生に配慮

した保全管理計画の策定 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
 

□計画作成地区名 

・向原の里特別緑地保全地区 

・小沢城址特別緑地保全地区 

・おっ越し山緑の保全地域 

・久地特別緑地保全地区 

・多摩特別緑地保全地区 

・菅馬場谷特別緑地保全地区 

・黒川広町緑の保全地域 

・南野川特別緑地保全地区 

・岡上和光山緑の保全地域 

・神庭特別緑地保全地区 

・岡上梨子ノ木特別緑地保全地区 

・久末特別緑地保全地区 

・黒川よこみね特別緑地保全地区 

・菅生ヶ丘特別緑地保全地区 

・王禅寺源左衛門谷特別緑地保全地区 

・生田榎戸特別緑地保全地区 

・柿生の里特別緑地保全地区 

・菅小谷緑の保全地域 

・片平緑の保全地域 

・栗木山王山特別緑地保全地区 

・井田平台特別緑地保全地区 

・岡上丸山特別緑地保全地区 

・久末東特別緑地保全地区 

・王禅寺東特別緑地保全地区 

・生田寒谷特別緑地保全地区 

・多摩美特別緑地保全地区 

・早野梅ヶ谷特別緑地保全地区 

・井田山特別緑地保全地区 

・久末イノ木特別緑地保全地区 

・高石特別緑地保全地区（新規） 

□東生田緑の保全地域 

 

 
ⅢⅢ--11--11--22  保保全全さされれたた緑緑地地のの適適切切なな管管理理  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

特別緑地保全地区等で植生に配慮

した保全管理計画の策定 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-1-1 施策参照】 【Ⅲ-1-1-1 施策参照】 

里山ボランティア育成講座の実施 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□講座修了者数：22 名 

（受講修了者延べ数：402 名） 
継続実施 

  

Ⅲ－１ 緑の保全・創出・育成 Ⅲ－１－１ 緑地の保全

Ⅲ－１－２ 農地の保全

Ⅲ－１－３ 緑化の推進

Ⅲ－１－４ 公園緑地の整備・活用

Ⅲ－１－１ 緑地の保全
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ⅢⅢ--11--11--33  地地域域にに残残さされれたた身身近近なな緑緑のの継継承承  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

保存樹木、保存樹林、保存生垣、

まちの樹*等の指定による地域の樹

林･樹木の保全 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□保存樹林数、面積 

35 か所、44,809ｍ２ 

□保存生垣数、延長 

41 か所、2,599.5ｍ 

□保存樹木数 

 854 本 

□指定の予定：随時指定 

 
ⅢⅢ--11--11--44  開開発発事事業業等等ににおおけけるる緑緑地地のの保保全全とと創創出出  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

開発事業地内の自然的環境配慮に

関する「自然的環境保全配慮書」へ

の助言指導 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□37 件協議 

（2004 年度策定） 
継続実施 

 

 
ⅢⅢ--11--11--55  新新たたなな緑緑地地保保全全管管理理にに向向けけたた検検討討  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

里山再生事業の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□黒川地区における「緑地保全活用基

本計画」の推進、里山の保全・再生、

体験学習等の検討 

□岡上地区における市民・大学・小学

校との連携による保全活動・環境教

育の取組の推進 

□早野地区における都市農地、里地里

山の保全と活用による価値向上と活

性化に向けた取組の推進 

継続実施 

 

 

継続実施 

 
 
継続実施 

様々な主体の参画による新たな保

全緑地管理の検討 
［建緑：みどりの協働推進課］

□玉川大学 

・岡上杉山下特別緑地保全地区でノネ

ズミ類と植生に関する研究 

□明治大学 

・西黒川特別緑地保全地区での生態調

査等の実施 

□東京農業大学 

・早野梅ヶ谷特別緑地保全地区で林床

管理が生態系に及ぼす影響に関する

研究 

継続実施 

 
ⅢⅢ--11--22--11  農農地地のの保保全全とと活活用用  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

生産緑地地区の指定と活用の推進 
［経：農地課］ 

□生産緑地面積：273ha 

生産緑地地区：1,740 か所 
□関係部局と協議の上、生産緑地の追

加・指定 
都市農地の多面的な機能の活用 
［経：農地課］ 

□グリーン・ツーリズムの実践 

□明治大学との連携 

□大型農産物直売所内情報発信施設に

おける共同事業の実施 

□早野里地里山づくり推進計画に基づ

く協働事業等の実施 

□遊休農地対策事業の実施 

□生産緑地地区の指定の推進 

□里地里山等利活用実践活動による人

材育成 

□明治大学との連携 

□大型農産物直売所内情報発信施設と

連携した都市農業の振興 

□早野里地里山づくり推進計画に基づ

く協働事業等の実施 

□遊休農地対策事業の実施 
農薬や化学肥料を節減した栽培の

奨励等による環境保全型農業等の

促進 
［経：農業技術支援センター］ 

□「川崎市環境保全型農業推進方針」

の改定に基づき、実証展示栽培、技

術講習会等を実施 

□「川崎市環境保全型農業推進方針」

に基づき実証展示栽培、慣行レベル

より農薬使用を節減した栽培への助

成、技術講習会等を実施 

地場産の農産物の地域内消費の推

進 
［経：農業振興課］ 
［経：農業技術支援センター］ 

□かわさき地産地消推進協議会を主体

とした地産地消の推進 

□多摩川ナシ保存奨励（栽培保存：

107 件） 

□かわさき地産地消推進協議会を主体

とした地産地消の推進 

□多摩川ナシ保存奨励 

Ⅲ－１－２ 農地の保全



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要

 
125 

 
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

農業生産基盤の整備 
［経：農地課］ 

□水利権調査 

・かんがい用動力費の補助 

□農業用施設等のストックマネジメン  

 ト 

□黒川東地区の換地促進 

□農業用施設等のストックマネジメン 

 ト 

□黒川東地区の換地促進 

 
ⅢⅢ--11--22--22  農農をを知知るる機機会会とと参参加加すするる仕仕組組のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市民農園等による農体験を通じた

都市農地の活用 
［経：農業振興課］ 

□市民農園の整備数 

・川崎市市民農園：5 農園、653 区画 

・地域交流農園 ：1 農園、40 区画 

□体験型農園の設置及び整備数 

 設置数：9 農園 

□市民農園の整備数 

・川崎市市民農園：5 農園、653 区画 

・地域交流農園 ：1 農園、40 区画 

□体験型農園の設置 

設置数：9 農園  

□体験型農園の開設へ向けた普及活動 
 
 
 

ⅢⅢ--11--33--11  公公共共空空間間のの緑緑化化推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

街路緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□街路樹延長・本数：(累計) 408 路線 

約 229ｋｍ、41,322 本 

□愛護会数 

・街路樹等愛護会：1,190 ブロック 

（１ブロック概ね 100m） 

継続実施 

公共施設･学校等における緑地の確

保、屋上･壁面緑化、シンボルツリ

ーの植栽、ベランダ緑化等による

緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

 

 
ⅢⅢ--11--33--22  都都市市拠拠点点ににおおけけるる緑緑化化のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

緑化を重点的に図るべき地区にお

ける、市・市民･事業者による緑化

の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□緑化推進重点地区の整備 

・東扇島１号線沿道環境整備工事 

□「新百合丘地区緑化推進重点地区計

画」改定計画の策定 

□緑化推進重点地区の整備予定 

・東扇島１号線沿道環境整備工事 

・こやのさ緑道整備工事 

□川崎駅周辺地区緑化推進重点地区計

画の見直しにむけた基礎資料の作成 
  

ⅢⅢ--11--33--33  民民有有地地のの緑緑化化推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

生垣づくり等の緑化への助成によ

る緑化支援の実施 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□民有地の緑化事業としての助成 

・奨励金支給：特別緑地保全地区・緑

の保全地域：86 件 

緑地保全協定：108 件 

保存樹林：31 件 

保存生垣：42 件 

保存樹木：225 件 

まちの樹：27 件 

・生垣緑化：3 件 

・思い出記念樹：1,079 件 

□申請に応じて随時支援 

市民が自主的に緑化活動に取り組

む「地域緑化推進地区*」の指定と

活動の支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□地域緑化推進地区の指定数：26 件 随時指定 

緑化の推進等に実践的な活動を行

う緑の活動団体への支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□緑の活動団体登録数：253 団体 

□公益財団法人川崎市公園緑地協会か

ら、208 団体に助成金 621.7 万円

交付 

継続実施  

Ⅲ－１－３ 緑化の推進



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

農業生産基盤の整備 
［経：農地課］ 

□水利権調査 

・かんがい用動力費の補助 

□農業用施設等のストックマネジメン  

 ト 

□黒川東地区の換地促進 

□農業用施設等のストックマネジメン 

 ト 

□黒川東地区の換地促進 

 
ⅢⅢ--11--22--22  農農をを知知るる機機会会とと参参加加すするる仕仕組組のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市民農園等による農体験を通じた

都市農地の活用 
［経：農業振興課］ 

□市民農園の整備数 

・川崎市市民農園：5 農園、653 区画 

・地域交流農園 ：1 農園、40 区画 

□体験型農園の設置及び整備数 

 設置数：9 農園 

□市民農園の整備数 

・川崎市市民農園：5 農園、653 区画 

・地域交流農園 ：1 農園、40 区画 

□体験型農園の設置 

設置数：9 農園  

□体験型農園の開設へ向けた普及活動 
 
 
 

ⅢⅢ--11--33--11  公公共共空空間間のの緑緑化化推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

街路緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□街路樹延長・本数：(累計) 408 路線 

約 229ｋｍ、41,322 本 

□愛護会数 

・街路樹等愛護会：1,190 ブロック 

（１ブロック概ね 100m） 

継続実施 

公共施設･学校等における緑地の確

保、屋上･壁面緑化、シンボルツリ

ーの植栽、ベランダ緑化等による

緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

 

 
ⅢⅢ--11--33--22  都都市市拠拠点点ににおおけけるる緑緑化化のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

緑化を重点的に図るべき地区にお

ける、市・市民･事業者による緑化

の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□緑化推進重点地区の整備 

・東扇島１号線沿道環境整備工事 

□「新百合丘地区緑化推進重点地区計

画」改定計画の策定 

□緑化推進重点地区の整備予定 

・東扇島１号線沿道環境整備工事 

・こやのさ緑道整備工事 

□川崎駅周辺地区緑化推進重点地区計

画の見直しにむけた基礎資料の作成 
  

ⅢⅢ--11--33--33  民民有有地地のの緑緑化化推推進進  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

生垣づくり等の緑化への助成によ

る緑化支援の実施 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□民有地の緑化事業としての助成 

・奨励金支給：特別緑地保全地区・緑

の保全地域：86 件 

緑地保全協定：108 件 

保存樹林：31 件 

保存生垣：42 件 

保存樹木：225 件 

まちの樹：27 件 

・生垣緑化：3 件 

・思い出記念樹：1,079 件 

□申請に応じて随時支援 

市民が自主的に緑化活動に取り組

む「地域緑化推進地区*」の指定と

活動の支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□地域緑化推進地区の指定数：26 件 随時指定 

緑化の推進等に実践的な活動を行

う緑の活動団体への支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□緑の活動団体登録数：253 団体 

□公益財団法人川崎市公園緑地協会か

ら、208 団体に助成金 621.7 万円

交付 

継続実施  

Ⅲ－１－３ 緑化の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市と事業所等との緑化協定の締結

による事業所における緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□協定締結数：65 件 

・緑地面積：151ha：達成率 100％ 
継続実施 

  

開発事業に関する緑化及び緑の管

理等についての緑化指針に基づく

指導･助言 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□指導件数：108 件 継続実施  

民有地の屋上緑化、壁面緑化等の

緑化整備に対する支援制度の普

及・啓発の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

地域の緑化を自主的に推進する人

材の育成 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□緑化推進リーダー育成講座修了者数 

・花と緑のまちづくり講座 

 修了者：19 名 

・里山ボランティア育成講座 

修了者：22 名 

継続実施 

 
ⅢⅢ--11--44--11  公公園園緑緑地地のの整整備備推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

住民参加等多様な手法による公園

整備計画の検討 
［建緑：みどりの企画管理課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□対象事業の検討 □生田緑地ばら苑における整備計画

の検討 

地域特性や自然を活かした魅力あ

る大規模公園の整備の推進 
［建緑：等々力緑地再編整備室］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□等々力緑地の整備 

 等々力硬式野球場整備 

・都市計画決定面積：56.40ha 

・都市公園面積：36.59ha 

（管理面積：43.59ha） 

□生田緑地の整備 

園路広場整備 

・都市計画決定面積：179.3ha 

・都市公園面積：117.4ha  

（管理面積：125.9ha） 

□菅生緑地の整備 

西地区広場整備 

・菅生緑地：都市計画面積  

約 13.4ha 

・都市公園面積：9.7ha  

（管理面積：9.7ha） 

継続実施 

街区公園、近隣公園*等の身近な公

園の整備 
［建緑：みどりの保全整備課］ 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
 

□街区公園等の整備拡充 

開発行為等による提供公園 10 か所

6,678.35 ㎡ 

□リフレッシュパーク事業の取組を推

進 

継続実施 

港における臨海公園の整備等 
［港：経営企画課］ 

□臨海公園面積 約 32ha 

□港における公園等の維持管理 
継続実施 

 
ⅢⅢ--11--44--22  公公園園緑緑地地のの管管理理運運営営のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

街区公園等身近な公園の地域住民

による維持管理活動の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□地域住民が維持管理する公園数：562 

□愛護会数 

・公園緑地愛護会：329 団体 

□愛護団体未設置公園の解消 

公園利用ガイドブックの作成による公

園の適正な利用への普及・啓発 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□ホームページ上で遊具の安全な遊び

方についての普及・啓発の実施 

□作成に向けた準備 

公園の利用や運営を考慮した公園

の適正な維持管理 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□取組状況 

 剪定、刈込、除草等の管理活動の実施 
継続実施 

Ⅲ－１－４ 公園緑地の整備・活用
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 施 策 の 方 向           施 策 の 柱          

      

 
 
 
 

 
ⅢⅢ--22--11--11  地地形形・・水水文文地地質質のの状状況況把把握握  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地質調査資料の収集・整理による

地質構成の把握 
［環：水質環境課］ 

□地盤情報データベース化 □ガイドマップかわさき地質図集の 

保守 

  

ⅢⅢ--22--11--22  湧湧水水地地のの実実態態把把握握  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

湧水地の水質調査 
［環：水質環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□整備した湧水地８箇所（９地点）につ

いて、毎月、湧水量の測定等を実施 
継続実施 

 

 
ⅢⅢ--22--22--11  地地下下水水かかんん養養能能力力のの保保全全・・回回復復  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水環境保全計画に基づく、計画

的、総合的な施策の推進 
［環：水質環境課］ 

□取組状況 

・水環境保全計画に基づき河川、地下

水、海域等の水環境を一体とし、総

合的に水環境の保全を推進 

継続実施 

涵養域における雨水浸透 の推進 
［環：水質環境課］ 

雨水浸透施設導入の促進に向けた取組

の検討 

 

継続実施 

大規模開発における雨水を浸透さ

せる機能についての配慮の促進 
［建緑：河川課］ 

□指導件数、年間貯留量 

 整備件数０件、貯留量０㎥ 

・民間施設における雨水流出抑制指導 

指 導 件 数 ： 89 件 、 貯 留 量 ： 約

17,895 ㎥ 

継続実施 

歩道や公共施設等の整備における

積極的な透水性舗装等の導入 
［ま：施設計画課］ 
［建緑：道路整備課］ 
［建緑：道路施設課］ 
［建緑：企画課］ 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

多自然川づくり*の推進 
（河川が本来有している生物の生

息・生育・繁殖環境及び多様な河

川景観を保全・創出するための河

川管理） 
［建緑：河川課］ 

□河川改修区間延長（多自然川づくり） 

・平瀬川支川：28ｍ（累計 809ｍ） 
□計画 

・平瀬川支川：護岸 60ｍ 

  

ⅢⅢ--22--22--22  湧湧水水地地のの保保全全  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

湧水地の整備の推進 
［環：水質環境課］ 

□整備した湧水地８箇所（９地点）の

維持管理 
継続実施 

 
 
 

Ⅲ－２－２ 地下水、湧水の保全

Ⅲ－２－１ 水循環の実態把握

Ⅲ－２ 健全な水循環の確保 Ⅲ－２－１ 水循環の実態把握

Ⅲ－２－２ 地下水、湧水の保全

Ⅲ－２－４ 効率的な水利用の推進

Ⅲ－２－３ 河川環境等の保全
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 施 策 の 方 向           施 策 の 柱          

      

 
 
 
 

 
ⅢⅢ--22--11--11  地地形形・・水水文文地地質質のの状状況況把把握握  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地質調査資料の収集・整理による

地質構成の把握 
［環：水質環境課］ 

□地盤情報データベース化 □ガイドマップかわさき地質図集の 

保守 

  

ⅢⅢ--22--11--22  湧湧水水地地のの実実態態把把握握  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

湧水地の水質調査 
［環：水質環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□整備した湧水地８箇所（９地点）につ

いて、毎月、湧水量の測定等を実施 
継続実施 

 

 
ⅢⅢ--22--22--11  地地下下水水かかんん養養能能力力のの保保全全・・回回復復  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水環境保全計画に基づく、計画

的、総合的な施策の推進 
［環：水質環境課］ 

□取組状況 

・水環境保全計画に基づき河川、地下

水、海域等の水環境を一体とし、総

合的に水環境の保全を推進 

継続実施 

涵養域における雨水浸透 の推進 
［環：水質環境課］ 

雨水浸透施設導入の促進に向けた取組

の検討 

 

継続実施 

大規模開発における雨水を浸透さ

せる機能についての配慮の促進 
［建緑：河川課］ 

□指導件数、年間貯留量 

 整備件数０件、貯留量０㎥ 

・民間施設における雨水流出抑制指導 

指 導 件 数 ： 89 件 、 貯 留 量 ： 約

17,895 ㎥ 

継続実施 

歩道や公共施設等の整備における

積極的な透水性舗装等の導入 
［ま：施設計画課］ 
［建緑：道路整備課］ 
［建緑：道路施設課］ 
［建緑：企画課］ 

【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 【Ⅰ-3-3-1 施策参照】 

多自然川づくり*の推進 
（河川が本来有している生物の生

息・生育・繁殖環境及び多様な河

川景観を保全・創出するための河

川管理） 
［建緑：河川課］ 

□河川改修区間延長（多自然川づくり） 

・平瀬川支川：28ｍ（累計 809ｍ） 
□計画 

・平瀬川支川：護岸 60ｍ 

  

ⅢⅢ--22--22--22  湧湧水水地地のの保保全全  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

湧水地の整備の推進 
［環：水質環境課］ 

□整備した湧水地８箇所（９地点）の

維持管理 
継続実施 

 
 
 

Ⅲ－２－２ 地下水、湧水の保全

Ⅲ－２－１ 水循環の実態把握

Ⅲ－２ 健全な水循環の確保 Ⅲ－２－１ 水循環の実態把握

Ⅲ－２－２ 地下水、湧水の保全

Ⅲ－２－４ 効率的な水利用の推進

Ⅲ－２－３ 河川環境等の保全
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境影響評価に関する手続きの際

における湧水地の保護への要請 
［環：水質環境課］ 

□要請件数：０件 継続実施 

 

 
ⅢⅢ--22--33--11  適適正正流流量量のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水環境保全計画に基づく、計画

的、総合的な施策の推進 
［環：水質環境課］ 

【Ⅲ-2-2-1 施策参照】 【Ⅲ-2-2-1 施策参照】 

地下水の賦存量を確保するための

雨水の地下浸透の推進 
［環：水質環境課］ 

【Ⅲ-2-2-1 施策参照】 【Ⅲ-2-2-1 施策参照】 

下水の高度処理水の活用 
［上下：下水道計画課］ 

□高度処理水の再利用量 

・等々力水処理センターの高度処理水

を江川せせらぎ水路用水として利用 

・再利用水量：2,226,919 ㎥／年 

継続実施 

  

ⅢⅢ--22--33--22  水水辺辺環環境境のの保保全全  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

良好な自然環境を残す多自然の河

川の維持・再生 
［建緑：多摩川施策推進課］ 
［建緑：河川課］ 

□多摩川に関する推進計画「新多摩川

プラン」の推進 

・ごみ清掃 

・生物が棲みやすい環境創造のための

刈り残しの実施 

□多摩川に関する推進計画「新多摩川

プラン」の推進  

草刈り等河川の適正な維持管理の

実施 
［建緑：多摩川施策推進課］ 
［建緑：河川課］ 

□管理活動の実施回数 

・多摩川緑地草刈り：年６回 

□市内河川の維持管理 

・草刈り・施設維持 

継続実施  

市民参加による水辺のクリーン運

動及び維持管理の推進 
［建緑：河川課］ 
［建緑：多摩川施策推進課］ 
［市：市民活動推進課］ 

□クリーン運動の実施  

・鶴見川流域クリーンアップ作戦 

□多摩川美化活動（6 月 3 日実施） 

・市民参加数： 

171 団体、14,208 人参加 

・一般ごみ、空き缶等約 4.15 トンの 

分別収集を実施 

□河川愛護ボランティア制度 

・市民参加数：8 団体、228 人登録・

参加 

継続実施  

 
ⅢⅢ--22--44--11  雨雨水水等等のの効効率率的的なな水水利利用用のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

公共施設に雨水を利用した中水道

システム の導入の推進 
［ま：施設計画課］ 

□システム導入件数 

◇雨水利用システム：１か所 

スポーツ・文化複合施設 

継続実施  

 
ⅢⅢ--22--44--22  節節水水のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水の適正使用等に向けた各種広報

活動の実施 
［上下：サービス推進課］ 

□小学生社会科副読本｢川崎市の水

道・下水道｣の無償配付（対象 小学

４年生全員） 

□水道週間行事の開催（施設見学会、 

小中学生作品コンクール、かわさき

みずみずフェア等の実施） 

□区民祭等での PR の実施 

継続実施 

Ⅲ－２－４ 効率的な水利用の推進

Ⅲ－２－３ 河川環境等の保全
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・各種パンフレット・リーフレットの 

作成配布等 

・上下水道局広報紙「かわさきの上下

水道」の配布 

・局ウェブサイトによるＰＲ 

・国際展示会等への出展 

・水道・下水道出前教室の実施 

・施設見学会の実施 
  

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 

ⅢⅢ--33--11--11  自自然然にに関関すするる情情報報のの収収集集・・整整理理・・活活用用  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

「自然環境調査」等による現存植生

や生物生息調査の実施 
［環：水質環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 
［教：青少年科学館］ 

□調査実施地区数 

・生物の生息地調査の実施 
・親水施設調査 3 地点 
・市域の自然調査及び資料収集整理 

継続実施 

・親水施設調査 3 地点 
・市域の自然調査及び資料収集整理 

市内河川や河口干潟等における水

辺生物の調査の実施 
［環：環境総合研究所］ 
［環：水質環境課］ 

□調査実施地区数： 
・生物調査 4 地点（水質環境課） 
・親水施設水質調査９地点 

（環境総合研究所） 
・親水施設生物調査 3 地点 

（環境総合研究所） 

・多摩川河口干潟生物調査３地点 
（環境総合研究所） 

・東扇島人工海浜生物調査３地点 

（環境総合研究所） 

 

□調査実施地区数： 
・生物調査 4 地点（水質環境課） 
・親水施設水質調査９地点 

（環境総合研究所） 
・親水施設生物調査 3 地点 

（環境総合研究所） 

・東扇島人工海浜生物調査 1 地点 
（環境総合研究所） 

川崎港生物相調査 
［環：水質環境課］ 

□海域生物調査 4 地点 継続実施  

市内の希少な動植物等の生育・生

息状況調査の実施 
［環：環境総合研究所］ 

□動植物の生育･生息状況 
・希少生物調査９地点 

（親水施設生物調査、多摩川河口干潟 
生物調査及び東扇島人工海浜生物 
調査と併せて実施） 

□動植物の生育･生息状況 
・希少生物調査８地点 

（親水施設生物調査及び東扇島人工海 
浜生物調査を含む） 

地域の自然を再発見するツアーの

実施

［環：環境総合研究所］

□ツアー等実施回数 

・河口干潟観察会：年８回開催 

・自然観察会（野鳥等）：年２回開催 

 

□ツアー等実施予定 

・河口干潟観察会：年８回 

・自然観察会（野鳥等）：年２回 

生物多様性に関する普及啓発の実

施

［関係局・区］

□フォーラム実施等普及啓発状況 

・グリーンウェイブ：15 団体参加 

・動物愛護フェアや花と緑の市民 

フェアなどでの普及啓発 

・里山フォーラム in 麻生での展示 

・CC かわさき交流コーナーでの展示 

・川崎アゼリア広報コーナーでの展示 

・「エコシティたかつ」推進フォーラ 

ムの実施 

□フォーラム実施等普及啓発予定 

・グリーンウェイブ参加 

・動物愛護フェアや花と緑の市民 

フェアなどでの普及啓発 

・川崎アゼリア広報コーナーでの展示 

・「エコシティたかつ」推進フォーラ 

ムの実施 

 

動物の愛護と管理の促進

［健：動物愛護センター］

□終生飼養等普及啓発状況 

・動物愛護教室 ２８回８４４名 

・譲渡前講習会 ４１回 ５０名 

・譲渡時講習会 ３４回 ３９名 

・適正飼養講座  １回 ９２名 

継続実施 

生物多様性に配慮した活動ガイド

ラインづくり

［環：環境調整課］

□普及啓発 

・生物多様性の保全に取り組む方々へ

のメッセージ～活動ポイント事例集

～をホームページで公開 

継続実施 

身近な生き物観察教材の作成・配布

［環：環境総合研究所］

［環：環境調整課］

□教材の作成状況 

・小学生向け環境副読本に身近な生き

物観察教材として掲載 

継続実施 

Ⅲ－３－１ 生物多様性の保全

Ⅲ－３ 生物多様性の保全 Ⅲ－３－１ 生物多様性の保全
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・各種パンフレット・リーフレットの 

作成配布等 

・上下水道局広報紙「かわさきの上下

水道」の配布 

・局ウェブサイトによるＰＲ 

・国際展示会等への出展 

・水道・下水道出前教室の実施 

・施設見学会の実施 
  

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 

ⅢⅢ--33--11--11  自自然然にに関関すするる情情報報のの収収集集・・整整理理・・活活用用  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

「自然環境調査」等による現存植生

や生物生息調査の実施 
［環：水質環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 
［教：青少年科学館］ 

□調査実施地区数 

・生物の生息地調査の実施 
・親水施設調査 3 地点 
・市域の自然調査及び資料収集整理 

継続実施 

・親水施設調査 3 地点 
・市域の自然調査及び資料収集整理 

市内河川や河口干潟等における水

辺生物の調査の実施 
［環：環境総合研究所］ 
［環：水質環境課］ 

□調査実施地区数： 
・生物調査 4 地点（水質環境課） 
・親水施設水質調査９地点 

（環境総合研究所） 
・親水施設生物調査 3 地点 

（環境総合研究所） 

・多摩川河口干潟生物調査３地点 
（環境総合研究所） 

・東扇島人工海浜生物調査３地点 

（環境総合研究所） 

 

□調査実施地区数： 
・生物調査 4 地点（水質環境課） 
・親水施設水質調査９地点 

（環境総合研究所） 
・親水施設生物調査 3 地点 

（環境総合研究所） 

・東扇島人工海浜生物調査 1 地点 
（環境総合研究所） 

川崎港生物相調査 
［環：水質環境課］ 

□海域生物調査 4 地点 継続実施  

市内の希少な動植物等の生育・生

息状況調査の実施 
［環：環境総合研究所］ 

□動植物の生育･生息状況 
・希少生物調査９地点 

（親水施設生物調査、多摩川河口干潟 
生物調査及び東扇島人工海浜生物 
調査と併せて実施） 

□動植物の生育･生息状況 
・希少生物調査８地点 

（親水施設生物調査及び東扇島人工海 
浜生物調査を含む） 

地域の自然を再発見するツアーの

実施

［環：環境総合研究所］

□ツアー等実施回数 

・河口干潟観察会：年８回開催 

・自然観察会（野鳥等）：年２回開催 

 

□ツアー等実施予定 

・河口干潟観察会：年８回 

・自然観察会（野鳥等）：年２回 

生物多様性に関する普及啓発の実

施

［関係局・区］

□フォーラム実施等普及啓発状況 

・グリーンウェイブ：15 団体参加 

・動物愛護フェアや花と緑の市民 

フェアなどでの普及啓発 

・里山フォーラム in 麻生での展示 

・CC かわさき交流コーナーでの展示 

・川崎アゼリア広報コーナーでの展示 

・「エコシティたかつ」推進フォーラ 

ムの実施 

□フォーラム実施等普及啓発予定 

・グリーンウェイブ参加 

・動物愛護フェアや花と緑の市民 

フェアなどでの普及啓発 

・川崎アゼリア広報コーナーでの展示 

・「エコシティたかつ」推進フォーラ 

ムの実施 

 

動物の愛護と管理の促進

［健：動物愛護センター］

□終生飼養等普及啓発状況 

・動物愛護教室 ２８回８４４名 

・譲渡前講習会 ４１回 ５０名 

・譲渡時講習会 ３４回 ３９名 

・適正飼養講座  １回 ９２名 

継続実施 

生物多様性に配慮した活動ガイド

ラインづくり

［環：環境調整課］

□普及啓発 

・生物多様性の保全に取り組む方々へ

のメッセージ～活動ポイント事例集

～をホームページで公開 

継続実施 

身近な生き物観察教材の作成・配布

［環：環境総合研究所］

［環：環境調整課］

□教材の作成状況 

・小学生向け環境副読本に身近な生き

物観察教材として掲載 

継続実施 

Ⅲ－３－１ 生物多様性の保全

Ⅲ－３ 生物多様性の保全 Ⅲ－３－１ 生物多様性の保全
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自然調査に携わる人に向けた講座

の実施

［教：青少年科学館］

□講座実施状況 

・自然環境の調査や研究を担う人材 

（市民）育成につながる自然観察会 

や各種教室、講座の実施 

継続実施及び新規計画 

・自然観察会 

・生田緑地観察会 

・その他各種観察会、講座 

川崎生き物マップの運用

［環：環境調整課］

□寄せられた情報数 

・5,885 件 

継続実施 

水環境保全システムの運用

［環：水質環境課］

□水環境情報の発信状況 

・水辺地マップの運用 

継続実施 

生物多様性に関する施設等の間の

情報交流の機会づくり

［教：青少年科学館］

［建緑：夢見ヶ崎動物公園］

［建緑：多摩川施策推進課］

［環：環境調整課］

［環：地球環境推進室］

□交流の機会の実施状況 

・環境教育・学習推進会議：1 回 

・生物多様性に関する施設間庁内情報

交流会：1 回 

継続実施 

 
ⅢⅢ--33--11--22  生生息息生生育育空空間間のの保保全全・・創創出出  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

生物多様性*地域戦略の策定に向け

た検討 
［環：環境調整課］ 

□生物多様性かわさき戦略の推進 継続実施 

公共事業の実施において、対象地

域内での生物生息・生育環境保

全、再生、創出への配慮のについ

ての助言指導 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□川崎市緑化指針に基づく指導・助言 継続実施 

民間による開発事業に対する生息

地の保全･再生への配慮についての

助言指導 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

□川崎市緑化指針に基づく指導・助言 継続実施 

環境影響評価の手続における緑及

び生態系、並びに地下水の保全・回

復への取組の要請 
［環：環境評価室］ 

□審査件数 

・緑：3 件 

・生態系：0 件 

・地下水：０件 

継続実施 

河川の整備における漁礁ブロッ

ク、魚道の設置等、生物の生息環

境への配慮の実施 
［建緑：河川課］ 

□設置件数（累計） 

・魚道：8 か所 

・漁礁ブロック：1 か所 

 

実施未定 

生き物に配慮した整備等マニュア

ルづくり

［環：環境調整課］

□周知 

・生き物のいる環境づくり～生物多様

性に配慮した公共施設の整備等～を

庁内向けに周知 

継続実施 

建築物等における生き物に配慮し

た緑化の助言

［建緑：みどりの協働推進課］

□川崎市緑化指針に基づく指導・助言 継続実施 

生物多様性に関する指標づくり

［環：環境調整課］

□市民参加型生き物調査の実施 継続実施 
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  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 

  

 
 
 

ⅢⅢ--44--11--11  良良好好なな都都市市景景観観のの形形成成  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

都市景観形成地区等の指定 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□都市景観形成地区の指定状況 

：7 地区 

□景観計画特定地区の指定状況 

：6 地区 

□都市景観形成地区・景観計画特定地

区の指定等予定数：特定地区の拡大

に向けた検討 

景観形成協議会との協議による景

観形成方針・基準の策定 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□大山街道で無電柱化に向け協議会と

の勉強会等を開催 

□新百合ヶ丘周辺での広告物の基準に

ついて、地元住民への合意形成を図る 

□新百合ヶ丘周辺の基準について、引

き続き地元住民との調整を行い、基

準改定を行う 

 

民間等の開発に対して、景観形成

ガイドライン等による周辺地域の

都市景観形成への寄与に向けた誘

導 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□景観計画区域内の届出：131 件 

□都市景観形成地区等の届出：26 件 

□色彩デザインの提案 

・市が提案した施設数：1 件 

継続実施 

アメニティの視点から屋外広告物

の規制の実施 
［建緑：路政課］ 

□路上違反広告物除却物件数：1,690

件 
継続実施 

電線類の地中化の推進 
［建緑：路政課］ 

□電線類地中化区間延長：約 56.1km 継続実施 

花の街かど景観事業等による花の

ある景観づくりの推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 

 
ⅢⅢ--44--11--22  市市民民にによよるる景景観観づづくくりり活活動動のの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

建築協定 や地区計画制度 の活用

を視野に入れた市民活動の支援 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□建築協定締結状況：14 地区 

□地区計画指定状況：5２地区 

      （再開発促進地区を除く） 

□建築協定認可予定地区数：1 地区 

□地区計画都市計画決定予定地区数 

：未定 

景観づくり市民団体等に対する活

動支援 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□街なみ誘導助成制度等の周知 

□都市景観形成協力者表彰 
継続実施 

 
ⅢⅢ--44--22--11  快快適適なな市市民民生生活活のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ポイ捨て禁止啓発キャンペーンに

よる意識啓発活動の実施 
［環：減量推進課］ 

□キャンペーン実施状況 

 5 月、９月に散乱防止重点区域の主

要駅（川崎、新川崎・鹿島田、武蔵

小杉、武蔵溝ノ口、鷺沼、登戸・向

ヶ丘遊園、新百合ヶ丘）周辺におい

て、啓発活動と清掃活動を実施 

継続実施 

駐輪場の適切な配置と放置自転車

対策の推進 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

□駐輪場数  

・148 カ所、47,292 台 

※民間駐輪場を除く  

□放置自転車撤去台数：24,827 台 

□駐輪場設置  

・２か所、500 台 

※民間駐輪場を除く 

 
  

Ⅲ－４－２ 快適な都市空間の創出

Ⅲ－４ 都市アメニティの増進 Ⅲ－４－１ 良好な街なみの形成

Ⅲ－４－２ 快適な都市空間の創出

Ⅲ－４－３ 人と自然とのふれあいの確保

Ⅲ－４－１ 良好な街なみの形成
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  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 

  

 
 
 

ⅢⅢ--44--11--11  良良好好なな都都市市景景観観のの形形成成  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

都市景観形成地区等の指定 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□都市景観形成地区の指定状況 

：7 地区 

□景観計画特定地区の指定状況 

：6 地区 

□都市景観形成地区・景観計画特定地

区の指定等予定数：特定地区の拡大

に向けた検討 

景観形成協議会との協議による景

観形成方針・基準の策定 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□大山街道で無電柱化に向け協議会と

の勉強会等を開催 

□新百合ヶ丘周辺での広告物の基準に

ついて、地元住民への合意形成を図る 

□新百合ヶ丘周辺の基準について、引

き続き地元住民との調整を行い、基

準改定を行う 

 

民間等の開発に対して、景観形成

ガイドライン等による周辺地域の

都市景観形成への寄与に向けた誘

導 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□景観計画区域内の届出：131 件 

□都市景観形成地区等の届出：26 件 

□色彩デザインの提案 

・市が提案した施設数：1 件 

継続実施 

アメニティの視点から屋外広告物

の規制の実施 
［建緑：路政課］ 

□路上違反広告物除却物件数：1,690

件 
継続実施 

電線類の地中化の推進 
［建緑：路政課］ 

□電線類地中化区間延長：約 56.1km 継続実施 

花の街かど景観事業等による花の

ある景観づくりの推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 

 
ⅢⅢ--44--11--22  市市民民にによよるる景景観観づづくくりり活活動動のの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

建築協定 や地区計画制度 の活用

を視野に入れた市民活動の支援 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□建築協定締結状況：14 地区 

□地区計画指定状況：5２地区 

      （再開発促進地区を除く） 

□建築協定認可予定地区数：1 地区 

□地区計画都市計画決定予定地区数 

：未定 

景観づくり市民団体等に対する活

動支援 
［ま：計画部景観・地区まちづくり

支援担当］ 

□街なみ誘導助成制度等の周知 

□都市景観形成協力者表彰 
継続実施 

 
ⅢⅢ--44--22--11  快快適適なな市市民民生生活活のの確確保保  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ポイ捨て禁止啓発キャンペーンに

よる意識啓発活動の実施 
［環：減量推進課］ 

□キャンペーン実施状況 

 5 月、９月に散乱防止重点区域の主

要駅（川崎、新川崎・鹿島田、武蔵

小杉、武蔵溝ノ口、鷺沼、登戸・向

ヶ丘遊園、新百合ヶ丘）周辺におい

て、啓発活動と清掃活動を実施 

継続実施 

駐輪場の適切な配置と放置自転車

対策の推進 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

□駐輪場数  

・148 カ所、47,292 台 

※民間駐輪場を除く  

□放置自転車撤去台数：24,827 台 

□駐輪場設置  

・２か所、500 台 

※民間駐輪場を除く 

 
  

Ⅲ－４－２ 快適な都市空間の創出

Ⅲ－４ 都市アメニティの増進 Ⅲ－４－１ 良好な街なみの形成

Ⅲ－４－２ 快適な都市空間の創出

Ⅲ－４－３ 人と自然とのふれあいの確保

Ⅲ－４－１ 良好な街なみの形成
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ⅢⅢ--44--22--２２  利利用用者者ににややささししいいままちちづづくくりり  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

公共建築物の新築･改築に際して、

誰もが利用しやすい施設の整備 
［ま：施設計画課］ 
［ま：建築管理課］ 

□全ての新築・改築にて、福祉のまち

づくり条例に基づいたバリアフリー

の視点の取り入れ 

継続実施 

建築物等の建設に際して、事業者

等に対するバリアフリーへの配慮

を指導 
［ま：建築管理課］ 

□福祉のまちづくり条例に基づく事前

協議 

事前協議件数：267 件 

継続実施 

段差のある鉄道駅舎にエレベータ

ー、エスカレーターの設置の促進 
［ま：交通政策室］ 

□民営鉄道駅舎エレベーター等の設置

補助（累計数） 

・エレベーター等の設置補助件数  

：32 駅 

・エレベ－タ－ ：76 基 

・エスカレ－タ－：14 基 

□整備計画・継続実施（累計数） 

・エレベーター等の設置補助件数 ：32  

 駅 

・エレベ－タ－：76 基 

・エスカレ－タ－：14 基 

ノンステップバスの導入促進 
［ま：交通政策室］ 
［交：運輸課］ 

□市営バス：20 両 

□民営バス：3 社 34 両 
□市営バス：25 両 

□民営バス：2 社 29 両 

 

ⅢⅢ--44--22--33  歴歴史史的的文文化化的的遺遺産産のの保保全全・・活活用用  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

市内の指定文化財等の適切な保全

と情報の提供 
［教：文化財課］ 

□指定･登録文化財件数 

・国指定：16 件 

・県指定：27 件 

・市指定：114 件 

・国登録：4 件  

・県選択：１件  

継続実施 

市内の産業遺産の適切な情報の提

供 
［経：企画課］ 

□産業遺産ホームページ登録件数 

：162 件 
継続実施 

  

ⅢⅢ--44--33--11  拠拠点点的的なな緑緑とと水水のの保保全全とと活活用用  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水辺に親しむ勉強会等の開催 
［環：環境総合研究所］ 

□勉強会の開催数：17 回 

□参加人数：1,621 人 
継続実施 

地域特性や自然を活かした魅力あ

る大規模公園の整備の推進 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-4-1  施策参照】 【Ⅲ-1-4-1  施策参照】 

「二ヶ領せせらぎ館」や「大師河原

水防センター」を活動の核とした

「多摩川エコミュージアムプラン」

の推進 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

□取組状況 

・プラン推進の運営拠点及び情報セン

ターとして市民の活発な活動の展開 

・各市民団体のイベント開催や環境学

習等の実施 

□年間入場者数 

二ヶ領せせらぎ館   24,977 人 

 大師河原水防センター 15,211 人 
 

継続実施 

多摩川流域の市民・企業・行政の

情報交換や意見交換の場の創出 
［建緑：企画課］ 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

・多摩川流域セミナーの開催(年 2 回) 継続実施 

 
 
 

Ⅲ－４－３ 人と自然とのふれあいの確保
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ⅢⅢ--44--33--22  生生物物ととふふれれああうう機機会会のの創創出出  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自然観察会や環境調査等の実施に

より、市民が地域の自然･生物と親

しむ機会の創出 
［環：環境総合研究所］ 
［環：水質環境課］ 
［建緑：多摩川施策推進課］ 
［教：青少年科学館］ 
［区：高津区役所］ 

□自然観察会等の実施件数 

・夏休み多摩川教室：年１回 

・水辺の楽校：年 35 回 

・多摩川河口干潟の生きもの観察会：

年 8 回 

・河口干潟観察会：年 25 回 

・生田緑地観察会：年 30 回 

・自然観察会：年７回 

・夏休み、春休み理科教室：年 7 回 

・自然ワークショップ：年 12 回 

・夏休み水環境体験教室：年 2 回 

・たかつ生きもの探検隊：年 1 回 

・たかつ水と緑の探検隊：年 1 回 

・かわさき宙と緑の科学館バックヤー

ドツアー：年２回 

・生きもの教室：16 回 

継続実施及び新規計画 

 
ⅢⅢ--44--33--33  緑緑ののリリササイイククルルのの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

公園緑地の樹木等の剪定枝の堆肥

化等による還元･利用 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□剪定枝の堆肥化 

 
□カントリーヘッジの実施・拡大（予

定） 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

  

 
  

 
ⅣⅣ--11--11--11  大大気気環環境境のの監監視視  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

大気汚染防止法に基づく大気環境

中の大気汚染物質の常時監視と監

視データの活用 
［環：環境総合研究所］ 

□測定装置設置・更新の実施状況 
・二酸化硫黄/浮遊粒子状物質測定装置 

２台  
・微小粒子状物質測定装置    ４台 
・浮遊粒子状物質測定装置   １台 
・気象観測装置        ３台 
□大気環境の常時監視（18 局） 
・一般環境大気測定局 9 局 
・自動車排出ガス測定局 9 局 
□実施状況
・データ公表に併せて、データ解析手

法を検討しつつ解析を実施

□測定装置設置・更新の予定 
・オキシダント質測定装置   １台 
・微小粒子状物質測定装置   ３台 
・浮遊粒子状物質測定装置   ２台 
・一酸化炭素測定装置     ２台 
・炭化水素測定装置      ２台 
・気象観測装置        ５台 
 
・データ公表に併せて、データ解析の実施 

大気汚染防止法に基づく有害大気

汚染物質等の常時監視 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□対象地点数：4 地点 

□調査実施回数：12 回／年 
□対象予定数：4 地点 

□調査実施回数：12 回／年 

 
ⅣⅣ--11--11--22  大大気気環環境境対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

窒素酸化物総量規制*による排出量

削減指導の強化 
［環：大気環境課］ 

□窒素酸化物排出量：8,332 トン／年 継続実施 

光化学オキシダント対策の推進 
［環：大気環境課］ 

□広域連携による対策の推進 継続実施 

揮発性有機化合物（VOC）対策の □VOC 対策アドバイザー制度実施 1 件 □VOC 対策アドバイザー制度の実施 

 Ⅳ－１ 大気環境の保全 Ⅳ－１－１ 大気環境の監視及び対策の推進

Ⅳ－１－２ 工場･事業場の対策の推進

Ⅳ－１－３ 交通環境対策の推進

Ⅳ－１－１ 大気環境の監視及び対策の推進
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ⅢⅢ--44--33--22  生生物物ととふふれれああうう機機会会のの創創出出  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

自然観察会や環境調査等の実施に

より、市民が地域の自然･生物と親

しむ機会の創出 
［環：環境総合研究所］ 
［環：水質環境課］ 
［建緑：多摩川施策推進課］ 
［教：青少年科学館］ 
［区：高津区役所］ 

□自然観察会等の実施件数 

・夏休み多摩川教室：年１回 

・水辺の楽校：年 35 回 

・多摩川河口干潟の生きもの観察会：

年 8 回 

・河口干潟観察会：年 25 回 

・生田緑地観察会：年 30 回 

・自然観察会：年７回 

・夏休み、春休み理科教室：年 7 回 

・自然ワークショップ：年 12 回 

・夏休み水環境体験教室：年 2 回 

・たかつ生きもの探検隊：年 1 回 

・たかつ水と緑の探検隊：年 1 回 

・かわさき宙と緑の科学館バックヤー

ドツアー：年２回 

・生きもの教室：16 回 

継続実施及び新規計画 

 
ⅢⅢ--44--33--33  緑緑ののリリササイイククルルのの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

公園緑地の樹木等の剪定枝の堆肥

化等による還元･利用 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□剪定枝の堆肥化 

 
□カントリーヘッジの実施・拡大（予

定） 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

  

 
  

 
ⅣⅣ--11--11--11  大大気気環環境境のの監監視視  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

大気汚染防止法に基づく大気環境

中の大気汚染物質の常時監視と監

視データの活用 
［環：環境総合研究所］ 

□測定装置設置・更新の実施状況 
・二酸化硫黄/浮遊粒子状物質測定装置 

２台  
・微小粒子状物質測定装置    ４台 
・浮遊粒子状物質測定装置   １台 
・気象観測装置        ３台 
□大気環境の常時監視（18 局） 
・一般環境大気測定局 9 局 
・自動車排出ガス測定局 9 局 
□実施状況
・データ公表に併せて、データ解析手

法を検討しつつ解析を実施

□測定装置設置・更新の予定 
・オキシダント質測定装置   １台 
・微小粒子状物質測定装置   ３台 
・浮遊粒子状物質測定装置   ２台 
・一酸化炭素測定装置     ２台 
・炭化水素測定装置      ２台 
・気象観測装置        ５台 
 
・データ公表に併せて、データ解析の実施 

大気汚染防止法に基づく有害大気

汚染物質等の常時監視 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□対象地点数：4 地点 

□調査実施回数：12 回／年 
□対象予定数：4 地点 

□調査実施回数：12 回／年 

 
ⅣⅣ--11--11--22  大大気気環環境境対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

窒素酸化物総量規制*による排出量

削減指導の強化 
［環：大気環境課］ 

□窒素酸化物排出量：8,332 トン／年 継続実施 

光化学オキシダント対策の推進 
［環：大気環境課］ 

□広域連携による対策の推進 継続実施 

揮発性有機化合物（VOC）対策の □VOC 対策アドバイザー制度実施 1 件 □VOC 対策アドバイザー制度の実施 

 Ⅳ－１ 大気環境の保全 Ⅳ－１－１ 大気環境の監視及び対策の推進

Ⅳ－１－２ 工場･事業場の対策の推進

Ⅳ－１－３ 交通環境対策の推進

Ⅳ－１－１ 大気環境の監視及び対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

推進 
［環：大気環境課］ 

□立入調査件数：4 件 

□ガソリンべーパー回収機能付計量機

の導入促進のチラシ配布 

□立入調査予定件数：3 件 

継続実施 

微小粒子状物質の実態把握及び対

策の推進 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□常時監視地点： 

一般局 8 地点、自排局８地点 

□PM2.5 の成分分析：一般局２地

点、自排局１地点 

継続実施 

大気汚染物質等に関する調査・研究 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□PM2.5 中の有機化合物のうち、発生

源の指標となる成分について情報収

集と分析方法の検討 

継続実施 

 
ⅣⅣ--11--11--33  そそのの他他のの大大気気環環境境対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

アスベスト対策の推進 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 
［ま：建築指導課］ 
［健：健康増進課］ 

□建築物等の解体現場への立入検査 1,023
件 

□一般環境大気濃度測定8地点（年1回） 
□建築物等解体現場における大気環境濃 

度測定 2 件 

□市民及び事業者への情報提供   
□健康相談 ４件 
□民間建築物への含有調査費用補助 

7 件、除去等費用補助 0 件 

継続実施 

大気汚染による健康影響に関する

調査研究の実施 
［健：環境保健課］ 

□調査実施 継続実施 

ⅣⅣ--11--22--11  立立入入検検査査のの強強化化  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

大気汚染防止法、市条例に基づく監

視、指導の強化 
［環：大気環境課］ 

□立入調査件数（法･条例）：98 件 

□届出審査件数（法･条例）：121 件 

□ばい煙発生施設設置数（法）：1,644 件 

継続実施 

窒素酸化物の総量規制、粒子状物質

の包括的総量規制（バスケット規

制）の推進 
［環：大気環境課］ 

□窒素酸化物排出量：8,332 トン／年 

□粒子状物質排出量：1,455 トン／年 
継続実施 

有害大気汚染物質の排出抑制 
［環：大気環境課］ 

□立入件数：2 件  □立入予定件数：３件 

  

ⅣⅣ--11--22--22  発発生生源源常常時時監監視視  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

テレメーターによる発生源常時監

視の継続 
［環：大気環境課］ 

□発生源大気自動監視システムによる

大手工場の排出量を監視（硫黄酸化

物 10 工場、窒素酸化物 23 工場） 

継続実施 

 
ⅣⅣ--11--22--33  事事業業者者のの自自主主的的取取組組のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

窒素酸化物対策として低ＮＯx 燃
焼機器やより高度な公害防止装置

の導入の促進 
［環：大気環境課］ 

普及啓発の実施 継続実施 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

Ⅳ－１－２ 工場・事業場の対策の推進
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ⅣⅣ--11--33--11  環環境境負負荷荷のの少少なないい交交通通をを目目指指ししたた交交通通環環境境対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

路外駐車場の整備推進 
［ま：交通政策室］ 

□駐車場法、条例及び要綱等による駐

車場の整備を指導 
継続実施 

京急大師線連続立体交差事業の推進 
［建緑：道路整備課］ 

□東門前駅から小島新田駅間の整備 

2018年度末に地下切替えを行い産

業道路立体化が完成 

継続実施 

都市計画道路の整備 
［建緑：道路整備課］ 

建緑：企画課

□尻手黒川線、東京丸子横浜線、世田

谷町田線等の整備： 

・計画延長 305,560m  

・整備済み 207,784m 

・整備率 68％ 

□尻手黒川線、東京丸子横浜線、世田

谷町田線等の整備 

川崎縦貫道路の整備促進 
［建緑：広域道路整備室］ 

□Ⅰ期区間 浮島～大師ジャンクショ

ン：供用済 

・大師ジャンクション～国道 15 号：事

業促進 

・Ⅱ期区間（国道 15 号～東名高速道

路）：計画の早期具体化に向けた取組 

□Ⅰ期区間：事業促進 

□Ⅱ期区間：ルート・構造等の検討 

交差点改良事業の推進 
［建緑：道路施設課］ 

□交差点改良件数 

・交差点改良：20 か所 

（市道久末 126 号線 他） 

□交差点改良予定件数 

・交差点改良：18 か所 

（市道有馬 26 号線 他） 
道路改良事業の推進 
［建緑：道路整備課］ 

□国道 409 号、横浜生田、横浜上麻生

寺等の整備（道路拡幅等） 
継続実施 

違法駐車対策の推進 
［市：地域安全推進課］ 

□違法駐車等防止対策の実施状況 

・交通安全市民総ぐるみ運動における

広報・啓発活動 

・市内全域での啓発物の配布 

□違法駐車等防止対策の実施 

・交通安全市民総ぐるみ運動における

広報・啓発活動 

 
駐車場の適切な配置の推進 
［ま：交通政策室］ 

□都市計画駐車場数：1 か所 

・駐車台数    ：381 台 
継続実施 

市民・事業者による自主的な交通環

境配慮行動に向けた普及啓発 
［環：大気環境課］ 

【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 

川崎市建築物における駐車施設の

附置等に関する条例に基づく荷さ

ばき用駐車施設の整備促進 
［ま：交通政策室］ 

【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 

歩道の整備等の推進 
［建緑：道路施設課］ 

【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 

鉄道交通機関の利便性の向上によ

る交通手段の転換の推進 
［ま：交通政策室］ 

【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 

コミュニティ交通等の導入に向け

た検討 
［ま：交通政策室］ 

□コミュニティ交通導入についての 

支援 
継続実施 

駐輪場の整備の推進 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

□駐輪場数  

・駐輪場等の新設・４か所 

（全市 148 か所、47,292 台分 

（民間駐輪場を除く）） 

□計画 

・駐輪場等の設置：２か所 

 

自転車通行空間の整備 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 

バス交通の定時運行の確保 
［交：運輸課］ 

□バス専用レーン、バス優先レーンの

関係機関による整備状況（2019 年

3 月末）  

□バス専用レーン： 5,010ｍ 

□バス優先レーン：22,050ｍ 

 

 

 

 

□バス専用レーン等の整備拡充につい

て関係機関に走行環境改善を要望 

Ⅳ－１－３ 交通環境対策の推進
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ⅣⅣ--11--33--11  環環境境負負荷荷のの少少なないい交交通通をを目目指指ししたた交交通通環環境境対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

路外駐車場の整備推進 
［ま：交通政策室］ 

□駐車場法、条例及び要綱等による駐

車場の整備を指導 
継続実施 

京急大師線連続立体交差事業の推進 
［建緑：道路整備課］ 

□東門前駅から小島新田駅間の整備 

2018年度末に地下切替えを行い産

業道路立体化が完成 

継続実施 

都市計画道路の整備 
［建緑：道路整備課］ 

建緑：企画課

□尻手黒川線、東京丸子横浜線、世田

谷町田線等の整備： 

・計画延長 305,560m  

・整備済み 207,784m 

・整備率 68％ 

□尻手黒川線、東京丸子横浜線、世田

谷町田線等の整備 

川崎縦貫道路の整備促進 
［建緑：広域道路整備室］ 

□Ⅰ期区間 浮島～大師ジャンクショ

ン：供用済 

・大師ジャンクション～国道 15 号：事

業促進 

・Ⅱ期区間（国道 15 号～東名高速道

路）：計画の早期具体化に向けた取組 

□Ⅰ期区間：事業促進 

□Ⅱ期区間：ルート・構造等の検討 

交差点改良事業の推進 
［建緑：道路施設課］ 

□交差点改良件数 

・交差点改良：20 か所 

（市道久末 126 号線 他） 

□交差点改良予定件数 

・交差点改良：18 か所 

（市道有馬 26 号線 他） 
道路改良事業の推進 
［建緑：道路整備課］ 

□国道 409 号、横浜生田、横浜上麻生

寺等の整備（道路拡幅等） 
継続実施 

違法駐車対策の推進 
［市：地域安全推進課］ 

□違法駐車等防止対策の実施状況 

・交通安全市民総ぐるみ運動における

広報・啓発活動 

・市内全域での啓発物の配布 

□違法駐車等防止対策の実施 

・交通安全市民総ぐるみ運動における

広報・啓発活動 

 
駐車場の適切な配置の推進 
［ま：交通政策室］ 

□都市計画駐車場数：1 か所 

・駐車台数    ：381 台 
継続実施 

市民・事業者による自主的な交通環

境配慮行動に向けた普及啓発 
［環：大気環境課］ 

【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 

川崎市建築物における駐車施設の

附置等に関する条例に基づく荷さ

ばき用駐車施設の整備促進 
［ま：交通政策室］ 

【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 【Ⅰ-1-3-1 施策参照】 

歩道の整備等の推進 
［建緑：道路施設課］ 

【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 

鉄道交通機関の利便性の向上によ

る交通手段の転換の推進 
［ま：交通政策室］ 

【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 

コミュニティ交通等の導入に向け

た検討 
［ま：交通政策室］ 

□コミュニティ交通導入についての 

支援 
継続実施 

駐輪場の整備の推進 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

□駐輪場数  

・駐輪場等の新設・４か所 

（全市 148 か所、47,292 台分 

（民間駐輪場を除く）） 

□計画 

・駐輪場等の設置：２か所 

 

自転車通行空間の整備 
［建緑：自転車利活用推進室］ 

【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 【Ⅰ-1-3-4 施策参照】 

バス交通の定時運行の確保 
［交：運輸課］ 

□バス専用レーン、バス優先レーンの

関係機関による整備状況（2019 年

3 月末）  

□バス専用レーン： 5,010ｍ 

□バス優先レーン：22,050ｍ 

 

 

 

 

□バス専用レーン等の整備拡充につい

て関係機関に走行環境改善を要望 

Ⅳ－１－３ 交通環境対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

バス路線等の公共交通網の整備・拡

充 
［交：運輸課］ 
［交：管理課］ 

【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 

バス１日乗車券等の利用促進 
［交：管理課］ 
 

□エコロジ－乗車券*等の発売数   

・1 日乗車券発売：17.1 万枚 

・家族１日乗車券の発売：0.7 万枚 

・環境定期制度の継続 

□バス一日乗車券等の利用促進  

公共交通機関の利用促進 
［交：管理課］ 
［交：運輸課］ 

【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 【Ⅰ-1-3-2 施策参照】 

環境に配慮した運搬制度の推進 
［環：大気環境課］ 

□市条例に基づくエコ運搬制度の推進 

□川崎市庁内エコ運搬制度実施方針に

基づく庁内での取組推進 

継続実施 

産業道路における環境レーンの実施 
［建緑：企画課］ 
［環：大気環境課］ 

□路面表示及び横断幕の設置 

□リーフレット、ポスター等による普

及啓発 

継続実施 

  

ⅣⅣ--11--33--22  低低公公害害・・低低燃燃費費車車のの普普及及促促進進及及びび自自動動車車かかららのの排排出出ガガスス抑抑制制のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

一都三県ディーゼル車規制に向け

て九都県市環境問題対策委員会大

気保全専門部会による対策の推進

［環：大気環境課］ 

□リーフレット、ポスター等の広報及

び一斉検査等を実施 
継続実施 

県条例によるディーゼル車運行規

制の取組の推進 
［環：大気環境課］ 

□周知に向けた取組状況 

・規制内容を説明したリーフレット類の配

布、市ホームページによる周知など 

□ディーゼル車運行規制に係る検査数 

・路上検査：1 か所、14 台 

・書面検査：4 か所、308 台 

・ビデオ検査：11 か所 1,010 台 

□予定 

・規制内容を説明したリーフレット類

の配布 

□路上・拠点検査・ビデオ検査等の実

施 

□九都県市による強化月間取組の実施 

市条例による自動車公害の防止に

係る監視・指導 
［環：大気環境課］ 

□環境に配慮した運搬制度の報告書 

受付：117 件 
継続実施 

自動車対策・普及啓発の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 

□広報や市ＨＰ等を利用した普及･啓

発の取組状況 
・かわさきエコドライブ宣言登録制度

の推進 

・エコドライブ講習会の実施 

継続実施 

事業者、市民への九都県市指定低公

害車の普及及び最新規制適合車へ

の代替の促進 
［環：大気環境課］ 

□指定低公害車市内保有台数（九都県

市調べ）：289,640 台（2018 年

3 月末） 

□低公害車導入助成制度 

 ：補助台数 11 台 

継続実施 

公用車への九都県市指定低公害車

の導入の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 
［環：収集計画課］ 
［消：施設装備課］ 
［交：運輸課］ 

□公用車への導入状況：2018 年度に

導入した 96 台のうち 89 台が九都

県市指定低公害車 

（2018 年度の導入実績） 

・市営バス：20 両 

・ごみ車等：22 台 

・消防車等：12 台 

・その他：35 台 

□公用車への導入予定数 

・市営バス：25 両 

・ごみ車等：43 台 

・消防車等：21 台（うち 1 台は電気

自動車） 

 

 

 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅣⅣ--11--33--33  道道路路沿沿道道ににおおけけるる局局所所汚汚染染対対策策  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

高濃度地区を対象とした調査･研究

の推進等 
［環：大気環境課］ 

□土壌浄化システム*稼動状況 

：307 日稼動 
□予定：通年稼動 

（日曜日、年末年始、お盆を除く。） 



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要

 
137 

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

  

  

  

 
ⅣⅣ--22--11--11  公公共共用用水水域域のの水水質質保保全全・・監監視視のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水環境保全計画に基づく水質保全

対策の推進 
［環：水質環境課］ 

□「水環境保全計画」の推進事業 

・河川の水質、生物調査 
継続実施 

河川・海域の水質の常時監視の実施 
[環：水質環境課] 

□調査地点数 

・河川 26 地点、海域 12 地点 
継続実施 

川崎港の富栄養化*対策としての底

質調査の実施 
［環：水質環境課］ 

□調査実施状況：2 地点 継続実施 

水質に関する調査・研究 
［環：環境総合研究所］ 

□調査・研究実施状況：6 件 継続実施 

  

ⅣⅣ--22--11--22  工工場場・・事事業業場場等等のの発発生生源源対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

総量規制対象事業場の汚濁負荷量

の監視 
［環：水質環境課］ 

□汚濁負荷量報告（ＣＯＤ、Ｎ、Ｐ） 

：60 事業所 

□テレメータによる汚濁負荷量の監視 

（ＣＯＤ、Ｎ、Ｐ）：17 事業所 

継続実施 

水質汚濁防止法及び市条例に基づ

く届出審査、立入調査等による事業

者指導 
［環：水質環境課］ 

□立入調査件数(法･条例)：247 件 

□届出審査件数（法）：239 件 

□特定施設設置事業場数（法） 

：616 事業場 

継続実施 

排水処理施設の適正管理に関する

調査・研究 
［環：環境総合研究所］ 
［環：水質環境課］ 

□水処理技術のセミナーに参加し、施

設維持管理技術の情報収集を実施 

継続実施 

下水道終末処理施設における窒

素・りんに係る高度処理*の導入 
［上下：下水道計画課］ 

□高度処理能力 

・麻生水処理センター高度処理施設 

（担体利用・嫌気-無酸素-好気法）

一部供用（17,200ｍ３／日） 

・等々力水処理センター高度処理施設 

（嫌気・好気酸素活性汚泥法＋好気

性ろ床＋オゾン処理）一部供用 

（132,000ｍ３／日） 

・入江崎水処理センター高度処理施設 

（担体利用・嫌気-無酸素-好気法）

一部供用（149,000ｍ３／日） 

□等々力水処理センター流量調整池、

脱窒ろ過池の整備、既存水処理施設

改造 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅣⅣ--22--11--33  生生活活排排水水対対策策等等のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

「生活排水*対策に関する指針」に

基づく指導・助言 
［環：水質環境課］ 

□パンフレット等による普及啓発 

□生活排水対策分科会の開催 
継続実施 

公共下水道への接続に向けた指導 
［上下：下水道管理課］ 

□水洗化率：99.5％ 継続実施 

公共下水道の整備の推進 
［上下：下水道計画課］ 

□下水道区域の新たな整備 ：２ha(管

渠の整備) 

□下水道計画区域面積 11,290ha 

□人口普及率 全市 99.5％ 

継続実施 

Ⅳ－２－１ 水質対策の推進

 Ⅳ－２ 水質・土壌・地盤環境の保全 Ⅳ－２－１ 水質対策の推進

Ⅳ－２－２ 土壌･地盤環境対策の推進
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  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

  

  

  

 
ⅣⅣ--22--11--11  公公共共用用水水域域のの水水質質保保全全・・監監視視のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水環境保全計画に基づく水質保全

対策の推進 
［環：水質環境課］ 

□「水環境保全計画」の推進事業 

・河川の水質、生物調査 
継続実施 

河川・海域の水質の常時監視の実施 
[環：水質環境課] 

□調査地点数 

・河川 26 地点、海域 12 地点 
継続実施 

川崎港の富栄養化*対策としての底

質調査の実施 
［環：水質環境課］ 

□調査実施状況：2 地点 継続実施 

水質に関する調査・研究 
［環：環境総合研究所］ 

□調査・研究実施状況：6 件 継続実施 

  

ⅣⅣ--22--11--22  工工場場・・事事業業場場等等のの発発生生源源対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

総量規制対象事業場の汚濁負荷量

の監視 
［環：水質環境課］ 

□汚濁負荷量報告（ＣＯＤ、Ｎ、Ｐ） 

：60 事業所 

□テレメータによる汚濁負荷量の監視 

（ＣＯＤ、Ｎ、Ｐ）：17 事業所 

継続実施 

水質汚濁防止法及び市条例に基づ

く届出審査、立入調査等による事業

者指導 
［環：水質環境課］ 

□立入調査件数(法･条例)：247 件 

□届出審査件数（法）：239 件 

□特定施設設置事業場数（法） 

：616 事業場 

継続実施 

排水処理施設の適正管理に関する

調査・研究 
［環：環境総合研究所］ 
［環：水質環境課］ 

□水処理技術のセミナーに参加し、施

設維持管理技術の情報収集を実施 

継続実施 

下水道終末処理施設における窒

素・りんに係る高度処理*の導入 
［上下：下水道計画課］ 

□高度処理能力 

・麻生水処理センター高度処理施設 

（担体利用・嫌気-無酸素-好気法）

一部供用（17,200ｍ３／日） 

・等々力水処理センター高度処理施設 

（嫌気・好気酸素活性汚泥法＋好気

性ろ床＋オゾン処理）一部供用 

（132,000ｍ３／日） 

・入江崎水処理センター高度処理施設 

（担体利用・嫌気-無酸素-好気法）

一部供用（149,000ｍ３／日） 

□等々力水処理センター流量調整池、

脱窒ろ過池の整備、既存水処理施設

改造 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅣⅣ--22--11--33  生生活活排排水水対対策策等等のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

「生活排水*対策に関する指針」に

基づく指導・助言 
［環：水質環境課］ 

□パンフレット等による普及啓発 

□生活排水対策分科会の開催 
継続実施 

公共下水道への接続に向けた指導 
［上下：下水道管理課］ 

□水洗化率：99.5％ 継続実施 

公共下水道の整備の推進 
［上下：下水道計画課］ 

□下水道区域の新たな整備 ：２ha(管

渠の整備) 

□下水道計画区域面積 11,290ha 

□人口普及率 全市 99.5％ 

継続実施 

Ⅳ－２－１ 水質対策の推進

 Ⅳ－２ 水質・土壌・地盤環境の保全 Ⅳ－２－１ 水質対策の推進

Ⅳ－２－２ 土壌･地盤環境対策の推進
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川崎区 100％ 

幸 区 99.9％ 

中原区 99.7% 

高津区 99.5％ 

宮前区 99.9％ 

多摩区 98.3％ 

麻生区 99.1％  
合流式下水道の雨天時越流水対策

としての雨水貯留管等の整備 
［上下：下水道計画課］ 

□整備の推進 

・大師河原貯留管 

・六郷遮集幹線 

□整備の推進 

・六郷遮集幹線 

・大師河原ポンプ場改築 

合併処理浄化槽の設置及び維持管

理に関する指導 
［環：収集計画課］ 

□浄化槽設置基数 

・合併処理浄化槽：1,015 基 

・単独処理浄化槽：3,167 基 

・検査件数：413 件 

□予定  

・検査予定件数：300 件 

 
ⅣⅣ--22--11--44  広広域域的的なな公公共共用用水水域域対対策策  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

河川流域自治体との連携による水

質汚濁防止対策の推進 
［環：水質環境課］ 

□関東地方水質汚濁対策連絡協議会 継続実施 

東京湾岸自治体による東京湾の水

質保全対策の推進 
［環：水質環境課］ 

□国への要請 

□東京湾大感謝祭に参加 
継続実施 

有害物質や油等の水質事故の未然

防止と事故時の対応の強化 
［環：水質環境課］ 

□水質事故への対応 

□発生件数：47 件 
継続実施 

河川流域の関係自治体、関係機関と

の連携の強化 
［環：水質環境課］ 

□関東地方水質汚濁対策連絡協議会 

・多摩川・鶴見川・相模川部会水質事

故対策訓練 

継続実施 

相模湖及び津久井湖に係る環境整

備及び維持管理 
［上下：水運用センター］ 

□エアレーション装置の維持管理 

（相模湖 8 基、津久井湖 5 基） 

□表層部流動化装置の維持管理 

（津久井湖４基） 

□植物浄化施設の維持管理 

（津久井湖畔三井地区、沼本地区） 

継続実施 

相模湖に流入する土砂の浚渫によ

る水源保全 
［上下：水運用センター］ 

□堆砂のしゅんせつ 149,080 ㎥
□土砂処分の推進 

 骨材利用   25,590 ㎥ 

  埋立利用  109,760 ㎥ 

□堆砂のしゅんせつ 150,000 ㎥ 

□砂処分の推進 

 骨材及び埋立に利用 

          112,000 ㎥ 
相模川・酒匂川水質協議会の運営 
［上下：水道水質課］ 

□水源水質保全に関する国への要望 

□農協等への一斉防除情報の提供依

頼：21 機関 

□水源水質汚濁防止に係る関係事業所

へのお願い文送付：841 事業所 

□県行政機関との業務連絡会の実施 

□相模川水系水質保全連絡会の実施 

□水道に関する講演会の開催 

□流域行政機関等への水質事故時の通

報協力要請 ３８機関 

□水道原水のダイオキシン類調査 

 

□水源水質保全に関する国への要望 

□農協等への一斉防除情報の提供依頼 

 

□水源水質汚濁防止に係る関係事業所

へのお願い文送付 

□県行政機関との業務連絡会の実施 

□相模川水系水質保全連絡会の実施 

□水道に関する講演会の開催 

□流域行政機関等への水質事故時の通

報協力要請 

□水道原水のダイオキシン類調査 

  

 
ⅣⅣ--22--11--55  地地下下水水質質のの監監視視とと地地下下水水汚汚染染のの未未然然防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地下水質調査の充実 
［環：水質環境課］ 

□調査件数 

・測定計画調査の実施：４８地点 

・市計画調査の実施：２５地点 

 

 

□調査予定数：約 70 件 
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業者の地下水調査に対する指

導・助言の推進 
［環：水質環境課］ 

・指導件数：29 件 継続実施 

自己水源（地下水）の水質監視の実施 
［上下：水道水質課］ 

□水源さく井水及び浄水場原水につい

て、水質基準項目を含む 13 項目の

水質検査を実施 

継続実施 

工場・事業場に対する監視・指導 
［環：水質環境課］ 

□立入調査件数：７件 □立入調査予定数：６件 

地下水汚染に係る化学物質の適正

管理等に関する指導の強化 
［環：水質環境課］ 

□指導件数：６件 継続実施 

地下水の保全に関する普及啓発 
［環：水質環境課］ 

□パンフレットの配布 

・「雨水を浸透させよう！」 
継続実施 

  

ⅣⅣ--22--11--66  地地下下水水汚汚染染対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地下水汚染源調査による汚染源の

把握 
［環：水質環境課］ 

□調査件数：１地区（５井） 継続実施 

地下水浄化に向けた指導の強化 
［環：水質環境課］ 

□指導件数：１５件 継続実施 

水環境保全計画に係る推進委員会

における総合的な施策の推進 
［環：水質環境課］ 

□推進委員会：１回開催 

・各分科会の開催 
継続実施 

水環境保全計画に基づく、関係機関

との連携による総合的な地下水保

全対策の実施 
［環：水質環境課］ 

□計画に基づく対策の実施状況 

 概ね計画通り実施 
継続実施 

 
ⅣⅣ--22--11--77  飲飲料料水水のの水水質質管管理理  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水道水の水質検査の実施 
［上下：水道水質課］ 

・市内 20 箇所の水質自動測定装置に

より色、濁り、消毒の残留効果に関

する毎日検査を実施 

・市内 11 箇所の給水栓において水質

基準項目等約 100 項目の水質検査

を実施 

・市内給水栓の水質基準項目 51 項目の

水質検査については水道 GLP を適用 

継続実施 

専用水道等の検査指導、水質検査の

実施 
［健：生活衛生課］ 

□水質状況 

・検査指導： 463 件 

・水質検査： 11 件 

継続実施 

小規模受水槽水道検査指導等の実

施 
[健：生活衛生課］ 

□水質状況 

・検査指導： 239 件 

・水質検査： ５件 

継続実施 

飲用井戸等の水質検査の実施 
［健：生活衛生課］ 

□水質状況 

・検査指導： 141 件 

・災害用選定井戸の水質検査 

：122 件 

継続実施 

  

  

ⅣⅣ--22--22--11  土土壌壌汚汚染染のの未未然然防防止止のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業者等への有害物質等の地下浸

透の禁止、水道水源地域における有

害物質等の排出抑制等に向けた指

導の実施 
［環：水質環境課］ 

□指導件数：７件 □指導予定件数：６件 

Ⅳ－２－２ 土壌・地盤環境対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業者の地下水調査に対する指

導・助言の推進 
［環：水質環境課］ 

・指導件数：29 件 継続実施 

自己水源（地下水）の水質監視の実施 
［上下：水道水質課］ 

□水源さく井水及び浄水場原水につい

て、水質基準項目を含む 13 項目の

水質検査を実施 

継続実施 

工場・事業場に対する監視・指導 
［環：水質環境課］ 

□立入調査件数：７件 □立入調査予定数：６件 

地下水汚染に係る化学物質の適正

管理等に関する指導の強化 
［環：水質環境課］ 

□指導件数：６件 継続実施 

地下水の保全に関する普及啓発 
［環：水質環境課］ 

□パンフレットの配布 

・「雨水を浸透させよう！」 
継続実施 

  

ⅣⅣ--22--11--66  地地下下水水汚汚染染対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地下水汚染源調査による汚染源の

把握 
［環：水質環境課］ 

□調査件数：１地区（５井） 継続実施 

地下水浄化に向けた指導の強化 
［環：水質環境課］ 

□指導件数：１５件 継続実施 

水環境保全計画に係る推進委員会

における総合的な施策の推進 
［環：水質環境課］ 

□推進委員会：１回開催 

・各分科会の開催 
継続実施 

水環境保全計画に基づく、関係機関

との連携による総合的な地下水保

全対策の実施 
［環：水質環境課］ 

□計画に基づく対策の実施状況 

 概ね計画通り実施 
継続実施 

 
ⅣⅣ--22--11--77  飲飲料料水水のの水水質質管管理理  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

水道水の水質検査の実施 
［上下：水道水質課］ 

・市内 20 箇所の水質自動測定装置に

より色、濁り、消毒の残留効果に関

する毎日検査を実施 

・市内 11 箇所の給水栓において水質

基準項目等約 100 項目の水質検査

を実施 

・市内給水栓の水質基準項目 51 項目の

水質検査については水道 GLP を適用 

継続実施 

専用水道等の検査指導、水質検査の

実施 
［健：生活衛生課］ 

□水質状況 

・検査指導： 463 件 

・水質検査： 11 件 

継続実施 

小規模受水槽水道検査指導等の実

施 
[健：生活衛生課］ 

□水質状況 

・検査指導： 239 件 

・水質検査： ５件 

継続実施 

飲用井戸等の水質検査の実施 
［健：生活衛生課］ 

□水質状況 

・検査指導： 141 件 

・災害用選定井戸の水質検査 

：122 件 

継続実施 

  

  

ⅣⅣ--22--22--11  土土壌壌汚汚染染のの未未然然防防止止のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業者等への有害物質等の地下浸

透の禁止、水道水源地域における有

害物質等の排出抑制等に向けた指

導の実施 
［環：水質環境課］ 

□指導件数：７件 □指導予定件数：６件 

Ⅳ－２－２ 土壌・地盤環境対策の推進
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ⅣⅣ--22--22--22  土土壌壌汚汚染染対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

汚染土壌の処理対策の指導の実施

［環：水質環境課］ 
□調査報告件数 

：82 件（過去５年間累計 392 件） 

□処理対策件数 

：17 件（過去５年間累計 107 件） 

継続実施 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅣⅣ--22--22--33  地地下下水水揚揚水水量量のの管管理理  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地下水を揚水する事業者に対する地下

水位揚水規制の徹底と指導の実施  
［環：水質環境課］ 

□対象事業者数：114 件 

□対象揚水施設数：154 箇所 

□1 日当たりの平均揚水量 

：約 40,106 ㎥ 

継続実施 

 
ⅣⅣ--22--22--44  地地盤盤沈沈下下・・地地下下水水位位のの監監視視  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地盤沈下の監視（精密水準測量、地

下水位観測、地層収縮の観測等調

査）の継続 
[環：水質環境課] 

□精密水準測量 測量延長：270km 

水準点：383 点 

□地下水位の常時観測の観測結果 

□地下水塩水化等調査（6 か所）の観   

測結果   

継続実施 

環境影響評価の手続における地下

水影響の防止に向けた取組の要請 
［環：環境評価室］ 

審査件数：0 件 継続実施 

水環環境保全計画に基づく総合的

かつ計画的な地盤環境（地下水を含

む）の保全 
［環：水質環境課］ 

□「水環境保全計画」に基づき、推進

委員会及び分科会を開催し、推進委

員相互の連携と協力により地盤環境

（地下水を含む）の保全を推進 

継続実施 

 
ⅣⅣ--22--22--55  土土砂砂等等にによよるる災災害害のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

急傾斜地崩壊防止対策の推進 
［ま：宅地企画指導課］ 

□土砂災害警戒区域（箇所ベース） 

・総箇所数    2,251 箇所 

（幸：15 箇所・中原：23 箇所・高津：

304 箇所・宮前：490 箇所・多摩：

572 箇所・麻生：847 箇所） 

□急傾斜地崩壊危険区域 

・総箇所数  102 箇所 

・３箇所で工事を実施（年間実績） 

□土砂災害警戒区域（箇所ベース） 

・計画総箇所数   2,251 箇所 

（幸：15 箇所・中原：23 箇所・ 

高津：304 箇所・宮前：490 箇所・

多摩：572 箇所・麻生：847 箇所） 

□急傾斜地崩壊危険区域 

・予定総箇所数  102 箇所 

□急傾斜地崩壊防止工事予定実施数 

 ２箇所 
公共施設や民間施設における貯留

施設等の設置の推進 
［ま：施設計画課］ 
［建緑：河川課］ 

□指導件数 

・公共施設における雨水貯留施設整備      

に関する指導件数 ４件 

・民間施設における雨水流出抑制指導 

指導件数：89 件、貯留量：約 17,895

㎥ 

□貯留施設等の設置の推進 

継続実施 

 

 

 

 

 

継続実施 
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  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

  

ⅣⅣ--33--11--11  化化学学物物質質のの適適正正管管理理のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

有害化学物質の事故時の対応 
［環：大気環境課］ 
［環：水質環境課］ 

□有害化学物質に係る事故発生件数 
・大気関係：0 件 

・水質関係：0 件 

継続実施 

市条例に基づく事業所等における

化学物質の自主管理体制の整備、自

主管理目標の設定及び自主管理マ

ニュアルの作成の促進 
［環：環境管理課］ 

□聞き取り調査等 

・9 件 
継続実施 

化学物質の適正管理に関する指針

に基づく特定事業者による自主管

理目標、自主管理マニュアル等に関

する自主的公表の促進 
［環：環境管理課］ 

□管理指針に基づく指導・助言 継続実施 

事業者による事業所周辺の環境リ

スク評価の促進 
［環：環境管理課］ 

□環境リスク評価講習会の開催：１回 継続実施 

廃棄物処理施設における化学物質

による汚染等防止のための適正な

処理の徹底 
［環：廃棄物指導課］ 

□行政分析の実施：年 1 回 

□環境調査の実施：年 1 回 
継続実施 

廃棄物焼却施設の解体工事における周

辺環境への汚染の未然防止と解体工事

に伴う廃棄物の適正処理について、要

綱に基づく指導・監視の徹底 
［環：廃棄物指導課］ 
［環：大気環境課］  
［環：水質環境課］ 

□解体件数：２件 継続実施 

市条例、ダイオキシン類対策特別措

置法に基づくダイオキシン類の発

生源への指導・監視の徹底 
［環：大気環境課］

［環：水質環境課］ 

□対象工場・事業場数 

・大気関係：2４事業場 

・水質関係：20 事業場 

□届出件数：40 件 

□立入検査件数 

・大気関係：9件 

・水質関係：4 件 

□対象工場・事業場数 

・大気関係：24 事業場 

・水質関係：20 事業場 

 

□立入検査（測定）予定件数 

・大気関係：7 件 

・水質関係：２件 
ゴルフ場における農薬の使用実態

の把握、適正使用の指導の実施 
［環：環境管理課］ 

□指導の実施状況 

 ゴルフ場農薬の使用状況の把握 
継続実施 

公園、街路樹等への農薬の適正使用

の指導の実施 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□指導の実施 
「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マ

ニュアル」に基づき適正使用を指導  

継続実施 

市のごみ焼却施設からの有害化学

物質の排出状況の把握と公表 
［環：処理計画課］ 

□有害化学物質の排出状況の把握 

大気関係：6 回／年 

□公表 

 各ごみ焼却施設で閲覧可能 

継続実施 

  

ⅣⅣ--33--11--22  リリススククココミミュュニニケケーーシショョンンのの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業者の自主管理による化学物質

の適正管理を促進するための、化学

物質の環境リスクに関する情報提

供 
［環：環境管理課］ 

□情報提供数：３件 

・ホームページ 

・環境情報 

・市政だより 

□化学物質と環境に関するパンフレッ

トをホームページ、セミナー等で広

報 

継続実施 

 

 Ⅳ－３ 化学物質の環境リスクの低減 Ⅳ－３－１ 総合的な環境リスク低減対策の推進

Ⅳ－３－１ 総合的な環境リスク低減対策の推進



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要

 
141 

  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

  

ⅣⅣ--33--11--11  化化学学物物質質のの適適正正管管理理のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

有害化学物質の事故時の対応 
［環：大気環境課］ 
［環：水質環境課］ 

□有害化学物質に係る事故発生件数 
・大気関係：0 件 

・水質関係：0 件 

継続実施 

市条例に基づく事業所等における

化学物質の自主管理体制の整備、自

主管理目標の設定及び自主管理マ

ニュアルの作成の促進 
［環：環境管理課］ 

□聞き取り調査等 

・9 件 
継続実施 

化学物質の適正管理に関する指針

に基づく特定事業者による自主管

理目標、自主管理マニュアル等に関

する自主的公表の促進 
［環：環境管理課］ 

□管理指針に基づく指導・助言 継続実施 

事業者による事業所周辺の環境リ

スク評価の促進 
［環：環境管理課］ 

□環境リスク評価講習会の開催：１回 継続実施 

廃棄物処理施設における化学物質

による汚染等防止のための適正な

処理の徹底 
［環：廃棄物指導課］ 

□行政分析の実施：年 1 回 

□環境調査の実施：年 1 回 
継続実施 

廃棄物焼却施設の解体工事における周

辺環境への汚染の未然防止と解体工事

に伴う廃棄物の適正処理について、要

綱に基づく指導・監視の徹底 
［環：廃棄物指導課］ 
［環：大気環境課］  
［環：水質環境課］ 

□解体件数：２件 継続実施 

市条例、ダイオキシン類対策特別措

置法に基づくダイオキシン類の発

生源への指導・監視の徹底 
［環：大気環境課］

［環：水質環境課］ 

□対象工場・事業場数 

・大気関係：2４事業場 

・水質関係：20 事業場 

□届出件数：40 件 

□立入検査件数 

・大気関係：9件 

・水質関係：4 件 

□対象工場・事業場数 

・大気関係：24 事業場 

・水質関係：20 事業場 

 

□立入検査（測定）予定件数 

・大気関係：7 件 

・水質関係：２件 
ゴルフ場における農薬の使用実態

の把握、適正使用の指導の実施 
［環：環境管理課］ 

□指導の実施状況 

 ゴルフ場農薬の使用状況の把握 
継続実施 

公園、街路樹等への農薬の適正使用

の指導の実施 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

□指導の実施 
「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マ

ニュアル」に基づき適正使用を指導  

継続実施 

市のごみ焼却施設からの有害化学

物質の排出状況の把握と公表 
［環：処理計画課］ 

□有害化学物質の排出状況の把握 

大気関係：6 回／年 

□公表 

 各ごみ焼却施設で閲覧可能 

継続実施 

  

ⅣⅣ--33--11--22  リリススククココミミュュニニケケーーシショョンンのの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

事業者の自主管理による化学物質

の適正管理を促進するための、化学

物質の環境リスクに関する情報提

供 
［環：環境管理課］ 

□情報提供数：３件 

・ホームページ 

・環境情報 

・市政だより 

□化学物質と環境に関するパンフレッ

トをホームページ、セミナー等で広

報 

継続実施 

 

 Ⅳ－３ 化学物質の環境リスクの低減 Ⅳ－３－１ 総合的な環境リスク低減対策の推進

Ⅳ－３－１ 総合的な環境リスク低減対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

化学物質と環境に関する市民、事業

者との情報交換を促進するための、

講習会や説明会の定期的な開催 
［環：環境管理課］ 

□市民及び事業者を対象とした化学物

質対策セミナーの開催：年 1 回（横

浜市と連携） 

継続実施 

市民、事業者、行政の対話の促進、

場の設定のための支援の推進 
［環：環境管理課］ 

□事業者が実施している環境・リスク

コミュニケーションに参加  

□セミナーの開催：1 回（横浜市と連

携）  

継続実施 

 
ⅣⅣ--33--11--33  化化学学物物質質にによよるる環環境境リリススククのの把把握握  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

大気汚染防止法に基づく有害大気

汚染物質の常時監視 
［環：大気環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 

【Ⅳ-1-1-1 施策参照】 【Ⅳ-1-1-1 施策参照】 

市のごみ焼却施設周辺を含む環境中の

ダイオキシン類濃度の実態把握 
［環：大気環境課］ 
［環：水質環境課］ 

□調査状況 

・大気：6 地点 

・公共用水域：水質：12 地点 

底質： ５地点 

・地下水質：5 地点 

・土壌：5 地点 

□調査計画（予定） 

・大気：3 地点 

・公共用水域：水質：12 地点 

底質： ５地点 

・地下水質：5 地点 

・土壌：3 地点 
大気・水環境中の化学物質環境実態

調査 
［環：環境総合研究所］ 
［環：環境管理課］ 

□実施状況 

・大気 4～10 地点(63 物質) 

・河川 7 又は 9 地点(水質 3 物質) 

・海域 ３又は 4 地点（水質 9 物質、

底質 2 物質） 

□調査計画（予定）  

・大気 4～10 地点 

・河川 ７又は 9 地点 

・海域 ３又は 4 地点 

事業所における化学物質の管理状

況、環境への排出量等の実態把握と

自主的な公表の促進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅳ-3-1-1】参照 【Ⅳ-3-1-1】参照 

ＰＲＴＲ排出量や環境濃度の調査結

果を用いた環境リスク評価の実施 
［環：環境管理課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□川崎市域における化学物質の環境リ

スク評価の実施：１物質 
継続実施 

生物学的試験を用いた化学物質の

環境リスクの評価の推進 
［環：環境管理課］ 
［環：環境総合研究所］ 

□全国の地方環境研究所等との共同調

査の実施 

□これまでの事業の成果の総括 

□技術手法確立など一定の成果を得た

ことにより終了 

 
 
  施施  策策  のの  方方  向向                  施施  策策  のの  柱柱                

 
  

 
ⅣⅣ--44--11--11  騒騒音音・・振振動動のの監監視視  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境騒音実態調査の実施 
［環：大気環境課］ 

□調査状況 

・環境騒音調査：0 地点 
調査計画策定予定 

自動車騒音・振動調査の実施 
［環：大気環境課］ 

□調査状況 

・騒音調査：10 路線 30 地点 

・振動調査：4 路線４地点 

□調査予定 

・騒音調査：14 路線 32 地点 

・振動調査：4 路線４地点 

Ⅳ－４－１ 騒音・振動対策の推進

 Ⅳ－４ 地域の生活環境の保全 Ⅳ－４－１ 騒音・振動対策の推進

Ⅳ－４－２ 悪臭対策の推進

Ⅳ－４－３ 建造物影響の防止

Ⅳ－４－４ 健康影響対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

鉄道騒音・振動調査の実施 
［環：大気環境課］ 

□調査状況 

・騒音調査：4 路線 5 地点 

・振動調査：4 路線 7 地点 

□調査予定 

・騒音調査：３路線 5 地点 
・振動調査：３路線 5 地点 

航空機騒音調査の実施 
［環：大気環境課］ 

□市内中部・北部地域における航空機

騒音の観測 

・測定地点：２か所 

継続実施 

 
ⅣⅣ--44--11--22  交交通通機機関関ににおおけけるる騒騒音音･･振振動動のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境に配慮した自動車利用につい

ての普及啓発の推進 
［環：大気環境課］ 

□普及啓発の実施状況 
・エコドライブ講習会等による普及啓発 

継続実施 

道路舗装の維持管理と低騒音舗装

の導入の推進 
［建緑：企画課］ 

□低騒音舗装の導入：751ｍ 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--11--33  事事業業活活動動にによよるる騒騒音音･･振振動動のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

工場等に対する規制･監視･指導の

徹底 
［環：大気環境課］ 

□立入指導件数（法･条例）：30 件  

□届出審査件数（法）： 77 件 

□工場･事業場数（法） 

・騒音規制法の特定施設：9,019 件 

・振動規制法の特定施設：2,789 件 

監視・指導等の継続 

建設作業、建物解体における騒音及

び振動対策の推進 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：138 件 

□届出件数：964 件 

□苦情件数：上欄の件数に含む 

監視・指導の継続 

開発行為に対する工事影響の防止 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：4 件 

□届出件数：122 件 

□苦情件数：上欄の件数に含む 

監視・指導の継続 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

  

ⅣⅣ--44--11--44  近近隣隣騒騒音音･･生生活活騒騒音音のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

営業活動に伴うカラオケ騒音、拡声

機騒音等の防止 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：13 件 

飲食店等に対する監視指導 
監視・指導の継続 

大型小売店における夜間小売営業

による外部騒音の防止 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：0 件 

□届出件数：2 件 
監視・指導の継続 

「生活騒音*対策に関する指針」に

よる相談・助言の実施 
［環：大気環境課］ 

□測定器の貸出 ：108 件 

イベント等における生活騒音防止リ

ーフレット配布 

相談・助言の継続 

  

 

  

ⅣⅣ--44--22--11  発発生生源源にに対対すするる監監視視、、指指導導  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

悪臭防止法及び市条例に基づく、特

定悪臭物質等の監視、指導 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：23 件 監視、指導の継続 

 
 
 
 

Ⅳ－４－２ 悪臭対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

鉄道騒音・振動調査の実施 
［環：大気環境課］ 

□調査状況 

・騒音調査：4 路線 5 地点 

・振動調査：4 路線 7 地点 

□調査予定 

・騒音調査：３路線 5 地点 
・振動調査：３路線 5 地点 

航空機騒音調査の実施 
［環：大気環境課］ 

□市内中部・北部地域における航空機

騒音の観測 

・測定地点：２か所 

継続実施 

 
ⅣⅣ--44--11--22  交交通通機機関関ににおおけけるる騒騒音音･･振振動動のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境に配慮した自動車利用につい

ての普及啓発の推進 
［環：大気環境課］ 

□普及啓発の実施状況 
・エコドライブ講習会等による普及啓発 

継続実施 

道路舗装の維持管理と低騒音舗装

の導入の推進 
［建緑：企画課］ 

□低騒音舗装の導入：751ｍ 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--11--33  事事業業活活動動にによよるる騒騒音音･･振振動動のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

工場等に対する規制･監視･指導の

徹底 
［環：大気環境課］ 

□立入指導件数（法･条例）：30 件  

□届出審査件数（法）： 77 件 

□工場･事業場数（法） 

・騒音規制法の特定施設：9,019 件 

・振動規制法の特定施設：2,789 件 

監視・指導等の継続 

建設作業、建物解体における騒音及

び振動対策の推進 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：138 件 

□届出件数：964 件 

□苦情件数：上欄の件数に含む 

監視・指導の継続 

開発行為に対する工事影響の防止 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：4 件 

□届出件数：122 件 

□苦情件数：上欄の件数に含む 

監視・指導の継続 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

  

ⅣⅣ--44--11--44  近近隣隣騒騒音音･･生生活活騒騒音音のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

営業活動に伴うカラオケ騒音、拡声

機騒音等の防止 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：13 件 

飲食店等に対する監視指導 
監視・指導の継続 

大型小売店における夜間小売営業

による外部騒音の防止 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：0 件 

□届出件数：2 件 
監視・指導の継続 

「生活騒音*対策に関する指針」に

よる相談・助言の実施 
［環：大気環境課］ 

□測定器の貸出 ：108 件 

イベント等における生活騒音防止リ

ーフレット配布 

相談・助言の継続 

  

 

  

ⅣⅣ--44--22--11  発発生生源源にに対対すするる監監視視、、指指導導  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

悪臭防止法及び市条例に基づく、特

定悪臭物質等の監視、指導 
［環：大気環境課］ 

□指導件数：23 件 監視、指導の継続 

 
 
 
 

Ⅳ－４－２ 悪臭対策の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

特定悪臭物質の環境測定による大

気環境中の悪臭物質の状況把握 
［環：大気環境課］ 

□特定悪臭物質の測定件数： 

・8 か所 4 成分（硫化水素、メチルメ

ルカプタン、硫化メチル、二硫化メ

チル）：32 検体 

□調査予定件数： 

・8 か所２成分（硫化水素、トリメチ

ルアミン）：16 検体 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅣⅣ--44--22--22  広広域域的的なな悪悪臭臭対対策策のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

広域的な悪臭防止に関する事業所

への管理徹底 
［環：大気環境課］ 

□定期保全修理計画書の事前届出件数 

：25 事業所（定期保全修理実施計画提

出要請件数：26 事業所） 

□夜間パトロール：年５回実施 

□定期保全修理実施計画提出要請件数 

：26 事業所集計中 

 

□夜間パトロール予定件数 年５回 
 
 
 

ⅣⅣ--44--33--11  テテレレビビ受受信信障障害害のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

中高層建築物等の建築及び開発行

為に係る紛争の調整等に関する条

例に基づく指導の実施 
［ま：まちづくり調整課］ 

□届出件数：98 件 

□テレビ電波受信苦情件数：17 件 
継続実施 

環境影響評価に関する条例に基づ

く審査における受信対策への要請 
［環：環境評価室］ 

□審査件数：1 件 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--33--22  ビビルル風風害害のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境影響評価に関する条例に基づ

く審査におけるビル風害防止への

要請 
［環：環境評価室］ 

□審査件数：3 件 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--33--33  日日照照阻阻害害のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

まちづくり相談業務 
［ま：まちづくり調整課］ 

□運用状況 

・相談件数：158 件（うち日照に関す

る相談件数 41 件）  

継続実施 

環境影響評価に関する条例に基づ

く審査における日照阻害防止への

要請 
［環：環境評価室］ 

□審査件数：2 件 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--33--44  光光害害のの防防止止  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

光害ガイドラインに基づく環境に

配慮した屋外照明の設置の指導 
［環：大気環境課］ 

□助言件数：4 件 継続実施 

屋外広告物条例により激しく点滅

する装置の使用規制 
［建緑：路政課］ 

□規制件数 0 件 継続実施 

  

 
 

Ⅳ－４－３ 建造物影響の防止
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境影響評価に関する条例に基づ

く審査における光害防止への要請 
［環：環境評価室］ 

□審査件数：0 件 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--44--11  健健康康被被害害へへのの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

健康被害予防事業の実施 
［健：環境保健課］ 

□健康相談事業、健康診査事業、機能
訓練事業の継続実施 

□ぜん息・アレルギー等の予防に関す

る知識の普及啓発 

継続実施 

補償給付、保健福祉施策の実施 
［健：環境保健課］ 

□補償給付件数：40,569 件 
□被認定者数：1,250 人 

継続実施 

 
ⅣⅣ--44--44--22  生生活活環環境境等等にによよるる健健康康影影響響へへのの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

小児ぜん息に対する医療費補助制

度の運営 
［こ：こども家庭課］ 

□小児ぜん息対象者数： 4,866 人 
川崎区：549 人、幸区：306 人、 
中原区：918 人、高津区：628 人 
宮前区：844 人、多摩区：663 人 
麻生区：958 人 

□小児ぜん息支給件数：56,915 件  

□小児ぜん息対象者数：5,000 人 

成人ぜん息患者等に対する医療費

補助制度の運営 
［健：環境保健課］ 

□成人ぜん息対象者数：7,467 人 
川崎区：860 人、幸区：633 人、 
中原区：782 人、高津区：878 人、 
宮前区：1,452 人、多摩区：912 人、 
麻生区：1,950 人 

□成人ぜん息支給件数：93,268 件 

□成人ぜん息対象者数：7,521 人 

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 

  

ⅤⅤ--11--11--11  環環境境調調和和型型産産業業のの振振興興・・育育成成  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境調和型産業の振興 
［経：国際経済推進室］ 

□環境産業に関する情報発信 □市内環境技術・製品等の  

情報発信・ビジネス支援  

先端産業等の立地の促進 
［経：工業振興課］ 

□先端産業創出支援制度等を活用した

環境・エネルギー・ライフサイエン

ス分野の先端産業の立地促進 

□先端産業創出支援制度等による 

環境・エネルギー・ライフサイエン 

ス分野の先端産業企業への助成金交 

付と操業支援 

海外販路の開拓 
［経：国際経済推進室］ 

□国際環境技術展における海外企業ビ

ジネスマッチング数 38 件 
継続実施  

国際環境産業の推進 
［経：国際経済推進室］ 

□川崎国際環境技術展 2018 の開催 

・優れた環境技術等を有する181団体

270ブースが出展 

・ 海 外 来 場 者 約 190 人 を 含 む 約

16,000人が来場 

・環境技術の海外への移転に向けたビ

ジネスマッチングを実施 

□川崎国際環境技術展 2019 の開催  

新エネルギー産業の創出 
［経：国際経済推進室］ 

□川崎市新エネルギー振興協会による

普及啓発活動等の実施 
継続実施  

低ＣＯ２川崎ブランドの認定及び

普及の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-1-3 施策参照】 
 

【Ⅰ-1-1-3 施策参照】 
 

かわさきグリーンイノベーション

クラスターの推進 
［経：国際経済推進室］ 

□プロジェクト件数：5 件 継続実施 

Ⅴ－１－１ 環境調和型産業の振興・育成

Ⅴ－１ 環境関連産業の振興・育成 Ⅴ－１－１ 環境調和型産業の振興･育成

Ⅴ－１－２ 川崎臨海部スマートコンビナートの推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境影響評価に関する条例に基づ

く審査における光害防止への要請 
［環：環境評価室］ 

□審査件数：0 件 継続実施 

 
ⅣⅣ--44--44--11  健健康康被被害害へへのの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

健康被害予防事業の実施 
［健：環境保健課］ 

□健康相談事業、健康診査事業、機能
訓練事業の継続実施 

□ぜん息・アレルギー等の予防に関す

る知識の普及啓発 

継続実施 

補償給付、保健福祉施策の実施 
［健：環境保健課］ 

□補償給付件数：40,569 件 
□被認定者数：1,250 人 

継続実施 

 
ⅣⅣ--44--44--22  生生活活環環境境等等にによよるる健健康康影影響響へへのの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

小児ぜん息に対する医療費補助制

度の運営 
［こ：こども家庭課］ 

□小児ぜん息対象者数： 4,866 人 
川崎区：549 人、幸区：306 人、 
中原区：918 人、高津区：628 人 
宮前区：844 人、多摩区：663 人 
麻生区：958 人 

□小児ぜん息支給件数：56,915 件  

□小児ぜん息対象者数：5,000 人 

成人ぜん息患者等に対する医療費

補助制度の運営 
［健：環境保健課］ 

□成人ぜん息対象者数：7,467 人 
川崎区：860 人、幸区：633 人、 
中原区：782 人、高津区：878 人、 
宮前区：1,452 人、多摩区：912 人、 
麻生区：1,950 人 

□成人ぜん息支給件数：93,268 件 

□成人ぜん息対象者数：7,521 人 

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 

  

ⅤⅤ--11--11--11  環環境境調調和和型型産産業業のの振振興興・・育育成成  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境調和型産業の振興 
［経：国際経済推進室］ 

□環境産業に関する情報発信 □市内環境技術・製品等の  

情報発信・ビジネス支援  

先端産業等の立地の促進 
［経：工業振興課］ 

□先端産業創出支援制度等を活用した

環境・エネルギー・ライフサイエン

ス分野の先端産業の立地促進 

□先端産業創出支援制度等による 

環境・エネルギー・ライフサイエン 

ス分野の先端産業企業への助成金交 

付と操業支援 

海外販路の開拓 
［経：国際経済推進室］ 

□国際環境技術展における海外企業ビ

ジネスマッチング数 38 件 
継続実施  

国際環境産業の推進 
［経：国際経済推進室］ 

□川崎国際環境技術展 2018 の開催 

・優れた環境技術等を有する181団体

270ブースが出展 

・ 海 外 来 場 者 約 190 人 を 含 む 約

16,000人が来場 

・環境技術の海外への移転に向けたビ

ジネスマッチングを実施 

□川崎国際環境技術展 2019 の開催  

新エネルギー産業の創出 
［経：国際経済推進室］ 

□川崎市新エネルギー振興協会による

普及啓発活動等の実施 
継続実施  

低ＣＯ２川崎ブランドの認定及び

普及の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-1-3 施策参照】 
 

【Ⅰ-1-1-3 施策参照】 
 

かわさきグリーンイノベーション

クラスターの推進 
［経：国際経済推進室］ 

□プロジェクト件数：5 件 継続実施 

Ⅴ－１－１ 環境調和型産業の振興・育成

Ⅴ－１ 環境関連産業の振興・育成 Ⅴ－１－１ 環境調和型産業の振興･育成

Ⅴ－１－２ 川崎臨海部スマートコンビナートの推進
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ⅤⅤ--11--22--11  川川崎崎臨臨海海部部ススママーートトココンンビビナナーートトのの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

川崎臨海部スマートコンビナート

の推進 
［経：国際経済推進室］ 

□県と連携し、臨海部立地企業等が参

画した「京浜臨海部コンビナート高

度化等検討会議」を 2 回開催 

□ワーキンググループを立ち上げ、企

業間連携に向け、取組を推進 

継続実施 

臨海部における民間主導型の環境

産業の立地等のエコタウン事業の

推進 
［経：国際経済推進室］ 

□廃プラスチック、難再生古紙、使用

済み家電等のリサイクル施設が稼働

中 

 

継続実施 

臨海部における下水高度処理水の

活用 
［上下：下水道計画課］ 

□高度処理水の再利用量 

・入江崎水処理センターの高度処理水 

をゼロ・エミッション工業団地へ 

提供 

・再利用水量：4,858,916 ㎥/年 

継続実施 

 
 

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 
 
 

  

ⅤⅤ--22--11--11  環環境境技技術術研研究究・・開開発発のの推推進進及及びび環環境境技技術術情情報報のの収収集集・・発発信信  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

都市と産業の共生を目指した共同

研究（産学公民連携）の推進 
［環：環境総合研究所］ 

□事業者、大学、研究機関等と連携

し、環境技術に関する共同研究事業

を実施（実施件数７件） 

継続実施  

川崎の優れた環境技術情報の収集 
・発信 
［環：環境総合研究所］ 

□環境技術情報ポータルサイトによる

情報発信 
継続実施 

 

 

 

ⅤⅤ--22--22--11  国国際際的的なな環環境境保保全全活活動動へへのの支支援援･･連連携携  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境問題の取組支援のための人材

の派遣、研修生の受け入れ促進 
［環：環境総合研究所］ 
［経：国際経済推進室］ 

□第 21 期瀋陽市環境技術研修生受入れ 

・中国・瀋陽市から 2 回（5 日間と 

21 日間）、各 2 人、延べ 4 人 

・環境行政研修、環境技術研修他 

・1997 年度から研修生受入継続（延

べ 49 人） 

□上海市環境科学院へ環境アセス専門 

家を派遣（３人、４日間） 

□第 22 期瀋陽市環境技術研修生受入れ 

・中国・瀋陽市から 2 組（5 日間と 

21 日間）、各 2 人、延べ 4 人 

・環境行政研修、環境技術研修他  

 

  

Ⅴ－１－２ 川崎臨海部スマートコンビナートの推進

Ⅴ－２－１ 環境技術研究・開発の推進及び環境技術情報の収集・発信

Ⅴ－２－２ 国際的な環境保全活動への支援・連携

Ⅴ－２ 環境技術による国際貢献の推進

Ⅴ－２－２ 国際的な環境保全活動への支援・連携

Ⅴ－２－３ 環境技術の海外移転の促進

Ⅴ－２－１ 環境技術研究・開発の推進及び環境技術情報の収

集・発信



第３章 環境政策ごとの目標の達成状況と具体的施策の概要

 
147 

  

ⅤⅤ--22--33--11  環環境境技技術術のの海海外外移移転転のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

国際関係 
［上下：経営企画課］ 

□かわビズネット会員企業の海外水ビ

ジネス案件形成に向けた取組の実施 

□ＪＩＣＡを通じたラオスへの長期専

門家派遣（1 人） 

□ＪＩＣＡを通じたラオスへの短期専

門家派遣（１人） 

□海外からの研修生・視察者の受入れ

（33 か国・地域 222 人） 

□国土交通省認定の海外展開拠点都市

として下水道技術を海外へ情報発信 

□かわビズネット会員企業の海外水ビ

ジネス案件形成に向けた取組の推進 

□ＪＩＣＡを通じたラオスへの長期及

び短期専門家派遣 

□ＪＩＣＡ草の根技術協力事業実施に

よるインドネシア・マカッサル市へ

の職員派遣 

□ＪＩＣＡ草の根技術協力事業実施に

向けたインドネシア・バンドン市へ

の職員派遣 

□海外からの研修生・視察者の受入れ

の推進及び受入体制の充実 

□国土交通省認定の海外展開拠点都市

として下水道技術を海外へ情報発信 
国連環境計画（ＵＮＥＰ）との連携

協調 
［環：環境総合研究所］ 

□国連環境計画（ＵＮＥP）と連携した 

国際貢献の推進 

継続実施 

海外販路の開拓 
［経：国際経済推進室］ 

【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 

国際環境産業の推進 
［経：国際経済推進室］ 

【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 

アジア起業家の誘致と交流の促進 
［経：国際経済推進室］

□アジア起業家村構想拠点施設でのア

ジア起業家・企業の集積 

【当該事業事業は平成 29 年度で廃止】 

都市間連携事業等の推進 
［環：環境総合研究所］ 

□JICA草の根技術協力事業を活用し

たバンドン市における廃棄物管理支

援の実施 

□中国瀋陽市における大気環境改善に

関する共同研究の実施 

□JICA草の根技術協力事業を活用し

たバンドン市における廃棄物管理支

援の実施 

□瀋陽市をはじめとする中国大気環境改

善のための都市間連携協力事業の実施 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 
 
 
 

 
 

ⅥⅥ--11--11--11  環環境境教教育育･･環環境境学学習習のの場場やや機機会会のの提提供供  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

オープンラボ、環境科学教室、環境

セミナー等の開催 
［環：環境総合研究所］ 

□オープンラボ：参加数 30 名 

□環境科学教室：参加数 168 人 

□環境セミナー：参加数 194 人 

□環境学習学生ｻﾎﾟｰﾀｰ：参加数 12 人 

継続実施 

 

エコドライブ講習会等によるエコ

ドライブ普及推進事業 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 

□講習会：参加数 364 人 

 
継続実施 

環境学習等資料（チャレンジ生ごみ

ダイエット等）の配布 
［環：減量推進課］ 

□生ごみリサイクル相談会等において

配布 

継続実施 

橘リサイクルコミュニティセンタ

ーにおける環境学習の実施 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-2-1 施策参照】 【Ⅱ-1-2-1 施策参照】 

Ⅴ－２－３ 環境技術の海外移転の促進

Ⅵ－１ 環境教育・環境学習の推進 Ⅵ－１－１ 地域等における環境教育・環境学習の推進

Ⅵ－１－２ 学校における環境教育・環境学習の推進

Ⅵ－１－３ 人材育成の推進

Ⅵ－１－４ 環境教育･環境学習に係る拠点・施設の充実

Ⅵ－１－１ 地域等における環境教育・環境学習の推進
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ⅤⅤ--22--33--11  環環境境技技術術のの海海外外移移転転のの促促進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

国際関係 
［上下：経営企画課］ 

□かわビズネット会員企業の海外水ビ

ジネス案件形成に向けた取組の実施 

□ＪＩＣＡを通じたラオスへの長期専

門家派遣（1 人） 

□ＪＩＣＡを通じたラオスへの短期専

門家派遣（１人） 

□海外からの研修生・視察者の受入れ

（33 か国・地域 222 人） 

□国土交通省認定の海外展開拠点都市

として下水道技術を海外へ情報発信 

□かわビズネット会員企業の海外水ビ

ジネス案件形成に向けた取組の推進 

□ＪＩＣＡを通じたラオスへの長期及

び短期専門家派遣 

□ＪＩＣＡ草の根技術協力事業実施に

よるインドネシア・マカッサル市へ

の職員派遣 

□ＪＩＣＡ草の根技術協力事業実施に

向けたインドネシア・バンドン市へ

の職員派遣 

□海外からの研修生・視察者の受入れ

の推進及び受入体制の充実 

□国土交通省認定の海外展開拠点都市

として下水道技術を海外へ情報発信 
国連環境計画（ＵＮＥＰ）との連携

協調 
［環：環境総合研究所］ 

□国連環境計画（ＵＮＥP）と連携した 

国際貢献の推進 

継続実施 

海外販路の開拓 
［経：国際経済推進室］ 

【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 

国際環境産業の推進 
［経：国際経済推進室］ 

【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 【Ⅴ-1-1-1 施策参照】 

アジア起業家の誘致と交流の促進 
［経：国際経済推進室］

□アジア起業家村構想拠点施設でのア

ジア起業家・企業の集積 

【当該事業事業は平成 29 年度で廃止】 

都市間連携事業等の推進 
［環：環境総合研究所］ 

□JICA草の根技術協力事業を活用し

たバンドン市における廃棄物管理支

援の実施 

□中国瀋陽市における大気環境改善に

関する共同研究の実施 

□JICA草の根技術協力事業を活用し

たバンドン市における廃棄物管理支

援の実施 

□瀋陽市をはじめとする中国大気環境改

善のための都市間連携協力事業の実施 

  

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 
 
 
 

 
 

ⅥⅥ--11--11--11  環環境境教教育育･･環環境境学学習習のの場場やや機機会会のの提提供供  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

オープンラボ、環境科学教室、環境

セミナー等の開催 
［環：環境総合研究所］ 

□オープンラボ：参加数 30 名 

□環境科学教室：参加数 168 人 

□環境セミナー：参加数 194 人 

□環境学習学生ｻﾎﾟｰﾀｰ：参加数 12 人 

継続実施 

 

エコドライブ講習会等によるエコ

ドライブ普及推進事業 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 

□講習会：参加数 364 人 

 
継続実施 

環境学習等資料（チャレンジ生ごみ

ダイエット等）の配布 
［環：減量推進課］ 

□生ごみリサイクル相談会等において

配布 

継続実施 

橘リサイクルコミュニティセンタ

ーにおける環境学習の実施 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-2-1 施策参照】 【Ⅱ-1-2-1 施策参照】 

Ⅴ－２－３ 環境技術の海外移転の促進

Ⅵ－１ 環境教育・環境学習の推進 Ⅵ－１－１ 地域等における環境教育・環境学習の推進

Ⅵ－１－２ 学校における環境教育・環境学習の推進

Ⅵ－１－３ 人材育成の推進

Ⅵ－１－４ 環境教育･環境学習に係る拠点・施設の充実

Ⅵ－１－１ 地域等における環境教育・環境学習の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

みなとにふれ合うイベントの実施 
［港：誘致振興課］ 

□外国船見学会開催 

□夏休み川崎港見学会：年 3 回開催 

□夏休み海洋環境教室 

□みなと祭り開催 

□ビーチバレーボール川崎市長杯開催 

□ビーチバレーボール全日本大学選手
権大会開催 

□外国船見学会開催 

□夏休み川崎港見学会：年 3 回開催 

□夏休み海洋環境教室 

□みなと祭り開催 

□ビーチバレーボール川崎市杯開催 

□ビーチバレーボール全日本大学選手
権大会開催 

自然観察会や環境調査等の実施に

より、市民が地域の自然･生物と親

しむ機会の創出 
［教：青少年科学館］ 
［環：水質環境課］ 
［環：環境総合研究所］ 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

【Ⅲ-4-3-2 施策参照】 

 
【Ⅲ-4-3-2 施策参照】 

 

かわさきエコ暮らし未来館におけ

る環境教育の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□環境教室の開催、小・中学校の社会
科見学の受け入れ、産業観光との連

携によるバスツアーの受け入れ等、
環境教育・環境学習の場や機会の提
供の実施 

継続実施 

王禅寺エコ暮らし環境館における

環境教育の推進 
［環：処理計画課］ 

□環境教室の開催、小学校の社会科見
学の受け入れ等、環境教育・環境学

習の場や機会の提供の実施 

継続実施 

地域地球温暖化防止活動推進セン

ターを通じた環境教育の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 

環境イベント・シンポジウム等開催

による地球温暖化防止に関する意

識啓発 
 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-2-3 施策参照】 【Ⅰ-1-2-3 施策参照】 

区役所など地域に身近な場での環

境教育・環境学習の実施 
［区役所］ 
［環：環境調整課］ 

□第４章環境配慮指針の実施状況 

■主体別環境配慮指針 

●区役所における取組 を参照 

継続実施 

市民を対象としたエコライフゲー

ムの実施 
［環：環境総合研究所］ 

□エコライフゲーム貸出 2 回 

 
継続実施 

 
ⅥⅥ--11--11--22  市市民民・・事事業業者者等等とと連連携携ししたた環環境境教教育育・・環環境境学学習習のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地球においしい「エコ・クッキング」

の開催 
 
［環：減量推進課］ 

□３小中学校で実施、延べ参加者数 

５３人 

継続実施 

二ヶ領せせらぎ館、大師河原水防セン
ターにおける環境学習の実施
［建緑：多摩川施策推進課］

□国土交通省の河川管理施設の一部を
借り受け、多摩川に関する情報発信
や環境教育の拠点施設とし、水辺の

楽校や地域・学校との連携による多
様な環境教育・学習の実施 

継続実施 

水辺の楽校の活動支援 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

□市内３校（かわさき、とどろき、だ

いし）で計 35 回実施、延べ 3,304

人が参加 

□市内３校（かわさき、とどろき、だ

いし）で計 37 回実施予定 

生田緑地での自然観察会の開催 
［教：青少年科学館］ 

□生田緑地観察会：年 30 回開催 □生田緑地観察会：年 34 回開催予定 

多摩川、二ヶ領用水等の河川におけ

る環境学習 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

□市民団体との連携･協力による河川
の自然観察・地域清掃活動等 

□河川の下流・中流に位置する小学校

の交流を通じた体験学習 
□河川の環境調査、水質検査などを通

した環境学習

継続実施 
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ⅥⅥ--11--22--11  教教材材のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境副読本の作成・配付 
［環：環境調整課］ 

□「わたしたちのくらしと環境 明る

い未来に向かって」 

（小学４～６年生用）14,100 部 

（指導用手引）720 部 

□「あしたをつかめ！いいね それなら 

できる」（中学生用）12,100 部 

（指導用手引）520 部 

継続実施 

「くらしとごみ」の作成、配付 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-1-1 施策参照】 【Ⅱ-1-1-1 施策参照】 

「川崎市の下水道」の作成、配付 
［上下：サービス推進課］ 

□小学４年生に 13,900 部配布 継続実施 

「川崎市の水道」の作成、配布 
［上下：サービス推進課］ 

□小学４年生に 13,900 部配布 継続実施 

環境学習等資料（大切な大気のはな

し、水辺の生きもの、環境学習メニ

ュー集等）の作成、配付 
［環：環境総合研究所］ 

□環境学習講座等で配布 継続実施 

エコライフゲームの作成、普及 
［環：環境総合研究所］ 

【Ⅵ-1-1-1 施策参照】 【Ⅵ-1-1-1 施策参照】 

 
ⅥⅥ--１１--２２--２２  環環境境教教育育のの推推進進とと充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

出前ごみスクール等の実施 
［環：減量推進課］ 

□出前ごみスクールを 142 回、ふれあ

い出張講座を 113 回実施 
□出前ごみスクールを 120 回、ふれあ

い出張講座を 90 回実施 
「総合的な学習の時間」等を活用し

た環境学習の取組 
［教：カリキュラムセンター］ 

□平成 29・３０年度研究推進校（生活

科・総合的な学習の時間）において、

環境教育の実践研究を行い、全市に

向けて研究報告会を開催。また、そ

の取り組みを掲載した冊子を市内小

学校 113 校に配布 

□地域の特色や人材を生かした実践事

例を収集し、小・中学校学習指導要

領実践事例研究冊子等に掲載、配布 

校舎への太陽光発電*設備の設置 
［教：教育環境整備推進室］ 
［環：地球環境推進室］ 

□市立学校の増築や改修等にあわせて

太陽光発電設備等の導入 
・太陽光発電設備設置校 
 1999 年度～2018 年度 78 校 

・小田小学校（10 kW） 

・小杉小学校（25 kW） 

・登戸小学校（10 kW） 

□市立学校の新築や改修等にあわせて

太陽光発電設備等の導入 
・太陽光発電設備設置校 

・南原小学校（１０ＫＷ） 

・稗原小学校（１０ＫＷ） 

・菅小学校（１０ＫＷ） 

・京町中学校（１０ＫＷ） 

・西高津中学校（１０ＫＷ） 

教員に対する環境教育に関する研

修等 
［教：カリキュラムセンター］ 

□夏季希望研修において、多摩川での

水棲生物や河川植物の観察活動を行

った。各校種より 21 名が参加 

□夏季希望研修において環境教育に関

する研修を企画、実施 

  
ⅥⅥ--１１--２２--３３  幼幼児児環環境境教教育育のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

幼児期における環境教育の推進 
［環：環境調整課］ 

□（社）川崎市幼稚園協会と協働で作

成したプログラム集を全私立幼稚園

に配布するとともに、同協会が実施

している研修会での活用促進 

□（社）川崎市幼稚園協会の協力を得

ながら環境教育を推進 

 
 
 
 
 

Ⅵ－１－２ 学校における環境教育・環境学習の推進
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ⅥⅥ--11--22--11  教教材材のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境副読本の作成・配付 
［環：環境調整課］ 

□「わたしたちのくらしと環境 明る

い未来に向かって」 

（小学４～６年生用）14,100 部 

（指導用手引）720 部 

□「あしたをつかめ！いいね それなら 

できる」（中学生用）12,100 部 

（指導用手引）520 部 

継続実施 

「くらしとごみ」の作成、配付 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-1-1 施策参照】 【Ⅱ-1-1-1 施策参照】 

「川崎市の下水道」の作成、配付 
［上下：サービス推進課］ 

□小学４年生に 13,900 部配布 継続実施 

「川崎市の水道」の作成、配布 
［上下：サービス推進課］ 

□小学４年生に 13,900 部配布 継続実施 

環境学習等資料（大切な大気のはな

し、水辺の生きもの、環境学習メニ

ュー集等）の作成、配付 
［環：環境総合研究所］ 

□環境学習講座等で配布 継続実施 

エコライフゲームの作成、普及 
［環：環境総合研究所］ 

【Ⅵ-1-1-1 施策参照】 【Ⅵ-1-1-1 施策参照】 

 
ⅥⅥ--１１--２２--２２  環環境境教教育育のの推推進進とと充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

出前ごみスクール等の実施 
［環：減量推進課］ 

□出前ごみスクールを 142 回、ふれあ

い出張講座を 113 回実施 
□出前ごみスクールを 120 回、ふれあ

い出張講座を 90 回実施 
「総合的な学習の時間」等を活用し

た環境学習の取組 
［教：カリキュラムセンター］ 

□平成 29・３０年度研究推進校（生活

科・総合的な学習の時間）において、

環境教育の実践研究を行い、全市に

向けて研究報告会を開催。また、そ

の取り組みを掲載した冊子を市内小

学校 113 校に配布 

□地域の特色や人材を生かした実践事

例を収集し、小・中学校学習指導要

領実践事例研究冊子等に掲載、配布 

校舎への太陽光発電*設備の設置 
［教：教育環境整備推進室］ 
［環：地球環境推進室］ 

□市立学校の増築や改修等にあわせて

太陽光発電設備等の導入 
・太陽光発電設備設置校 
 1999 年度～2018 年度 78 校 

・小田小学校（10 kW） 

・小杉小学校（25 kW） 

・登戸小学校（10 kW） 

□市立学校の新築や改修等にあわせて

太陽光発電設備等の導入 
・太陽光発電設備設置校 

・南原小学校（１０ＫＷ） 

・稗原小学校（１０ＫＷ） 

・菅小学校（１０ＫＷ） 

・京町中学校（１０ＫＷ） 

・西高津中学校（１０ＫＷ） 

教員に対する環境教育に関する研

修等 
［教：カリキュラムセンター］ 

□夏季希望研修において、多摩川での

水棲生物や河川植物の観察活動を行

った。各校種より 21 名が参加 

□夏季希望研修において環境教育に関

する研修を企画、実施 

  
ⅥⅥ--１１--２２--３３  幼幼児児環環境境教教育育のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

幼児期における環境教育の推進 
［環：環境調整課］ 

□（社）川崎市幼稚園協会と協働で作

成したプログラム集を全私立幼稚園

に配布するとともに、同協会が実施

している研修会での活用促進 

□（社）川崎市幼稚園協会の協力を得

ながら環境教育を推進 

 
 
 
 
 

Ⅵ－１－２ 学校における環境教育・環境学習の推進
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ⅥⅥ--11--33--11  人人材材育育成成のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

地域環境リーダー育成講座の実施 
［環：環境調整課］ 

□年10回の講座を実施、受講者15人

が修了生となり、新たな地域環境リ

ーダーとなった。 

修了生総計：331人 

□基礎編 4 回、実践編 4 回の講座を実   

 施 

里山ボランティア育成講座の実施 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-1-2 施策参照】 【Ⅲ-1-1-2 施策参照】 

地域の緑化を自主的に推進する人

材の育成 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 

育成した人材の活動の場や機会の

拡充 
［環：環境調整課］ 

□行政の取組を情報提供するととも

に、既に地元等で実施されている活

動事例等を紹介する等の取り組み 

継続実施 

講座修了生等のネットワークづく

りの支援や市民活動団体との交流

の促進 
［環：環境調整課］ 

□「第 15 回エコ・フェスタ」を実施

し、日ごろの活動内容等について意

見交換を実施 

継続実施 

 
 

  

ⅥⅥ--11--44--11  環環境境教教育育･･環環境境学学習習にに係係るる拠拠点点・・施施設設のの充充実実  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

かわさきエコ暮らし未来館におけ

る環境教育の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□環境教室の開催：毎週土曜日 継続実施 

橘リサイクルコミュニティセンタ

ーにおける環境保全活動の支援 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-2-1 施策参照】 【Ⅱ-1-2-1 施策参照】 

二ヶ領せせらぎ館、大師河原水防セ

ンターにおける環境教育拠点施設

の整備、環境教育・環境学習の推進 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

【Ⅲ-4-3-1 施策参照】 【Ⅲ-4-3-1 施策参照】 

環境教育・環境学習拠点の充実 
［環：地球環境推進室］ 

□「CC かわさき交流コーナー」におけ

る月毎のパネル展示やミニ講座の

実施 

継続実施 

王禅寺エコ暮らし環境館における

環境教育の推進 
［環：処理計画課］ 

□環境教室の開催：3 回 継続実施 

  

  

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 
 

 

 

ⅥⅥ--22--11--11  市市民民・・事事業業者者等等のの自自発発的的活活動動のの支支援援  
具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

緑化の推進等に実践的な活動を行

う緑の活動団体への支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 

 

Ⅵ－１－３ 人材育成の推進

Ⅵ－１－４ 環境教育・環境学習に係る拠点・施設の充実

Ⅵ－２ 環境パートナーシップの推進 Ⅵ－２－１ 市民・事業者等との協働の推進

Ⅵ－２－２ 地域コミュニティの活性化

Ⅵ－２－３ 環境情報の共有化

Ⅵ－２－１ 市民・事業者等との協働の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

各種助成金や融資制度等の適切な

活用による、環境負荷の低減に向け

た市民、事業者の自主的取組の促進 
［各事業担当課］ 

【第５章  基本計画の総合的推進施策 

■経済的手法の活用】参照 

【第５章  基本計画の総合的推進施策 

■経済的手法の活用】参照 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 
 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅥⅥ--22--11--22  協協働働にによよるる環環境境保保全全活活動動のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ＣＣ川崎エコ会議等による地球温

暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 

市民参加による水辺のクリーン運

動及び維持管理の推進 
［建緑：河川課］ 
［市：市民活動推進課］ 

【Ⅲ-2-3-2 施策参照】 【Ⅲ-2-3-2 施策参照】 

街路緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 

かわさき自動車環境対策推進協議

会による交通環境対策の推進 
［環：大気環境課］ 

□協議会の開催（２回） 

 自動車環境対策の推進等 

□臨海部交通環境対策取組（産業道路ク

リーンライン化の取組など）の実施 

□事業者向けエコドライブ講習会の実

施（3 回） 

継続実施 

 

住民参加等多様な手法による公園

整備計画の検討 
［建緑：みどりの企画管理課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 

街区公園、近隣公園等の身近な公園の整備  
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 

 

  

ⅥⅥ--22--22--11  環環境境保保全全活活動動等等をを通通じじたた地地域域ココミミュュニニテティィのの活活性性化化へへのの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

緑化の推進等に実践的な活動を行

う緑の活動団体への支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 

パートナーシップによる市民健康

の森づくりの推進 
［区役所］ 

□施設の補修 

□活動組織の支援（各区役所） 

□第４章環境配慮指針の実施状況 

■主体別環境配慮指針 

●区役所における取組 を参照 

継続実施 

資源集団回収事業（協力団体への奨

励金、回収事業者への報償金の交付

等）の充実 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-3-1 施策参照】 【Ⅱ-1-3-1 施策参照】 

 
 
 

ⅥⅥ--22--33--11  環環境境情情報報のの収収集集・・発発信信  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

情報誌「環境情報」の編集、発行 
［環：環境調整課］ 

□毎月１日に 1,600 部を発行、区役

所等市内公共施設を中心に配布 

継続実施 

Ⅵ－２－２ 地域コミュニティの活性化

Ⅵ－２－３ 環境情報の共有化
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

各種助成金や融資制度等の適切な

活用による、環境負荷の低減に向け

た市民、事業者の自主的取組の促進 
［各事業担当課］ 

【第５章  基本計画の総合的推進施策 

■経済的手法の活用】参照 

【第５章  基本計画の総合的推進施策 

■経済的手法の活用】参照 

公害防止資金融資制度の有効活用

による公害防止対策の推進 
［環：環境管理課］ 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 
 

【Ⅰ-1-1-2 施策参照】 

 
ⅥⅥ--22--11--22  協協働働にによよるる環環境境保保全全活活動動のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

ＣＣ川崎エコ会議等による地球温

暖化対策の推進 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 【Ⅰ-1-2-1 施策参照】 

市民参加による水辺のクリーン運

動及び維持管理の推進 
［建緑：河川課］ 
［市：市民活動推進課］ 

【Ⅲ-2-3-2 施策参照】 【Ⅲ-2-3-2 施策参照】 

街路緑化の推進 
［建緑：みどりの協働推進課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 【Ⅲ-1-3-1 施策参照】 

かわさき自動車環境対策推進協議

会による交通環境対策の推進 
［環：大気環境課］ 

□協議会の開催（２回） 

 自動車環境対策の推進等 

□臨海部交通環境対策取組（産業道路ク

リーンライン化の取組など）の実施 

□事業者向けエコドライブ講習会の実

施（3 回） 

継続実施 

 

住民参加等多様な手法による公園

整備計画の検討 
［建緑：みどりの企画管理課］ 
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 

街区公園、近隣公園等の身近な公園の整備  
［建緑：みどりの保全整備課］ 

【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 【Ⅲ-1-4-1 施策参照】 

 

  

ⅥⅥ--22--22--11  環環境境保保全全活活動動等等をを通通じじたた地地域域ココミミュュニニテティィのの活活性性化化へへのの支支援援  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

緑化の推進等に実践的な活動を行

う緑の活動団体への支援 
［建緑：みどりの協働推進課］ 

【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 【Ⅲ-1-3-3 施策参照】 

パートナーシップによる市民健康

の森づくりの推進 
［区役所］ 

□施設の補修 

□活動組織の支援（各区役所） 

□第４章環境配慮指針の実施状況 

■主体別環境配慮指針 

●区役所における取組 を参照 

継続実施 

資源集団回収事業（協力団体への奨

励金、回収事業者への報償金の交付

等）の充実 
［環：減量推進課］ 

【Ⅱ-1-3-1 施策参照】 【Ⅱ-1-3-1 施策参照】 

 
 
 

ⅥⅥ--22--33--11  環環境境情情報報のの収収集集・・発発信信  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

情報誌「環境情報」の編集、発行 
［環：環境調整課］ 

□毎月１日に 1,600 部を発行、区役

所等市内公共施設を中心に配布 

継続実施 

Ⅵ－２－２ 地域コミュニティの活性化

Ⅵ－２－３ 環境情報の共有化

 

 
152 

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

各種イベント開催による多摩川の

魅力・情報の発信 
［建緑：多摩川施策推進課］ 

□多摩川桜のコンサート（350人参加） 

□合同干潟観察会（123 人参加） 

□水辺の楽校シンポジウム（170 人参

加） 

□多摩川で和む e 体験・丸子の渡し祭

り（2,000 人参加） 

継続実施 

 
ⅥⅥ--22--33--22  環環境境情情報報のの共共有有化化のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

環境審議会、環境影響評価審議会、

かわさき自動車環境対策推進協議

会、廃棄物減量指導員、ごみゼロカ

フェへの参加 
［環：環境調整課、環境評価室、大

気環境課、減量推進課］ 

□環境審議会（市民代表 13 人、学識

経験者 16 名） 

□環境影響評価審議会（市民代表７名、

学識経験者 13 名） 

□かわさき自動車環境対策推進協議

会：事業者、市民、関係団体、関係

行政機関が構成員として参加 

□廃棄物減量指導員：（1,851 人）条

例によって設置されている指導員と

して市民が参加 

□ごみゼロカフェ：ごみの減量化・資

源化に係る市民参加を推進するた

め、様々な年代の市民や事業者など

多様な主体がごみ減量について意見

交換 

継続実施 

 

継続実施 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

 

 

継続実施 

年次報告書に対する意見書の提出 
［環：環境調整課］ 

□2017 年度版年次報告書に対する意

見書 3 通（意見項目 35 件）につい

て関係各課に照会し対応策等を公表 

継続実施 

環境・リスクコミュニケーションの

調査・検討 
［環：環境管理課］ 

【Ⅳ-3-1-2 施策参照】 【Ⅳ-3-1-2 施策参照】 

「環境パートナーシップかわさき」

の会議の場を活かした情報共有化

の推進 
［環：環境調整課］ 

□環境パートナーシップかわさきに
は、市民活動団体、廃棄物減量指導
員のほか、事業者や公募市民及び市

職員が委員として参加 

継続実施 

 
 

  施施  策策  のの  方方  向向                      施施  策策  のの  柱柱                                

 
 
 
 

ⅥⅥ--33--11--11  市市のの事事業業ににおおけけるる率率先先的的なな環環境境配配慮慮のの推推進進  

具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

グリーン購入推進方針による取組 
［環：地球環境推進室］ 

□現状「グリーン購入の実施状況」参

照 

□グリーン購入推進方針を推進すると

ともに平成 31 年度グリーン購入推

進方針を策定 

環境配慮契約推進方針による取組

［環：地球環境推進室］ 
□現状「グリーン購入の実施状況」参

照 
□環境配慮契約推進方針を推進すると

ともに平成 31 年度環境配慮契約推

進方針を策定 

環境調査の実施 
［環：環境評価室］ 

□事業計画等が公表された案件：0 件 

□環境調査を行った案件：1 件 

・川崎市役所新本庁舎整備事業 

継続実施 

汚泥の高温焼却化等による温室効

果ガスの削減 
［上下：下水道計画課］ 

□既設炉の改造（二段燃焼化）による

温室効果ガス削減に向けた検討を実

施 

継続実施 

水処理センターにおける省エネル

ギーの推進 
［上下：下水道計画課］ 

□省エネ効果の高い機器の導入等によ

り、中長期における年平均１％以上

のエネルギー消費原単位の低減に向

けた取組を実施 

継続実施 

      

Ⅵ－３ 市の環境配慮の推進 Ⅵ－３－１ 市の事業における率先的な環境配慮の推進

Ⅵ－３－１ 市の事業における率先的な環境配慮の推進
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具体的施策名 （平成 ）年度実績 （令和元）年度計画等

下水排熱の下水道施設内冷暖房へ

の利用等、下水の未利用エネルギー

の利用 
［上下：下水道計画課］ 

【Ⅰ-2-1-3 施策参照】 【Ⅰ-2-1-3 施策参照】 

公共施設のエネルギー需要特性に

応じた効率的なエネルギー供給シ

ステムの採用の推進 
［ま：施設計画課］ 

【Ⅰ-2-1-1 施策参照】 【Ⅰ-2-1-1 施策参照】 

浄水場等における省エネルギーの

推進 
［上下：経営企画課］ 

□中長期における年平均１％以上のエ

ネルギー消費原単位の低減に向けた

取組を実施 

継続実施 

公共施設及び民間施設への太陽エ

ネルギー利用施設の導入の推進 
［ま：施設計画課］ 
［環：地球環境推進室］ 

【Ⅰ-2-1-1 施策参照】 【Ⅰ-2-1-1 施策参照】 

公用車における環境配慮の推進 
［環：地球環境推進室］ 
［環：大気環境課］ 

□公用車への導入台数 

・2018 年度に導入した 96 台のうち 

89 台が九都県市指定低公害車 

継続実施 

庁舎等における省エネルギー対策

等の推進 
［環：地球環境推進室］ 

□「市建築物における環境配慮標準」 

の運用 

□BEMS 等のモデル導入による庁舎の

エネルギー使用効率改善 

継続実施 

 

継続実施 

  

 


