
　環境影響評価とは、開発行為等が環境に及ぼす影響を、事前に調査、予測、評価し、環境の保全について適
正な配慮を確保する制度です。
　市では、「川崎市環境影響評価に関する条例」に定める環境に影響を及ぼすおそれのある一定規模以上の土
地の造成、共同住宅の建設、工場及び事業所の新設等の指定開発行為について、環境影響評価を行っています。
平成 25年度末（平成 26年 3月 31日現在）における環境影響評価の実施状況は次の表のとおりです。

※種別の「1種」、「3種」は事業規模に応じて手続が分かれています。また、「法」は法対象事業を表しています。
※表中の「平成 25年度末における手続状況」欄の略号については次のとおりです。
　評：条例評価書の公告、審：条例審査書の公告、配審：環境配慮計画審査書の公告、法審：法対象条例審査書の公告
※橘処理センター整備事業については、平成 25年度においては環境影響評価手続の前段階（実施届出前）の環境配慮計
　画書手続を行っています。なお、平成 26年 4月 7日付けで実施届出がなされています。

　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html

平成 25 年度環境影響評価の実施状況

問い合わせ：環境局環境評価室　　　TEL 200-2156　FAX 200-3923

指定開発行為の名称 種別 場所 事業の種類 実施届出日 平成 25年度末における手続状況

（仮称）富士通川崎工場再開発計画 1種 中原区上小田中 大規模建築物の新設 H23.9.9 評、H25.4.16
（手続終了）

（仮称）プラウド新川崎Ⅱ計画 3種 幸区塚越 住宅団地の新設 H25.3.18 審、H25.6.28（手続終了）
（仮称）ミツトヨ川崎構内再開発
プロジェクト 3種 高津区坂戸 工場又は事業所の新設 H25.4.24 審、H25.7.2（手続終了）
（仮称）大師駅前二丁目マンショ
ン計画 3種 川崎区大師駅前 住宅団地の新設 H25.3.18 審、H25.7.8（手続終了）

橘処理センター整備事業 1種 高津区新作 廃棄物処理施設の新設 ― 配審、H25.8.12

（仮称）川崎区小田栄二丁目ショ
ッピングセンター計画 3種 川崎区小田栄 商業施設の新設 H25.5.17 審、H25.9.4（手続終了）

（仮称）大師河原マンション計画 3種 川崎区大師河原 住宅団地の新設 H25.7.31 審、H25.10.11（手続終了）

（仮称）川崎富士見商業施設計画 3種 川崎区富士見 商業施設の新設 H25.8.13 審、H25.10.28（手続終了）
（仮称）川崎製作所車両二次検査・
整備工場更新 3種 中原区大倉町 工場又は事業所の新設 H25.9.2 審、H25.11.12

（手続終了）

小杉町３丁目東地区第一種市街地
再開発事業 1種 中原区小杉町

開発行為
高層建築物の新設
住宅団地の新設
大規模建築物の新設

H24.8.10 評、H26.1.15（手続終了）

中央新幹線（東京都・名古屋市間） 法 中原区、高津区、
宮前区、麻生区鉄道又は軌道の新設 H23.9.20 法審、H26.2.28

　川崎市環境総合研究所では、こども環境科学教室を開催します。環境総合研究所のすぐそばにある殿町第 2
公園全体を舞台として、「生きものぜんみっけ！」をテーマに、バイオブリッツ（ある特定のエリアに住む生
きものをできるだけたくさん集め、種類ごとに分けて観察する活動）を行います。ぜひ、ご参加ください。

市ホームページ：http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-3-8-16-0-0-0-0-0-0.html

こども環境科学教室参加者募集！

●開催日時：平成 26年 9月 15日（月・祝）10時～ 12時
●場　　所：川崎市環境総合研究所、殿町第 2公園周辺●費用：無料
●対　　象：小学生～中学生 40 名とその保護者
　　　　　　（保護者同伴必須、応募者多数の場合は抽選）
●応募方法：平成 26年９月 8日（月）【必着】ハガキ、FAX、または
　　　　　　メールで
●記載事項：こども環境科学教室参加希望、住所、氏名、学校名、学年、電話番号、
 FAX番号またはメールアドレス、保護者の氏名、人数

申し込み・問い合わせ：川崎市環境総合研究所事業推進課　　　TEL 276-9001　FAX288-3156　　
　　　　　　　　　　　〒210-0821　川崎区殿町3-25-13　メール30sojig@city.kawasaki.jp

【殿町第２公園】
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問い合わせ： 建設緑政局みどりの協働推進課　　　TEL 200-2365　FAX 200-3979

　八王子市の高尾山付近から三浦市の城ヶ島付近には、多摩丘陵と三浦丘陵が位置
しています。この丘陵に関係する 13の自治体により、生物多様性に配慮した緑と
水景をつなぐ取り組みを実施しています。その取り組みの一つとして、皆さんに身
近な緑や水景を感じ楽しんで歩くとともに、緑の保全の大切さや保全の取り組みな
どを知っていただく「ウォーキングラリー」を鎌倉～逗子間で開催します。
（※ 11月には多摩丘陵でも開催予定です）
　●日　　時： 平成 26年 10月 13日（月・祝）9時～ 15時（受付時間 9時～ 10時）　
　●コース概要：鎌倉市役所前広場（受付・スタート）→祇園山ハイキングコース→　
　　　　　　　名越切通→披露山公園→逗子市役所（ゴール）全長約 9km荒天中止
　●応募期限：平成 26年 10月８日（水）まで  定員 300 名　参加無料
　●申 込 先：FAX又はホームページで、氏名・住所・電話番号・参加者人数を明記
　　　　　　　の上、㈱URリンケージまで  TEL 03-6214-5740 FAX 03-3272-6017 　
　         　　　ホームページ：http://tama-miurahills.com/

多摩・三浦丘陵ウォーキングラリー（その 7）～緑深い切通をぬけて　古都鎌倉から逗子の海辺を目指す～

【祇園山ハイキングコース】

問い合わせ：建設緑政局みどりの協働推進課　　　TEL 200-2380　FAX 200-3979

　市では、緑豊かなまちづくりを実現するため、都市緑化月間の 10月に市民 100
万本植樹運動植樹祭を開催しています。今年度は、神奈川県との共催により、「か
ながわ未来の森づくり 2014」及び「生田緑地植樹祭」を開催しますので、皆さま
のご参加をお待ちしています。なお、参加には事前の申込みが必要です。
　●日　　時： 平成 26年 10月 26日（日）10時～ 12時（受付 9時 30分～）参加無料 荒天中止
　●開 催 地： 生田緑地　中央広場及び西口園路（受付 中央広場）
　●申込方法  ： 平成 26年 9月 26日（金）【必着】までに、イベント名・住所・氏名
 （参加者全員分）・電話番号を明記の上、はがき又はインターネット
 より定員 150 名
　●申 込 先：公益財団法人かながわトラストみどり財団　〒 220-0073 横浜市西区岡野 2-12-20  TEL 045-412-2255
　　ホームページ：http://ktm.or.jp/（イベント申込みフォームから入力）

緑の祭典“かながわ未来の森づくり”2014　市民 100万本植樹運動生田緑地植樹祭

【昨年度開催時の様子】

秋の虫の音と草花遊び「こども黄緑クラブ・秋」参加者募集！！
　「こども黄緑クラブ」は親子で楽しみながら四季の自然に親しみ、川崎のみどりを守るこども達を育てます。
今回は、秋の虫たちの合唱を聞きながら草花遊びに挑戦します！ 
　●日　　時： 平成 26年 10月 16日（木）10時 30分～ 11時 30分
　●会　　場： 川崎市緑化センター（ＪＲ南武線「宿河原駅」徒歩 5分）
　●対　　象： 就学前の幼児とその保護者 20 組
　●参  加  費：無料
　●講　　師： 高柳芳恵さん（「ゆうぐれのさんぽ」福音館書店 著者）
　●申込方法：往復はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番号、こどもの名前、生年月日を記入し、
 平成 26年 9月 25日（木）【必着】で公園緑地協会「こども黄緑クラブ」係まで
  ※定員を超えた場合は抽選、満たない場合は前日まで受付

　　　申し込み・問い合わせ：（公財）川崎市公園緑地協会　　　TEL711-6631 FAX722-8410
　　　　　　　　　　　　　　〒211-0052　中原区等々力3-12

【秋の木の実や草花】

　　　　　問い合わせ：川崎市緑化センター　TEL 911-2177　FAX 922-5599
　　　　　　　　　　 　〒214-0021　多摩区宿河原6-14-1　月曜日休園（祝祭日の時は翌日）

　川崎市緑化センターでは、ヒガンバナやハギ等の秋の花が皆様をお待ちしています。
多くの講座と展示会を開催しますので、ふるってご応募・ご鑑賞ください。
【講　座】 ●日　　時：平成 26年 10月 15日（水）13時 30分～ 15時
　　　　 ●内　　容：「園芸における便利な結束方法」●参加費：700 円
　　　　 ●応募内容：定員 30名 市内在住・在勤・在学の方 応募ハガキ 1枚で 1人・1講座
　　　　　　　　　 記載事項（講座名、住所、氏名、年齢、電話番号）
　　　 ●応募期限：平成 26年 10月 1日（水）【必着】●場所：川崎市緑化センター 2階研修室前　　　　　　　　　　　　　　　　
【展示会】●開催日時：「秋の盆栽展」平成 26年 9月 13日（土）～ 9月 28日（日）９時～ 16時 30分

川崎市緑化センター講習会受講生募集・展示会のご案内

【秋の盆栽展】
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