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川崎市における地球温暖化対策の取組

令和元年８月３日

川崎市 環境局 地球環境推進室

１ 地球温暖化対策に係る計画の策定

３ 開発事業等に係る地球温暖化対策

５ 交通に係る地球温暖化対策

７ 温室効果ガス排出のより少ない製品の利用

９ 環境教育・環境学習

10 緑の保全及び緑化の推進

８ 廃棄物の発生抑制等

11 組織整備

12 表彰制度

２ 事業活動に係る地球温暖化対策

４ 再生可能エネルギー源の利用

６ 環境技術による国際貢献の推進

地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進し、低炭素社会の実現に資する

2010年4月施行

川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例
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目的



川崎市の地球温暖化対策等に関する条例・主な計画

◆ 川崎市地球温暖化対策の

推進に関する条例の施行（2010年4月）

◆ 川崎市地球温暖化対策推進
基本計画の策定（2010年10月）
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・「パリ協定」、国の「地球温暖化対策計画」策定を踏まえた新たな温室効果

ガス排出量削減目標の設定

・気候変動適応策基本方針を基本計画に統合し、緩和・適応両面での対策を

推進。

◆ 川崎市気候変動適応策
基本方針（2016年6月策定）

緩和策の計画

適応策の考え方の
整理

◆ 川崎市地球温暖化対策推進基本計画の改定（2018年3月）

川崎市地球温暖化対策推進基本計画の目標
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― 基本理念 －
マルチベネフィットの地球温暖化対策等により

低炭素社会を構築

地球温暖化対策等産業振興 防災対策

健康維持

●環境技術、環境産業を活かした
産業の振興、国際競争力の強化

●未来型環境・産業都市の実現

●再生可能エネルギー等による
災害時の安全・安心

●緑と水のネットワーク形成による
防災・減災

●高断熱住宅によるヒートショック
の防止、快適性の向上

ー温室効果ガス排出量の削減目標ー
2030年度までに1990年度比30%以上の温室効果ガス排出量の削減を目指す
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取組１

川崎市の取組

取組２

取組３

川崎の環境技術を活かした取組

再生可能エネルギーの普及と
エネルギーの効率的な利活用

市民・事業者との協働の取組の推進

川崎市の取組①
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川崎の環境技術を活かした取組



国の法律では、事業者からの直接的なCO2排出量を評価し
ているものが多い

しかし、実際の製品等においては、「原料調達」～「廃棄・リ
サイクル」の各ライフサイクルで、CO2が排出される

工場などからの直接排出分だけでなく、その製品等の

ライフサイクル全体で排出されるＣＯ２の量を評価することが重要

適正な評価により、製品・技術の研究開発・普及が促進する
ことで、経済の発展とともに、地球規模でCO2削減が実現
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ライフサイクルの各段階

川崎の環境技術を活かした取組（１）

～低CO2川崎ブランドによる取組

地球環境問題におけるライフサイクル視点の重要性

低CO2川崎ブランドによる取組
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■ ライフサイクル全体でCO2削減に貢献する川崎発の製品・技術等を評価

■ これらの製品・技術等のポテンシャルを広く情報発信

■ ブランド認定製品を通じて地球全体での温室効果ガスの削減に貢献

事業概要・目的

ライフサイクル全体の
CO2削減効果

■ 平成２０年度 ：CO2削減川崎モデルを構築
■ 平成２１～２３年度：パイロット事業として実施
■ 平成２４年度～ ：本格実施

これまで８５製品・技術等を認定

ライフサイクル全体で
ＣＯ２排出量が減少し
ている製品を認定！
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環境技術を活かした取組（２）～川崎市の水素プロジェクト

なぜ、水素が次世代エネルギーとして注目されるのか 
◆さまざまな資源からつくりだすことができる。
◆エネルギーとして利用してもＣＯ２を出さない

↓
●環境にやさしく、エネルギー安全保障に役立つ
※日本国内の資源を水素の原料に利用できれば、エネルギー
自給率がアップ
※再エネを原料として水素をつくることができれば、大気への
影響を防いだり、製造から使用までトータルでＣＯ２を排出し
ない「カーボンフリー」なエネルギーにすることも可能

資源エネルギー庁 「水素エネルギー」
は何がどのようにすごいのか より作成

平常時と災害時に活用

◎再生可能エネルギーと水素を用いた自立型水素エネルギー供給システム（東芝）

◆再生可能エネルギーから水素を「つくる」、その水素を
「ためる」、そして燃料電池で「つかう」ところまでワンス
トップで行う新しいエネルギー供給システム
◆水素ＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）により、
電気料金の削減や、ＣＯ２の低減を実現
◆災害時には、備蓄水素を用いることで自立して電力と温水を
供給。300名の避難者に対し、約１週間分の電気と温水を安
定的に供給）
◆世界標準規格のコンテナサイズにシステムを収容、トレー
ラーや鉄道などで輸送が可能
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H2One 自立型水素エネルギー供給システム
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◎JR南武線 武蔵溝ノ口駅「エコステ」モデル駅の整備（東日本旅客鉄道株式会社）

◆鉄道事業者で初めて再生可能エネルギー由来の水素（CO２フリー水素）を活用
◆災害時は、一時滞在場所となるコンコースやトイレの一部に電力を供給予定
◆エコメニューの導入により、CO2排出量を２０％以上削減
・創エネ 自立型水素エネルギー供給システム導入
・省エネ 照明のLED化、高効率空調機器導入
・エコ実感 エコ表示盤、エコ待合スペース設置
・環境調和 自然素材活用、緑化

ウォームベンチ

自立型水素エネルギー供給システム「H2One」ドライミスト

デジタルサイネージ（駅改札付近）

緑化・自然素材活用 太陽光パネル

ホーム整備前 ホーム整備後

鉄道駅におけるＣＯ２フリー水素活用モデル
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2015年1月 昭和電工-川崎市 低炭素水素社会実現に向けた連携・協力に関する協定締結
環境省「平成27年度地域連携・低炭素水素技術実証事業」



13

川崎市の取組②

再生可能エネルギーの普及と
エネルギーの効率的な利活用
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エネルギー供給事業者による非化石エネルギー
源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用
の促進に関する法律（エネルギー供給構造高度化
法）において、「再生可能エネルギー源」について、
「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、
エネルギー源として永続的に利用することができる
と認められるものとして政令で定めるもの」と定義
されており、政令において、太陽光・風力・水力・地
熱・太陽熱・大気中の熱その他の自然界に存する
熱・バイオマスが定められています。

資源エネルギー庁ＨＰより

再生可能エネルギーとは？
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公共施設等への導入（１）

再生可能エネルギーの活用
太陽、風力などの自然エネルギーや、木材資源に
よるバイオマスエネルギーなどの活用

安全安心のまちづくりへ
・化石燃料に頼らない、持続可能な
まちづくりを実現

・非常時の電源確保により、安全・
安心のまちづくりへ

溝口駅南口広場（2017年1月供用開始）
◇雨よけシェルターへの太陽光パネル設置
◇太陽光パネルを抱き合わせたエコ街灯
◇照明設備のＬＥＤ化
◇遮熱性・保水性舗装の実施

生田配水池太陽光発電所
発電容量1056.3kW）
2016年設置
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公共施設等への導入（２）

公共施設の屋根貸しによる太陽光発
電の導入について
財政状況が厳しい中であっても更なる再生可能エネ
ルギーの導入を進めるため、民間資金の活用による
手法として、多くの自治体が行っている太陽光発電設
備の「屋根貸し」についてモデル的な導入を検討を
行った。

今回の公共施設の屋根貸しモデル事業は、
浮島埋立事業所で実施



稼働から３年間の実績
・浮島太陽光発電所では想定値の約1.3倍を発電。
（一般家庭約2,900軒分の年間使用電力量に相当）

・扇島太陽光発電所では想定値の約1.1倍を発電。
（一般家庭約4,700軒分の年間使用電力量に相当）
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大規模太陽光発電所（メガソーラー）の取組

発電所名 浮島太陽光発電所 扇島太陽光発電所

所在地 川崎市川崎区浮島町 川崎市川崎区扇島

最大出力 7,000kW 13,000kW

年間発電電力量 約740万kWh （想定） 約1,370万kWh （想定）

CO2排出削減量 約3,100t 約5,800t

営業運転開始 平成23年8月10日 平成23年12月19日
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廃棄物発電の活用

廃棄物発電を活用した「ゼロ・エミッションシステム」による

ＥＶごみ収集車の導入

＜日本初！＞

川崎市では、廃棄物発電を活用したＥＶごみ収集車を導入します。

（稼働中）

川崎市のごみ焼却処理施設の発電量
・市のごみ焼却処理施設では、年間で1.1億ｋＷｈ以上の電気を発電しており、世帯数に換
算すると、3万世帯以上の年間使用電力※に相当 ※1世帯3,600kWh/年で計算

電池ステーションイメージ外観イメージ

公共施設等への導入（３）



中小規模事業者への取組
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市内事業者エコ化支援事業

◎ 中小規模事業者が実施する再生可能エネルギー設備の導入、省エネルギー設備への更
新等に対して補助金を交付します。※年４回の募集
対象事業者：中小企業者・※学校法人・※医療法人・※社会福祉法人
（※再生可能エネルギー源利用設備のみ）

＜再生可能エネルギー源利用設備の導入＞
（太陽光発電設備、太陽熱利用設備、風力発電設備、小水力発電設備、地中熱利用設備、バ
イオマス利用設備、蓄電池）

＜省エネルギー型設備の導入＞
（空気調和設備、照明設備、燃焼設備、複層ガラス、遮光フィルム等）

市HPアドレス：http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000013853.html

◎ 中小規模事業者の省エネルギー診断を市が無料で実施します。

市HPアドレス：http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/216-1-2-0-0-0-0-0-0-0.html

無料省エネルギー診断

中小規模事業者の取組支援メニュー

※照明設備を除き、年度末までに、省エネに係る改善事項等を提案する「省エネルギー診断」の受診が必須



川崎市の取組③

21

市民・事業者との協働の取組の推進

 市民、事業者等の優れた取組の発掘と発信
「スマートライフスタイル大賞」の表彰

 地球温暖化防止活動推進員等の市民
ボランティアによる広報啓発活動

川崎市地球温暖化防止活動推進センター

・市民、事業者等の協働取組の
中間支援組織として活動
・高津市民館内の情報拠点「ＣＣ
かわさき交流コーナー」運営

市民、事業者、行政が一体となって地球温暖化対策に取り組むために設置された
「川崎温暖化対策推進会議」（ＣＣ川崎エコ会議）のネットワークを中心に、各主体
の協働により環境配慮の取組を推進。

株式会社渡辺土木

「“CO2排出ゼロの会社経営”
への挑戦！」

第
７
回
大
賞

市民・事業者との協働の取組の推進
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株式会社イトーヨーカ堂

グランツリー武蔵小杉

「商業施設のECO、リサイクル、
CO2削減等への取組」
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事業者等との協働による広報イベント

市民・事業者との協働の取組の推進

エコ暮らしこフェア 「COOL CHOICE」宣言を行う
川崎フロンターレの小林選手

COOL CHOICEとは？
省エネ・低炭素型の製品への買換・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、
地球温暖化対策に資する「賢い選択」をしていこうという取組のことです。
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○ 見て・聞いて・触って・学べる環境学習施設

○ 学習できるテーマ

①地球温暖化 ②再生可能エネルギー ③資源循環

▲１階 ガイダンスゾーン

○ 平成23年８月６日開館

○ 所 在 地：川崎区浮島町509-1 浮島処理センター内

○ 開館時間：9:00～16:30(入場は16:00まで)

○ 休 館 日：毎週月曜日（月曜が祝日の時は翌日）

○ 入 場 料：無料

○ 平日２回、土日祝４回 展望スペースでのメガソーラー見学

展望スペースから、浮島
太陽光発電所（メガソー
ラー）が眺望可能！

見学エリア

施設概要

コンセプト

▼２階 展示ゾーン

館内展示スペース

かわさきエコ暮らし未来館



ご静聴ありがとうございました
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