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１ 川崎市の温室効果ガスの現状①

市域の温室効果ガス排出状況

○2019年度の川崎市の温室効果ガス排出量（暫定値）は2,139万t-
CO2で、1990年度と比較して▲660万t-CO2削減（▲23.6％）
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※基準年度の排出量は、二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素が1990年度、それ以外が1995年度

※1990年度の排出量は、二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素、それ以外の温室効果ガスは1995年度の数値

※国の算定マニュアルの改定、統計書の修正等に伴い再算定した値であり、これまでの公表値と異なる。
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（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要1 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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１ 川崎市の温室効果ガスの現状②

○2019年度（暫定値）のCO2排出量の部門別構成比をみると、

産業系（産業、工業プロセス、エネルギー転換）が全体の約76％を占

めており、全国平均と比べて、非常に大きい

全国の二酸化炭素排出量の
部門別構成比（2019年度）

市内の二酸化炭素排出量の
部門別構成比（2019年度暫定値）
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１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要2 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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市域のエネルギー構成別CO2排出量

○川崎市のCO2排出量をエネルギー構成別みると、電力エネル
ギー由来よりも熱エネルギー由来のCO2がかなり大きい

○2050年の脱炭素社会の実現に向けては、電力エネルギーを効率
化・脱炭素化するだけでなく、熱エネルギーの効率化・電化・再エ
ネ(非化石)化や、非エネルギー(工業プロセスなど)の脱炭素化も必要

部門
電力エネルギー

由来のCO2

熱エネルギー

由来のCO2

非エネルギー

（工業プロセスなど）

民生系

家庭・業務

約210万t-CO2

（10%）

約120万t-CO2

（6%）

約120万t-CO2

(6%)

産業系

産業・エネ転
工業プロセス

約250万t-CO2

（12%）

約1,280万t-CO2

（61%）

運輸部門
約10万t-CO2

（0.3%）

約110万t-CO2

（5%）

合計
約460万t-CO2

（22%）

約1,500万t-CO2

（72%）

約120万t-CO2

（6%）

市域のエネルギー構成別のCO2排出割合（2019年度実績）

総計 約2,090万t-CO2

１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要3 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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１ 川崎市の温室効果ガスの現状⑤

市域のCO2排出上位10事業者の実績

○市域のCO2排出上位10事業者の2019年度実績合計は1,470万t-
CO2であり、市域全体のCO2排出量の約69%に相当

市域のCO2排出上位10事業者（川崎市）

※（ ）内は市域のCO2排出量 に対する占める割合

○川崎市役所は７番目にCO2排出量が多く、民生業務部門では最大

市内事業者 2019実績（ ）※ 市内事業者 2019実績（ ）※

Ａ社 760万t-CO2（36%） Ｂ社 260万t-CO2（12%）

Ｃ社 120万t-CO2 （6%） Ｄ社 90万t-CO2 （4%）

Ｅ社 60万t-CO2 （3%） Ｆ社 50万t-CO2 （2%）

川崎市役所 40万t-CO2 （2%） Ｇ社 40万t-CO2 （2%）

Ｈ社 30万t-CO2 （1%） Ｊ社 20万t-CO2 （1%）

合計 1,470万t-CO2（69%）

１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要4 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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市域の温室効果ガス排出量の政令市比較

○川崎市は政令市で最も多くの温室効果ガスを排出
同レベルの人口規模である福岡市や京都市の約3.3倍の温室効果
ガスを排出

順位 都市名 CO2等排出総量
（万t-CO2）

(市内人口
（人）)

1 川崎市 2,139万t-CO2 1,530,457人

2 横浜市 1,821 3,740,172 

3 大阪市 1,736 2,725,006 

4 北九州市 1,708 945,595 

5 千葉市 1,575 977,247

6 名古屋市 1,393 2,320,361 

7 札幌市 1,155 1,965,940

8 堺市 930 831,017 

9 仙台市 826 1,088,669 

10 神戸市 810 1,527,407

順位 都市名 CO2等排出総量
（万t-CO2）

(市内人口
（人）)

11 広島市 776 1,199,242 

12 新潟市 758 800,582 

13 福岡市 643 1,579,450 

14 京都市 638 1,468,980 

15 岡山市 621 721,329 

16 浜松市 529 794,025 

17 さいたま市 506 1,295,607

18 静岡市 505 695,416 

19 熊本市 393 739,556 

20 相模原市 392 723,012 
表 川崎市以外はR2.12.17時点 各都市HP、電話ヒアリング 調査結果（川崎市）

１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要5 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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市役所の温室効果ガス排出状況

○2020年度の市役所の温室効果ガス排出量は37.5万t-CO2で
基準年度（2013年度）と比較して▲4.0万t-CO2（▲9.6%）

項目
2013年度
(基準年度)

2019年度
実績

2020年度

実績 2013比 前年比

エネルギー使用起源 19.0 17.1 14.9 ▲21.5％ ▲15.6%

・庁舎等 6.4 5.4 5.0 ▲22.3% ▲8.4%

・教育関連施設 3.0 3.7 3.7 24.8% ▲1.5%

・上下水道関連施設 7.1 6.1 3.9 ▲44.7% ▲35.4%

・病院等 2.5 2.4 2.3 ▲8.2% ▲3.3%

市有車等 2.2 2.3 1.8 ▲18.7% ▲21.6%

非エネルギー使用起源 20.2 20.8 20.7 2.6% ▲0.1%

・廃棄物焼却 15.9 17.0 17.0 6.7% 0.1%

・下水処理 4.3 3.8 3.7 ▲12.9% ▲0.8%

・笑気ガス 0.0027 0.0027 0.0027 0% 0%

市役所合計 41.5 40.7 37.5 ▲9.6% ▲8.0%

単位：万t-CO2

１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要6 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①

市内人口の推移

○市内人口のピーク値は2030年の160.5万人であり、当面は民生

系の活動量の増加見込み。一方、日本人口は減少見込み。

国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口』（平成30年推計）より川崎市作成
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１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要7 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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再生可能エネルギーの普及状況

○市内の太陽光発電容量は、2020年度末現在、2005年度比で約31倍

出典 川崎市
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２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要8 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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２ 市内の温室効果ガス以外の現状等③

市内の次世代自動車の普及状況

○市内の自動車全体に占める次世代自動車※の割合は2019年度で
14.5%であり、さらなる普及拡大が必要

表　市内の次世代自動車の普及台数（年度末時点） (台)

車種 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

EV 560 742 657 733 782 873 902

PHV 242 340 434 549 735 813 858

HV 25,443 30,500 39,016 44,879 49,606 55,096 59,041

FCV － 0 7 21 30 32 35

小計 26,245 31,582 40,114 46,182 51,153 56,814 60,836

市内の自動車全体に占める

次世代自動車の普及台数
6.3% 7.6% 9.6% 11.0% 12.1% 13.5% 14.5%

〈凡例〉 EV 電気自動車
PHV プラグインハイブリット自動車
HV ハイブリッド自動車
FCV 燃料電池自動車

出典：九都県市指定公害車普及状況調査から川崎市試算

※ 基本計画において次世代自動車は、電気自動車、プラグインハイブリット自動車、ハイブリッド自動車、燃料電池自動車をいう。

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要9 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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市内の産業の状況等

○川崎市は、製造品出荷額等、化学工業及び石油製品・石炭製品製

造業の製造品出荷額等が政令市1位

○世界中の社会・ビジネスが脱炭素化に移行する中、京浜工業地帯
の中核として日本経済を牽引する川崎市が、脱炭素社会の実現を
目指すことの役割と重要性は非常に大きい

出典：川崎市

令和元年川崎市の製造品出荷額等の内訳（百万円）

石油製品・石炭製品

製造業

化学工業

その他

合計

4,082,797
【1位】

【1位】

【1位】

※【 】内は

２１大都市における

川崎市の順位

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要10 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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（６）市内の研究開発の動向等

○様々な分野の550以上の研究開発機関が立地し、学術・開発研究

機関の従業者構成比は1.1％と日本の大都市の中で第１位

出典：川崎市

市内の研究開発機関等

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要11 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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市域の2050年の再生可能エネルギーポテンシャルの試算

○2050年の市域の再エネポテンシャルの試算では、
全体で1,655GWh（現在の市域の電力の約９％に相当）

2050年の再生可能エネルギー
ポテンシャル試算発電種別

2020年再エネ
電力推計

2050年再エネ
ポテンシャル試算

市域の電力使用量
（2019年現状）

導入容量 電力量 導入容量 電力量

住宅用太陽光発電 41,854kW 51GWh 320,611kW 387GWh

―

事業用太陽光発電 51,924kW 57GWh 490,401kW 592GWh

陸上風力発電 2,003kW 4GWh 2,003kW 4GWh

洋上風力発電 0kW 0GWh 0kW 0GWh

水力発電 314kW 2GWh 314kW 1GWh

地熱発電 0kW 0GWh 0kW 0GWh

バイオマス発電 108,800kW 571GWh 122,300kW 671GWh

合計 204,895kW 683GWh 935,629kW 1,655GWh 18,410GWh

○今後、再エネ設備利用率の向上や、設置可能場所の増加など、技術革新が
実現した場合、さらに高い数値が期待

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要12 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要13 KAWASAKI
CITY

３ その他情報

川崎臨海部における2050年の将来像のイメージ

川崎臨海部をカーボンニュートラル化しながら、産業競争力を強化するため、
「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」を令和4年3月に策定

15



川崎市のCO2フリーエネルギーの可能性

○川崎臨海部では800万kW以上の電力の発電能力を有し、市域の一般家庭

の消費電力の約28倍、首都圏全体の一般家庭の消費電力をも上回る電力
エネルギーに相当

川崎から首都圏へのCO2フリー
エネルギーの供給イメージ

現在 2050年

CO2フリーの
水素等で発電

化石燃料
で発電川崎

首都圏

1,600万t-CO2 発生 CO2 フリー

○市内事業者が外部に供給しているエネルギーは、約1,600万t-CO2に相当
（市域のCO2排出量の約75%に相当）

○既存の化石エネルギーが、今後の水素発電など、CO2フリーエネルギーに
切り替わることで、市域を含む首都圏の脱炭素化に大きく貢献

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要14 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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2050年の川崎の電力エネルギー供給・調達のイメージ

○日本全体の2050年のエネルギー構成は、再エネを中心に据えつつ、水素
などの将来のイノベーション要素も見込んでおり、様々なエネルギー
ミックスによる脱炭素化が検討

○エネルギーポテンシャルは、地域によって大きく異なる

地域別の2050年のエネルギー
ポテンシャルのイメージ

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要15 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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○川崎市は限られた再エネを最大限活用することを前提とし、市域外からの
再エネ電力調達や再エネ由来の水素等の海外からの調達、CCUS/カーボ
ンリサイクルなど次世代技術導入推進

2050年の川崎市の電力エネル
ギーの供給・調達のイメージ

○大規模な化石エネルギーを非化石化し、新たなCO2フリーエネルギーの供
給拠点として、川崎を含む首都圏の脱炭素化に大きく貢献を目指す

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要16 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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（１）計画目標の考え方

○2050年の脱炭素社会の実現の未来像を先に描き、CO2排出実質ゼロに向け
た取組を検討するバックキャスティングによるアプローチで設定

（２）2050年の目指すべきゴール

2050年までに市域の温室効果ガス排出量の
実質ゼロ※を目指す
※実質ゼロとは、人為的なCO2排出量と森林等のCO2吸収量を差し引いて

CO2排出をゼロとみなすもの

（３）2030年度の全体目標（市域全体）

市域全体目標 ▲50%削減 (2013年度比)
※1990年度比▲57%削減（▲1,596万t-CO2）

項目

2030年度目標

1990
年度比

2013
年度比

国全体 ▲４０％ ▲４６％

川崎市域 ▲５７％ ▲５０％

国と川崎市の削減目標の比較

市域のCO2排出量の将来イメージグラフ

※温室効果ガス削減目標

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要17 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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民生系目標 ▲45%以上削減（2013年度比）（民生家庭、民生業務）

産業系目標 ▲50%以上削減（2013年度比）(産業、エネルギー転換、工業プロセス)

市役所目標 ▲50%以上削減（2013年度比）（市公共施設全体）

（エネルギー消費起源CO2については2013年度比▲75%削減）

（１）2030年度の個別目標

○国や社会状況の変化、最新の技術動向、脱炭素戦略「かわさきカーボンゼ
ロチャレンジ2050」における2030年マイルストーン及び３つの取組の柱な
ど踏まえ、温室効果ガス削減目標を設定

市域

市役所

※温室効果ガス削減目標

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要18 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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2030年度の再生可能エネルギー導入目標

○長期的には2050年の市域の再エネポテンシャルを目指すと
ともに、2030年度には33万kW以上の導入を目指す

○川崎の地域特性上、市域の電力需要の全てを域内の再生可
能エネルギーで賄うことはできないため、市域外も含めた
再エネ利用の拡大を目指す

市域の再エネ導入目標

2030年度までに33万kW以上導入（2020年度実績20万kW）

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要19 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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○ 温室効果ガス排出量推計は、2050年の脱炭素社会の実現（CO2排出実質ゼロ）を前提として、バックキャスティングにより算出。
○ 算出に当たり、部門ごとに2030年・2050年の活動量、エネルギー効率化、電化量、熱・電力CO2排出係数などのパラメータを設定。
○ パラメータの値については、国の最新動向や各種文献等を参考にしつつ、川崎市環境審議会の意見も踏まえながら設定。

部門 考え方

産業

・活動量は実質GDP成長率及び生産水準とし、ニッセイ基礎研究所の中期経済見通し及びエネ庁の2030年度におけ
るエネルギー需給の見通しを参考に算定した。

・エネルギー効率化は、省エネ法のエネルギー消費原単位を中長期的にみて年1%以上低減することを想定し算定し
た。

・電化量は、国立環境研究所_AIMを用いた2050年脱炭素社会の定量化詳細版を参考に算定した。
・市内の温室効果ガス排出上位事業者（2019年度実績年間20万t-CO2以上排出事業者）における既に決定又は予定
されている生産設備の休止等を加味した削減量を見込んだ（なお、この影響を除外した場合の産業系の削減割合
は▲27%）。

・今後の事業開発等の排出量は見込んでいない。
・熱・電力排出係数は、国の最新動向を踏まえ設定した。

エネルギー
転換

・活動量は不確定要素が多いため最新年度の横ばいとした。
・エネルギー効率化は、省エネ法のエネルギー消費原単位を中長期的にみて年1%以上低減することを想定し算定し
た。

・電化量は、国立環境研究所_AIMを用いた2050年脱炭素社会の定量化詳細版を参考に算定した。
・熱・電力排出係数は、国の最新動向を踏まえ設定した。

民生家庭

・活動量は市内人口推計とし、川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計（更新版）～令和２年
国勢調査結果等の公表を踏まえた更新～を参考に算定した。

・エネルギー効率化は、省エネ法のエネルギー消費原単位を中長期的にみて年1%以上低減することを想定し算定し
た。

・電化量は、国立環境研究所_AIMを用いた2050年脱炭素社会の定量化詳細版を参考に算定した。
・熱・電力排出係数は、国の最新動向を踏まえ設定した。

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要20 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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部門 考え方

民生業務

・活動量は業務床面積とし、第7回国別報告書を参考に算定した。
・エネルギー効率化は、省エネ法のエネルギー消費原単位を中長期的にみて年1%以上低減することを想定し算定し
た。

・電化量は、国立環境研究所_AIMを用いた2050年脱炭素社会の定量化詳細版を参考に算定した。
・熱・電力排出係数は、国の最新動向を踏まえ設定した。

運輸

・活動量は自動車走行量とし、エネ庁の2030年度におけるエネルギー需給の見通し（交通量関連）や、市内人口推計
を踏まえ、2030年までは横ばいとした。

・エネルギー効率化は、EV、FCVの普及効果について、国立環境研究所_AIMを用いた2050年脱炭素社会の定量化詳
細版を参考に算定した。

・電化量は、国立環境研究所_AIMを用いた2050年脱炭素社会の定量化詳細版を参考に算定した。
・熱・電力排出係数は、国の最新動向を踏まえ設定した。

廃棄物
・2018年に改定した川崎市地球温暖化対策推進基本計画の削減目安及びかわさきカーボンゼロチャレンジ2050の

2030年マイルストーンから算定した。

工業プロセス ・2018年に改定した川崎市地球温暖化対策推進基本計画の削減目安及び主要企業の削減目標設定等を基に算定した。

CO2以外の
温室効果ガス

・2050年の排出実質ゼロに向けて一次直線となるよう算定した。

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要21 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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○ 市域の再エネポテンシャルを最大限活用して市域の脱炭素化を目指す観点から、市域に導入された再エネ発電設備の
設備容量（W）を目標値として設定。

○ 設定にあたっては、直近の市域への再エネ導入状況から今後の導入量を推計した「現状すう勢（BAU）」と、市域の
「2050年の再エネ導入ポテンシャル」を用いて検討。

○ 現在から2050年までの残り年数の中間地点である2035年までに、BAUからポテンシャルの半分まで積み増しを目指
すものとして、現況から2050年の再エネポテンシャル到達までの導入推移のイメージ曲線を描き、そこから2030年度
に達成するべき再エネ導入量（目標）を33万kWと試算。

150,000

250,000

350,000
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650,000

750,000

850,000

950,000

1,050,000

2015 2019 2025 2030 2035 2040 2045 2050

2030年度目標値

33万kW

（ｋＷ）

再エネ導入ポテンシャル

現状すう勢（BAU）現況
20万kW

導入推移

イメージ曲線

図 市域の再エネ導入目標の考え方イメージ

再エネポテンシャル
93.5万kW

（現行技術での見込値）

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要22 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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2030年度の温室効果ガス排出量の全体目標及び個別目標の試算結果等

項目
2013年度

実績

2019年度

実績

2030年度

目標

2013年度比

削減割合※３,４

①市域全体 2,383万t-CO2 2,139万t-CO2 1,203万t-CO2 ▲50%

②産業系 1,787万t-CO2 1,593万t-CO2 835万t-CO2 ▲50%以上

③民生系※１ 382万t-CO2 326万t-CO2 212万t-CO2 ▲45%以上

④市役所(全体)※２

・うちエネ起源

41.5万t-CO2

21.2万t-CO2

40.7万t-CO2

20.0万t-CO2

20.7万t-CO2

5.3万t-CO2

▲50%以上

▲75%

市域

市役所

※１ 民生系は「民生家庭部門」「民生業務部門」の合計値。
※２ 市役所の目標値のうち非エネルギー起源：2013年度実績20.2万t-CO2、2019年度実績20.8万t-CO2、2030年度目安15.4万t-CO2、

2013-2030削減目安▲24%。
うち廃棄物焼却起源：2013年度実績15.9万t-CO2、2019年度実績17.0万t-CO2、2030年度目安12.1万t-CO2、2013-2030削減目安▲24%。

※３ 個別目標（②産業系、③民生系、④市役所全体）に係る削減割合については、端数処理等の関係により、試算結果の削減割合と若干異なる場合がある。
※４ 1990年度の市域全体の温室効果ガス排出量は2,799万t-CO2（市域全体の2030年度目標は1990年度比削減割合▲57％）

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要23 KAWASAKI
CITY

３ その他情報

25



部門別温室効果ガス排出量の試算結果等

項目
2013年度

実績

2019年度

実績

2030年度

目安※1

2013年度比

削減割合

①産業部門※2 1,470万t-CO2 1,283万t-CO2 580万t-CO2 ▲61%

②エネルギー転換部門※2 242万t-CO2 242万t-CO2 188万t-CO2 ▲22%

③工業プロセス部門※2 75万t-CO2 68万t-CO2 68万t-CO2 ▲10%

④民生家庭部門※3 214万t-CO2 177万t-CO2 116万t-CO2 ▲46%

⑤民生業務部門※3 168万t-CO2 149万t-CO2 95万t-CO2 ▲43%

⑥運輸部門 123万t-CO2 116万t-CO2 100万t-CO2 ▲19%

⑦廃棄物部門 45万t-CO2 52万t-CO2 34万t-CO2 ▲24%

CO2合計 2,337万t-CO2 2,087万t-CO2 1,181万t-CO2 ▲49%
⑧その他

温室効果ガス
46万t-CO2 53万t-CO2 22万t-CO2 ▲52%

温室効果ガス合計 2,383万t-CO2 2,139万t-CO2 1,203万t-CO2 ▲50%
※１ 各部門の2030年度目安は、国の最新動向や各種文献等を参考にしつつ、川崎市環境審議会の意見も踏まえながら設定。

正確な将来予測は困難であることから、本計画では、2030年度の各部門ごとの数値を「目安」とし、将来予測のズレの影響を抑えるために複数部門を統合した個別目標を「目標」
として設定。

※２ 産業系：①産業部門＋②エネルギー転換部門＋③工業プロセス部門、 ※３ 民生系：④民生家庭部門＋④民生業務部門

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要24 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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基本的方向 40施策

7施策

Ⅱ グリーンイノベーションで世界の
脱炭素化に貢献するまち

Ⅲ 再生可能エネルギーを最大活用し
エネルギー最適化しているまち

Ⅰ 市民・事業者などあらゆる主体が
脱炭素化に取り組んでいるまち

Ⅳ 地球にやさしい交通環境が整備さ
れたまち

Ⅴ 市役所が自ら率先して脱炭素化に
チャレンジしているまち

Ⅶ 気候変動に適応し安全で健康に暮
らせるまち

Ⅵ 脱炭素化に向けた資源循環に取り
組んでいるまち

Ⅷ 多様なみどりが市民をつなぐまち

将来ビジョン

5施策

3施策

4施策

7施策

３施策

３施策

4施策

2050年の市域の温室効果ガス
排出量実質ゼロを目指す

2030年度目標

基本理念

『将来世代にわたって安心に暮らせる脱炭
素なまちづくり』と『環境と経済の好循環

による力強い産業づくり』に挑戦

※基本計画に基づき策定する実施計画では、各施策における具体的な措置位置付ける

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要25 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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施策No.8 臨海部エリアのカーボンニュートラルに向けた取組推進

施策No.9 改正地球温暖化対策推進法に基づく地域脱炭素化促進区域の指定の検討

○ 市内企業の脱炭素化の取組を区域内に呼び込むとともに、イノベーションの促進に繋げ
るため、地球温暖化対策推進法第21条第5項各号の規定及び法令で定める配慮基準等に
基づき、地域脱炭素化促進事業の対象となる区域の指定及び地域脱炭素化促進事業の推
進について検討。

Ⅱ グリーンイノベーションで世界の脱炭素化に貢献するまち

○ 川崎臨海部について、臨海部ビジョンに基づく取組やCO2削減に向けた各企業の自主的
な取組に加え、「川崎カーボンニュートラルコンビナート構想」に基づき、新たな環境
技術の社会実装や、CO2フリー水素等の供給拠点の形成など、世界をリードするエリア
のモデル地域の形成を推進。

○ カーボンニュートラル社会の実現に向け、概ね20年先の長期的な視点に立った「（仮
称）川崎港長期構想」及び次期港湾計画の改訂に向けた検討。また、川崎港のカーボン
ニュートラル化に向け、港湾管理者としてＣＯ２排出量の削減に率先して取り組むとと
もに、利用者や立地企業とも連携し、船社や荷主に選ばれ続ける港づくりを推進。

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要26 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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施策No.10 事業者の新たな評価・支援制度の構築による脱炭素化の取組促進

○ 温対条例に規定されている事業活動地球
温暖化対策計画書・報告書制度を見直し、
計画書・報告書の提出、概要の公表、事
業者の表彰に加え、事業者の取組を評価
するプラットフォームとしてステップ
アップを図り、制度見直しと併せて、評
価内容に応じた支援制度も構築し事業者
の脱炭素化の取組を促進。

また、事業者の取組の評価については、
国内外に広がる市内事業者の取組を市内
に限らず適切に評価していくことも検討。

新たな評価・支援制度のイメージ図

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要27 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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○ 環境規制に係る相談窓口体制の整備や環境関連法の特例制度の活用などに
よる、イノベーションに取り組みやすい環境の構築を目指す。

○ 「かわさきグリーンイノベーションクラスター」等を通じて、市内産業の
脱炭素化と産業競争力の維持・拡大を両立させるため、JCM（二国間ク
レジット制度）など国補助事業も活用しながら、環境分野におけるイノ
ベーションを促し、ビジネス機会の創出、技術開発力の向上、民による
持続的な環境産業の発展、国際競争力の強化を図る。

○ 「低CO2川崎ブランド」及び「川崎メカニズム認証制度」により、市内事
業者の優れた環境技術を認定・認証し、環境に配慮した製品・サービス
の開発と浸透を促進するとともに、脱炭素化の時流に合わせた見直しを
図り効果的に取組を進めます。

施策No.11 グリーンイノベーション推進に向けた機能強化及び国際貢献の推進

「低CO2川崎ブランド」
「川崎メカニズム」ロゴ

施策No.12 グリーンファイナンス・投資促進の取組推進（再掲）

○ 川崎市がグリーンボンド等を発行し、ESG投資を活性化させることで、幅広いステークホル
ダーを巻き込み、脱炭素社会の実現に貢献。

○ 金融機関と企業の対話のツールを作成するなど、金融機関と連携した脱炭素化の取組を推進。

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要28 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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施策No.13 脱炭素先行地域づくりの取組推進

○ 市域における太陽光発電設備の導入促進や、再エネ・省エネの普及拡大、資源循環など
様々な主体との協働・連携による取組を組み合せるとともに、国の支援策の活用を積極
的に検討しながら、2030年度までに主に民生系の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロの実
現並びに関連分野のCO2を削減する「脱炭素先行地域」の創出・実現を目指す。

Ⅲ 再生可能エネルギーを最大活用しエネルギー最適化しているまち

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要29 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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施策No.14 再生可能エネルギーの利用拡大及びエネルギーマネジメントなど

スマートエネルギーの取組推進

○ エネルギー関連技術を有する市内の民間事業者等
の多様な主体と連携し、地域エネルギー会社を中
核とした新たなプラットフォームを設立し、地域
の再エネの有効活用を推進。

地域エネルギープラットホームのイメージ図

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要30 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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施策No.14 （続き）

○ 国において「2030年には設置可能な公共建築物等の約
50%に太陽光発電設備が導入され、2040年には100%導
入されていることを目指す。」とされたことを踏まえ、
市公共施設から導入を進め、新たなプラットフォーム
を活用した太陽光発電設備の導入に向けては、市民・
事業者への設備導入を進める上で、導入時に課題とな
る初期費用や維持管理の負担を解決する屋根貸し自家
消費型モデル（PPAモデル）の活用について検討。

○ 新たなプラットフォームを活用しつつ、エネルギーの
安定供給に向けた地域全体でのエネルギー（電力）利
用の最適化やスマートエネルギーシティの実現に向け
た取組を進めるために、蓄電池など分散型電源の電力
供給や各施設の電気の需要抑制により、あたかも１つ
の発電所のような機能を提供する「VPP」の構築に向
け、市公共施設でのモデル構築検討及び民間施設等の
連携の検討を推進。

PPAの
イメージ
図

VPPの
イメージ
図

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要31 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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○ 個人住宅、共同住宅、中小企業における再生可能エネル
ギー設備の導入や、建築物のZEH、ZEB化、省エネル
ギー化に資する設備、気候変動適応に資するレジリエン
ス対応の蓄電池導入などへの補助や行動変容に繋がる取
組、再エネ導入に係る義務制度の検討など、時流に合わ
せた取組を強化し、再生可能エネルギーの導入を促進。

○ 再生可能エネルギー電力の購入希望者（市民等）を募り、
一定量の需要をまとめることで再生可能エネルギー電力
の購入を促す「再生可能エネルギーグループ購入促進モ
デル事業」の近隣都市との連携や、再エネ100宣言RE 
Actionアンバサダーとして、活動のPRを通じてRE 
Actionへの参加推奨を行い、再エネ導入の取組を推進。

施策No.15 市域の再生可能エネルギー普及促進

みんなでいっしょに自然の電気キャンペーン

２ 市内の温室効果ガス以外の現状等①１ 川崎市の温室効果ガスの現状①（１）川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要32 KAWASAKI
CITY

３ その他情報
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（１）人口・世帯数動向 KAWASAKI
CITY

35

３ 本市の地域特性等

川崎市の将来人口推計

・推計によるとピーク人口は、
2030年の約160万人

・2050年は約154万人であり、
2020年人口と比べると微増
（0.6万人増）

ピーク人口2030年頃
約160.３万人

2050年
約154.5万人

資料：川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計（2021.4）



（１）人口・世帯数動向 KAWASAKI
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３ 本市の地域特性等

川崎市の将来人口推計

・2030年人口は、対2020年人口の64,000人増（約4.2％増）

・2050年人口は、対2020年人口の 6,000人増（約0.4％増）

ｖ ｖ ｖ

2013年人口：1,448,196人

2030年は2013年度比で154,900人増（約10.7%増）

2050年は2013年度比では96,900人増（約6.7%増）

資料：川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計（2021.4）
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川崎市の世帯数推計

３ 本市の地域特性等

資料：川崎市総合計画第３期実施計画の策定に向けた将来人口推計（2021.4）

2013年世帯数：678,310世帯

2030年は2013年度比で114,200世帯増（約16.8%増）

2050年は2013年度比では91,400世帯増（約13.5%増）

・2030年世帯は、対2020年世帯の43,900世帯増（約5.9％増）
・2050年人口は、対2020年世帯の21,100世帯増（約2.8％増）



（２）産業の状況 KAWASAKI
CITY
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経済活動別市内総生産推移

３ 本市の地域特性等
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市内総生産推移

３ 本市の地域特性等



（２）産業の状況 KAWASAKI
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製造業における製造品出荷額等の大都市比較

３ 本市の地域特性等



（２）産業の状況 KAWASAKI
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製造業における製造品出荷額等の産業分類別内訳

３ 本市の地域特性等



（２）産業の状況 KAWASAKI
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製造業における事業所数及び従業員者数の推移

３ 本市の地域特性等
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市内研究開発機関等

専修大学

1

2

3

4

5

6

8

サントリー（商品開発センター）

東京応化工業（本社）

NEC（事業場、中央研究所）

メルセデス・ベンツR&D 川崎

マイコンシティ（南黒川）

ミツトヨ（本社）

キヤノン（事業所）

三菱化工機（本社）

昭和電工（事業所、融合製品開発研究所）

東芝
（研究開発センター）

キヤノン（事業所）

デイ・シイ（工場・技術センター）

第一高周波工業（工場、技術部）

日油（工場）

ANA殿町ビジネスセンター

日本触媒（製造所）

富士通ゼネラル
（本社）

1

 ハリウッド（研究所、工場）

 地方独立行政法人

神奈川県立産業技術総合研究所

（KISTEC（溝の口支所））

 日本ロレアル
（リサーチ&イノベーションセンター）

 ハーゲンダッツ（R&Dセンター）

 デュポン（エレクトロニクスセンター）

4

日本ゼオン
（工場、総合開発センター）

味の素（事業所、工場、研究所）

D&Mホールディングス（本社）

新エネルギー・産業技術総合開発機構

旭化成（製造所）

JXTGエネルギー
（川崎製油所）

NUC
（工業所、研究開発部）

7

富士通
（本店、工場）
富士通研究所

（本社）

長谷川香料
（総合研究所）

三菱ふそうトラック・バス
（本社、工場・

研究開発・購買センター）

キヤノン（事業所）

聖マリアンナ医科大学

マイコンシティ（栗木）2

 キヤノンアネルバ（本社）

 JCU（総合研究所）

 荏原実業（中央研究所）

 商船三井（技術研究所）

明治大学
地域産学連携研究センター

3

かながわサイエンスパーク KSP

 慶應義塾大学新川崎先端研究教育
連携スクエア

 4大学ナノ・マイクロファブリケーション
コンソーシアム

 日本アイ・ビー・エム（研究所）

5
新川崎・創造のもり
K2タウンキャンパス
KBIC NANOBIC ＡＩＲＢＩＣ

ソリッドスクエアビル6

 デル（本社）

 ノキア（R&Dセンター）

 JFEスチール（研究所）

7
テクノハブイノベーション
THINK

ゼロ・エミッション
工業団地

8

 実験動物中央研究所

 川崎生命科学・
環境研究センター（LiSE）

– 環境総合研究所

– 健康安全研究所

 ジョンソンエンド・ジョンソン

インスティテュート

（東京サイエンスセンター）

 ナノ医療イノベーションセン
ター（iCONM）

 ペプチドリーム（本社）

 日本メドトロニック（イノベー
ションセンター）

 ライフイノベーションセン
ター（LIC）

 クリエートメディック（研究開
発センター）

 富士フイルムRIファーマ
（川崎PETラボ）

 日本アイソトープ協会（川
崎技術開発センター）

 国立医薬品食品衛生研究
所

9
殿町3丁目地区
（KING SKYFRONT）

日本電産中央モーター
基礎技術研究所

黒田精工（本社）

東芝（スマートコミュニティセンター）

富士通
（新川崎テクノロジースクエア）

9

３ 本市の地域特性等
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川崎臨海部の産業集積状況

３ 本市の地域特性等

830万kW
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JXTGエネルギー

殿町国際戦略拠
点

リヴァリ
エ

昭和電工

三菱化工機

紀文

出光興産

グッドマン

臨港バス

日本触媒

日油

セントラル硝子

旭化成

コマツ

マルハニチロ

山手冷蔵
松岡日郵

山九
メガソーラー発電

大師橋

メガソーラー発電

ポス
コ

ニチレイ

ヨコロ
ジ

小野建

東洋埠頭

ヨドバシカメラ

京浜バイオマ
ス発電所

コーナン

水江町

東扇島

浮島町

扇島

大川町

白石町

塩浜3丁

目周辺地
区

東芝ロジス
ティクス

扇町

ANA殿町ビジネスセンター

小田栄
駅

大和ハウス

東扇島
プロパティー

三井
埠頭

JERA川崎火力発電所

国道357号（多摩川トン
ネル）の整備

富士通

川崎臨海部の再整備・開発動向

３ 本市の地域特性等
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川崎臨海部の主な発電施設

⑩扇島風力発電所
【出 力】1,990kW
【事業主体】ＪＸTGエネルギー㈱
【運転開始】2010.3
【種 類】風力

⑥川崎バイオマス発電所
【出 力】3.3万kW
【運転開始】2011.2
【種 類】木質バイオマス

⑫東扇島火力発電所
【出力】200万kW
【運転開始】1987.9
【事業主体】㈱JERA
【種類】火力（ＬＮＧ）

⑦川崎天然ガス発電所
【出 力】８４.７万kW
【出 資 者】ＪＸTGエネルギー㈱ 、東京ガス㈱

【運転開始】2008.4
【種 類】火力（LNG）

⑧東日本旅客鉄道㈱川崎発電所
【出 力】101.8万kW（計画含む）
【運転開始】1973.10
【種 類】火力（灯油、ＬＮＧなど）

③ 東亜石油㈱
【出 力】27.４万kW
【出 資 者】東亜石油㈱、電源開発㈱

【運転開始】2003.6
【種 別】火力（副生ガス、重質油など）

⑨扇島太陽光発電所
【出 力】1.3万kW
【事業主体】東京電力ホールディングス㈱、川崎市
【運転開始】2011.12
【種 類】太陽光

浮島町

羽田空港

千鳥町

東扇島

水江町
扇町

扇島

殿町

小島町

⑰川崎火力発電所
【出 力】342万kW
【事業主体】㈱JERA
【運転開始】2016.6
【種 類】火力（ＬＮＧ）
※川崎スチームネット：
発電所の蒸気を近隣企業10社に供給

⑱浮島太陽光発電所
【出 力】7,000kW
【事業主体】東京電力ホール

ディングス㈱、川崎市
【運転開始】2011.8
【種 類】太陽光

⑲浮島処理センター
【出 力】1.3万kW
【事業主体】川崎市
【運転開始】1995.5
【種 類】火力（廃棄物）

⑭川崎クリーンパワー
発電所

【出力】3万kW
【事業主体】丸紅㈱
【運転開始】2003.4
【種類】火力（LNG）

一般家庭の消費電力は首都圏で約７６９万kW
川崎臨海部の発電能力約８３０万kＷ

※首都圏は１都７県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県）
全ての発電施設が最大出力で稼動した場合で、首都圏の世帯数約1,922万世帯（H27国勢調査）、一般家庭使用電力約
0.4kW/世帯・時（271.2kw/世帯・月（2013年の月平均：電気事業連合会調べ）を時間当たりに割り返し）で算出

京浜港

⑯JXTGエネルギー㈱川崎製油所
【出 力】16.7万kW
【運転開始】1968
【種 類】火力（重油、燃料ガス、余剰ガスなど）

④昭和電工㈱川崎事業所
【出 力】12.4万kW
【種 類】火力（重油など）

© 2011-2020川崎市臨海部国際戦略本部 2020.１改訂

⑤京浜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所
【出 力】4.9万kW
【運転開始】2015.1１
【種 類】木質バイオマス

現状 計画

①東燃ゼネラル石油㈱川崎工場 16.7 16.7

②川崎バイオマス発電所 3.3 3.3

③川崎天然ガス発電所 84.7 84.7

⑤昭和電工㈱川崎事業所 12.4 12.4

⑥東日本旅客鉄道㈱川崎発電所 65.5 101.8

⑦扇島太陽光発電所 1.3 1.3

⑧扇島風力発電所 0.2 0.2

⑨東扇島火力発電所 200.0 200.0

⑪川崎火力発電所（緊急設置分） 12.8 12.8

⑫川崎クリーンパワー発電所 3.0 3.0

⑬㈱ジェネックス水江発電所 27.4 27.4

⑭川崎火力発電所 200.0 342.0

⑮浮島太陽光発電所 0.7 0.7

⑯浮島処理センター 1.2 1.2

⑰昭和ｼｪﾙ石油㈱ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所(仮) 0.0 4.9

計 629.3 812.5

川崎臨海部の主な発電施設の発電出力

名称
出力（万キロワット）

⑬㈱クレハ環境
かながわ事業所

【出力】４,８00kW
【運転開始】200０.4
【種類】火力（廃棄物）

⑪JFEスチール㈱
【出力】52.4万kW
【種類】火力（副生ガス、重油
など）

⑮日本ゼオン㈱川崎工場
【出 力】1.5万kW
【種 類】火力（LNG）

②㈱デイ・シイ川崎工場
【出 力】7,800kW
【運転開始】2015.4
【種 類】ガスエンジン（LNG）

①味の素㈱川崎事業所
【出 力】3.5万kW
【種 類】火力（LNG）

鈴木町

現状 計画

①味の素㈱川崎事業所 3.5 3.5

②㈱デイ・シイ川崎工場 0.8 0.8

③東亜石油㈱ 27.4 27.4

④昭和電工㈱川崎事業所 12.4 12.4

⑤京浜バイオマス発電所 4.9 4.9

⑥川崎バイオマス発電所 3.3 3.3

⑦川崎天然ガス発電所 84.7 84.7

⑧東日本旅客鉄道㈱川崎発電所 74.1 101.8

⑨扇島太陽光発電所 1.3 1.3

⑩扇島風力発電所 0.2 0.2

⑪JFEスチール㈱ 52.4 52.4

⑫東扇島火力発電所 200.0 200.0

⑬㈱クレハ環境かながわ事業所 0.5 0.5

⑭川崎クリーンパワー発電所 3.0 3.0

⑮日本ゼオン㈱川崎工場 1.5 1.5

⑯JXTGエネルギー㈱川崎製油所 16.7 16.7

⑰川崎火力発電所 342.0 342.0

⑱浮島太陽光発電所 0.7 0.7

⑲浮島処理センター 1.3 1.3

計 830.8 858.5

名称
出力（万キロワット）

３ 本市の地域特性等
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川崎臨海部における環境技術に関する取組（地球環境・エネルギー）

浮島

水江

千鳥（夜光）

扇島

○風力発電所
○出力 約２千kＷ
○風車仕様 高さ約123m

（タワー部分 約80m）
○運転開始 2010年3月
○事業主体 JXTGエネルギー㈱
※資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁補助採択

塩浜東

○家庭用燃料電池
「エネファーム」
○

川崎駅前

浜川崎駅周辺

○ネオホワイト（水和物スラリ）
蓄熱空調システム

○熱容量の大きいネオホワイト（水和
物スラリ）を利用した蓄熱式空調シ
ステムによる省エネ

○運転開始 2005年:THINK京浜ビル
2008年:川崎地下街ｱｾﾞﾘｱ

○メーカー ＪＦＥエンジニアリング㈱

○苛性ソーダ生産用
イオン交換膜

○苛性ソーダ生産用イオン
交換膜による省エネ
○生産開始 1974年
○事業主体 旭化成㈱

○天然ガス発電所
○出 力 約85万kＷ
○熱効率 約58%「世界最高水準」
○全体運転開始 2008年10月
○事業主体 川崎天然ガス発電㈱
（JXTGエネルギー㈱、東京ガス㈱）

○新型シャフト炉
○溶解能力 約50万t／年
○運転開始 2008年8月
○事業主体 ＪＦＥｽﾁｰﾙ㈱

○火力発電所の蒸気を周辺企
業
に供給

○供給量 約３０万トン／年
○供給開始 ２０１０年２月
○事業主体 川崎スチームネット
㈱
※千鳥・夜光地区10社に供給

○コンバインドサイクル発電の導入
○敷地面積 約２８ｈａ
○１号系列
・出力 50万kＷ×3軸（1500℃級）
・熱効率 約59%
「世界最高水準」

・運転開始 2009年2月
○2号系列
・出力 50万kＷ×1軸（1500℃級）

71万kＷ×2軸（1600℃級）
・熱効率 約61%
「世界最高水準」

・全体運転開始 2016年度
○事業主体 東京電力フュエル＆パワー㈱

○大型蓄電池及びシステムの
開発・製造
○生産
最大120万セル/年
（2012年６月）

○敷地面積 約2.9ｈａ
○事業主体 エリーパワー㈱
※公共用地を有効活用

電力供給施設

自家発電施設

扇町

○大規模太陽光発電所
○浮島及び扇島地区
○出力 20ＭＷ
○敷地面積 約34ｈａ
○パネル面積 約30ｈａ
○運転開始 2011年8月
○事業主体 東京電力リニュー
アブルパワー㈱、川崎市

※ＰＲ施設「かわさきエコ暮らし
未来館」（2011年8月開館）

○リチウムイオン二次
電池部材（正負極添加
剤VGCF）の生産
○正負極材に添加する
導電補助材、電池の劣化を
抑制

○生産
200トン／年

○事業主体 昭和電工㈱

○地熱発電設備の生産
○蒸気タービン・発電機の製作

○地熱発電分野で世界最大級の
139MW地熱蒸気タービン・発
電機を製作・納入
○事業主体 富士電機㈱

白石

製造棟（20万セル）

製造棟（100万セル）

事務・組立棟

３ 本市の地域特性等
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塩浜
東

○乾留ガス化炉方式の
焼却炉

○廃棄物をガス化し燃焼
○有害物質濃度 90％削減
○排ガス量 60％削減
○運転開始 ２００７年７月
○事業主体 日本ゼオン㈱

浮島

白石

○廃プラスチックアンモニア原料化施設
○処 理 量 64,000t/年(廃プラスチック)
○生 産 量 58,000t/年(アンモニア)
○運転開始 ２００３年
○事業主体 昭和電工㈱

水江

扇町

浅野

○ペット to ペットリサイクル施設
○処 理 量 27,500t/年(廃ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)
○生 産 量 23,000t/年(ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ用樹脂)
○運転開始 ２００４年
○事業主体

ペットリファインテクノロジー㈱

○廃プラスチック高炉還元施設
○処理量25,000t/年(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)

○運転開始 ２０００年
○事業主体 ＪＦＥ環境㈱

○廃家電リサイクル施設
○処理量 40～50万台/年(使用済

家電製品)

○運転開始 ２００１年
○事業主体 ＪＦＥアーバン

リサイクル㈱

○ペットボトルリサイクル施設
○処理量 15,000t/年(廃ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ)

○運転開始 ２００２年
○事業主体 ＪＦＥ環境㈱

○廃プラスチック製コンクリー
ト型枠用パネル製造施設

○処理量 25,000t/年(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)
○運転開始 ２００２年
○事業主体 ＪＦＥ環境㈱

○重質油高度統合処理技術開発
○製油所間において異なる重質油分解設備
を組み合わせ一体的に運用することによ
り揮発油等の高付加価値石油製品の効率
的な製造を可能とする

○事業主体 東燃ゼネラル石油㈱、
昭和シェル石油㈱、
東亜石油㈱（ＲＩＮＧ事業）

○都市型セメント工場
○セメント原燃料への廃棄物・副
産物の有効利用によるCO2削減○高炉

スラグセメントの製造によ
るCO2削減

○事業主体 ㈱デイ・シイ

○土壌洗浄プラント
○事業主体 清水建設㈱

【扇町】
○処 理 量 ４０ｔ/ｈ
○運転開始 ２００２年９月

○難再生古紙リサイクル施設
○処 理 量 81,000t/年(古紙)
○生 産 量 54,000t/年(トイレッ

トペーパー)
○運転開始 ２００２年
○事業主体 コアレックス三栄㈱

○企業間連携による水素の有効活
用
○ＪＸのスチームクラッカーから
発生した水素を東燃に移送

○16.1%のCO2削減効果
○事業主体 東燃ゼネラル㈱・
ＪＸエネルギー㈱

○バイオマス発電所
【川崎バイオマス発電所】
○出 力 約３万３千kＷ
○敷地面積 約３．２ｈａ
○運転開始 ２０１１年２月
○着 工 ２００９年９月
○事業主体 川崎ﾊﾞｲｵﾏｽ発電㈱ほか、

ＮＥＤＯ補助採択
○発電所で使用する燃料を供給する
処理施設（ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾞｲｵｴﾅｼﾞｰを併設）

【京浜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所】
○出 力 4万9千kW
○運転開始 2015年11月
○事業主体：㈱京浜バイオマ

スパワー

川崎臨海部における環境技術に関する取組（資源循環）

３ 本市の地域特性等
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平成27（2015）年度土地利用の構成

都市的土地利用
12,326ha

85.4%

都市的土地利用の内訳
住宅系：34％
都市的空地:24％
その他の建築用地：12％
工業系：11％
商業系： 5％

自然的土地利用： 2,109ha  14.6%

都市的土地利用：12,326ha  85.4%

資料：川崎市の土地利用現況 平成27年度調査結果

３ 本市の地域特性等
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土地利用の推移

平成2(1990)年度に
比べて自然的土地利用

が909ha減少

都市的土地利用では
住宅系、商業系、
その他建築用地は増加
工業系は減少傾向

自然的土地利用 都市的土地利用

資料：川崎市の土地利用現況
平成27年度調査結果

３ 本市の地域特性等
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資料：川崎市の土地利用現況 平成27年度調査結果

住宅 集合住宅
商業系

工業系
その他

51

３ 本市の地域特性等
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市公共建築物の建築年別延床面積

３ 本市の地域特性等
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川崎市建築物環境配慮制度（CASBEE川崎）の状況

概要 平成18年10月１日から、建築物について、建築主に環境への配慮
を促し、環境への負荷の低減を図ることなどを目的に建築物環境
配慮制度（以下「CASBEE川崎」という。）を運用

対象 建築物の規模を床面積2,000m2以上

資料：川崎市建築物環境配慮制度の概要

件数 880件（H18~R1）
総合評価Ａ：33％、総合評価Ｂ＋50％

※評価別件数は、合計届出件数
（880件） のうち、取りやめ・
公表前（53件）を除き集計

３ 本市の地域特性等
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都市開発の方針附図

資料：川崎都市計画都市再開発の方針
（平成29年3月）

３ 本市の地域特性等
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市内車種別自動車保有台数経年推移

出典：国都交通省自動車局：自動車保有車両数より

資料：川崎市環境局事業概（公害編）

乗用車は減少傾向

軽自動車は増加傾向

３ 本市の地域特性等
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市内における九都県市指定低公害車保有状況（二輪車を除く）

九都県市指定低公害車：燃料電池自動車、電気自動車、CNG車、プラグインハイブリット車
ハイブリッド車、低公害・低燃費なガソリン車、ディーゼル車を指定

資料：川崎市環境局事業概要
（公害編）

３ 本市の地域特性等
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横断幹線道路における交通量
及び大型車混入率（平日）

資料：川崎市環境局事業概要（公害編）

・高速道路湾岸線と産業道路は大型車混入率が

他の路線より高くなっている

・川崎市は、東京と横浜の中間に位置すること

から、東京都と横浜市を横断する道路（横断

幹線道路）が主体

３ 本市の地域特性等
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水素ステーションの整備状況

出典：水素社会実現に向けた経済産業省の取組（資料6） 経済産業省 2020年11月

※川崎市内 ２か所の水素ステーションが設置（固定式、移動式）2020年10月時点
2021年3月に新たに高津区梶ヶ谷に1か所設置予定

３ 本市の地域特性等
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１人１日あたりのごみ排出量（政令市比較）

３ 本市の地域特性等

○環境省公表の「一般廃棄物処理事業実態調査結果」では、2017年度から2019
年度まで政令指定都市最小となっており、2020年度においても政令指定都市
のトップクラス。

○市役所が排出する温室効果ガスのうち、

廃棄物焼却由来が占める割合は約４割

で、その大半がプラスチックの焼却によ
るものであることから、今後、プラスチッ
ク資源循環の取組を強化していく必要
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ごみ排出量の推移

３ 本市の地域特性等
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緑の分布の推移 山林原野、田畑、宅地面積の推移

資料：川崎市緑の基本計画

緑の概況

３ 本市の地域特性等
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川崎市の年平均気温の推移

⇒市内の年平均気温は

有意な上昇傾向

川崎市等の年平均気温の推移

（出典：川崎市）

３ 本市の地域特性等



（７）気温・降水量等の状況 KAWASAKI
CITY

63

川崎市の降水量の推移

３ 本市の地域特性等


