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-本文- 

川崎市では、臨海部を中心とする産業公害や人口増加等を背景とした廃棄物問題、自動

車排ガス、生活排水等の生活公害が発生した。 

これらの問題を克服するため、川崎市では、技術開発や人材育成など、企業や行政、大

学・研究機関と一体的となり、市民のための公害対策の取組みを行ってきた。 

数々の取組が功を奏し、今では、臨海部は青い空を取り戻した。企業が開発してきた多

くの環境技術は川崎市に集積しており、また川崎市では、長年の公害対策・環境取組の成

果として、環境管理等に係る知見・ノウハウが蓄積された。 

このような公害対策の取組みに係る経験を、川崎発イノベーションの原点とすることを

目指す。 

＜関係主体＞ 

＜環境対策の種類＞ 

行政が企業に対して
実施する取組

行政が自ら実施する
取組

公民連携

・規制（条例、協定等）
・支援制度（税制優遇、補助金等）
・普及啓発（情報発信、認証制度）

・新しいシステムの開発
・制度、仕組作り

・産学官連携 技術開発



～川崎市が有する環境管理等の知見・ノウハウ及び経験～

4 

1960 年代の川崎 

現在の川崎
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１．川崎市の基礎情報

１）立地 

神奈川県の北東部に位置し、多摩川を挟

んで東京都と隣接。横浜市と東京都に挟

まれた、細長い地形。 

川崎市は、首都圏の中央に位置し、交通

アクセスに優れ生活環境に恵まれてい

る。また、日本の大都市の中でも人口増

加率が高く、平均年齢が若い、活気に満

ちたまちである。 

２）面積・人口等 

人口 1,461,043 人 

世帯数 687,843 

市の面積 144.35km² 

 平成 26 年 10 月 1日現在 

東西が約 31km、南北が約 19km で、北

西部の一部丘陵地を除いて起伏が少な

く、比較的平坦な地域となっている。 

３）産業構造 

川崎市は古くから積極的な企業誘致を進め、重化学工業（鉄鋼、化学、発電）や食品、肥

料など様々な業種の工場が集積した。現在では環境、IT、電子機器等の製造業や小売業、

サービス業、陸運業など、より多くの企業が存在している。 



～川崎市が有する環境管理等の知見・ノウハウ及び経験～

6 

４）川崎カンタン HISTORY 

〇大正 13（1924）年 7月  川崎町・御幸村・大師町合併、川崎市誕生（人口 48,394 人） 

〇昭和 14（1939）年 7月  全国初工業用水道完成 

〇昭和 20（1945）年 4月  川崎大空襲、市街地焼失 

〇昭和 25（1950）年 12 月  市営バス営業開始 

〇昭和 32（1957）年 9月  市人口 50万人突破 

〇昭和 47（1972）年 3月  川崎市公害防止条例施行 

〇昭和 47（1972）年 4月  政令指定都市へ移行 

〇昭和 48（1973）年 5月  100 万人目の市民誕生 

〇昭和 52（1977）年 7月  全国初の環境アセスメント条例施行 

〇昭和 57（1982）年 7月  高津・多摩区の分区により、宮前区・麻生区が誕生（7区制） 

〇昭和 61（1986）年 10 月  川崎地下街アゼリア誕生 

〇平成 2（1990）年 11 月  市民オンブズマン制度実施 

〇平成 9（1997）年 12 月  東京湾アクアライン開通 

〇平成 16（2004）年 4月  市人口 130 万人突破 

〇平成 16（2004）年 7月  ミューザ川崎シンフォニーホール開館（市制 80 周年） 

〇平成 21（2009）年 4月  市人口 140 万人突破 

〇平成 22（2010）年 3月  JR 横須賀線武蔵小杉駅開業 

〇平成 23（2011）年 9月  川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム開館 

〇平成 25（2013）年 3月  殿町国際戦略拠点「キングスカイフロント」まちびらき 

〇平成 26（2014）年 1月  市人口 145 万人突破  
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２．川崎市における環境管理等の知見・ノウハウ及び経験

２－１. 産業公害（大気汚染、水質汚濁）

～1950 1960～ 1970～ 1980～ 1990～ 2000～ 

深刻な公害問題が発生 行政・企業による公害対策 環境の回復 

◇大気汚染 

川崎市では、多様な産業集積による複合型大気汚染が発生した。発生時期は古く、ばい

じんの被害は 1910 年代から、SOXの被害は 1950 年代から生じていた。 

市内で発生した大気汚染に対して、川崎市は市長を中心に、国に先駆けて対策を講じて

きた。具体的には、企業との公害防止協定の締結や総量規制を含む公害防止条例の制定、

監視システムの導入等を通じて、国の規制よりも厳しい規制を運用し、大気汚染物質の削

減を推進した。このような市の取組と企業の努力があり、1979 年には SO2環境基準値への適

合に至った。 

臨海工業地域の写真（左：1966 年、右：近年） 

◇水質汚濁 

川崎市では、1970 年代より生活排水や工場からの産業排水により、水質汚濁が進行した。 

これに対し、市は、水質汚濁防止法による国の規制に加え、公害防止条例や要綱の制定、

監視システムの導入を通じ、「環境水質監視・計画」「発生源対策」「生活排水対策」を進め、

環境基準の達成に至った。 

生活排水で汚染された多摩川（1983）  東扇島東公園人工海浜（2009） 
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公害行政における市の役割 
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川崎市独自の規制（公害防止協定、公害防止条例） 

◇概要 

川崎市では、国が設ける公害対策（規制）と合わせて、市独自の規制を導入した。 

その一つは「公害防止協定」と呼ばれるものであり、市と企業が協定を結び、事業を行

う上で遵守すべき大気汚染や排水の基準が設定される。 

川崎市では 1970 年に市内 37社 39 工場と大気汚染防止に関する協定が締結、さらに 1972

年には市内 8 社 8 工場と大気汚染防止に関する覚書を締結された。1970 年の公害防止協定

では SOX濃度が 0.012ppm 以下と規制されたが、これも当時の国の基準である 0.05ppm 以下

と比較すると厳しいものであった。また協定において、大手排出源に対しては後述する自

動監視システム（テレメータ）を設置されることが定められており、後に制定される条例

などの円滑な運用に繋がった。 

もう一つは「公害防止条例」である。その際、市が設けた規制値は厳しいものであった。

例えば 1972 年の公害防止条例では、市の二酸化硫黄に係る環境目標値が「1時間値が 0.1ppm

以下、1時間値の平均値が 0.04ppm 以下」とされたが、これは当時の国の基準である「1時

間値の平均値が 0.05ppm 以下」よりも厳格なものであった。また、1972 年に設けられた総

量規制は、大気汚染防止法による K 値規制とは異なる形態での上乗せ規制となり、当時全

国一厳しいものとも言われた。 

◇川崎市の知見・ノウハウ 

このような厳しい規制に対して、企業側は熱心な取組を示し、対策を講じてきた。その

背景としては、市内工場労働者によるが企業横断の労働組合を組織し、通じた活発な公害

防止活動を行うなど、市内事業者の多くが公害問題の深刻さを認識しており、各施策制度

の導入が「行政による強制」ではなく「同じ課題に対して市と企業が協働して取り組む」

という体制理解ができあがっていたことが大きく影響していると考えられる。市側も産業

誘致を市是としていたことから、企業と協力して、産業発展と公害対策を両立できるよう

努めてきたと言える。 

また、公害防止協定に関しては、違反した場合の罰則がないにも関らず、企業はその協

定を守り切った。その理由として、「行政の寄り添い型による対策」が挙げられる。公害対

策に関して課題をもつ企業に対して、市の職員は共に対策を考え、公害を乗り越えてきた。

そのため、市の職員には規制（行政）面のみならず、技術的なノウハウも蓄積されていた。 

実際に、当時を知る職員からは、「我々は警察ではないので、違反を見つけるのが仕事で

はない。事業者と一緒に対策状況をチェックし、課題があった場合には、その解決を手伝

うという立ち位置であった。」という話があった。  

行政が企業に対して実施する取組
◇規制（条例、協定等）
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公害対策技術・システムの導入（自動監視システム 等） 

◇概要 

市内の工場においては、大気や水質を常時自動監視するシステムが設けられた。大気の

監視システムは 1972 年に、水質の監視システムは 1983 年に設けられ、今でも継続されて

いるシステムである。 

一方で、市内事業者は、燃料転換や環境装置（排ガス処理装置、排水処理装置）導入、

プロセス変更等の努力を進め、市と企業が一体となり公害対策に取組んできた。 

大気自動監視システムの構成（H25） 

◇川崎市の知見・ノウハウ 

大気の監視システムは条例制定以前に総量規制の対象となる大手事業者に対して公害防

止協定に基づき設置されていたため、市による集中的な監視が可能となり、規制の円滑な

運用に繋がった。このように、規制を運用するための仕組み作りを行った事例と言える。 

なお、基準超過の異常値が出た場合には即座に市が把握できる仕組み（議会に赤ランプ

が即座に点灯）となっていた。実際には事業者が対策を進め、超過事例はなかった。 

一般環境大気測定局
（市内９か所）

自動車排出ガス測定局
（市内９か所）

発生源大気自動監視工場
（窒素酸化物対象23工場）
（硫黄酸化物対象12工場）

デ
ー
タ
収
集
装
置

デ
ー
タ
処
理
装
置

デ
ー
タ
収
集
装
置

デ
ー
タ
処
理
装
置

テレビ神奈川データ放送

イ ン タ ー ネ ッ ト

第 三 庁 舎 モ ニ タ ー

庁 内 イ ン ト ラ ネ ッ ト

NTT回線

NTT回線

NTT回線

（環境総合研究所）

行政が自ら実施する取組
◇仕組作り
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２－２.  廃棄物・３R 

～1950 1960～ 1970～ 1980～ 1990～ 2000～ 

適正処理 リサイクル、3R 

川崎市では、明治 33 年 4月に施行された「汚物掃除法」が旧川崎町等に適用されたこと

に始まり、処理が進められてきた。昭和中期以降は、機械式のごみ収集車両を早いタイミ

ングで導入し、地形に合うよう４箇所のごみ焼却施設、生ごみの毎日収集や可燃物の全量

焼却体制を全国に先駆けて導入するなど、近代的な処理システムの構築を進めてきた。 

このように生活環境保全を進めてきたが、ごみ量の吸蔵や、市民・企業のリサイクル意

識の高まりなど社会情勢の変化に伴い、平成 2年 6月に「ごみ非常事態」を宣言し、市民、

事業者にごみの減量化・資源化の推進への協力を積極的に働きかけた。 

また、平成 4 年には廃棄物条例を改正し、それまでの適正処理の推進を重視したものか

ら、資源循環型社会の構築を目指したものとした。 

平成 17 年 4 月には、これまでのリサイクルを中心とした流れから、３R（リデュース、

リユース、リサイクル）を推進した取組へと転換を図るべく、「川崎市一般廃棄物処理基本

計画（かわさきチャレンジ・３R）を改定し、持続可能な循環型のまちを目指して取組みを

進めている。 

川崎市が進めている様々な取り組み 

 プラスチック製容器包装の分別収集の実施 

 かわさき生ごみリサイクルプランの推進 

 地域における廃棄物原料指導新制度の充実 

 商店街における廃棄物（事業系ごみ）の分別の徹底 等 

かわさきチャレンジ・3R ニュース（H26）

市民が分別を行う項目 
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廃棄物・3R 政策における市の役割 
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川崎発の取組（バキュームカー、鉄道輸送） 

◇概要 

バキュームカーの開発 

 バキュームカーの誕生は、占領軍（GHQ）が下水道の普及していない日本におけるし尿処理の

非衛生ぶりに驚愕し、その改善を要求したことから始まった。厚生省は「真空車」を開発し、1949

年に川崎市が購入したが、馬力の乏しいオート三輪で重いタンク車を牽引するといったものであり、

当初は全く実用的なものではなかった。川崎市の初代清掃課長である工藤氏は、１トントラックに

タンクを載せる現在の方式を考え、独自に町工場で開発を進め、1951 年にバキュームカーと名付

けて全国に先駆けて実用化した。その後、全国へ普及した。 

出所）バキュームカーはえらかった！／村野まさよし 

鉄道輸送事業 

 市から排出されるごみを、市内の４処理センターで効率的に処理するため、川崎市は平成７年

10 月から廃棄物の鉄道輸送を実施している。従来の自動車のみによる輸送を一部代替する方法

として、JR 貨物船および神奈川臨海鉄道を活用し、一般廃棄物を鉄道で輸送するというシステム

を全国で初めて導入した。この仕組みは現在も継続して用いられている。 

 鉄道輸送事業の最大のメリットは、窒素酸化物や二酸化炭素の排出量が大幅に削減されたこと

である。試算では、窒素酸化物 99.5％、二酸化炭素 88.5％が削減できる。また、費用面において

も、民間委託によるトラック輸送の場合と比較すると、鉄道輸送が多少優れているという結果も得

られている。一方で、鉄道網の整備状況やそのうち旅客用列車の稼働率などを踏まえ、鉄道会社

に対しても一定のメリットがあると判断されないと、この仕組みは運用することが難しいと言える。 

廃棄物鉄道輸送事業の事業区間 

（出典）廃棄物鉄道輸送事業－モーダルシフトによる輸送効率向上と大気汚染物質削減を目指して－（国

交省）    山本力也『鉄道を利用した廃棄物輸送事業』 

行政が自ら実施する取組
◇新しいシステムの開発
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川崎エコタウン 

◇概要 

 川崎エコタウンとは、川崎臨海地区を構成する企業が主体となり、先進的なリサイクル施設を設

けることで、地域への環境負荷をできるだけ削減し、環境と産業改善が調和した持続可能な社会

を目指すまちのことである。 

先進的なリサイクル拠点の設置 

施設（企業） 取組内容 

廃プラスチック高炉還元施設 

（JFE プラリソース（株） H12～）

容器包装その他プラを高炉原料（鉄鉱石の還元剤）としてリサイクル 

家電リサイクル施設 

（JFE アーバンリサイクル（株） H13～）

使用済み家電製品から冷媒フロンを回収。破砕・分別の工程を経て、主

要構成素材の鉄、非鉄、プラスチック等を回収し、製鉄プロセスで利用 

廃プラスチックコンクリート型枠用パネル

製造施設（JFE環境（株） H14～）

容器包装その他プラを原料とし、コンクリート型枠用パネルを製造。 

難再生紙リサイクル施設 

（三栄レギュレーター（株） H14～）

ポリエステル等でコーティングされた紙容器やノンカーボン紙、切符等の

ミックスペーパーをトイレットペーパーロールにリサイクルする。 

廃プラスチックアンモニア原料化施設 

（昭和電工（株） H15～）

廃プラスチックから、EUP法を用いてアンモニア等の化学原料を製造。 

ペット to ペットリサイクル施設 

（ペットリファインテクノロジー（株） H16～）

使用済みペットボトルを化学的に分解し、従来のペットボトル原料樹脂と

同様の品質を有する樹脂に精製し、ペットボトルの原料として供給。 

また、エコタウン構想のモデル施設として、2002年にゼロ・エミッション工業団地1が形成された。

ここでは、事業活動から発生する排出物や副生物を可能な限り抑制し、これらの再利用・再資源

化やエネルギーの循環活用等を図ることで、環境負荷の最小化を実現することを目指している。 

(出典）川崎市 伊藤和良『川崎エコタウン構想と京浜臨海部再生』 

1川崎市ホームページ（http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000033413.html）

水資源の循環利用 廃棄物の抑制 

生ごみコンポスト化 自家発電 

紙類廃棄物の再生 廃熱エネルギー利用

焼却灰のセメント利用 ISO14001 取得 

行政が自ら実施する取組
◇新しいシステムの開発
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２－３．地球温暖化問題（再生可能エネルギー、省エネルギー） 

～1950 1960～ 1970～ 1980～ 1990～ 2000～ 

 省エネ、再生可能エネルギー 

川崎市では、市域における温室効果ガス排出量の削減に取り組むとともに、市の特徴で

ある優れた環境技術を生かし、地球全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献することを

目的としている。 

具体的な取組として、「低 CO2川崎ブランド事業」「川崎メカニズム認証制度」がある。「低 CO2

川崎ブランド事業」は、低炭素社会の構築に繋がるものづくりを応援するため、ライフサイクル全

体でCO2削減に貢献している川崎発の製品・技術を評価し、普及する取組で、2009年度から試行

的に実施し、2012 年から本格実施している。「川崎メカニズム認証制度」はライフサイクル全体を

考慮した「市域外での温室効果ガス削減に貢献する量（域外貢献量）」を認証し、当該事業者の温

室効果ガスの直接排出量とともに評価する制度である。

また近年では、再生可能エネルギーの導入も進んでいる。特に太陽光発電に関しては、住宅用、

産業用ともに増加し、公共用近年では積極的な温暖化対策・エネルギー対策を手がけており、「メ

ガソーラー（浮島太陽光発電所、扇島太陽光発電所）の設置」 

川崎メガソーラー事業 

川崎市と東京電力株式会社の共同事業で、川崎市の浮島と扇島の両地区で合計約 2 万 kW

（20MW）のメガソーラーを運営している。どちらも平成 23 年に運転を開始しており、今日まで順調

な稼働を続けている。 

浮島太陽光発電所建設地は、元々ごみ焼却灰の埋立処分場（浮島 1 期廃棄物埋立処分地）と

して利用されていた土地であった。廃掃法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）によって土地

が浄化されるまでは建物の建築等が制限されているが、土地の有効利用を多方面から検討した

結果、この土地の浄化が終わるまでの暫定利用として、太陽光発電所が整備された。 

  浮島太陽光発電所                 扇島太陽光発電所2

2 http://www.city.kawasaki.jp/300/cmsfiles/contents/0000021/21805/gaiyou2.pdf 

行政が自ら実施する取組
◇新しいシステムの開発

川崎市では、CC かわさきエネルギーパークなどを通じ、これらメ

ガソーラー事業や、高効率天然ガス発電、川崎スチームネットな

ど、市内の最先端のエネルギー施設の取組みを広く発信している
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温暖化政策における市の役割 
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２－４．新しい環境問題（光化学スモッグ、化学物質 等） 

～1950 1960～ 1970～ 1980～ 1990～ 2000～ 

光化学スモッグ、化学物質対策

前述のとおり、川崎市は深刻な公害に対して取組みを進めてきたが、環境が変化する中

で、新たな環境問題も発生している。例えば光化学オキシダントや PM2.5、化学物質対策な

どが挙げられる。 

エコドライブの普及推進、ディーゼル車運行規制の取組 [粒子状物質対策]  

川崎市では、ドライバーの心がけによって大気汚染の防止や環境負荷の低減を図る取組

みを推進するため、2007 年 2 月に市民や事業者、関係機関からなる「かわさきエコドライ

ブ推進協議会」を立ち上げ、かわさきエコドライブ宣言登録制度を設けた。 

また、2003 年 10 月から県条例に基づきディーゼル車の運行規制検査を実施している。 

このような取組を通じ、自動車を起因とする公害抑制を進めている。 

九都県市あおぞらネットワークの活動 

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市の九

都県市は、広域的に自動車公害対策に取り組んでいる。具体的には、以下の活動が実施されて

いる。 

 九都県市低公害車指定制度（NOｘ等の排出量が少ない自動車を指定、普及を図る） 

 九都県市粒子状物質減少装置指定制度（４都県の条例に定める排出ガス基準に適合させる

ために必要な粒子状物質減少装置を共同で指定） 

光化学スモッグ対策の推進 [VOC 対策] 

川崎市では 1987 年より毎年光化学オキシダントを原因とした光化学スモッグが発生し、

課題の一つとなっている。現在でも９都県市と連携し、広域連対策を進めている。 

化学物質環境リスクの把握 [化学物質対策]  

市内では PRTR 法対象事業所から排出される特定第一種指定化学物質3の排出量に関して、

2018 年度までに 30%削減（2008 年度比）することを目標とし、取組が進められている。 

また、リスクコミュニケーションを重視し、市民や事業者との情報交換の場（企業によ

る工場見学会、地域対話集会、CSR 報告会等）を定期的に開催している。 

3 鉛化合物、ニッケル化合物、石綿、六価クロム化合物、ベンゼン、ホルムアルデヒド、ダイオキシン類 

等 

行政が自ら実施する取組
◇仕組作り

公・民・市民連携
◇情報共有

公・民・市民連携
◇連携体制の構築
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２－５．環境に配慮した産業の振興と国際貢献の推進 

～1950 1960～ 1970～ 1980～ 1990～ 2000～ 

 様々な事業を創出 

川崎市では、様々な事業を通じ、環境に配慮した産業の振興や国際貢献の推進を進めて

いる。 

事業化アイデア獲得 

環境産業フォーラム（川崎市における環境産業の取組みに関するフォーラム）、新分野進出等に関するセ

ミナー・講演会、金融機関／産学官との連携・促進、中小企業経営支援個別相談・問合せなど 等 

事業化可能性検討 

都市間連携スキーム（バンドン市、ペナン州との低炭素都市形成支援事業等） 等 

技術開発 

産学共同研究開発プロジェクト補助金（成長が見込まれる産業分野において、市内中小企業と大学・研究

機関等とが連携して行う高度な研究開発プロジェクトに要する経費の一部を助成）、環境技術産学公民連

携公募型共同研究事業 等 

事業化戦略策定 

川崎市海外ビジネス支援センター（KOBS）コーディネーターによる海外展開支援（海外に精通したコーデ

ィネーターによるニーズ把握、販路開拓等のサポート）、専門家派遣・ビジネスモデル検討支援コンサル

等 

事業創出 

川崎国際環境技術展（環境に配慮した技術ノウハウを幅広く集め、ビジネスマッチングの活性化を目指す

展示会）、川崎メカニズム認証制度（川崎の特徴・強みである環境技術を活かした地球規模での温室効果

ガスの排出削減を推進するため、市内企業の環境技術が市域外で温室効果ガスの削減に貢献している量を

見える化し、企業が市場で適切に評価される仕組み）、低 CO2川崎ブランド 等 
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かわさきグリーンイノベーションクラスター 

◇概要 

かわさきグリーンイノベーションクラスターとは、産学官民の連携によって環境改善に

取り組み、産業振興と国際貢献を推進して新たな社会の形成を目指すネットワーク。特徴

としては、以下の点が挙げられる。 

①川崎市とともに環境面で優れた取組を行う市域内外の企業、NPO、大学、学識者、支援機

関、行政など多様な主体で構成 

②公害対策過程等で企業と行政等が蓄積してきた環境に関する知見・ノウハウの活用 

③単なる技術移転だけではなく、優れた技術・サービスを活かす環境配慮の仕組みづくり

を支援 

かわさきグリーンイノベーションクラスター イメージ図 

◇川崎市の知見・ノウハウ 

以下に示す川崎市の知見・ノウハウをもって、クラスターの会員に対して支援を行う。 

公害対策の経緯、

環境への取組 
 事業者と共に公害対策の取組みを進めてきた経緯があり、事業者との

連携方法に関する経験・ノウハウを有している 

 低 CO2 川崎ブランド、川崎メカニズム認証制度等、優れた環境技術・
製品を認定し、低炭素社会の構築を目指す川崎市独自の取組も盛んで
ある 

環境に配慮した

産業構造 
 臨海部企業は、省エネ・省資源・環境負荷低減などの環境へ配慮した

仕組みを多く取り込んでいる。 

多様な連携主体 
 優れた環境技術を持つ企業や、環境改善に取り組む NPO、大学、学識者、

支援機関など、多様な主体が存在 

 中国上海市や瀋陽市、インドネシア・バンドン市、マレーシア・ペナ
ン州、ベトナム・バリアブンタウ省など海外都市との連携も盛んであ
る 

公・民・市民連携
◇連携体制の構築


