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川崎市における
資源循環の取組

川崎市経済労働局



人 口 : 150万人
（2017年）

市域面積 : 144km2

川崎市

川崎市の概要



川崎市の多様性

商業地域

川崎港 自然

工業地域

様々な「顔」を持つまち：川崎



JFE Steel

Nisshin Seifun

Mitsubishi Fuso

Truck & Bus

Showa Denko

Kao

JXTG 

Nippon Oil &Energy

Tokyo Electric Power

Nippon ZEON

Nippon Oil

YAKIN Kawasaki

４００を超える研究開発関連施設が立地

川崎市の主要企業市内の主要企業



1960-70年代の高度経済成長と公害問題



ごみの不法投棄 （1960年代 多摩川）



現在の多摩川



家庭
一般廃棄物

事業者

・事業系ごみ

産業廃棄物

事業活動から発生した廃棄物で
廃棄物処理法で規定されたもの。

市町村が処理

廃棄物処理法に基づく廃棄物の区分

・家庭ごみ



• 「市によるごみ収集」を開始（1938年～）

• ごみ収集車を開発・収集を開始（1955年～）

• 毎日収集（週6日）と可燃物の全量焼却を実施（1961年～）

公衆衛生の向上生活環境の保全

適正処理（焼却処理）が中心

高度成長期に入り、大量生産、大量消費・大量廃棄の時代へ

当時の考え方

1990年 「ごみ非常事態」の宣言

ごみの減量化・資源化を推進

川崎市における廃棄物処理の歴史



ごみの分別

ごみの収集・運搬

最終処分（埋立）

ごみの減量

資源化

焼却処理

廃棄物の処理フロー

中間処理

「家庭」

「川崎市」



川崎市のごみ・資源物処理の流れ
（２０１６年４月現在）

一部民間

焼却ごみ

廃棄物・資源物の流れ



品目 収集回数 該当するごみ

焼却ごみ 週２回 生ごみ、板切れ、陶器類 等

資源物 週１回 空き缶・ペットボトル・空き瓶・使用済み乾電池

ミックスペーパー 週１回 食品などの箱、はがき、パンフレットなどの紙

プラスチック製容器包装 週１回 プラスチック素材でできた容器や包装

小物金属

月２回

30cm未満の金属製品等

粗大ごみ 30cm以上の金属及び50cm以上の家具等

川崎市の家庭ごみ収集品目



家庭ごみの収集： ステーション回収



141950s1940s

（参考） 収集運搬方法の変遷 （1940s – 1950s）



1960s 2017

（参考） 収集運搬方法の変遷 （1960s – 現在）



高津区

宮前区
麻生区

多摩生活環境事業所

宮前生活環境事業所
中原生活環境事業所

川崎生活環境事業所

南部生活環境事業所

ごみ収集車 （ロードパッカー車）

多摩区

中原区

幸区

川崎区

家庭ごみの収集運搬 （５つの生活環境事業所）



高津区

梶ヶ谷ターミナル駅

末広町駅

多摩区

宮前区

浮島処理センター

中原区

幸区

川崎区

麻生区

家庭ごみの収集運搬 （鉄道輸送）



幸区

高津区

宮前区

多摩区

麻生区

王禅寺処理センター

橘処理センター
（建設中）

堤根処理センター

浮島処理センター

焼却処理能力： 900ｔ／日

中原区

川崎区

中間処理 （焼却処理施設/資源化処理施設）

焼却処理能力： 600ｔ／日焼却処理能力： 450ｔ／日



幸区

中原区

多摩区

浮島埋立処分場

川崎区

高津区

宮前区

麻生区

中原区

最終処分 （海面埋立）
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浮島１期廃棄物埋立処分場
1978年併用開始～2006年閉鎖

浮島２期 〃
2000年併用開始～

東京湾

浮島１期（25.3ha)

浮島２期(16.9ha)

※ ごみは焼却して灰にすることにより、
容積が約２０分の１になります。

最終処分 （浮島埋立処分場： 焼却灰を埋立）



・ ごみの減量化・資源化のボランティアリーダー ： １，８８０人（2015年度）

※町内会等の住民団体が推薦、市長が委嘱

廃棄物減量指導員の役割

① ごみ減量の普及啓発に関すること。

② リサイクル活動の実践指導に関すること。

③ ごみ排出方法の順守指導に関すること。

④ 廃棄物行政に関する意見及び情報提供に関すること。

集積所での啓発活動 委嘱式の様子

廃棄物減量指導員との連携



◆ 小学校４年生を対象とした
副読本「くらしとごみ」

◆ “出前ごみスクール”

環境教育・学習の取組



高度な資源リサイクル施設が集積

廃プラスチックアンモニア
原料化施設
（昭和電工(株)）

廃プラスチック高炉還元施設／廃プラ
スチック製コンクリート型枠用パネル
製造施設／廃家電リサイクル施設
（JFEグループ）

川崎ゼロ・エミッション工業団地

半径約1.5ｋｍ内

難再生古紙リサイクル施設
（コアレックス三栄(株)）

リサイクルセメント製造施設
（(株)デイ・シイ）

川崎エコタウンに立地する民間事業者と協力しながら、廃棄物の適正処理や
再資源化の域内処理を推進。

川崎エコタウン



• 1997年、エコタウンの承認（第１号）

• 首都圏に立地する川崎臨海部全体（2,800ha）が対象エリア

• 立地する既存企業の資源循環型生産活動への展開や、新たな資源リサイクル施設の
建設を促進

• 排出物を原料・生産資源として利用する循環型・省資源型の

「川崎ゼロ・エミッション工業団地」を整備

川崎ゼロ・エミッション工業団地エコタウン対象エリア

川崎エコタウンの概要



廃プラスチック高炉原料化施設
２０００年～

廃プラスチック処理量25,000ｔ／年
ＪＦＥプラリソース（株）

家電リサイクル施設
２００１年～

使用済家電製品処理量40～50万台／年
ＪＦＥアーバンリサイクル（株）

廃プラスチック製コンクリート
型枠用パネル製造施設

２００２年～

廃プラスチック処理量20,000ｔ／年
ＪＦＥプラリソース（株）

廃プラスチックアンモニア
原料化施設
２００３年～

廃プラスチック処理量65,000ｔ／年
アンモニア生産量58,000ｔ／年
昭和電工（株）

難再生古紙リサイクル施設
２００２年～

古紙処理量81,000ｔ／年
トイレット・ティッシュペーパー生産量54,000ｔ／年
コアレックス三栄（株）

※ これら以外にも、以下の企業にてリサイクルを実施

セメント製造施設（株式会社デイ・シイ） ⇒ 産業廃棄物を燃料や資材として活用

非鉄金属製品製造施設（株式会社ＹＡＫＩＮ川崎） ⇒ ステンレス廃材を高炉に配合し、原料として活用

川崎エコタウンに立地する資源リサイクル施設



廃プラスチックアンモニア
原料化施設
（昭和電工(株)）

廃プラスチック高炉還元施設／廃プラ
スチック製コンクリート型枠用パネル
製造施設／廃家電リサイクル施設
（JFEグループ）

川崎ゼロ・エミッション工業団地

半径約1.5ｋｍ内
難再生古紙リサイクル施設
（コアレックス三栄 (株)）

リサイクルセメント製造施設
（(株)デイ・シイ）

主な資源リサイクル施設の立地状況



高炉原料化施設

非鉄金属屑

鉄系
スクラップ

廃プラスチック

古紙

下水汚泥

建設汚泥

廃ペットボトル

建材ボード化施設

アンモニア原料化施設

非鉄金属製造施設
（循環炉）

製鉄施設
（循環炉）

セメント製造施設

再生古紙製造施設

下水処理センター

下水高度処理水の供給
トイレットペーパー

ペットボトル

セメント

型枠材

鉄鋼

アンモニア
製造施設

アンモニア

家電リサイクル施設

非鉄金属

廃家電

川崎エコタウンにおける資源循環フロー



○ 基本理念

地球環境にやさしい持続可能な循環型のまちを目指して

○ 計画目標

① ごみの発生抑制の推進： 市民1人1日当たりのごみ量を320ｇ 減量

② リサイクルの推進： 市全体の資源化量を20万トン（資源化率35％）

③ 焼却量の削減： ごみ焼却量を13万トン削減

○ 計画期間 ： 2005年度～2015年度

○最終処分場の延命化
・最後の最終処分場の残余年数（当時23年）を延命化

○４つの焼却場を３つの焼却場へ
・４つの焼却場を３つの稼働とし、効果的かつ効率的な廃棄物処理体制を整備

目指すべき方向

川崎市一般廃棄物処理基本計画



① ごみ発生抑制の推進
○ １人１日あたりのごみ排出量の減少

○ 焼却量の削減

② リサイクルの推進
○ 資源化量の増加

2003年度
⇒

2014年度

５０．１万ｔ ３７．１万ｔ

2003年度
⇒

2014年度

１１．８万ｔ １６．１万ｔ

2003年度
⇒

2014年度

１，３０８ｇ ９９８ｇ

計画の成果： 目標の達成状況



人口が増え続ける中でも総排出量(資源化量＋焼却量)は減っている

計画の成果： ごみ総排出量の推移



計画の成果： ごみ処理経費の推移



川崎国際環境技術展2017

◎開 催 日：２０１８年２月１日（木）・２日（金）

◎開催場所：川崎市とどろきアリーナ（川崎市中原区）

◎テーマ：川崎からはじまるグリーンイノベーション一歩先へ、もっと先へ

※ 詳細情報 http://www.kawasaki-eco-tech.jp/

川崎国際環境技術展



御静聴ありがとうございました。


