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平成２４年度第１回川崎市資産改革検討委員会 議事録 

 

平成２４年８月２７日（月） 

明治安田生命川崎ビル２階第１会議室 

＜開会＞ 15：00 

 

＜行政側出席者より資料の説明＞ 

 

委員長 

 話を伺っていて、なかなか付いていけないところもあるかと思うのですが、それはまた議論しなが

ら解決していけばよろしいかと思います。ここまでのところで、ご質問、ご意見等ありますでしょう

か。 

 

有識者委員 

 基本的な質問ですが、資料２で、平成２４年度の取組スケジュールが掲載されているのですが、ど

ういう展開になっていくのでしょうか。今後何年かかけて、 終的には何をやっていくといったよう

な全体像のようなものをお聞かせいただきたいと思うのですが。その全体の中で、今年度の作業がど

のように位置づけられるのかということを 初にお聞かせ願えればと思います。 

 

行政側出席者 

 まず、資産の価値を把握するということを第一段階としてやっていかなければならないと考えてい

るところでございまして、資産の分析手法を現在検討しているところでございます。本市が保有して

いる資産の価値を分析することで、その資産の活用の方向性を検討していければと考えております。

一定程度確立した後に、その情報を各局へフィードバックすることで本市施策展開に役立てればと考

えております。 

 

有識者委員 

 それは今年度中の作業でしょうか。 

 

行政側出席者 

 今年度から来年度にかけての作業を予定しております。 

 

有識者委員 

 なぜ、こうした質問をするかというと、先週開催された「川崎市の財政に関する研究会」の中で設

備投資等の議論があったのですが、そこを突き詰めていくと、個々のミクロ的なＰＲＥ戦略の取組が

どのように財政に影響していくのかというところで議論が行き詰ってしまうところがありました。つ

まりは、できればＰＲＥ戦略の財政に与える影響額の試算のようなものをしていかなければならない

のかと思います。それが、もしかすると資料２の「資産・債務改革の効果分析」の中で、投資額とし



 
- 2 -

て整理されていくのかとも思うのですが、今年度中には、簡単な試算でも良いのですが、例えば長寿

命化には今後いくらかかるといったような試算は出てくるのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 一定の仮定という面では、昨年度公表いたしましたパンフレットの中で試算している部分もあるの

ですが、現在、各局において長寿命化計画を策定している 中でございまして、やはりこれを積み上

げたものが全体額というところにもなって参ります。それを踏まえますと、学校、道路などの計画策

定状況から、平成２６年度くらいには、ＰＲＥ戦略の全体額の把握が可能となってくると思います。 

 

有識者委員 

 現在、平成２４年度ですので、３年かけて全体像が見えてくるといったところでしょうか。 

 

行政側出席者 

 そうですね。計画を全て積み上げた効果額というところでは、大よそそのくらいになるかと考えて

おります。 

 

有識者委員 

 できれば、試算値という形でもよいので、早いうちに全体額、つまりは財政に与える影響額といっ

たものが金額として算出できればと思います。効果という点で試算するのであれば、投資額の見通し

だけでも出していただけるとありがたいと思います。それは毎年度、各計画が明らかになっていく段

階でデータが積み上がっていけば、精緻なものになっていくということでよろしいかと思います。こ

れは要望でございます。 

 

委員長 

 おそらく計画額といったものが明らかになってこないと議論できませんので、第１弾として数値を

明らかにしていくことが必要ではないかと思います。今までと違い、長期修繕計画について見えてこ

ないと良く分からないということだと思います。その辺りにつきましては、事務局側でよく議論して

いただければと思います。 

 

有識者委員 

 全体の価値を把握していくというお話の中で、資料３のところで、有効活用できる資産もあります

が、全資産の中で用途を変えられる資産、あるいは用途を変えられない資産の割合といったものは把

握されているのでしょうか。要するに、有効活用はあくまで用途を変えられる資産の中で有効活用す

るか、長寿命化するかという話になりますが、長寿命化は用途を変えられない資産について行ってい

くという部分もあると思います。財政に占める規模を知りたいと思います。資料４を拝見しましたが、

更新費用を調査するのは大変だと思いますので、エクセルのソフトで財団法人自治総合センターを参

考にされていますけれども、更新単価について全国平均と変わらないということで伺いました。ほか

に下水道や水道など他のインフラもあったと思います。まずは、ざっくり計算するというのも一つの
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方法ですが、全体がどのように分布しているのかを把握していく必要があると思います。 

 

委員長 

 ご質問の意味を確認しますと、バリューなのか、支出額なのかですね。関連経費の取扱いという問

題もあると思います。 

 

有識者委員 

どれくらいの割合が長寿命化の対象か、有効活用の対象かが分かると良いと思います。 

 

行政側出席者 

今年度、まさに道路、橋梁の価値を把握する作業を進めているところでして、今、システムが構築

されてそのデータを各局からもらいまして、基準モデルを分析するということでデータ収集を始めて

おりまして、収集が終わり次第、分析し、ご報告させていただきたいと思います。 

 

有識者委員 

 今年度、データ収集とおっしゃいましたが、２０１１年度にまとめられた、パンフレットの中に

「施設の再編による資産保有の 適化（コンパクト化）」と書いてありまして、川崎市はすでに資産

に関しての戦略を立てられたと認識していました。戦略を立てるためには、川崎市に資産がどれくら

いあって、どのくらい老朽化が進んでいるのか。今後、例えば３０年経ったらどのくらいかかるのか。

そのような試算が、戦略に含まれていないと、つまり、マクロ的なことができていないまま、ミクロ

的なことをやっていくとたくさんのことが無駄になってしまいます。委員の方々がおっしゃるように、

まず、ざっくりと全体像を明らかにした後で、作業を進めるべきです。他の自治体にアドバイスする

時には、長くても１年以内に、現在の財政状況、施設の老朽化状況、自治体の現在の取組状況を、ト

ータルで、現在の状況を把握して、今後３０年間このまま施設を維持していくとどのくらいのコスト

がかかるのかを試算するようにしています。小さな自治体であれば、３か月くらいで試算できます。

早い行動の中で次々いかないと、細かい作業の中でつまずいてしまい、結局、一生懸命やっても、自

分たちがどの方向に進んでいるのかが分からなくなってしまいます。 

 データベース化とかデータの集約といった話もあったのですが、全部やる必要はなく、 終的に絞

り込んだ施設のみで良いと思います。なぜかというと、全国の地方自治体が、こういったことに取組

んでいるのは、人口が減っている、財政状況が厳しい、生産年齢人口推移が下がっているので財政収

入が増えることはまずないといった理由からでしょう。そうなると今ある施設全てを保有することが

正しいのでしょうか。 

綿密な調査を行うまでもなく、施設の数は多いと判断しているでしょう。できるだけいらないもの

は、なくしてから戦略に取組んでいく。本当に必要なものにコンパクト化していくと、それぞれの自

治体の財政状況でなんとかやっていけるようになります。施設を全部残すとなれば、いくらライフサ

イクルコストを計算しても、うちはこれぐらいの予算はないからできないということで何の意味もな

いことになってしまいます。 

それぞれ、違う分野から発言がありましたが、まずは概略的な試算を、正確である必要はありませ



 
- 4 -

んので、１年以内に試算すべきです。いくら正確にやろうとしても、将来を踏まえた上での計算だか

ら正確にはなりません。川崎市の戦略としては、施設が色々ある中で、いくつかの施設を減らしてい

く方針を決めた上で、そこからミクロ的な分析や診断、更にはデータの一元化を３年間かけてやって

いくのはいかがでしょうか。 

 

行政側出席者 

私ども川崎市は、どちらかといいますとファシリティの観点ではなく、財政面、人的な側面、費用

対効果といった、どういう主体でサービスを提供するのが適切かという観点からコンパクト化を進め

て参りまして、これをファシリティに置き換えますと、たとえば保育所については、増大する保育需

要に対応するためそれに即応する形で公設で保育所を建てて、その後民間でも株式会社の参入が認め

られるようになりましたので、保育士の採用を減らして民間主体で建ててもらうようにしてきました。

あるいは、幼稚園では、市立のものを廃止してそこに民間で幼保一元化の施設を建てていくスキーム

といった、違う観点からの取り組みでファシリティとしての成果が出ており、そういったところを分

析しながら私どもの将来的な取組みとリンクしながら進めていければと思っております。 

 

有識者委員 

 お話を伺っていて色々出ましたが、実施している事業や名前は違っても公共サービスのレベル向上

とか、川崎市では様々な事業をなさっていると思います。そういうことを全部踏まえて、今まで私た

ちがやってきたことがどういったものなのか整理をすることが大事なのですが、それに加えて、先ほ

ど委員の方々がおっしゃった今現在の施設の概略的なものを短時間で出すべきだと思います。それを

元にして、細かいことを、例えば幼稚園とか保育園とかを検討していく中でサービスレベルの向上や、

あるいは劣化を防ぎながら施設の適正な使用や、総量的にも全体的にも量の減らし方ができるように

なってくると思います。多分、施設ごとに情報は持っているはずなので、ミクロ的なところではそれ

らを集約することも平行しながら進めていけば良いと思います。 

 データのないところは１年、２年かかったりするので、もし短時間でどのように取り組むかという

話になりましたら、短時間で自治体の資産の現状を把握する様々な方法についてご提案させていただ

きます。 

 

行政側出席者 

 個別にご相談させていただきたいと存じます。 

 

有識者委員 

 川崎市くらいの規模になってきますと資産の数であるとか規模であるとかが相当数に上るというこ

とと、各局で所管されて一定程度蓄積されている部分もあるので、それがトータルで把握されてない

というところが、多分今までの大きな問題であると思います。それを今、一生懸命集約されようとさ

れていると思います。冒頭に、「走りながら考える」という話がありましたが、まさしく２年前、３

年前ですか、走りながら考えようということでスタートしたのではないかと思います。一番大事なの

は、やはりデータ集約するにも、１年、２年かかってしまう中で、データが出てこないと何も考えら
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れない、議論が進まないということではないと思います。 

その間に何をしてきたか、先ほど庁内での意識付けですね。資産というものをどう見ていけばいい

のか、今まではただ「ハコ」が建っているという考え方だったものが、いやそうではない、というと

ころの意識付けというものをこの２年間でおそらくやってこられたのではないかなと思います。やは

り走る中でも色々なことを考えながら走れるようになってきたというところが、この２年間だと思い

ます。確かにおっしゃるとおり、そろそろ全貌把握ということをしていかなくてはならないというこ

とには当然なってくると思いますので、その時におっしゃるような様々なご意見を受け止められて解

決されることだと思っています。 

 細かいところで気になったのですが、資料３の３ページ一番右側の表の「維持補修優先部位の選

定」の「保全のタイプ」が併記されているのがよく分からなかったのですが、教えていただけません

でしょうか。 

 

行政側出席者 

 これはイメージ図ですのでこれからまだ精査を進めていくのですが、それぞれの項目の中にこうい

う要素が考えられるということです。この分類の精査を今後進めていきたいという意味でございます。 

 

委員長 

他に何かご意見はございますか。私からも少しお伺いして良いでしょうか。 

 今の、全体把握という部分ですが、確かに全体把握するのは非常に難しくて、データベースを作ろ

うとすると、あれもこれもと欲しくなってきて、全部データベースの仕様書に入ってくると思います。

ですからそれはそれとしてやっぱり委員がおっしゃったことでもありますし、例えば毎年ここまでで

きましたとします。要するに、目標を作ると大変かもしれませんが、ここまで把握しようとか毎年積

み上がっていくというかレベルアップしていくというやり方を取れば、３年後じゃなくて１年後は例

えば川崎市の土地の面積はいくらだと、全部把握されているのかは分かりませんが、簿価は分かりま

す。建築費は多分分からないと思います。私が、昔自治省の委員会で色々お聞きしたときに公有資産

台帳と実際の建築費を比べるとかけたお金のほうが倍くらいのケースがありました。なぜかというと、

例えば特に教育委員会、学校ですと、グラウンドを直します。そこにプールを作ったとしても簿価に

乗っていません。だから 初の金額が１０億円でも、実際にかけたお金は２０億円です。これらを全

部普通建設事業費から引っ張ってこなくてはいけません。そういうものがありますから、金額までと

いうのは中々大変でしょう。そこで、自治体によっては、例えば、 初は面積を把握しようという考

えもあると思います。 

当初公有資産台帳に載せた金額だけで合計のところになっています。そうすると多分実際の簿価は

倍かなと、倍だと思って考えてみようと、そういうやり方もあるかもしれません。それからある自治

体では、航空写真を撮って固定資産税を取っていない土地を全部探したと聞いています。これは固定

資産税を取っていないということは公共の土地ではないのかと、それを全部集めて図面を全部書くわ

けです。そうするとまず大体の土地の面積が分かります。プラスマイナス２割くらいはあるかもしれ

ません。そうした図面を作成するとか、そうするとこれだけのうちのこれだけだからここは放ってお

くかなというアイデアが色々出てくるかもしれませんので、そういうアプローチも１００点満点では
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ないかもしれませんが、図面で調べるのも一つの方法かと思います。 

 それからテクニカルな点ですが、ライフサイクルコストの計算について、なぜ４０年で計算してい

るのかをお伺いします。というのは、この計算は４０年でやるのと３５年でやるのとで数字が大きく

変わってしまうと思います。というのは 初の設備投資で、更新費の費用を耐用年数で割っているわ

けではないのです。減価償却ではないですね。だから更新費が１回入ることで金額が大幅に上がりま

す。４０年間に３５年分の取得費が２回計上されてしまいます。だから、なぜ４０年にしたのかお尋

ねしたいと思います。それから、ライフサイクルコストですから、一つの建物の 初から終わりでい

いのかなと思います。次の建物まで合わせてしまうとライフサイクルコストにならないのではないか

という気がします。プロジェクトを通してのコストとしては分かります。ＸとＹを一回壊して建てる

ことはプロジェクトの単位で見ていくのであればいいと思います。しかし、ライフサイクルというこ

とは一つの資産で完結しないと、どこで期間を切るかによって結果は大きく変わります。 

 

行政側出席者 

 この資料はどのようなコンパクト化を選択することでコストメリットがどのように出てくるか、そ

のパターン別で比較するときに４０年で計算するとより分かりやすいという視点で作成しております。 

 

委員長 

 しかし、フェアではない数字が出てくるのではないでしょうか。３５年で建て替えて、５年経った

ところで切ってしまう。４０年間で２回作りました。それを平均してしまうのと、一方は６０年使用

します。例えば建て替えるかコンパクト化するというのはそこだけで分かると思います。次の更新が

なくても、要するに今やっている現状と、もし６０年耐えられる新しいものを作ってそのコストを比

べれば一目瞭然に出てきますので、次の更新までを含めてそれをＬＣＣと称してやらなくてもいいの

ではないかと思いました。後でまた考えてみます。答えはこれでいいと思います。パターン別の優劣

は多分こうなると思います。優劣はこのとおりになるのでしょうけれども、２回建て替える前提であ

るなら例えば期間を８５年で計算をして８５分の１を１年分とするのであれば分かりますが、３５年

の建物を２回作って４０年で割るとか、６０年の建物を４０年で割るのもそれほど影響はないのかも

しれませんが、やはり６０年で割ったほうが分かりやすいのではないかと思います。見る人によって

疑念を抱かれる懸念も考えられます。 

 

行政側出席者 

 疑念を持たれないよう、それぞれの実質にあった期間を設定し、ライフサイクルコストの試算を行

いたいと思います。 

 

委員長 

 それから、合築するかどうかという判断のとき、次にできる、２０年、３０年という建物を足して

計算する必要はないと思います。現状の物件のコストと新築でもっと効率の良い建物が建ったときを

比較すればコンパクト化したほうが良いということが分かると思いますので、その辺りもご検討いた

だければと思います。 
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行政側出席者 

 わかりました。 

 

有識者委員 

今資料を読んでいまして、この試算を今後何らかのものに反映させていこうという考えで、今回お

出しになられているのでしょうか。この考え方の位置付けそのものをお聞きしたいと思います。今後

どのように展開されていくのでしょうか。 

 

行政側出席者 

モデルケースとして考えているので、具体に建て替えるのか想定されているものではございません。

いずれ老朽化は進んでくるでしょうし、それに対する何らかの対応があるでしょうから、例えば、更

新でない手法を研究させていただきたいと思います。 

 

有識者委員 

例えば、これから、今後長期で想定される川崎市全体としてのライフサイクルコストについて、一

定程度こういうものを加味された試算をされるということでしょうか。 

 

行政側出席者 

今までファシリティマネジメントの考え方自体は、自治体の中で資産の管理の実態ということはあ

るかと思いますが、管理の実態によって資産マネジメント的な考え方を反映しづらかったと思います。

今後、考え方の一つの要素として、試算価値を把握した上で、比較検討の要素をお示ししていければ

と考えております。 

 

有識者委員 

何パターンかの方針がないと試算できないと思います。たとえば、需要が減っているものについて

は減らしていく。内々で良いので資産ごとに見極めたうえで、それぞれのライフサイクルコストを試

算するとか、今後想定される投資額を試算できると思うので、そういう意味では、３年間でそろそろ、

施設の方針を立てたほうが良いと思います。細かいのは良いのですが、大きな施設ですね、集約する

方向だとかコンパクト化するとか、ある程度、意思判断を考えていかないと多分、全体像が見えてこ

ないと思います。先進自治体については、この部分の判断が早いのです。先進自治体は、さきほど委

員がおっしゃったように，コンパクトな自治体が多いですから、わりと意思判断が早いのです。貴市

は巨大な政令市でございますので、何千施設とあるのを、仕分けするのは、結構大変と思いますが、

仕分けをやらないと、やはりライフサイクルコストの試算を、単体の試算はできるけど、総体はどう

なるのかが、いつまで経っても出てこないと思います。そういう意味では、ＬＣＣ試算の方法は、私

はこういう物なのかなと見ていたものですから、むしろ個別資産を、どのような方針で拡張していく

のか、コンパクト化していくのか、移転していくのか、その辺りを考えていただくと良いと思います。

ただ難しいとは思いますが、ある程度集約する方向だとか、維持する方向だとか、大まかなパターン
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で良いので、それぞれどのパターンを取った場合に、 終的にはどの程度の投資額が必要か、ストー

リーができてくると思います。全部残すとなると、巨大な投資額が要求されるので、おそらく破綻し

てしまうと思います。これでは問題がありますから、この部分を少し削っていこう、コンパクト化を

やっていこう、集約していこうとか、民間にこれだけの土地を売却するというような、何パターンか

に分けてやっていくうちに、詰まってくると思います。もちろん、実際には個別の積上げなので大き

な施設だけで結構なので目安が必要な気がします。それから、先進事例で橋りょう、道路は特殊性が

高いので別に検討しているところもあります。公共建築物あたりが一番検討しやすいと思います。た

とえば市営住宅のようにパターン化しやすいものは、ある程度経年劣化を見通ししやすいと思います。

長寿命化のところでも出ていますが、進めやすい所から、超マクロ的に試算されると良いのではない

かと思います。 

 

有識者委員 

ライフサイクルコストの目的について、まずお話したいのですけれども、建物一つ一つについてラ

イフサイクルコストを試算する必要はまずないでしょう。もともとライフサイクルコストを計算する

方法として建物を設計しようとするときにどういう計画で建てようか比較するときに使う方法もあり

ます。自治体で今現在の状況を見ますと、まず、自治体が千何百施設持っているとします。このまま

全部持っている施設を４０年、６０年のトータルでどのくらいかかるかを調べます。つまり、建物一

つ一つではなくて、ここでいうと、公共建築物、市営住宅、教育施設などに分けて、トータルでライ

フサイクルコスト全体がどのくらいかかるのかまず計算します。このままでは無理だから、様々な方

針を立てます。具体的な改善対象となった施設に対していくつかのパターンに分けてＬＣＣを出せば

良いのです。手間隙かけて全施設を個々に算出しなくても良いと思います。 

 

行政側出席者 

資料４で確認させていただきたかったのは、ある老朽化施設があった場合に、それをどう再編整備

していくかを考える場合のライフサイクルコスト試算の手法についてです。もちろん、実際の整備に

当たっては、事業面、政策面など、ファシリティマネジメント部門では関わりづらいところはあるの

ですが、それは差し置き、このような整備パターン、試算で検討を進めてよろしいかといった点です。

また、先ほどの全施設のライフサイクルコストにつきましては、例えば、橋りょうなど既に計画がで

きているものはそれを反映し、計画のない施設は、資料４の右側にある様な簡便な手法を用い、委員

の先生にもご相談させていただきながら、全施設の将来更新修繕見通しのようなものを資料２のスケ

ジュールにございますとおり、今年の終わりにくらいには策定したいと考えております。その上で、

先ほどのお話に出たようなコンパクト化の目標設定などは、再度委員会に諮らせていただきたいと考

えております。 

 

有識者委員 

ＬＣＣに関する資料の２ページに、パターンＡ、Ｂ、Ｃがありますが、これはあくまでも例ですか

ら、バリエショーンを加えて、パターンを考えると良いのではないでしょうか。地球環境に優しい施

設とするには、新築や建替えをできるだけ減らします。それは市民にも川崎市がこういう取り組みを
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しているとアピールするチャンスになるかと思います。 

今現在の技術では、鉄筋コンクリートの建物は１００年でも２００年でも、日本の技術では使える

ものになっています。古い施設をいくらでも再生していますし、十分使えるようになっています。 

コンパクト化する中で、２つの建物を全部壊してからコンパクト化するのではなくて、基本的に川崎

市は長寿命化して６０年ぐらい使って建て替えるという方針を持っていらっしゃるので、その時に６

０年経って建替えするパターンと６０年経ってその建物の状況によって、増築、リファイニングして、

更に別の考えをもってコンパクト化することが、更に良い選択肢となるのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 

既存の建物を改修する方法についても研究させていただいて、このライフサイクルコスト試算の選

択肢として加えさせていただいて、充実させていきたいと考えております。 

 

委員長 

疑問に思ったことがあります。行政の仕事ですから、横並びというと失礼ですが、あまり無理なこ

とはしてはいけないし、平均的にやっていかないといけないと思います。あまり他の団体、機関等で

採用していない年数を目標とし難いと思いますが、あえて疑問を呈するとすれば、３５年を６０年に

長寿命化するということについて、なぜ６０年が長寿命化なのかと考えてみたいと思いました。６０

年がどこから出てきた数字なのでしょうか。 

一つの考え方として、以前、税法上６０年という耐用年数があったと記憶しています。所得計算の

ための耐用年数は躯体の耐用年数ではなく、建物全体の部材の耐用年数の平均で、６０年とか、４０

年とか計算したと聞いたことがあります（注：平成１０年以降の申告所得計算では、鉄筋建物事務所

用従来６５年→５０年、住宅用従来６０年→４７年に短縮）。なぜ長寿命化すると、６０年であって、

１５０年ではないのでしょうか。行政としてリスクを取ることについて、コンセンサスは得難いと思

います。あえて１５０年という議論は難しいと思いますが、施設の寿命を延ばすとき、ライフサイク

ルコストを比較した場合に、６０年と１５０年では、いずれが得なのでしょうか。今の建物でしたら

物理的に１５０年に延ばすことができますが、コストがかかります。だから、それはやめて、６０年

で解体したほうがよいとするのでしょうか。もちろん、単なる物理的な問題、経済的な利用の仕方、

インフラの問題、ネットワーク機械が入らないなどもあると思います。その辺りを聞かせていただけ

ればと思います。 

 

有識者委員 

基本は、資料４の１ページの財団法人自治総合センターのデータを使うということで６０年が出て

きているということですね。実際には、１００年や１５０年もあるわけですね。 

 

行政側出席者 

今、私どもの庁舎も築７４年ということで、６０年よりはるかに、長く大切に使っている状況です

から、 低６０年以上は持つだろうというところで、６０年を使わせていただいているところです。 
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有識者委員 

３年前に、私は全国の地方自治体を対象に意識調査を行いました。その中で出た結果として、全国

の地方自治体において、長寿命化に対する意識はほとんどが持っていることでした。 

長寿命化への意識を持っているという自治体に、実際にどんなことをやっているのか、長寿命化の

目標値を持っているのかを調査しました。現在の技術では、建築物は１００年持たせることができま

す。ただ、地方自治体に、どのくらい使うかを伺うと、できるだけ建物を長く使うという自治体は何

も取り組んでいないことが分かりました。つまり、具体的な目標値が設定されていないから、そのた

めに走るエンジンがないわけです。６０年でも、８０年でも目標値を設定している自治体は、様々な

ことに取り組んでいます。目標値を設定して終りではなくて、目標値のために何とかやるということ

は良いスタートになります。 

 

行政側出席者 

 先ほどの６０年の根拠ですが、「建築物の耐久計画に関する考え方」という本を日本建築学会が出

しておりまして、官公庁について普通の品質の場合は６０年以上と書いてあります。こちらを参考に

して６０年としております。 

 

委員長 

 今のところでもう一つ聞いて良いでしょうか。６０年の耐用年数の長寿命化の目標のものと、３５

年のものと両方作っているのですが、まったく値段が同じというのは違和感を感じます。たまたまモ

デルだから試算されているのでしょうが、建築物には、木造建築で３５年や鉄骨で６０年もあります。

どうして同じコストとする考え方としているのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 それは、３５年の設定自体が今までの公共建築物の建替えの実績平均だからです。これからも基本

的な考え方自体は変わらないと思いますので、もちろん物価変動はあるとしても、特別な使用年数を

勘案したがゆえの単価を設定する実態にはなかったということです。 

 

委員長 

 維持補修費も変えていますから単純に同じにするのはいかがなものでしょうか。われわれはチャレ

ンジするのは好きですから、チャレンジする方法もあると思いました。 

 

有識者委員 

今の資料については全国平均で、建築費が全部同じ、同じ仕様で建てて、経済的に３５年で取り壊

したという前提として理解すればよいのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 そうですね。 
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有識者委員 

もし６０年以上持たせるのであれば、建築費はもっと高いというご指摘ですね。 

 

委員長 

 個人の家では１００年住宅もありますから。 

 

有識者委員 

 逆に私は思ったのですが、先ほど第３庁舎など大規模５施設の話が出ました。もう一つ、この取り

組みの中で、少し外れてしまうのですが、築７４年の本庁舎も長寿命化はできると思います。新しい

ものを長く使うだけではなく、古くて今まで使い続けてきたものも、もっと長く使うというように、

先ほど委員の先生がおっしゃったような古いものもコンパクト化して使っていくことなど、対象的に

建っている２つの施設についても進めていくと分かりやすいと思いました。一つのアイデアです。但

し、有効活用の検討の中で、本庁舎についても様々な可能性が考えられると思います。 

 

有識者委員 

戦略の考え方として、市の中にある公共施設全部が同じ基準で考えられるべきなのでしょうか。た

とえば基幹的と考えられる施設に関しては、１００年なり続くという考え方をするのでしょうか。 

 

有識者委員 

機能もそうだと思います。おそらく今も４０年後もまったく同じ機能ということは全くないのでは

ないかと思います。多かれ少なかれ変わっていくのではないでしょうか。長寿命化するだけではなく

て、たとえば建物の作りもある程度変えていかないと、躯体は持っても、中の機能は一切持たないと

いうことも出てくると思います。将来おそらくこの立地の施設というものは機能が変わってもここに

あり続けるものの作りとそうでないものとは違うのではないでしょうか。まさしくそういったことを

考えるのが戦略ではないかと思います。 

 

有識者委員 

いま委員が大事なポイントをおっしゃったのではないかと思います。機能という話が出ましたが、

これからまさに、地方自治体の公共建築物のあるべき姿は、ハコモノありきではなくて、公共サービ

スの機能として、自治体が施設を持って提供する必要があるのか、持たなくても提供できるのではな

いかをまず判断するべきです。つまり、機能をまず判断すべきではないでしょうか。市民から見れば、

その機能さえ存在すれば、施設が自治体の所有物であるのか、自治体の所有物でないのかは関係があ

りません。その部分が、今後様々な選択肢を考えていく上で、一番優先順位の高いポイントではない

かと思います。 

あともう一つは、委員もおっしゃいましたが、すでに持っている施設を今後どうするかという話に

なったときに、この施設は将来の人たちの生活に必要な機能となるのかということです。そうしたこ

とを考える機会は必ず来ると思いますが、今後長寿命化計画を立てるときに、この施設はたくさん使

われ、市民に人気があるから長く持たせましょうという判断の前に、この施設は天井が高くて、幅が
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広くて、用途変更できる余裕があるのかどうかなど、つまり、現在の用途とは異なる機能としての役

割変更が可能かどうかを具体的な性能として捉え、優先的に長寿命化対象施設にするべきでないかと

思います。それを考えた上で、長寿命化計画を立てます。たとえば市民に沢山利用されていても、施

設が狭くて、劣化状況が悪くて天井高が低い場合には、壊しても良いと思います。まとめますと、長

寿命化対象とするためには豊富なバリエーションを考える中で、まず公共所有の施設が提供すべき機

能かどうかを優先して考える、次に、用途変更までに選択肢を広げて考えたときにそれが現在の機能

以外の機能として、この施設が使えるのかどうかを判断すべきでないかと思います。 

 

行政側出席者 

 私どもも必要なサービスを、市民の方に、適切な提供主体がお届けするということを考えておりま

す。常に時代によって市民の方が必要とするサービスは変わります。民間の方でサービスを提供でき

るのかどうかも変わります。そうすると、市が直営で、ファシリティを持って幅広くサービスを提供

することは徐々に減っていくと思います。民間企業が成熟すれば提供する主体として成りうる、一本

立ちするのかは見えづらいと思います。必要な事業や機能を行政が整理していくという、過去から今

までの経過を見て将来を考えていくことはなかなかハードルの高い課題だと思います。 

 

委員長 

 ただ、昨年も皆さまに申し上げましたが、ポートフォリオを作るときに、資産のバリューというこ

とを説明いたしました。それをデータベースに入れることは大変な作業です。要するに、事業仕分け

ではありませんが、行政サービスがここで必要なのかどうかとか、施設の利用状況とか色々なことを

考えて、必要かどうかというのをポートフォリオに入れていこうということです。それはやった方が

良いと思います。しっかりとしたデータベースを作れるようにいつも考えることです。その考えがな

いとつい忘れてしまい、データがあるから良いと判断されてしまいます。そういう範囲は、この中に

入っていたと思います。資産をレビューするときに、資産の状況、面積、家賃、マーケットバリュー

も入れて、それから売却してはどうかとか、転用したらどうかとか、ということを入れるというよう

な作業があるため、時間はかかってしまうと思います。 

 

行政側出席者 

 基本的な情報収集を今年進めておりまして、システムの改修が可能であれば、今回長寿命化関連の

点検スキームを確立して、施設の劣化情報などを来年度に向けて集約していく、情報系に関してはそ

のようなスケジュール管理をしております。 

 

有識者委員 

 そのシステムについての話ですが、何十年も前から、企業もそうなのですけど、地方自治体も、

様々なシステムを構築しています。企業も自治体も、成果として何かやらないといけないといわれて

おり、その中で取り組んだことがシステム導入です。それで、代金を払って、システムを導入してき

ました。それがどうなったかというと、ほとんど機能していません。機能しなくなったシステムは世

の中に溢れるほどありまして、結果として、システムを作る会社だけが利益を得ています。なぜその
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ようなことが起こるかというと、システムを何のために入れるのか、その目的をしっかり考えていな

いことが大きな理由です。なぜかというと、基本的にシステムは目的ではなく手段です。今後さらに

上の段階に進むための踏み台として作るシステムは、沢山活用されるべきだと思います。システムに

ついて、企業は 初、打合せの段階で、あれもこれも必要とアドバイスしてきます。そうすると、

初の印象として、システムは重たくて、動きにくくなります。さらに入力すること自体が大変です。

使い方が複雑で難しいからです。そこで、どんどん使えないシステムになります。これが、ほとんど

のパターンです。私が理想とするシステムは基本的に使いやすい、沢山のデータを入れなくても良い

システムです。施設に配置されている方々が点検するという仕組みを作るのは大変素晴らしいことで

す。そういう人たちが、自分の施設に対して、自分がデータを入れていきます。 終的には、整備局

（注：まちづくり局）の方々はそれを吸い上げて分析して、次の戦略を立てます。そういう流れにし

ないといけません。 初は皆さまがデータを大量に入力しなければならないかもしれませんが、 終

的には、自分の施設の分だけ情報を入力するのは、そんなに手間がかかりません。そういう流れにし

ていかないと、結局機能しないシステムを作ることになります。そうしたシステムのあり方、戦略、

使われ方、全部を踏まえて考えながらシステムを構築しないといけないのではないかと思います。 

 

行政側出席者 

 現在、私どもの施設の管理の現状は、技術系の職員が管理しています。そうでない所とでは、大き

く差があると認識しておりまして、その対策の一つとして施設の方々に自分で入力していただきます。

自分たちで現状把握できるということと、その施設の事務の方々がやられている意識や、検討した結

果が形となって時系列で残っていけば、今後自分で入力していくことで、継続的に一定の質が担保で

きる一つのツールになると思います。 

 

委員長 

 他に何かございますか。 

 

有識者委員 

 今日の議題ではありませんが、資料２の項目の中で、一番下にある市有財産有効活用の取組につい

て、 近ですと、固定買取の話があります。いわゆる再生可能エネルギーの話も出てきているのです

が、そういった動きは考えられるのでしょうか。たとえば太陽光発電などです。 

 

行政側出席者 

 そちらに関しましては環境局という部署がやっておりまして、連携を取っていくということで、

様々なアイデアを有効活用の中に取り込んでいこうということでやっております。 

 

委員長 

 他にございますか。話が色々と飛んでしまい、まとめるのが難しくなってきました。 

私からは一つご提案があります。今日の議論に関して、どこにポジションを置くのか、全体がどう

なっているのかが時々分からなくなりますので、議論の位置付けが分かる資料をいつも一枚手元に置
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いておいたほうが良いと思います。色々考えられますが、資産マネジメントの中で、この部分とこの

部分があって、今日はこの部分をやっているという、全体を掴む資料が一枚。それから皆さま、お分

かりのことと思いますが、建物の現状や集約の方向性、そのための理屈作りとしてこういうものを作

らないといけないという分野も、たぶんあると思います。それらを突き詰めていくと、何をやってい

るのか委員会としても分からなくなってしまいますので、例えばコンパクト化というのは、こういう

ことをやらなくてもたぶん出てくる話だと思います。普通の事業であれば、必要になったらこれとこ

れを集約するということです。ただそれを大きな流れの中でやると、混乱してくることがありますの

で、時々一枚紙か何かで、今ここですというという風にやって、今日はこれをやります、と進めた方

が良いと思います。私も時々、全体のうちのどこを議論しているのか、スケジュールはどうか、この

スケジュールは分かるのですが、先ほど委員から言われた、何年後にできるか、というのがあります。

今この辺りだということをもっとやらないと、他の委員会と違って大きなプロジェクトですので、位

置付けが時々混乱して、前に出た議論を忘れてしまいます。その辺りについて、以前検討した３つの

戦略などを横に置いておいたほうが良いと思います。 

 

行政側出席者 

 資産マネジメントの戦略をどのように進めて、今後どのようにするのかを、次回以降少し整理して、

その流れの中でどんな状況なのかということを示していきたいと思います。 

 

委員長 

 耐用年数などの話も、本気でやるのだったらそういうことも考えることが必要だという話だけで、

資産マネジメントの中ではそんなに大きな話ではないと思います。それからＬＣＣを比べるのも、６

０年、７０年というのはどちらでも良いことです。要するに効果が出る方法を考えることです。別に

具体的に数字を入れてどうなるということではなくて、こういうやり方でいきましょうということが

一つの考え方だと思うのですが、それがどこにつながるのか忘れてしまいます。つい細かいことを言

いたくなってしまうので、それらを踏まえて整理をしていただければと思います。 

 

行政側出席者 

 細かいご指摘を頂きながら、中長期的な視点もあわせてご指摘頂ければと思います。 

 

有識者委員 

 例えば、簡単に整理しようとするのであれば、大きなことから小さい方向へ進むという、簡単なパ

ターンで良いと思います。２０１１年度に川崎市は「かわさき資産マネジメントプラン」を作りまし

た。この資産マネジメントプランの中で書かれている、コンパクト化や予防保全型の長寿命化、これ

らの戦略のために、今年度からは、まず全体の概略を把握し、このまま資産を持ち続けると、どのく

らい私たちが公共資産にコストをかけないといけないのかを出すことが必要だと思います。その資料

の中で概算コストを出して、このままだとこれくらいかかるから、今後どういう方針で行くのか、例

えば今後このままこのコストでとても運営していられない、といったら仕方ないから減らしていきま

しょう。減らしていくために、次にどうすればいいか、といった方針を出します。これと別の方向で
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データはこまめに全部収集します。データを吸い上げるのはたぶん大変苦労なさるので、平成２６年

までかけて、全部できなくてもいいわけです。集中して管理しようとしている施設だけ徹底的に集中

してデータを収集する。データを収集して、それを順次データ化していくのですけど、これは別の道

でこまめにやって、別の方向では、先ほど委員長がおっしゃった、大きなことから、まず資産運用課

の中で全体的な概算を出しましょう、概算を出してみてこのままでは全然駄目だから、減らしていく

のかどうするのか、という方向を決めてはいかがでしょうか。決めた上で、何をどうするのかを、こ

こで市営住宅、教育、公共建築物と分けてやる、という流れを作っておくと、たぶん進め易くなるの

ではないかと思います。 

 

行政側出席者 

 今のお話ですと、こちらの長寿命化の対象部位の設定という所がそのままそこにつながるかと思い

ます。既に６７施設について「中長期保全計画」ができておりますので、部位の設定によって、ある

程度事業規模、計画との見合いでどのくらいになっていくのかができるようになると思います。他の

部分は、この試算から行えると思います。 

 

有識者委員 

 データ収集するときに、データの無い施設に関して、様々な自治体で結構こだわったりするのです

が、いくら探しても出てこないものがあります。それについては探さないほうが良いと思います。諦

めてデータが無かったことにして、データがあるものから管理していけばいいので、無いものを探す

時間と努力があれば、次のことに費やした方がいいと思います。 

 

有識者委員 

 私から質問してよろしいでしょうか。今年度の取り組みで、資産・債務改革の効果分析というのが

資料２の中に書いておりまして、そうすると２０１１年度版のパンフレットの 後に絵があるのです

けれども、これがまた見直されていくという、そういうイメージで、毎年毎年これを導入していくの

でしょうか。 

 

行政側出席者 

 こちらは、現在、計画未策定の施設も含めて、例えば学校とか、これから長寿命化計画を作ってい

きますが、それらを含めた試算でございます。今年から作っていくのは、とりあえず既存の計画を反

映した、３０年くらいの将来収支額とそれに伴うバランスシートの効果額を出していくことを考えて

おります。それで徐々に計画ができ次第、こちらを反映し、更新したいと考えております。 

 

有識者委員 

 分かりました。 

 

委員長 

 今の話を整理すると、一つは全体を見るというものと、委員がおっしゃいましたけども、スピード
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感を持っていかないと３年くらい経ってしまいますので、議論してできるものを、難しいと言わずに、

エイヤでいいからまとめていこうぐらいの勇気を持っていたほうが良いのかなという意見も出ました。

それから機能という面でも、将来ずっと使うということ、本来もともと資産改革の一番 初の原点で、

この施設を持っている必要があるのかとか、そういうのがあったと思います。その一つがコンパクト

化だったと、そういう分析をやっていくことを忘れないようにしながら議論を進めて行きたいと思い

ます。それから、細かいことを言うと色々出てきますが、それはそれとして、基本的には大きい流れ

の中で、我々はこの一年間でどのくらいのことを出していこうかということも、時々見ながらやって

いければと思います。相当色々なことが複雑に絡んでいますので、いわゆる行政サービスのあり方と

か、事業評価の問題とか、それからいわゆるファシリティマネジメントの問題とか、色々なことが、

財務などにも複雑に絡んでいますので、その辺りを今後整理しながら進めていきたいと思います。 

 

有識者委員 

 基本的に今日の議論の主たる内容は、主として「かわさき資産マネジメントプラン」の中の長寿命

化についてお話があったと理解してよろしいでしょうか。 

 

行政側出席者 

 はい。 

 

委員長 

 長寿命化の議論は何のためにしているのか、長持ちさせる技術的なことを研究しているのか、ある

いはコストの計算なのか、何のためのＬＣＣを計算しているのか、念頭に置かれる議論が難しくなっ

てしまうのかと思いました。例えばメーカーですと、設計をする時に、アップグレーダブル、とかリ

ペアラブルとかやるのでしょうけれど、それとはまた違った観点で整理する必要があります。そうし

たことを整理しながら進めて行きたいと思います。 

 

行政側出席者 

 よろしいでしょうか。皆様大変お疲れ様でございました。活発な御意見、私たちが気付かないこと、

様々なご指摘を頂きまして、大変ありがとうございました。次回の委員会の日程でございますけども、

先ほどのスケジュールにございましたけれども、１２月下旬辺りを予定させていただきます。また近

くになりましたらご連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

本日はこれで散会とさせていただきます。ありがとうございました。 

（以 上） 


