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平成２４年度第２回川崎市資産改革検討委員会 

 

平成２４年１２月２７日（木） 

ソシオ砂子平沼ビル７階 財政局会議室 

 

＜開会＞ 14:30 

 

＜行政側出席者より資料の説明＞ 

 

委員長 

 ありがとうございました。それでは、ただ今のご説明についてご質問等ございましたらお願いいた

します。順番はどちらからでも結構です。 

 

有識者委員 

 資料２の３ページ目について、長寿命化によって修繕・更新費用が過年度平均を下回るとのご説明

ですが、その効果として金融資産が 2,366 億円増加することについては理解できますが、事業用資産

が 4,882 億円減少するというのは何を意味するのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 長寿命化しない場合には、長寿命化した場合と比べ、更新が早いペースで必要になり、減価償却し

ていない資産が増えるためです。 

 

委員長 

 要するに、長寿命化して長く使っていると、減価償却累計額が増加し、この分は金融資産として内

部留保されていくということですね。 

 

行政側出席者 

 はい。 

 

有識者委員 

 不動産の鑑定評価において、投資対象不動産を評価する場合には、エンジニアリングレポートとい

ったものを作成します。この中では、10 年あるいは 15 年くらいの期間で、毎年どれくらいの修繕費

がかかるのか、といったことを示すとともに、将来的にかかるであろう資本的支出相当額についても、

毎年積み立てを行うということもやっていくわけですが、今回試算された修繕・更新費を基に、そう

いった積み立て等を行うといった考えはないのでしょうか。現在移行中なので難しいとは思いますが。 

 

行政側出席者 

 将来に備えた積み立てを検討する場合には、対応していかなければならない課題が多岐にわたる中
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で、その財源を捻出していくということが課題となります。 

 

有識者委員 

 更新を計画的に行い、負担を平準化していけば積み立ては可能となるのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 可能性としてはあると思います。ただし、その時々において対応していくべき課題を踏まえ、順位

付けを行った上でということにはなるかと思います。 

 

有識者委員 

 資料１の一番右下のバランスシートの図ですが、資産の部を見ると、①で減少する一方で、③で増

えている部分もあるわけですが、これはどのような意味でしょうか。固定資産は減らしていったとし

ても、資産の部トータルとしては同じ量を維持していくということでしょうか。 

 

行政側出席者 

 この図はあくまでイメージですが、新たな行政ニーズにも対応していくといったことも踏まえた資

産保有量の最適化を示したものでございます。効率的な施設配置も検討する中での資産のコンパクト

化は引き続き検討していきたいと考えておりますが、一方で、行政サービスの提供手法を選択してい

く中で、ハコモノや土地の購入といった資産を増やして対応せざるを得ない場合も想定したものでご

ざいます。 

 

有識者委員 

 この部分に関しては、川崎市ＰＲＥ戦略としての目標、基本方針を明確にしていく必要があると思

います。場合によって対応を変えるより、一つの目標に向かって、一貫性をもって取り組んでいくこ

とが重要であると思います。 

 

行政側出席者 

目標の掲げ方というのは何通りかあろうとは思いますが、目標に向けて一貫性を持って取組を進め

ていくことが必要であると認識しております。持続可能な行財政基盤の確立に繋がるように、目標を

掲げ取組を進めていこうと考えております。 

 

有識者委員 

 資料１の右側の将来人口推計についてですが、全国地方自治体の中で、川崎市は比較的に恵まれた

状況にあると思います。また、その他の資料も拝見しますと、現在のままでも十分良好な財政状況で

あるようにも思えます。そうした状況においても、川崎市が積極的にＰＲＥ戦略に取り組むことに関

しては、取組の仕方によっては、他の自治体に対しても見本になるかと思います。ただ、老年人口は

2050 年には現在の２倍以上になり、社会福祉に要するコストは今後増えざるを得ないことも考慮す

れば、資料２の３ページの全公共建築物について長寿命化を考慮した場合の一般財源負担額は、将来
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額が過年度平均額を下回る結果となっておりますが、実際にはこれでも厳しい状況になる可能性があ

るのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 

 将来の行政需要の変化を考える場合、高齢化の進展は当然見込まなければならない要素であると考

えております。これについて、国レベルで対応してきたものが平成 12 年度の介護保険制度というこ

とになりますが、川崎市についても、より一層高齢化が進展すれば、財政的に今の状況と変わってく

るであろうことは想定されるところです。こうしたことを踏まえれば、今後は、保険料の改定や施設

の部門別の対応が必要となり、川崎市についても状況は変わってくると思います。サービスの提供手

法など、どういったあり方が望ましいのか、いかに効率的に必要なサービスを提供していくかといっ

たことを検討していく必要があると思います。 

 

有識者委員 

 川崎市の人口一人当たりの公共施設の床面積はどの程度でしょうか。 

 

行政側出席者 

 政令指定都市の中では、それほど大きくない水準であると記憶しております。 

 

有識者委員 

 全国の自治体の中で、人口が少ない自治体は３㎡／人を超えているところが多い状況となっており、

一方で、都市化が進むほど、コンパクト化が進み、２㎡／人から３㎡／人の間が多い状況にあります。

財政状況が厳しく、積極的に資産マネジメントの取組を進めている自治体は、これを２㎡／人、ある

いはそれ以下を目指しているような状況にあります。政令指定都市の中で大きくないというのは、そ

れほど悪い状況ではないと思いますが、さらなるコンパクト化も可能であると思います。例えば２㎡

／人以下を目指すというのも一つの方法だと思います。現状、それほど悪い状況ではないが、さらに

良くしていこうという趣旨ですので、全国的な状況も踏まえていくと良いと思います。 

 

行政側出席者 

 ありがとうございました。以前、県内自治体での会議があり、その中でも、一人当たりの公共施設

床面積が分析されていたと記憶しております。横浜市や川崎市は政令指定都市であり、他の自治体と

は担っている業務も異なることから一概に比較はできませんが、床面積は大きくなる傾向があります。

今後、政令市の中でどういった数字になるかを分析します。 

 

有識者委員 

 資料２を見まして、意外に良い数字だと思いました。今まで色々な会議で、川崎市については政令

市の中で、公共投資の金額が見劣りするというデータを沢山見てきました。公共施設の人口一人あた

りの面積を小さくするのが単純に良いか分かりませんが、イメージとしては、小さいと思います。川

崎市は過去の投資額が押さえられて来たので、一人あたりの公共施設の床面積は小さくなります。そ
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のため、修繕費や更新費を見積もった場合、長寿命化さえすればうまく回って行くというストーリー

になるのでしょうか。また、資料２の修繕費はなぜ横ばいなのでしょうか。 

 

行政側出席者 

修繕費は、概ね過年度平均を採用していますので、横ばいになっています。 

 

有識者委員 

 修繕費がやや少ないと思います。更新まで修繕費は一定なのでしょうか。老朽化が進めば修繕費は

段々と増加するのではないでしょうか。修繕費が増えて耐えられなくなって、更新するのではないで

しょうか。耐用年数が終わるまで、一定の修繕費で施設は持つのでしょうか。修繕費はどのように変

わっていくのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 建物自体は 60 年以上持ちます。住宅、学校で考え方に差はありますが、その中で機械ものと躯体

は明確に耐用年数が違います。法定耐用年数ですが、機械は一般的に 15 年と言われていますが、実

務では規模が大きかったり、過度な運転をしていないですとか、しっかりとメンテナンスを実施して

いるといったことで、法定耐用年数の倍近く持つケースもあります。それゆえ長寿命化の一つの柱と

して細かいメンテナンスが重要となり、点検、部位別の修繕、更新手法につながってきます。 

 

有識者委員 

いずれにしても今までの修繕費で不足はなかったという認識でよろしいのでしょうか。長寿命化に

対応するのは無理だとしても、法定部分だけはこなしてきて、直すものを発見した場合の修繕費は資

料２の１ページの数字の理解で良いのでしょうか。 

 

行政側出席者 

資料２の１ページは 35 年更新を前提として整理しているので、修繕費は少ない額となっています。

バランスが逆転するのは、３ページの修繕に重きを置いているものとなりまして、トータルコスト的

には抑えられています。 

 

有識者委員 

 若干補足いたしますと、日本全国の地方自治体は、この修繕費はその自治体の財源の中で何割とい

うのが決まっております。負担額をあらかじめ決めておいて、その中で問題があったときに対応して

います。やりくりをして優先順位を決めており、実際は費用がかかるのだけれども、この費用の中で

何とかしなさいということですから、全国的には大体同じやり方をしております。毎年同じ割合の修

繕費用が計上されているので、全部カバーできなくなってしまい、更新費が増えてしまいます。今後

このような状況に対応していく必要に迫られています。 

 

有識者委員 
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 人口一人当たりの公共施設という話があったかと思いますが、資料１の最初のところの人口につい

て、1970 年頃に、100 万人位だったのが、今、150 万人近く、約 1.5 倍になっています。その間に、

必要な施設を作ってきたけれども、小学校が足りないとか、急激に人口が増えてきているところでは

公共施設が不足している場合もあるということであり、公共施設が足りていない部分もあると思いま

す。 

 

行政側出席者 

 政令市の中で川崎は市域の狭い方です。学校については、大体クラス数の基準は決まっていますの

で、設置について大きな開きはないと思いますが、かなり効率的に建物が配置されているような状況

にあります。ただ、クラス数については、その一定程度の限度を超えないように、過大とならないよ

うな規模で教育の質を保つようにして、整備や新設を図っているという状況です。 

 

有識者委員 

人口が急激に増えてきた都市地域では、施設の整備の仕方が異なると思います。川崎市の場合は、

ここ 10～20 年ぐらいで、急激に人口が増えており、施設の需要がありますので、増やさない選択は

なかなか難しい部分もあると思います。 

 

行政側出席者 

 武蔵小杉地区の例があります。新駅ができて人の流れが変わりました。また、新川崎地区では、人

口の急増に対応して学校の整備は図られているところです。 

 

委員長 

 最終的に、戦略を立てるときは、分析しなければならないと思うのですが、人口に比例して必要に

なる施設と、固定費的な施設として、ある程度人口が増えても変わらない、区役所のような施設もあ

ります。「川崎市の財政に関する研究会」で検討したときも色々話が出ましたが、川崎市は民間投資

が相当多いという状況です。行政が作らなくても、民間が同じものを作ってくれる面があります。そ

ういう都市では民営化を推進することによって、公共施設を減らすことができます。それができない

都市は、どうしてもコンパクト化という選択が最終的には必要です。そのような分析を踏まえたうえ

で、川崎市では、何㎡必要かということになってくるのではないのかと思います。 

 

有識者委員 

当初この委員会が始まるときに、資産保有の最適化という話をしましたが、川崎市は大都市を除く

他都市と比べて比較的地価が高く、他都市と比べて住宅地についても同様です。後ほど話題にもなる

と思いますが、都心への接近性であるとか、立地条件も良好です。他の都市と異なる点を認識した上

で議論する必要があると思います。先ほどの武蔵小杉地区も民間が協力して街ができてきたというこ

とが川崎市の強みです。最適化の中で「市場価値」というものが柱になってくると思います。他の都

市ではできない、そういうところをアピールしていってはどうでしょうか。南武線沿線の住宅地等へ

の影響等、波及効果は大きく、ある意味では資産マネジメントの取組の一つであり、市場価値を見な
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がら民間企業を巻き込んだ土地の有効活用や街の活性化はすでに始めておられると思います。 

 

行政側出席者 

 有効活用の中で、庁舎の駐車場を貸し付けています。当初は歳入自体見込めないような話でしたが、

事業者の収益が見込まれる中で、財源的にも貸付ができたというのは、立地条件が良いということで

して、資産活用の成果だといえると思います。 

 

有識者委員 

 資料３と４については専門ではありませんが、点検シートはすばらしいと思います。部位によって

は法定点検によって長寿命化することも可能だと思います。ただし、いま世情言われているのは目に

見えない部分について侵食していて壁が崩れてくるような事故が起こっているということです。資料

４の建築のところで「Ａ」というのが長寿命化に向けたポイントになると思います。 

資料３のチェックシートについて、柱の中の骨材の部分に何かを照射して構造上ヒビがあるとかな

いとかをチェックしないで耐用年数だけで長寿命化できるのでしょうか。外部のチェックだけで、長

寿命化や修繕ができるのか、今の一般的な考え方ではこれだけで良いのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 市民の方に安全に使っていただくことが第一ですが、長寿命化に関しては躯体に主眼を置く必要が

あると考えております。今のレベルでは目視による点検で十分ではないかと考えています。 

 

有識者委員 

 最先端の点検方法はどのようになっていますか。 

 

有識者委員 

 10 年サイクルあるいは 20 年サイクルで、長期的にある部位を改修するサイクルを回すことが重要

です。基本的にはそれぞれの部位ごとの修繕サイクルは違いますが、実際には一つの工事にまとめて

実施しております。 

例えば、築 20 年目で大規模改修をするという計画を立てた場合、その１年か２年前に事前点検を

行います。この事前点検によって、改修を計画通りにやった方が良いのか、やらなくても良いのかを

判断します。状況によっては後回しにしても良いし、危ない場合は今やった方が良いという判断もあ

り得ます。日常的な点検だけでなくて、10 年、20 年サイクルでの計画を確立する、そういうサイク

ルを入れておくと十分にチェックができます。 

川崎市の場合、現在どのような流れでやっているのでしょうか。修繕計画が立てられた施設につい

ては委託とかの形で全体的になさっているのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 実際に行っているのは 67 施設が対象であり、打診を中心に構造躯体の検査を行っている状況です。 
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有識者委員 

 具体的に検査する流れは決まっているのでしょうか。それとも状況によって異なるのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 長寿命化の効果が大きいのは築年数の比較的浅い施設です。計画に基づいて外壁を改修した例はほ

とんどなく、30 年位前の施設について、外壁改修をした施設が一つある程度です。状況を見ながら

必要性を判断しているということになります。細かな補修というのは出てくるのですが、これから長

寿命化に向けて躯体への対応が重要になる、そのようなタイミングが来ていると思います。 

 

有識者委員 

 点検手法を確立することも大事ですが、その前の段階でこれをどのようなプロセスの下でやってい

くかが重要です。川崎市の営繕部門では実際やっているかと思いますが、点検の方法を決める前の段

階でプロセスを明文化して、それを長期修繕計画の中に盛りこみ、数年ごとにトータル的な点検がで

きるようにし、そのサイクルを回すことが非常に大事です。日常点検シートを使って点検し、これを

定期的に行いますと、すべての施設について委託点検あるいは委託診断しなくても、全体の中で３割

くらいを委託すれば足りると思います。そうすれば、大体どの自治体でも同様な問題を抱えており、

アドバイスしておりますが、お金はさほどかからないと思います。長期的な点検のプロセスの下でや

っていく流れが重要ではないかと思います。 

 

行政側出席者 

 点検のプロセスは、技術者がいる場合は、委託業者や非常勤職員などからの情報を収集しながら修

繕を実施したり、計画的な補修に向けた予算化をしており、規模の大きい施設ではそういったプロセ

スを考えていく必要があります。そういったプロセスを技術職がいない施設にいかに波及させていく

のかが現在の課題と認識しています。点検のプロセスを繰り返す中でスキームを構築していければと

考えています。 

 

有識者委員 

 ところで、現在川崎市では法定点検をどのように行っていますか。業務を委託しているのでしょう

か。一部は内部で実施し、一部は委託しているのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 設備については整備した業者などに委託しています。躯体に関しては専門の技術者が必要に応じて

チェックしていくという役割を担っています。 

 

行政側出席者 

 施設整備部です。現在取り組んでいるのは部位を抽出して点検しながら長寿命化を進めていくとい

うことであり、過去に問題のあった塩害の問題などは、それ以外の方法で別に対応しています。 

長寿命化については、平成 24 年度から大規模施設を対象に工事を始めています。今後の状況を見
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て、先生のおっしゃったような形をサイクルで回していくのかどうかなど、他都市の状況も見ながら

検討して参ります。 

 

有識者委員 

点検シートについてですが、投資家向けのエンジニアリングレポートにも点検結果について全てチ

ェックが入った表が資料として付いてきます。その時、例えば一番上の舗装などに大きなひび割れ・

陥没、傾斜、損傷はないかの「有」「無」で、例えば「有」となった場合には、必ず程度に応じて、

すぐに修繕をしなければならない、後で構わない、長期修繕の際で構わない、そういうレベル分けを

しています。「有」が付いていてもそれがどの位のレベルなのかを把握しなければ、一元化するとき

に難しいと思います。 

 施設にいる専門的知識を持つ方が点検するのであれば、先程申し上げた中長期保全計画の中で対応

すれば良い程度か、あるいは早急に対応しなければならないレベルのものかがすぐに分かると思いま

す。「有」の場合には「有」の程度をどこかで反映して、その「有」の程度の多いものから対応する、

早急な対応が必要ではないレベルの状態が何年か続いている施設を取り出してみる等、修繕が必要な

施設を抽出するための判断材料を、現場の専門的知識を持った方が点検と同時にその程度を把握する

のであれば、より効率的だと思います。 

 

行政側出席者 

 ありがとうございます。今、まさにその点検シートなるものの２枚目になるのか、右側に続くもの

になるのか、そういった要素を検討しております。ここにもございますとおり、点検により施設の部

位ごとの劣化状況をランク判定していくことが必要ではないかと考えていて、そういった検討を実際

に進めている状況にございます。それから、施設による対応方針、今ある維持補修に関する予算で対

応は可能であるとか、予算要求に向けて見積もり依頼をするであるとか、いくつかのプロセスがござ

いますので、そういったプロセスを取りまとめる段階で対応について考え方を集約する必要があると

考えております。 

 

有識者委員 

 例えば、この施設は「緊急修繕必要項目」が多いので修繕対象施設として判断する等、そういう客

観的な基準ができればと思います。 

 

行政側出席者 

 県のレベルでは、劣化状況を点数化しているような取組がございます。そのようなところを参考に

しながら川崎市オリジナルの基準を作っていきたいと考えております。 

 

有識者委員 

 ところで、インフラ資産についても点検を実施するのでしょうか。先程も話がありましたように、

トンネル等の点検は専門家が対応する場合が考えられます。大変だとは思いますが、トンネル、道路、

下水道などの点検についても、専門の方が実施するのであれば検討課題の一つだと考えております。 
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行政側出席者 

今、ハコモノを中心に検討を進めているところではございますが、今般の痛ましい事故（中央高速

笹子トンネル天井板崩落事故）もありましたので、課題として認識する必要はあると思います。維持

管理の手法やその手法における課題だとか、どういった対応が私どもで可能であるのかを検討いたし

ます。 

 

有識者委員 

 点検シートについて、施設管理者がこの点検を実施すると書いてありますが、施設管理者とはどの

ような方でしょうか。それぞれの公共施設で勤務している技術職以外の方でしょうか。それとも本庁

に勤めている営繕の技術職の方でしょうか。 

 

行政側出席者 

 点検実施者のあり方というのは様々ございまして、例えば庁舎一般であれば、そこに勤めている施

設管理や庶務を担うような方が管理者として位置付けられるでしょうし、指定管理の施設であれば指

定管理者の側に取りまとめの方がいらっしゃる場合もあります。行政側にもそういった部門があり、

事業規模など、対応する工事の規模によって市でやるか、一定額以下のものについては指定管理者の

側で実施するかについて整理される必要があると思います。双方で情報交換しながら行っていくこと

が必要です。 

 

有識者委員 

 その部分については点検手法を確立するときに、プロセスの段階で明確にした方が良いと思います。

全ての施設を点検するにはコストがかかります。そこで、お勧めする流れとしては、施設管理者が第

一回目の点検をします。そのときはそれぞれの施設に滞在している方が点検できるようにします。施

設に技術職の専門家がいる場合もありますが、そうでない場合もあります。本庁の技術職の方々は、

第一回目の点検を素人でも点検できるようにすることが大切です。すべての人が点検できるようにシ

ートを作ることが大事でありまして、写真付きとすることが必要です。分からなかったら本部の人が

判断します。写真を撮って本部に送るようにして、評価は本部でまとめて行います。そこでの評価を

経て、評価の悪い３割は直接技術職の方々が見に行って点検します。その他の７割程度は、つまり一

定以上の評価点数の施設は定期的に管理者にやってもらうというサイクルを回して、その中で、直接

確認する必要があるというものについてのみ、２回目の点検として本庁の人たちが確認しに行きます。

３回目に具体的に何かを破壊検査しなくてはならないというときは点検の専門業者に委託します。 

このように３回に分けて流れを作っておくとコストもさほどかかりませんし、点検のサイクルも第

１段階、第２段階、第３段階のうち、第１段階で終わる施設が７割、第２段階までで終わる施設が９

割ですので、委託する割合がかなり減ります。このサイクルを回すことは大変ですが、実現すれば点

検にほとんどお金がかかりません。こういうプロセスを先に作っておけば、このような点検スキーム

は全部活きると思います。 
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行政側出席者 

 点検スキームを構築する上では、一方的に施設管理者にアナウンスをするとか、集めて研修すると

かのレベルでは浸透しないという危惧を持っております。実際に管理されているレベルの方の事務の

流れに沿って、どのようにすれば事務改善できるのか、実効性を担保できるのかが重要な課題と認識

しております。 

 

有識者委員 

 一般の方々が点検できるようなシートを作るには、現状では不十分です。屋上であれば、葉っぱが

溜まっているという状況は誰が見ても分かります。また、屋上に水が溜まっているかという聞き方を

すれば、誰に聞いても分かります。現状のシートの表現は技術職のための点検シートになっており、

一般の方々には難しいと思います。 

 

有識者委員 

 例えば、屋上の仕上げが劣化し、一部空気が入り風船状になっている場合等については、写真を付

ければ普通の人は分かります。私も屋上に上がって点検していますが、足で踏むとふわふわするとい

う状況は、写真を付ければ普通の人でも明らかに良好ではないということが分かると思います。 

 

行政側出席者 

 屋上のシート防水がゆがんでいたり、水を含んでいるような状況であれば、躯体の劣化に繋がるよ

うな状況かどうかが分かります。その場合は早期に対応が必要となります。 

 

有識者委員 

 資料２の最後の３ページにあるように、理論上は長寿命化ができれば財政的にサステイナブルでう

まくいくのでしょうか。東京都の分析はもう少し違うやり方をしていたと思いますが、悲観的な結果

が出ていました。マクロ的に見て、川崎市では長寿命化を的確に行えば財政は持続可能という結論に

なるのですが、そう考えてよろしいのでしょうか。もう少し慎重に分析した方が安心ではないかと思

います。そういう意味で、資料２、資料５は手堅い数字なのかをお聞かせ頂きたいと思います。 

 

行政側出席者 

 資料５については、決算で公表している数字を基に算出したものです。資料３の３ページについて

も現在学校は計画策定中ですが、実際に壁を叩いて行った劣化診断による中長期保全計画の金額を元

にしておりまして、信頼の置ける数字であると認識しています。 

ただし、今後長寿命化だけで足りるのかという点については、資料１の冒頭にございますように、

本市は人口がこれからも増えていきますので、それに対応していくと同時に長寿命化を進める必要が

あります。３ページにありますように、長寿命化すれば何とか収まっていくということではなく、場

合によっては収まらなくなるかもしれませんので、一定程度のコンパクト化も必要と考えております。 

 

有識者委員 
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 分かりました。ありがとうございます。 

 

有識者委員 

資料５については、若干分母の統一が必要かもしれません。指標２の分母は損益計算書から算出し

たということでしょうか。川崎市は土地の値段が高いので、分子は土地を除いた事業者のインフラと

減価償却であれば、指標２の数値が必ず低くなるのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 

ある意味で危機的前提を見込んでおりまして、更新に全てを回すという前提です。新規整備を行っ

ている資金も全て更新に回した上で、土地を取得して何回転できるかを試算したものです。 

 

有識者委員 

試算方法の考え方の一つということですね。分かりました。 

 

委員長 

 色々と御意見ありがとうございました。物件費は物にかかるコストではないかと思ってしまいます

から、そうでないということを念頭に置いて頂いたほうが良いかもしれません。要するに、人件費以

外の費用を物件費と呼んでいるわけです。単純に理解して頂ければ良いということです。それから、

私もこの数字は良さそうだと思いましたが、数字については様々な見解がありますので、そのまま状

況は良いとして鵜呑みにすることは難しいと思います。ただ、流れとしては、長く持たせればそれだ

け良いということは当たっている思います。この数字の適否は検証しておりませんが、この程度であ

ろうという感想は持っています。 

それから今日は良い話も聞かせて頂きました。点検シートやプロセスの話ですが、全市を総括して

全ての修繕計画を持っている部署があるのかどうか、その指示によってやるのかどうか。どこが担当

しても良いのですが、全て総括して修繕計画をやるのかどうか。あるいは総括する部署があった方が

良いのか、各部署でやって頂いた方が良いのか、その辺りは今後検討していく問題になると思います。

予算を持っている部署は長寿命化に積極的だが、予算を持っていない部署は消極的ということがあっ

て良いのでしょうか。そういうことも含めて、プロセスから始まって組織という問題の発端を委員の

先生に出して頂いたと思います。 

それから修繕費の問題ですが、エンジニアリングレポートの話にも出てきたように、更新費を積み

立てておくかどうかが問題となります。保有資産が 10 件程度であれば、一つのインパクトが大きい

わけですから引当金を取っておかないといけないわけですが、自治体は規模が大きいですから、経費

として積み立てておくか、前もって内部留保した方が良いか、市債を発行して償還していけば良いの

でしょうか。どちらが良いかは分かりませんが、更新を見据えて計画した方が良いと思います。 

 

有識者委員 

 資料を見て、今まで見てきた自治体の数字の中で一番良かったので、何を目指せば良いのだろうか

ということを考えました。川崎市の公債負担比率は何割くらいでしょうか。その部分は詳しくないの
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ですが、自治体として公債費を 10％前後持ってその割合を維持した方が自治体経営として良いこと

なのでしょうか。個人的には借金をなくした方が良いと思います。川崎市が今後目指す方向として、

今現在の財政状況の中で、施設に関しては長寿命化して更に効率化させるという方向だけで良いので

しょうか。収益性が高く、他の自治体より良い有形固定資産を持っているので、その固定資産をうま

く活用してそこで得られた収入を、借金の返済に充てるなど、そのような取組を川崎市の売りにして

はいかがかと思います。 

財政状況の厳しい自治体の中では、積極的にＰＲＥ戦略を進める中で、川崎市ほど条件の良い有形

固定資産ではなくとも、積極的に売却したり、民間に貸し付けて、収益を得て、足りない更新費に充

てています。一般財源でやっていたものを、資産から得られた収入でやったり、一部をストックして

借金を返済しているのです。そうすれば、市債を大幅に減らすことができると思います。私としては、

川崎市は目標数値を５％くらいにして公債費を減らす取組を進めてはいかがと思います。 

 

行政側出席者 

 今回の会議では、他都市を含めて課題と認識されている、施設の更新問題に焦点を当て、その状況

を全体計画に反映させたらと考えて、既存の実績との比較を出させて頂きました。 

川崎市といたしましては、抱えている課題が他にもございまして、課題を考えたときに、一定程度

の対策をして年度ごとの予算を組んでいるところでございますので、ＰＲＥはＰＲＥで財政効果を見

ながら健全な財政状態にしていきたいと考えております。 

 

委員長 

 世界的に借金をどんどん増やす傾向になっており、反省しているというのが現状です。良い御意見

だと思いますので、ＰＲＥ戦略の効果として財政負担を減らしていく方向に向かっていければと思っ

ております。それでは司会をお返しします。 

 

行政側出席者 

 委員の皆様、大変お疲れ様でございました。貴重な御意見ありがとうございました。 

本日はこれをもちまして終了とさせて頂きます。なお次回の日程につきましては、後日調整をさせ

て頂きます。本日はありがとうございました。 

（以 上） 

 


