
 

 

平成２４年度第３回川崎市資産改革検討委員会 議事録 

 

平成２５年３月２６日（火） 

砂子平沼ビル７階財政局会議室 

 

＜開会＞ 15:00 

 

＜行政側出席者より資料の説明＞ 

 

委員長 

どうもありがとうございました。それでは、今のご説明に関しまして、ご質問、ご意見はございま

すでしょうか。 

 

有識者委員 

 資料３の「公共建築物長寿命化に向けた実施方針」につきましては、市営住宅、学校以外の「その

他の公共建築物」を対象としているという理解でよろしいのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 そのとおりです。 

 

有識者委員 

 また、その中で、中長期保全計画を策定し、長寿命化を進めていくのは、資料にあるような「延床

面積 500 ㎡以上」等の要件を満たす施設ということですね。 

 

行政側出席者 

 現在中長期保全計画を策定している施設というところでは、その条件に合致したものを対象として

います。 

 

有識者委員 

 その数はどれくらいでしょうか。 

 

行政側出席者 

 計画策定済みの施設は、現在６７施設です。 

 

有識者委員 

 ご説明では、資料２の「公共建築物点検マニュアル」を使って施設点検を実施していくということ

でしたが、これについては、小規模な施設も含め全部を対象としているということでよろしいのでし

ょうか。 
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行政側出席者 

 市民利用施設が中心となるとは思いますが、こども文化センターや、老人いこいの家といった小規

模なものも含まれてきます。 

 

有識者委員 

 わかりました。これは非常に大事なことで、小規模な施設も、全体の数や、総面積で見ると無視は

できません。この点検マニュアルを活用し、建築技術に関する専門的な職員のみならず、事務職員等

も含めた施設管理者を指導していくことは、小規模な施設についても、いかに手間・コストをかけず

に長寿命化を行っていくかといった点で重要であると思います。逆に規模の大きい施設については、

既に、建築技術の専門職員が配置されていたり、体制もそれなりに整備されているのが実情であると

思います。 

 

行政側出席者 

 おっしゃるとおり、大規模な施設については、技術職員が配置されており、その方を中心に対応し

ている例が多いようです。 

 

有識者委員 

 点検マニュアルについてお聞きしたいのですが、点検チェックシートや、わかりやすいマニュアル

作成の重要性については、以前に申し上げたとおりで、それを踏まえ、大変わかりやすいものができ

たと思います。他の自治体でも、中々ここまではできていないところも多い状況ですので、そういっ

た点ではよくできていると思います。ただ、そのやり方に関してですが、資料２の P.10 の点検チェ

ックシートについては、あまり建築技術に詳しくない事務職員等も研修を受け、記入していくことに

なりますが、このシートによると、例えば、施設の外壁にひび割れがあれば、点検結果の劣化の欄の

「有」にチェックをすることになります。ただ、複数の施設からこうした情報を集約し、点数付けや、

それに基づく修繕の優先順位を把握していくことは困難とも思えますが、そうした点はどのように考

えているのですか。 

 

行政側出席者 

 横浜市、神奈川県等の自治体においては、そうした点数付けを行っておりますので、それが実務に

おいてどのように活用されているかといった点も参考にしていかなければならないと考えております。

また、点数付けの検討を進めていく上では、施設側にとっての事業推進を踏まえた上での優先的な修

繕部位と、こちらの長寿命化の観点からの優先的な部位のバランスを図っていくことが課題であると

考えております。 

 

有識者委員 

 工事を行うに当たっては、実際に現地に赴き、劣化状況の確認をしていかなければならないと思い

ます。また、その前段階としては、行く必要があるか、ないかを判断することが必要となります。そ

の判断の手法はいくつかありますが、例えば、ひび割れであれば、報告に当たり、その数を明記させ
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たり、必ず、劣化部分の写真を添付させるというやり方もあると思います。また、予め、劣化状況を

３段階等に区分し、さらに詳しいマニュアル上の写真でその判断の基準を示したり、ひび割れの数が

３箇所以下なら「１」、10 箇所以下なら「２」、10 箇所を超える場合は「３」等の基準を示した上

で、劣化状況に応じた記入をさせるといった手法もあると思います。もちろん、それが正しいかどう

かは別途判断が必要となりますが、点数付けを行う上ではこうした手法が有用であると思います。今

のチェックシートですと点数付けが難しいと思いますので、これが実務に適用されると、施設管理者

側からすれば、自分たちがチェックした結果が還元されず、ひいては、やっても意味がないという考

えに至る可能性もあると思います。継続的に、定期的に取組を実施するためには、適正に評価する仕

組みづくりが重要であると思います。 

 

行政側出席者 

 先ほども申しましたとおり、点数付けについては他都市の動向も見定めながら、今後検討していき

たいと考えております。また、施設管理者が点検等の作業を行った結果を、即座に還せる仕組みづく

りも重要であると考えております。施設管理者に調査を行ったところ、自分たちの考える必要な工事

が実施できていないという意見もいくつかあったところですので、情報を集約し、真に必要な工事は

予算に反映できる仕組みづくりという点で、改善を図っていきたいと考えております。 

 

有識者委員 

 短期間で実現することは中々難しいと思いますが、施設管理者からの一方通行の情報だけでなく、

それを適正に評価し、工事の実施等といった形で還すことは、取組を進める上で重要であると思いま

す。 

 

行政側出席者 

 実際には、様々な主体が施設の整備、あるいは管理という部分で携わっています。例えば、指定管

理者制度導入の施設においては、小破修繕は、主に指定管理者が行っています。そうなると行政側だ

けで完結するものではなく、指定管理者も関わってくることになりますので、両者の意思疎通につい

ても留意していかなければならなくなります。課題の有り様については、施設ごとに異なっておりま

すので、こうした点検スキームを導入する際には、施設個別にヒアリングを行いながら、個々にきめ

細かな対応をしていかざるを得ない部分もあります。 

 

有識者委員 

今のお話で続きですが、施設によってチェックシートは少しずつ変わってくると思いますが、著し

くひび割れがあるとか、「著しく」という判断は専門家でも難しいと思います。 

仮に築２０年ぐらいだと、ひび割れ、錆等有りの結果が多くなると考えられます。このシートは、

簡便なもので済ませるとして、法定点検等の結果については、このシートに転記するのではなく、専

門家が直接記入する方法もあるのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 
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総合的な管理委託を行っている場合や、個別に管理等の委託している場合もありますので、合理的

な方法を実施の段階で考えていきたいと思います。 

 

有識者委員 

 資料３のフローのサイクルのイメージについて、どのくらいのスパンをイメージされているのでし

ょうか。点検をして、不具合が見つかれば、随時、資産運用課に報告が入るということでよろしいの

でしょうか。 

 

行政側出席者 

 小破修繕のような突発工事については必要な予算は確保されていますが、長寿命化工事は、別途予

算措置が必要となります。 

 つまり、点検を実施して、規模の小さなものはすぐに対応する一方で、緊急性の面で、今すぐに対

応しなくても大丈夫なものは、予算要求を行うと同時に、施設の問題点を抽出していくようなプロセ

スを考えています。次年度予算の要求に間に合わせるため、６、７月ぐらいに点検結果を集約し、全

体の劣化情報を踏まえ対応方針を協議しながら、優先的に行うものをピックアップしていこうと考え

ています。また、そのツールとして点数化の考え方もあると考えています。 

 

有識者委員 

 このサイクルを自然と実施できるようなタイミング設定等ができれば良いと思います。 

 

行政側出席者 

 現段階では、市営住宅、学校を除く、「その他公共建築物」の実施方針の位置付けとして、中長期

保全計画についても今後どういったものを作成していくかをはっきりさせていかなければならないと

考えております。点検を実施し、具体的な工事等につなげていくスキームについては、今後の委員会

において、もう少し判りやすくしたものをお示ししたいと考えております。 

 

有識者委員 

 実施することも大事ですが、一方で、無駄に仕事が増える事はよろしくないと思います。要はバラ

ンスだと思います。点検の実施と、それが着実に反映されるバランスの良いサイクルが必要だと思い

ます。 

 

行政側出席者 

 施設管理者の方には、日常業務の一方で、施設保全という目線を頭の片隅においていただくことが

一番重要だと思っています。委員のお話しのとおり、まず、そうした意識をもつことが、具体的な成

果につながると思います。その上で、点検から長寿命化の実施につながるような具体的なスキームを

構築していきたいと考えております。 

 

委員長 
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 施設管理者の本来業務の繁忙期をさけるという考え方もありますし、行政ですから予算の平準化と

いう視点もあると思います。 

 総じて、点検と長寿命化については形になってきたという印象がありますが、他に何かございます

でしょうか。 

 資料４につきまして、資産マネジメントカルテの「カルテ」の意味が良くわからないのですが。 

 

行政側出席者 

 現在、施設ごとの情報収集を行っておりますので、まとまった施設群ごとにデータ分析を行って、

今後の方向性や、川崎市の特色等をお示ししていくことを予定しています。他都市でいうところの施

設白書といったものになると思いますが、施設データを市民の方と情報共有していく中で、今後の資

産マネジメントの取組目標や、具体的な戦略などを包括していこうと考えております。 

 

委員長 

 現状分析をして、今後の全体の方針等をまとめるといったことでしょうか。 

 

行政側出席者 

 そういったものにしていこうと考えております。 

 

有識者委員 

 施設群とは、小中学校、公営住宅以外のところでは、例えば、障害福祉施設が一つの分類になるイ

メージでしょうか。 

 

行政側出席者 

 分類は、例えば、地域別、目的別等になると考えており、それぞれの資産状況、特徴的な部分を他

都市比較の中で分析していったり、いくつかの施設については、民間主体で担っていけるのかといっ

た点についても記載できればと考えています。 

 

委員長 

 資料４の目標についてですが、「将来の財政状況を見据えた建築物総量の管理」は、今後一定程度

増えていくことも想定しているということですね。例えば、抑制というと、減らすことばかりが念頭

に置かれていると思いますが、管理というのは良い言葉だと思います。 

 

有識者委員 

2030 年頃の人口ピークが想定されていますが、そこまでの必要な施設量を想定することは難しい

のでしょうか。 

 

行政側出席者 

 武蔵小杉駅周辺は特に人口増加が著しい状況となっていますが、一方で、例えば、学校ですと統廃

 
- 5 -



合している地区もあります。必要施設数は、そうした地区別の要素を踏まえなければならないため、

中々難しいと思います。 

 

有識者委員 

 総量のピークや、その後の施設転用などをイメージしていくと、３０年後、４０年後も想定できる

かとは思います。 

 

行政側出席者 

 その前段として、まず、長寿命化を図っていき、ある程度ピークが近づいてくる段階で、一定の準

備期間を経てコンパクト化を進めていくといった取組のイメージを考えております。 

 

委員長 

 総量の管理に関してですが、人口あたりの建築物面積といった、李先生がご指摘されたデータも提

示されていますが、何かございますか。 

 

有識者委員 

 今後は、いわゆるポートフォリオが変わってくると思います。川崎市の場合は、在住の生産年齢の

方々は、主に東京の方に働きにいっており、サービスをあまり市内で受けていないケースも多いと思

います。ただし、今後、高齢化が進んでくると、地域でサービスを受ける機会が増え、施設の必要数

量そのものが変わってくる可能性もあると思います。そうした中で、民設民営方式への移行検討も必

要だと思います。 

 

有識者委員 

 資料４の P.2 の人口推計ですが、年少人口は直にピークを迎え、生産年齢人口は 2020 年代半ばま

で増え、その後は減少すると見込まれています。一方で、老年人口は継続的に増えております。この

ような状況の下、今後は、学校の空きスペースはどんどん増え、反対に、高齢者のための施設は更に

必要となってきます。 

こうしたことを踏まえ、先ほどのコンパクト化の話ですが、余剰となる学校施設をコンパクト化す

るには壁があるのではないでしょうか。取組を具体的な長期的プランの中で継続的にやっていくため

には、教育委員会の力を借りて、市民、議会も説得して、皆が満足するモデル事業を実施する必要が

あります。それを一つか二つ成功させ、皆が満足すればやりやすくなります。これからの具体的な取

組みとして、学校施設の余剰空間を、教育委員会ではなく、他の所管が活用していくといった手法が

あります。建築用語でいうところのコンバーションですが、皆が満足するものを計画の中で実現する

ことが大切です。 

 

行政側出席者 

 現在の人口推計自体が、平成 23、24、25 年度のスパンの総合計画策定にあたってのものであり、

推計当時、現在の武蔵小杉の人口増をどれくらい反映しているのかといった点もありますので、一定
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程度練り直しを行い、次のプランにはこれを反映させる必要があります。 

 もう一点、教育委員会の壁というお話がありましたが、川崎市では介護保険導入時に老人向けのデ

イサービスを試験的に小学校で実施しました。学校向けの説明を行ったときには、子供が覗くことな

ど、気にかける面がありましたが、その後も、保育所など、学校との合築が段階的に行われており、

ハードルは下がってきていると思います。 

 学校については、クラスの面積や、クラス数をルールとして持っています。その基準を持って統廃

合も既にやってきておりますので、今後も一定程度のコンパクト化が可能だと思います。 

 

委員長 

 資料中、高齢者施設の数には民間は含まれていないですよね。高齢者施設が足りないものを必ずし

も市がどうにかしなければならないということではないと思います。市内でどれだけ行政、民間も含

めたサービスが市民に提供されているかという見方が必要となるのではないでしょうか。公共施設が

少ないけど民間が担っているというケースもあるでしょう。ある分野において民間と市でどれだけの

施設量があるかを勘案していく必要があると思います。また、施設が何年か経っていらなくなってし

まうと、雇った人、従業員は民と行政では対応に違いがありますが、ピークアウト時の人員の配置の

問題は長期的に捉えていかなければなりません。 

 

行政側出席者 

 公設で作った施設を民間に譲渡したり、川崎市の土地に民間が建てる手法があります。安定的なサ

ービスを提供するために、行政主導という時期もありましたが、今は、民間で出来ることは、民間主

体の法人で運営していただくことが川崎市の方針となっております。既存の施設では建替期を見据え

て民間を活用していくことになるかと思います。 

 

委員長 

 近の施設では幼稚園で先生がどうなるかという問題がありますね。また、市営バス、県営バスを

民間と差があるという理由で売れない。といった規模縮小の時の困った事例を知っておりますので、

将来このようなことが起きないようにと考えます。 

 

行政側出席者 

 介護老人系施設の民営化ではホームヘルパー、幼稚園では幼稚園教諭の取り扱いが問題となった事

例が過去にありましたが、要は、専門知識をどう行政で活かしていくのかといったところだと思いま

す。その後、高齢者関連では相談業務を担うような仕組みが構築され、また、幼稚園教諭は、学校に

行かれる方、生涯学習に行かれる方とそれぞれの資格・免許に応じた対応がなされています。それぞ

れの方のキャリアややる気等に応じた配置ができたかと思います。 

 

有識者委員 

 2030 年は、遠いようで意外と近いと思います。しかも建物を建てるとなるとやっぱり建物のライ

フサイクルからみれば短い期間ですから、建物整備については先を考慮することが大事なことだと思
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います。 

 

委員長 

 それと本日、川崎市が他都市と比べて多いか少ないかという問題ですが、多いから良いとか悪いと

かではなくて、市の戦略として、ここが多くなくてはいけないとか、少なくなければならないとか、

そういうところだと思います。多い部分、少ない部分については、市の戦略、方向性を踏まえ、理由

を考えていく必要があると思います。 

 

有識者委員 

 「多い」、「少ない」で、どちらがいいという訳ではないと思います。ただ、その良し悪しを全く

考えなくていいということも違うと思いますので、そうした検討を踏まえた上でサイクルを作る、と

いうのが、ここでいうコンパクト化にも関連してくると思います。 

 

有識者委員 

 以前、私が他の自治体と比較できるものを作ってくださいというのは、まさに委員長がおっしゃっ

たことにつながる話ですが、他の政令指定都市等と比較を行うことにより、川崎市の位置づけが分か

りやすくなります。川崎市は、市域面積は大きくないですが、土地の価値が相当高いです。となると、

他の自治体と今後やっていく戦略の方向性が変わってきます。土地の価値が高いということは、例え

ば民間の力を積極的に活用していくということがうまくやっていけるということだと思います。公的

サービスを提供することに関しては、必ずしも自治体がハコモノ、土地、サービス全部をやっていく

必要があるわけではありません。民間の良いサービスを市民が利用できるようになれば、行政側はそ

れを支援すれば良いと思います。資産の価値が低い自治体はなかなか民間の力を借りることができま

せんので、そういう面から見ると川崎市は民間の力を借りる方針でやっていくことができると思いま

す。 

 ただ、全部を民間に任せると、民間がサービスの提供をやめる場合に大変なことになりますから、

行政で担うべき部分は担うということも考えていったほうが良いと思います。 

 

有識者委員 

 資料４の４ページですが、市民一人あたりの公共建築物床面積の政令指定都市間比較を見ていて思

ったのですが、大阪市や神戸市、名古屋市など都市は圧倒的に公営住宅が多いことがわかります。全

体的に、かなりの部分を小学校などの学校施設と公営住宅が占めていて、その他の施設は都市ごとに

それほど差がないことがわかりました。そういう意味では、川崎市の公営住宅や学校がこの程度で収

まっているということは、民間の力により住宅が供給されてきたと理解してよろしいのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 政令指定都市の中でも、政令指定都市に移行した年代によって、それまでの地域での役割の違いが

現れています。例えば埼玉県あたりですと小さい市が集まって政令指定都市になりましたから、それ

ぞれの小さい市であった頃は、県に頼っていたということがあろうかと思います。また、ＵＲなど、
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公的セクターがどのような役割を担ってきたかというのが影響していると思います。 

 

委員長 

 多分、土地の値段が高い都市は公営住宅が多いのではないかと思います。なかなか住宅を買うこと

が難しくなりますから。 

 

有識者委員 

 公営住宅、学校の比率が、都市によってかなり異なると感じましたので質問させていただきました。

ありがとうございました。 

 

行政側出席者 

 私も 初に見たときにそのように思いました。県営住宅と市営住宅、県と市がどのような役割分担

をしてきたかということが、大きな要素だと思います。 

 

有識者委員 

 川崎市の場合は県営住宅が多いのですか。 

 

委員長 

 県営住宅は川崎市内も横浜市内もあまりない印象がありますが。 

 

行政側出席者 

 県営住宅もありますが、市営住宅の割合のほうが高いです。 

 

有識者委員 

 そういう意味では市営住宅がこの範囲で収まっているというのは民間で住宅が供給されているとい

うことになるのではないでしょうか。 

 

行政側出席者 

 家賃を補助するような形のものが民間スキームでもございますので、そのようなもので一定程度対

応しているということは考えられます。 

 

有識者委員 

 そうしたところが、川崎市の特色であると思います。政令指定都市の中では川崎市の公営住宅の量

がこの水準で保っている理由の一つだと思います。 

 

行政側出席者 

 そうした点では、もう少し大きく、公的セクター単位で集計してみないと比較は難しいと思います。 
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有識者委員 

 あと、今後こういうベンチマークを取っていこうとしたときに、政令市という形で取るのがいいの

か、首都圏の類似のサービスを提供している自治体と比較するのがいいのかという視点もあるかと思

います。 

 必ずしも自治体の大小だけで決まってくることでもないのかなと思います。先ほどの民間がやれる

のではないかという視点は、どちらかというと首都圏でないと成り立たないということもあると思い

ますから、そういう形でベンチマークを考えていくというのも一つの見方なのかと思います。 

 

行政側出席者 

 ターゲットをどう絞るかという話しだと思います。権限の違いがある自治体同士ですと、横並びは

難しいと思いますが、同じような条件であれば、確かに近隣で比較することでも傾向が見えてくるか

と思います。 

 あと、先程李先生がおっしゃっていた部分で、土地の価値が高いから民間の活用の可能性があると

いうお話しを頂きましたが、かつては、土地が高いから土地が出てきづらいという考えもありました。

例えば東京都ですと箱根に特養を作ってしまう。そのような発想もあったのですが、今は民間の活用

ですとか高度利用ができるというような引き出しを持っておりますので、その時に民間の主体を活用

しながらいかに整理していくかという手法が行政側にも蓄積できてきたのかなと、そのようなところ

をコンパクト化のガイドラインに盛り込んでいければと考えております。 

 

委員長 

 バランスシートでいうと土地が高いと資産が膨らみますので、圧縮していくという方向性には沿わ

ないという見方もできますが、ただ、先ほどの公示価格を見るとなんとなく嬉しくなってしまいます

ね。損得の問題ではないのですが。 

 

有識者委員 

 直近の平成 25 年の地価公示では、川崎市は神奈川県の中でも上昇率が高い状況にあります。やは

り需要が高く注目されているのだと思います。 

 

委員長 

 初に点検とか長寿命化をやって、次の取り組みの中で総量の問題に入ってきて、 後に土地も高

いということで有効活用をやっていかなくてはいけない。そのあたりのご意見はいかがですか。 

 

有識者委員 

 やはり物を所有すると、所有するときにお金がかかるだけではなくて、その後もお金がかかってい

きますよね。価値の高いものを所有しているのはいいことですが、インフラは地方公共団体が所有す

べきことですよね。だから所有するとここに必ずコストがかかることになりますから、建築物に関し

てはトータル的なことを踏まえたときに、民間の力を借りられる条件であれば、できるだけ所有しな

い方法を取ったほうが将来のために良いのではないかと思います。 
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有識者委員 

 リスクヘッジをする必要はあると思いますので、必要 小限は所有していく必要があると思います。 

 

有識者委員 

 公的サービスとしてインフラはすごく大事な部分です。全てのことを民間に任せるといろんな大変

なことも起こりえます。ですから建築物のほうはできるだけ持たない方向を取っていくことが大事で

はないかと思います。 

 

委員長 

 両方の意見があると思います。リスクヘッジと、コンパクト化といいますかスリム化といいますか。

もう一つ、安定収入を得るために財産を持っていたほうがいいのではないか、全部処分をしてしまう

のではなくて所有しているものを有効活用することによって財政の収入のほうに一部充てていくとい

うことがどこまで合理性があるのかということを考えないといけないのではないかと思います。 

 

有識者委員 

 土地を使ってお金儲けをすることに市が一生懸命になっているというのは、周りで不動産業をやっ

ている方からするとちょっと違うのではないか、と感じられると思いますので、活用するにしても民

間を使っていくというスタンスでいければいいのかなと思います。 

 

有識者委員 

 「全ての活動が川崎市民の公的サービルのレベルを向上させることにつながってますよ」というよ

うなスタンスをいつも保って市民に積極的に配信していけば市民からもそういうことを感じてもらえ

ると思います。民間活用においても、民間が施設を新しく、使いやすいものにして、それを市民が利

用できるような仕組みをどんどん整理していけば、市民も「この施設は民間に譲ったけどサービスは

更に良くなった」と思ってもらえると思います。このようになると取組も長続きすると思います。 

 

有識者委員 

 先程お話しがありましたけれど、なかなかまとまった土地が出ないというのが実態としてあると思

います。そうした時に比較的大きな土地を持っているということも必要だと思いますので、売ってし

まう必要まではないにしても適正に使ってもらうという仕掛けは必要だと思います。 

 

委員長 

 大体ご意見が出たように思います。特に今回は長寿命化という意味でご努力頂きまして、今日は特

に現場での点検シートを作って今後検討しながらいいものを作っていって頂きたいと思います。あと、

来期の取り組みというところで有効活用などについて意見がございました。みなさんどうもありがと

うござました。 

それでは司会をお返しします。 
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行政側出席者 

 委員の皆様、大変お疲れ様でございました。 

現在の委員の皆様の任期は、今年３月までとなっており、本日の委員会が今年度 後の開催となりま

すので、資産管理部長から一言御挨拶をさせて頂きます。 

 

行政側出席者 

今年度につきましても、委員の皆様に活発な御議論を頂き、また、専門的見地から貴重な御意見を

賜ることができました。 

 来年度は、資産マネジメントの第１期取組期間の 終年度として、さらに取組を推進するとともに、

本日お諮りした「仮称かわさき資産マネジメントカルテ＜第２期取組期間の実施方針＞」の策定を進

めてまいります。また、御指導、御協力のほど、よろしくお願いしたいと存じます。本日はありがと

うございました。 

 

行政側出席者 

以上をもちまして、今年度 後の資産改革検討委員会を終了いたします。委員の皆様、どうもあり

がとうございました。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。 

（以 上） 


