
平成２５年度第２回川崎市資産改革検討委員会 議事録 

 

平成２５年１２月２６日（木） 

財政局会議室（砂子平沼ビル７階） 

 

＜開会＞14:00 

 

＜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。まとめて御説明いただきましたが、ただいまの内容について、御

意見をお願いいたします。 

 

有識者委員 

学校長期保全計画の中では、目標耐用年数を 80 年と設定している一方で、資産マネジメントカル

テの取組として、戦略１で庁舎等建築物、市営住宅の耐用年数の設定がそれぞれありますが、これら

は一致していません。この目標耐用年数の設定の仕方次第では、如何様にも方針が変わってしまいま

すが、設定の考え方が同じであるのか違うのか、また、技術的に可能であるのか、この辺りの検証を

含めてもう少し説明をしていただければと思います。 

 

行政側出席者 

耐用年数の設定についてですが、まず、市営住宅については、国ベースで進められている施策があ

りまして、そこでは、目標耐用年数 70 年ということが示されている現状があります。 

一方で、庁舎等建築物については、60 年以上と設定させていただいておりますが、建築時の状況

や品質、その後の建物の使われ方等でばらつきなども出てしまうことも想定されます。また、海の近

くに建っていて、潮風にさらされるなどいろいろな状況もあります。そのため、日本建築学会におけ

る目標耐用年数が 50 年から 80 年となっている中で、その代表として、ＲＣ造の普通品質を想定して、

60 年以上を目標耐用年数に置いているところです。 

これに関しましては、学校についても同じ考え方を用いまして、80 年と設定しております。また、

学校は国ベースでも検討がなされているところでもあります。 

 

行政側出席者 

学校は、文部科学省の方で、長寿命化について有識者会議等で研究が進められておりまして、今年

度中にその手引書をまとめるスケジュールで進められています。その中でも、適切な時期に補修を行

うことにより 70 年から 80 年は利用可能であり、また、技術的には躯体の部分については 100 年まで

長寿命化を図ることも可能であると考えられています。ただし、現実的にそこまで長寿命化するとな

れば、当然長寿命化のためのコストが増してきますので、日本建築学会の耐用年数の考え方でありま

す 50 年から 80 年までの 大の 80 年というところを目標として耐用年数の設定を行っております。 
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行政側出席者 

現在、整理を進めておりますが、例えば区役所ですと、今後、区役所としての行政機能が喪失する

ことはなかなか考えにくいので、幸区役所の改築に当たっては、目標耐用年数 100 年の仕様としてい

るなど、用途、分野ごとに、施設に応じた設定が実際になされています。 

取組全体を象徴するものとして、「これまで何年使っていたものを、何年以上使っていきます。」

ということを示すことで、施設を管理する職員への意識改革を促している側面もございます。 

 

有識者委員 

 基本的にコンクリートの建物は、やろうとすれば 100 年でも 200 年でも持たせることも可能である

ので、技術的には全く問題ありません。基本的に何もしなくても 40 年位は持ちますので、その間に、

一回全体的な更新を行えば、その２倍持つというような考え方もできます。築 60 年でもう少し頑張

れば、70 年、80 年は使えるだろうといったことは、建築の中では普通の考え方です。目標設定の 80

年という数字は無理ではない数字だと思います。ただ、基本的に 80 年経過した段階で全部建替えす

るという考え方ではなく、80 年間、川崎市民が使用可能なレベルで維持していくことが、目標耐用

年数を 80 年とすることの考え方のメインとなります。つまり、80 年経った段階でも、その後も十分

使える状況にしておいて、人口であるとかいろいろなことを判断し、更に必要とされるものは、継続

的に使用する。そうでないものは、他の社会状況等を考慮し、更新投資をせずに、徐々に廃止してい

くという考え方が必要です。そのためには、80 年経過するまでの管理の方法が大変重要です。 

また、以前お伝えしたかもしれませんが、長寿命化については、２つの方法がありまして、目標耐

用年数を設定する方法と、設定しない方法があります。ただ、これを設定することとしないとでは、

実際のアクションが全く異なります。目標数字というより、その数字を達成するための仕組み、中身

が一番大事かと思います。 

それと、資料「前回いただいた意見」の中で、２期の実施方針の中に「どの部署が何を担当するの

か」ということについて、先ほどの説明の中では「カルテの中に明記してある」という話であったと

思いますが、どのような内容なのでしょうか。 

 

行政側出席者 

 本編の 52 ページを御覧ください。「オ 計画保全の具体的な進め方」として記載しております。

その図に示すとおり、施設所管部署、施設管理者と資産マネジメント推進部署でそれぞれ役割を分担

し進めることとしております。課名まで特定しておりませんが、それぞれを担っているところが、進

めていくこととしてまとめています。 

 

有識者委員 

多分これでは、無いことと一緒だと思います。施設の長寿命化などを実現させるためには、目標耐

用年数 80 年といった数字より、具体的に長持ちさせるためには誰が何をするのかを、誰が見ても分

かるようにすることが重要です。ここに明記されているこの内容では分からないと思います。 

私が、「ＰＤＣＡサイクル上で、「Ｐ」はどの部署、「Ｄ」はどの部署など、組織図と繋げたもの

を見せて下さい」と言ったのは、そこなのです。マネジメントサイクルだけを見て、このゾーンは自
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分たちの役割なのだと見て分かるようにすることが一番大事で、それがない限り、２、３年経ったら、

これは紙の資料としてしか残っていなくなり、４、５年経ったらうやむやになってしまうと思います。

そのようにしないためには、このような書き方ではなくて、矢印でも良いので、今、存在する部署の

名前を書いておく必要があると思います。 

 

行政側出席者 

 現在、具体的に取組を進めておりまして、昨年度の終わりに点検シートと部位ごとの対応方針を作

りましたので、それに基づく点検を今年度実施するとともに、劣化情報を集約して、劣化が著しいと

考えられる施設・部位を実際に我々で調査に行っています。それらの結果は、２月ぐらいに予算案と

いう形で成果物となりますので、その後は、実際にどの施設のどの部位を長寿命化工事として実施す

べきなのかなどをはっきりお示しできますし、また、今までやってきた事務の流れを具体的な所管名

の記載とともにお示しすることもできます。委員がおっしゃっていたことが、そのようなことであれ

ば、次回の委員会の際に具体的な成果として、どの施設にどういった工事を実施しますということと、

具体的な事務の流れという形で御説明させていただけるかと思います。 

 

有識者委員 

 今後、事務の流れでそれを議論するということであれば、それで構いませんが、例えば、建物を点

検することは、これからもずっと財政局の方でやることにはならないですよね。今はスタート地点で、

川崎市全体のプランを立てるために臨時的に財政局で進め、今後、川崎市の全庁的な取組として定着

すれば、別の部署が担当することになりますよね。 

 

行政側出席者 

話が少しズレてしまうかもしれませんが、行政がどのような機能を持つべきか、民間がやっていく

べき機能との切り分けをどのようにするかをこれまで進めてきていて、その中で施設の保全を考えて

いくとともに、どのような機能を持たなければならないかという議論をもう少ししなければならない

と思っています。保全のスキルをどのように確保していくかという部分では、人材育成、後継者など

を含めて、そういったことがある程度確立された中で、財政局が取りまとめている現状から、ルーチ

ンワークとして切り離されていくのかなというイメージを持っていますので、そのハードルは、かな

り高いと認識しています。 

 

有識者委員 

 いずれは財政局から切り離されることとなると思いますが、今の段階で細かいところまで決められ

ないのであれば、合意形成の措置として、何かしらの委員会を作るなど、全ての部署のトップの方々

が集まって合意形成する委員会を設置するというような話まではできるのではないかと思います。 

 

行政側出席者 

 それは既にございまして、合意形成しながら進めております。 
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有識者委員 

 そういうことであれば、「ここで出た意見はその委員会で必ず議論し、合意したものについては必

ず執行する」といったようなことは明記できるということですよね。そこまでできるのであれば、議

論してほしいと思います。 

 

行政側出席者 

 ここにはそういった話、進め方の話は載っておりませんが、そういった議論の話も追加する予定で

ございまして、本編には、そういった全体調整機能というものも記載させていただきたいと考えてお

ります。市議会に説明した際にも、そういった意見もいただいております。 

 

有識者委員 

 私が何度も申し上げることは、細かいところとか大きいところとかは別の話として、必ずここにあ

るものは組織の中のどこかと繋げられるようなことを、必ずここに文書としての残す、それだけです。 

 

委員長 

 先ほど、財政局から出ていくハードルが高いかもしれないという意味は、財政局の例えば、資産運

用課とかそういうところがカバーする可能性が高いというということですか。いわゆる管財のイメー

ジとは違いますよね。今度のコントロールは。 

 

行政側出席者 

 そうです。 

 

委員長 

 ちょっと私は、逆に聞いてしまったのですが。まだ、決まっていないと思いますが。 

 

行政側出席者 

 具体に取り組めてこなかったところがあります。武蔵野市であったかと思いますが、財政セクショ

ンで、技術職員３人ぐらいのチームで、長寿命化をまわしています。横浜市や札幌市については、予

算を集約して技術職員の集団の中で対応しています。 

 川崎市における各部署の課題、これまでの経緯や、今後の方向を併せて考えますと、事務の確立が

ある程度できるまでは、こちらの資産マネジメントを推進していく部署で抱えていくというのが一番

適しているのかなと思っています。 

 

委員長 

 他に何かありませんか。 

 先ほどの耐用年数のことですが、80 年を目標ということですが、当然、個別に全部チェックする

ということですよね。この建物は、構造上何年しか持ちそうにないとか、もっと持たせられるとか、

持たせるためにはお金がかかるとか。施設の構造や経済的効用などさまざまな判断要素があると思い
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ますが、それぞれに判断してやっていくということでしょうか。ザクッとした目標を定めた上で、こ

の学校は躯体が弱っているから無理して直すことはないといった判断があったり、この庁舎は劣化の

進行の度合いをみて 100 年持たせることがあったり、一つずつ調べていくということでしょうか。 

 

行政側出席者 

実態に合わせた形になろうかと思います。実際の調査ということですと、建物を建てるときにコン

クリートのサンプルを調べて、強度を測るということになります。 

設計上の強度も明記されていて、それだけの体力があれば何故持つということも学術的に整備され

ている状況もありますので、個々に調べるということよりは、明確な目標を設定できる状況にそれぞ

れあるということです。 

 

有識者委員 

96 施設を長寿命化の対象とすることですが、まず築年で見て新耐震基準の後だったら耐震的に問

題ないという考え方があって、その前だったら新耐震の耐震基準を満たしているかで判断しているの

ですね。 

96 施設に対して基本的に耐震性が確保出来ているか出来ていないかある程度把握しているのです

か。 

 

行政側出席者 

把握しています。耐震性が確保出来ているものについて長寿命化します。 

 

有識者委員 

パブコメについてですが、意見募集期間が既に始まっているので実施中ということですね。 

基本的に誰でも意見を出せるのですか。 

 

行政側出席者 

そうです。 

 

有識者委員 

普通はパブコメ前に委員会に諮ると思いますが、それが省略されていたので、今内容をみて驚いて

います。 

色々な意見が出てくると思いますが、全てに対応するのですか。 

 

行政側出席者 

意見の多寡が想定できない状況でして、記者レクを行ったところ、ある程度新聞に載ったりしまし

た。20 日にパブコメを開始して３連休明けた段階でもリアクションはなく、現在のところ御意見を

いただけていない状況になっています。前回の第１期のときも意見は少なく、６件くらいの意見でし

た。 
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年末でせわしい時期なので、ボリュームがあるものをなかなか見れないということあると思います

が、意見があるのは年明け以降になると考えています。 

内容が広範にわたっているので意見を出しにくいという側面もあると考えています。 

 

有識者委員 

こうやってパブコメの意見を求めるとなかなか一般の人が意見を出すのは難しいのではないですか。 

 

行政側出席者 

逆にこのような分野に興味を持っている市民もおりますことから２つに大きく分かれると思います。 

 

有識者委員 

前回も６件程度の意見をもらったということですが、行政としてパブコメを実施したという以外に、

どのような意味があるのですか。 

 

行政側出席者 

白書編という部分もあるので、市民の方との情報共有という意味があります。通常パブコメでは資

料３のような資料はつけませんが、市民にもわかりやすいように、本来パブコメで置く場所以外の市

民利用施設にも資料を置いて、市民の方にもより認識していただきたいという位置付けの資料です。 

 

有識者委員 

川崎市から見て分かり易い資料として作ったという認識かもしれませんが、行政側のためのグラフ

と市民側のためのグラフは全然違います。ストックがたくさんあって、老朽化が進んでいるというこ

とをグラフ化していても市民はピンと来ないと思います。市民に見てもらうためにはそのための作り

方があるので、そうしない限りなかなか意見が出てこないと思います。そのため、他のところではパ

ブコメに出す前に委員会の委員に読んでもらい、訂正してから出しています。 

私が資料を作るのであれば、いきなり今後の具体的な取組として資料３のＡ３、３ページのような

載せ方はしないと思います。 

行政側にとって分かりやすい資料として作ったのは良いが、市民にとって分かり易い資料とは限り

ません。 

 

行政側出席者 

これらの資料全体は、これ自体が本編となり、概要版では全体を伝えるのに不足があると考えてい

ます。もう少しボリュームがある概要版を作ることを検討しています。 

 

有識者委員 

ボリュームを増やすことよりも、さらに減らすことをお願いしたいです。たくさんの難しいグラフ

とか図とか、そういうのは要らないです。そうではなく、素人の側から見て簡単に言葉で説明できる

ような、 小限のグラフにするのが理想です。今回は既に出来ているので仕方が無いですが、今後こ

 
- 6 -



のようなパブリックコメントを行う場合は、必ず事前に委員会で議論して下さい。 

 

行政側出席者 

ぜひお知恵をいただきながら作成していきたいと思います。 

 

有識者委員 

目的が何なのか、ということだと思います。何かしらの人が開示請求した結果として消極的に出す

のか、行政が情報公開という形で積極的に出すのか、それとも市民がこういう事に対してどう関わっ

て行くのかというメッセージを伝えるような形で出すのかで、中身が変わってくると思います。現状

は、情報公開という側面で出しているという印象です。いわゆる、影でコソコソやっているのではな

く、きちんと皆さんの目に触れるようにこういう事をやっています、というのが今の資料の体裁であ

ると思います。それが目的であると割り切って行くのであればそれで良いと思うのですが、市民の

方々に対してメッセージを出していく事を目的とする場合には今の資料ではよくわかりません。また、

市民の方々に対してどうして欲しいとか、どういう事を知っておいて欲しいとか、どういう事を今後

考えて欲しいとか、そういう事を求めないのであればメッセージを出さないという選択肢もあります。

どちらにするのか、そこが今の時点では少し分かりませんでした。市民にとって今後どうなっていく

のかというと、今まではどんどん新しい施設ができて魅力ある町みたいに見えていたが、今後成熟社

会になって、公共施設はあまり建て替わりませんでしたということになると、ある市民は新しい公共

施設ができないためつまらないと思う方もいるかもしれないが、ある市民は無駄遣いしない良い行政

だと思う方もいるかもしれません。そういった方々に対して何故川崎市がこういうスタンスで今後臨

んで行くのかというメッセージを伝えたいのであれば、その意図が分かるような資料の出し方が必要

なのだろうと思います。今回、そこまで意図しているかという事がよくわかりませんでした。どちら

かというと、現在我々がやっていることは、別に隠し立てするようなことではなくて、きちんとやっ

ているのです、という目的で出されているのかなという印象が強かったので、今後市民の方々との接

点を持たれるというのであれば、その辺りの目的をどこに置かれるのかな、というのがあります。 

 

行政側出席者 

内部での仕事を改善していくという部分がメインというところがありまして、管理の状況であると

か、大規模修繕を指定施設で実施していくという仕組みに変えていくというようなことをターゲット

にしてございます。 

 

有識者委員 

今回たまたま学校だとか公営住宅という話も出てきて、比較的市民の方々が密接に関わる場面があ

るような施設が出てきているのですが、その市民の方々にも今後大事に使っていこうね、という意識

を持ってもらいたいと思っているのか、それとも管理する側がきちんと管理すれば済む話なので市民

に対するメッセージはないのか、というところも含めて、市民との関わりが今の時点では見えていま

せん。その辺りを含めて、パブリックコメントを行ったとき、市民がこれを見て、どう反応したらい

いのか分からないのではないかと思いました。 

 
- 7 -



有識者委員 

資料６の学校施設長期保全計画２ページの、校舎の再生整備の改修イメージですが、現在川崎市の

学校施設の耐震改修はどのくらい行っているのでしょうか。 

 

行政側出席者 

学校は全て終わっています。他の庁舎は平成 27 年度に完了予定です。 

 

有識者委員 

老朽化については、現在点検等をしている状況でしょうか。または老朽化を確認し、性能を改善す

る所まで行っているのでしょうか。 

 

行政側出席者 

具体的に取り組めている施設が大規模５施設という比較的築浅の、財政的に高い効果が見込まれる

施設で、本日御説明した劣化情報を集約した上での老朽施設の改修は、平成 26 年度以降ということ

になります。 

 

有識者委員 

改修するときに、この絵を見ると、壁を断熱化し、窓を二重サッシにし、内部のパーティションを

木質化する、屋上には太陽光パネルを設置する。このようにすると相当性能が高くなるので、全部こ

のまま実行するとエネルギー効率がかなり良くなり、コストの削減効果がでると思います。現在、学

校施設の壁の断熱化や窓の二重サッシ化はどのような状況ですか。 

 

行政側出席者 

ここ数年で改築した学校については、この仕様で建替えが行われています。ただ、それ以前の学校

については、断熱もされていない、ガラスも１枚ガラスのものになっておりますので、再生整備の手

法でエコ改修を図り、子どもたちの生活している空間を等しく改善していきたいと考えております。 

 

有識者委員 

 冷暖房はどれくらい入っていますか。 

 

行政側出席者 

 普通教室に関しては、すべて空調化しております。 

 

有識者委員 

 横浜市で５年くらい前に生徒の親の要望で全学校に冷暖房を入れるということを推進しておりまし

た。横浜市はかなり規模が大きいのでかなり高額な事業費でして、さらに、そのほとんどの学校が断

熱なしです。断熱されていないコンクリートの学校にエアコンを入れるとエネルギーを食います。そ

れで、早稲田大学では反対して、それほど急ぐ話でもないので、それくらいのお金があるのだったら
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教室を半分に分けて、まず断熱してからエアコンを設置するよう提案しました。それでも話を聞いて

くれないので、断熱をしてエアコンなしで窓の開け閉めだけでどれくらい過ごせるか、実際に廃校を

利用し実験を行いました。学校の位置によっては、断熱するだけで窓の開け閉めをすれば冷暖房なし

でも大丈夫という結果が出ています。断熱なしでエアコン入れるのと断熱してエアコン入れるのでは、

エネルギーコストの差は明らかに違うので、ぜひセットにしていただきたい。さらに太陽光パネルを

設置するならその効果を、そういうことができていない学校とできている学校とのコストの差を必ず

データ取って出していくようにしていただきたい。そういった検証をどんどん進めていくことが、他

の施設の取組のバネにもなります。 

 有効活用カタログについてですが、個々のまとめ方は非常に良いと思っています。先ほど担当課長

から説明があったところで、これから私たちがやることに関しては、このように進めていくというこ

とも重要ですけど、その結果をどうやって公に見せるかということも非常に大事です。そういう意味

で有効活用カタログは有用だと思うのですが、２ページの施設駐車場の貸付けで、ここに貸付料の額

は記載されていますが、先ほど説明があった、元々これくらいあった経費が削減されたというところ

までは記載されていません。 

 貸付を行わなければ毎年４千万位の経費がかかり、これを行うことで歳入増加と歳出削減を合わせ

て６千７百万位になると思います。そうしたことに関しては、ぜひとも市民にも分かるようにすべき

だと思います。 

こういう部分は数字ではなくグラフ化するようなまとめ方をぜひやっていただけたらなと思います。 

 

行政側出席者 

 少し財政効果の方もわかりやすくしたいと思います。 

 

有識者委員 

 結果としてこういう収入が得られましただけではなく、もしこれをやらなかったら税金がどれくら

い継続的に毎年使われたのかというところまで併せて記載してほしいと思います。 

 

委員長 

 どうもありがとうございます。 

 特になければ、だいぶ時間も押し迫ってまいりましたのでこの辺でよろしいでしょうか。 

 本日も色々な御意見がでました。 

 一つは耐用年数の問題、これは 初の頃は、大体法定みたいな、この法定というのもよくわからな

いところですけども、こういうものがありますよということ、その位にしようと思っていたのですけ

れども、一歩進んで目標も少しアグレッシブになって、しかもまた、その目標に対して具体的にどの

していこうかということを踏まえながらやっていただけるということですし、個別の一つ一つの物件

を見ながらきちんと判断していくということだと思いますのでその辺を心得ていければと思っていま

す。 

 それから、私も資料を拝見していて気になったのですけれども、ジョブ・ディスクリプションとい

うのでしょうか、担当部署の明確化とか責任と権限ということを、今はここに全部書けないと思いま
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すが、こういう風に盛り込んでいきますということをきちんしていただければと思います。 

 必ず、これを誰がやる、責任はあなた、権限は誰です、といったことを明確にしていくことが大事、

そういう御意見だったと思います。 

 それから、一番難しいのはパブコメで、これを委員会でやらなかったということも一つあると思う

が、これだけ読んでも意見を出すのは難しいと思います。 

 専門家の方が徹底的に分析して出るようなもので、相当時間をかけないと読めないでしょうし、そ

れでも専門家の方は参考意見にはするけれども意見を出すことはやめようとするからあまり意見は出

てこない、そういうテクニカルな分野だと思います。 

 一方で、もう少し市民のために何をやるのかということを少し検討した方がいいと思います。 

 例えば、有効利用していいですか、公共財産を駐車場なんかに使っていいのとかという意見がある

かもしれないし、そういうことを聞くこと自体はいいのかなと思います。 

 それから、長寿命化をした方がいいのか、有効活用した方がいいのか、集約化ということがいいの

か、そういうような意見は、上手に聞いていけば、多くの有識者の意見はいただけると思いますが、

個人では難しいと思います。我々の世界ではパブコメで意見をいろいろ出しますけれども、それは組

織の利害とか専門家としての意見とかを踏まえるからだと思いますが、その辺の区分けをしていった

方がいいと思います。 

 カルテも読んでみて、 後もう少し具体的にやることになってきたときに、一個一個の物件につい

て、例えばこの建物はこういう風に集約して、活用していきたいがというところまで御意見はどうで

すかというようにパブコメで意見を取るかどうか、それをこの委員会でやるかどうかはわかりません

が、そういうことになってきたときに、一つ一つどこまでやるかを考えながらよく検討していってほ

しいと思います。 

 それから、コストについて、これもパブリックコメントの話につながるかもしれませんですが、こ

ういう取組を行うことによりこれくらいのコスト削減が見込まれるというデータも大事だと思います。 

 よい御意見をいただけたと思います。本日はありがとうございました。 

 

行政側出席者 

 委員の皆様、大変お疲れ様でございました。 

 次回の委員会については、資料の説明等でもございましたけれども、３月頃の開催を予定していま

す。 

 また、近くなりましたら御案内をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、本日の会議を終了させていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

 


