
■委員長：砂田副市長
■副委員長：三浦副市長 菊地副市長

■委員：
総務局長 総合企画局長 財政局長 まちづくり局長
財政局資産管理部長 ほか関係する局長級職員

■予防保全による財政負担の縮減・平準化

■施設単体の使用価値・市場価値

の観点からの最適化

■広域的観点からの最適化

■公設保育所の民設民営手法等の導入

の推進

■市営住宅の更新時における福祉施設

等の整備の推進■全庁横断的な視点による優先度判定を

踏まえた長寿命化工事の実施

予算主管課、施設管理者、資産運用課、

まちづくり局が連携し、各部位の劣化状

況の一元管理と劣化状況の詳細調査によ

り工事の優先度を決定

■優先度判定を実施する施設及び部位の

拡大

基本的な考え方

■庁舎・公の施設駐車場の適正利用の

推進

■庁舎等余剰地や余剰床の貸付事業の

推進

■広告事業の推進

■取組拡大のための「有効活用カタロ

グ」の導入

■事業残地等の「最適な活用実施計

画」に基づく活用実施

資産マネジメントの取組推進

有効活用カタログ

■財産有効活用の取組拡大

推 進体制

■委員長 公認会計士 大木 壮一氏 ほか計５名

※経済、財政及び不動産鑑定等の資産改革に密接な関連を有する分野
に関して専門的見地を有する者５名以内で構成

基本的な考え方 基本的な考え方

庁舎等建築物

庁舎等建築物以外

■学校・・・学校施設長期保全計画に基づく再生整備と予防保全の

実施

■市営住宅・・・第３次市営住宅等ストック総合活用計画に基づく

長寿命化改善の実施

■道路・・・道路維持修繕計画に基づく施設特性に応じた効率的で

効果的な維持管理の実施

■橋りょう・・・橋梁長寿命化修繕計画に基づく予防保全型維持管

理の実施

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）における各戦略の基本的な考え方と主な取組
国においては、インフラの老朽化が急速に進展する中、「新しく造

ること」から「賢く使うこと」への重点化が課題であるとの認識のも

と、平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」が策定された。

地方公共団体においては、こうした国の動きと歩調をあわせ、速や

かに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画（公

共施設等総合管理計画※1）の策定が求められている。

※１ 「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成26年４

月22日付総財務第74号総務大臣通知）により、各地方公共団体に対し、早急

に公共施設等の更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うよう「公共施設等

総合管理計画」の策定の要請がある。

本市においては、「公共施設等総合管理計画」として「かわさき

資産マネジメントカルテ」を策定し、施設の長寿命化に重点を置き、

公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進している。

 2010(H22)年度 2011(H23)年度 2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度
■庁舎等建築物のうち規模
の大きい施設（67棟）の
保全計画策定（H18～H22）

■庁舎等建築物のうち、特に
規模が大きい市役所第３庁舎
ほか５棟の長寿命化工事実施
■効果的な施設点検実施のた
めの点検マニュアルと点検
チェックシートの整備

■庁舎等建築物の大規模施設
(96棟)の劣化情報の一元管
理、長寿命化工事の優先度
判定の実施

■庁舎等建築物の長寿命化
の取組における対象及び部
位の拡大の検討

■橋梁長寿命化修繕計画
の策定（H22）

■第３次市営住宅等ストッ
ク総合活用計画の策定

■学校施設長期保全計画の策定
■道路維持修繕計画の策定

 戦略２
  資産保有の
  最適化

■溝口地区等老朽化対応施
設の再編整備の検討（プラ
ンモデルケース等）

■区役所支所・出張所におけ
る地域振興・市民活動支援機
能の整備・拡充と、施設のバ
リアフリー化（取組完了）
■地域医療充実のための衛生
研究所跡地の民間医療法人へ
の貸付（取組完了）

■公害研究所跡地の障害者福祉
サービス事業所の設置・運営を
行う法人を決定（取組完了）

■施設低未利用地の掘り起
こしによる有効活用方策の
検討

 戦略３
  財産の
  有効活用

■市有財産を有効活用する
ための基本方針策定（H19）
■自動販売機設置場所の
貸付転換（H20）
■市役所・区役所駐車場の
適正利用（有料化）（H21）
■証明写真機設置場所の
貸付（H22）

■環境配慮型等自動販売機
の導入

■一部駐車場における従量貸
付料を導入
■区役所窓口の広告付き番号
表示システムの設置
■EV充電設備の導入

■カーシェアリング用地の貸付
■各スポーツ施設駐車場の適正
利用（有料化）

■有効活用カタログの策定

 戦略１
  施設の
  長寿命化
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こ れまでの主な取組
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【戦略１】施設の長寿命化（庁舎等建築物）
施設を良好な状態で使用し続けるため、点検により、劣化状態を把握し、劣化の進行を予測した上で、計画的に
適切な保全を行う「予防保全」により、施設のライフサイクルを伸ばし、財政負担の縮減・平準化を図る

対応方法の決定

日常・法定点検
の実施

各部位の状況を報告

現地調査・ヒア
リングの実施

各部位の状況
の一元管理

●現地調査対象施設を選定の上、技術職員による劣化状況の
確認と予算主管課の維持管理に対する考え等をヒアリング

対応方法の
決定

長寿命化へ向け
た対応の実施

●施設長寿命化へ向けた取組を実施
→長寿命化工事の実施など、最適な保全手法により、施設長寿命化の取組推進

施
設
管
理
者

資
産
運
用
課

●予算主管課を通じ、施設管理者による施設点検を実施
→予算主管課が施設各部位の状況と長寿命化の取組を把握
●「点検チェックシート」及び「点検マニュアル」に基づく施設点検を実施し、
各部位の状況を「部位の状況判断表」に基づき資産運用課へ報告

外壁打診調査

対応方法通知

●全庁横断的な視点から、各施設の劣化状況の比較・検討を経て、長寿命化に向けた対応
方法を決定（「長寿命化工事の実施」や「具体的な保全手法と時期の決定を行い効果的な
保全を実施」するものなど対応方法を分類）するとともに予算主管課へ通知

●各施設の共通した建築部位（屋根・外壁）、電気設備（受変電・中央監視
等）、機械設備（空気調和設備（冷温水発生機等）・昇降機等）の状況や修繕・
更新履歴等の一元管理及び評価・分析

予
算
主
管
課

施
設
管
理
者

予
算
主
管
課

（
技
術
的
助
言

ま
ち
づ
く
り
局
）

全庁横断的な視点から、各施設の共通した部位（屋根・外壁、空気調和設備等）の劣化状況等の一元
的な管理及び評価・分析を行い、各施設の劣化状況への対応方法を決定し長寿命化を推進する。

平成26年度実施予定の主な長寿命化工事

◆王禅寺余熱利用市民施設の屋根改修工事
◆石川記念武道館の屋根外壁改修工事
◆高齢社会福祉総合センター（長沢壮寿の里）の屋上防水工事
◆柿生学園の外調機更新工事及び屋上防水工事
◆宮前区役所の空調設備改修工事
◆平和館の冷温水発生機その他更新工事
◆川崎休日急患診療所の非常電源改修工事
◆総合福祉センターの吸収式空調熱源設備更新工事

長寿命化工事の全庁横断的な視点からの優先度判定については、昨年度、階数３階以上かつ延床面積
500 ㎡以上、又は延床面積1,000 ㎡以上の要件を満たす大規模施設を対象として実施した。こうした
大規模施設については、受変電設備、空調設備（冷温水発生機）など重要かつ高額な設備があることか
ら、引き続き、優先度判定を実施して長寿命化を図る。

■全庁横断的な視点からの優先度判定の実施

柿生学園の外調機更新工事及び屋上防水工事

屋根については保護コンクリートにクラックが多数発
生、伸縮目地部のシーリング材の破断等により、防水層
に支障が生じており、階段室の一部で漏水により天井が
落下。また、空気調和設備については、外部に発錆が見
受けられるとともに、内部部品（熱交換器、送風機等）
の発錆・劣化が確認。

点検による劣化状況

入所施設であることから、空調設備等の修繕や更新を
中心に維持管理されており、屋上防水等については、空
調設備等より工事の優先度は、やや劣っていた。
全庁横断的な視点からの優先度判定を行うことによ
り、空調設備と屋上防水工事、いずれの予算を確保する
ことができ、施設の長寿命化を図ることができるように
なった。

優先度判定

高齢社会福祉総合センター(長沢壮寿の里)の屋上防水工事

保護コンクリート部分にクラック及びひび割れが発生。また、パラペット（立ち上が
り）部分のモルタルについて、クラックが発生しており、漏水の原因及び今後、構造躯体
への影響を与える恐れがある。

点検による劣化状況

多数の入所施設を維持管理している所管局内では、屋上防水等の躯体に影響を与える部
位の劣化が著しい施設でも、他の施設の設備の修繕や更新の優先度が高く、当該施設の屋
上防水の工事は、優先度が低い状況にあった。
全庁横断的な視点からの優先度判定では屋上防水の劣化が最も著しい施設の１つであっ
たため、躯体の長寿命化を意識した屋上防水工事を行うことができるようになった。

平和館の冷温水発生機その他更新工事

冷温水発生機については、冷温水の発生温度を適温にできないため、冷房
の効率が著しく低下している。また、周辺機器のポンプ類については、錆が
発生しており、漏水がある。

点検による劣化状況

施設の利用状況などの観点から所管局内では工事の優先度が低くなって
いた。
しかしながら、全庁横断的な視点からの優先度判定では冷温水発生機の
劣化が最も著しい施設の１つであったため、機能不全に陥る前に更新工事
を行うことができるようになった。

優先度判定

宮前区役所の空調設備改修工事

冷温水発生機については、過去に繰返し修繕を実施。また、一部の室につ
いては、冷房の効率が著しく低下している室もある。

点検による劣化状況

築30年前後を経過し、設備の劣化に対応すべき状況がある中で、一定規
模以上の施設について全庁横断的な視点から優先度判定を行い、劣化状況に
より対応年度を決定し財政負担の平準化を図った。その中で宮前区役所の空
調設備は特に劣化が著しいため、今年度及び来年度、改修工事を行うことに
なった。

優先度判定

優先度判定

外調機の内部
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【戦略２】資産保有の最適化

公設保育所の民設民営手法等の導入の推進

【戦略３】財産の有効活用

１
「新たな公立保育所」以外の公設保育所について、建替えを契
機とした民設民営手法の導入と、新たな手法として、指定管理者
制度を導入している保育所の建物譲渡手法による民設民営化

◆建替えを契機とした民設民営化の取組
◆指定管理者制度導入している保育所の民設民営化の取組

児童生徒数に対応した教育環境整備の推進３

◆住宅開発等による将来の人口動態を的確に捉え、分離新設や校舎の改
築・増築に向けた取組

市営住宅の更新時における福祉施設等の整備の推進２
市営住宅の老朽化に伴う建替えを行う際に、土地の高度利用や
住宅の統合が可能な場合には、余裕敷地を活用して、地域の実情
に応じた福祉施設等の整備を推進

幸区役所新庁舎整備における効率的・効果的な執務室の検討４
幸区役所の新庁舎整備に当たり、庁舎内スペースの有効活用
や組織改編等における柔軟性の確保等のための効率的・効果的
な執務室の検討

収集・一元管理した施設情報に基づき施設低利用地の掘り起こ
し調査を行い、活用効果の見込まれる低利用地の本市施策推進や
課題解決に向けた有効活用方策の検討

住宅開発等による将来の人口動態を的確に捉え
分離新設や増改築等の計画的な学校整備を推進

◆ユニバーサルレイアウトを導入することにより執務室の適正規模化による
新たなスペースの創出や、レイアウト変更に伴う手間やネットワーク配線等の
変更に伴うコストの抑制等への取組

～建築物総量の管理を行う一方で、将来の人口減少期に向け、着手可能なところから資産保有の最適化を順次取り組む～

◆小向住宅の建替えにおける福祉施設の平成２７年４月の開設に向けた取組
◆末長住宅・大島住宅・中野島住宅・有馬第二住宅・初山住宅の建替えの際の
福祉施設等の整備に向けた取組

■ 土地データ

■ 建物データ

■ 工作物データ

資産マネジメント

システム

【施 設 情 報】

データ連携

■調査結果
・掘り起こし調査を実施し、調査結果
の土地について検討したところ、間口
狭小、無道路等から土地活用は困難
だったが、今後も同様の事例発見の可
能性があるため引き続き調査する
・現地調査を通じて、写真撮影、施設
所管へのヒアリング等の具体的な施設
状況が把握された。

■財産の有効活用による実績

電気自動車充電設備を設置
し、環境性能に優れた電気自
動車の普及促進を図りました。
これまでの市役所・区役所
駐車場に加え、新たに市内５
つの市営住宅に導入しました。

住民基本台帳カード等の交付申請
に対応している証明写真撮影機を設
置し、市民サービスの向上を図りま
した。
これまでの大師支所、田島支所、
麻生区役所に加え、新たに多摩区役
所に導入しました。

■有効活用カタログの導入による
取組拡大と活用最適化
本市及び他都市の有効活用に関する事例をとりま
とめた有効活用カタログ（2014（平成２６）年６
月策定）に基づき、財産の活用可能性の検証や、活
用効果について評価する仕組みを構築することによ
り、未活用の財産への取組拡大と、既に活用してい
る財産の活用最適化を図ります。

■これまでの「手法」の拡大の取組

■これまでの「対象」の拡大の取組

■有効活用カタログを活用した取組

～多様な効果創出に向けた、財産有効活用の手法・対象の拡大を図る～

１ 取組状況（手法・対象の拡大）

２ 有効活用カタログによる取組拡大

施設境界線

低利用地

【地図情報システム】

施設低利用地の掘り起こしによる有効活用方策の検討５

◇道路予定地等の有効活用

◇図書館レシート広告

◇雑誌カバー広告

地域の活性化やにぎ
わいの創出などの観点
から、道路予定地等の
有効活用の取組を検討
していきます。利便性
の向上及び財政負担縮
減が期待できます。
平成26年度は基本方
針の検討及び問題点の
整理に着手します。

市立図書館で図書館資料の貸出時
等に渡すレシートの表面に広告を掲
載し、歳入確保を図ります。
平成26年度は募集期間などの見
直しを行い、さらなる歳入増を図り
ます。

図書館が所蔵する
新刊雑誌のカバーに
広告を掲載し、歳入
確保を図ります。
平成26年度から
全13館で募集を開
始します。

～ 本市における新たな有効活用 ～

～ 新規取組の類似施設等への展開 ～

（単位：千円）

会計 区分 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

貸付事業 190,097 192,696
広告事業 74,120 89,411
計 264,217 282,107

貸付事業 220,431 223,183
広告事業 91,290 121,973
計 311,721 345,156

貸付事業 410,528 415,879
広告事業 165,410 211,384
計 575,938 627,263

一般会計
特別会計

企業会計

合計

◇カーシェアリング等
市内５つの市営住宅駐車

場に時間貸駐車場と併せて
カーシェアリングを導入し、
市営住宅の入居者及び住宅
来訪者並びに地域の利便性
の向上を図りました。

平成20年度 自動販売機設置場所の貸付転換
平成21年度 市役所・区役所駐車場の適正利用
平成22年度 証明写真撮影機設置場所の貸付
平成23年度 環境配慮型等自動販売機の導入
平成24年度 電気自動車充電設備の導入
平成25年度 カーシェアリング用地の貸付

◇広告付き庁舎等案内板 庁舎案内図などを表示した案内板について、広告面を確保
することにより、案内板を無償で調達し、施設の利便性向上
と歳入確保を図りました。
新たに導入した宮前区

役所・宮前市民館では、
より市場性を取り込める
手法に変更することによ
り大きな財政効果を得て
います。

平成21年度 平成26年度
高津区役所 宮前区役所

より市場性を取り込める手法に変更→歳入増

◇広告付き番号表示システム 窓口で来庁者の呼出しを行う機器について、呼出番
号の表示面以外に広告面を確保することにより、シス
テム化された機器等を無償
で調達し、導入及び運用に
係る経費節減と窓口環境の
改善を図りました。
新たに導入した高津区役
所では、募集方法の見直し
により、広告料収入も確保
しています。

平成19年度 平成20年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

中原区役所 宮前区役所 麻生区役所
川崎区役所
多摩区役所

高津区役所

機器等の無償提供による経費節減

広告料収入確保

◇電気自動車充電設備

平成24年度 平成25年度
市役所・区役所7か所 市営住宅5か所

◇証明写真撮影機

平成22年度 平成23年度 平成25年度
大師支所
田島支所

麻生区役所 多摩区役所

資料１
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