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平成２７年度第１回川崎市資産改革検討懇談会 議事録 

平成２８年３月２２日（火） 

財政局会議室（第３庁舎１２階） 

＜行政側出席者＞ 

（開会、資料確認） 

それでは、次第に従いまして、「かわさき資産マネジメントの取組」について、事務局から説明を

お願いします。 

＜行政側出席者＞ 

～資産マネジメントの取組（戦略１ 施設の長寿命化）に関する説明～ 

ただ今の内容について、御意見をお願いいたします。 

＜有識者委員＞ 

 過去の修繕履歴を入力できたということですが、どれくらいまで遡って入力できていますか。 

＜行政側出席者＞ 

 基本的には５年程度。施設によっては細かい内容まで入力できているところもあります。 

＜有識者委員＞ 

 快適性に係る空調機の工事費の割合が大きいと予測していましたので、適切に現状を把握し、保全

できてよかったと思います。 

＜有識者委員＞ 

 最初に机上資料の５枚目の優先度判定に基づく施設長寿命化とありますが、優先度判定の中身を教

えてください。優先度判定が政策分野ごとの判定なのか、大規模小規模施設間の調整なのか、あるい

は大規模施設内での優先順位付けなのかといったようなところを教えてください。 

 ２点目が机上資料の４枚目、日常法定点検を行い、資産運用課で現地調査等を行うとなっています

が、日常法定点検というのはこれまでの委員会では全ては難しいというような話があったと記憶して

いますが、体制が整って、公共施設の全てに日常法定点検、あるいは現地調査等が行われるようにな

っているのか教えてください。 

３点目が机上資料の１７枚目、学校施設の長寿命化で最適化の検討とあり、最適化が望ましいと思

っていますが、生徒数が減ることにより規模を縮小するという量的な話だけを意味しているのか、あ

るいは複合化も含めた上で、今後の対応が検討されているのかというところを教えてください。 

４点目が予算の話ですが、Ａ３資料の２枚目の左上の棒グラフ（長寿命化工事費推移）の数字がグ

ロスの数字なのか、補助金等を除いた一般財源を示しているのか、グロスの数字であれば一般財源が

どの程度入っているのか数字があれば教えてください。長寿命化の取組を進めていただくことはおお

いに結構であると思っている反面、川崎市は相対的に裕福であると感じているので、杞憂であるかも
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しれませんが、その辺りについてもお聞かせください。 

＜行政側出席者＞ 

 まず１点目の庁舎等建築物の長寿命化の大規模施設、小規模施設の優先度判定方法についてですが、

第１期のときに大規模５施設について長寿命化を進めてきた経緯があり、この中で培った長寿命化手

法等を反映しながら、第２期にも施設を拡大して進めていくという考え方があり、現在は一定規模以

上の施設について、まずは優先度判定を行っております。また、築年数から更新時期が近いものや今

後のあり方の検討が行われている施設については外しております。小規模施設については、劣化情報

は入力してもらいますが、重要な設備が少ないことなどから、所管での裁量の余地があると判断して

おります。それ以外の施設については、駐輪場や公衆便所等になりますので、事後保全での対応とな

っております。 

＜有識者委員＞ 

 政策分野ごとの調整はしていますか。 

＜行政側出席者＞ 

 カルテに記載がありますが、劣化評価の部分で５つに分類されており、その中で施設別重要度とい

うものがあり、防災拠点として重要となる施設、高齢者の入所施設、消防署、道路公園センター等の

重要度を高くしています。劣化の状況以外では、この重要度を見ています。 

＜有識者委員＞ 

 重要度が高いところに優先的にいくようになっているのですね。 

＜行政側出席者＞ 

 次に点検についてですが、施設管理者等での点検を実施しておりますが、外壁の全面打診など、無

理があるものもあります。 

＜有識者委員＞ 

 そうなると日常法定点検は施設管理者が行い、判断をしているということですか。問題があると判

断されれば、資産運用課の方で専門的な点検を行うということですか。 

＜行政側出席者＞ 

 そのとおりです。施設点検管理者でも点検を行うことができるように点検マニュアルを整備してお

り、報告してもらっています。写真等もシステムに登録できるようになっておりますので、それを確

認した上で詳細調査が必要かどうか等の判断をしております。 

＜行政側出席者＞ 

 次に学校の最適化についてですが、新設校も２校検討しているところであり、マンション開発等で
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一気に人口が増えることもございますので、具体的に見定めることができている状況ではございませ

ん。32 年度から 5年間を検討期間とし、それ以降進めていくこととしています。 

＜有識者委員＞ 

人口減少が平成３７年度をピークとして始まるので、間に合うかどうかの懸念もございますので、

検討は進めていってください。 

＜行政側出席者＞ 

 長寿命化工事費推移ですが、この数字はグロスの数字です。財源については、大規模改修ですので、

起債を入れて、７割が起債、３割が一般財源という形になっており、国からの補助金は基本的にござ

いません。この一般財源を少しでも圧縮するため、次でご説明いたしますが、ESCO 事業を活用しな

がら、国の補助金や民間活用により一定の縮減を考えております。 

＜有識者委員＞ 

学校のうち、体育館について、防災訓練で体育館に寝るということを体験したのですが、非常に寒

く、つらいと感じました。避難施設にもなるので、体育館の快適性も検討していただきたいと思って

おります。 

＜行政側出席者＞ 

 その件については、すでに折り込んでおります。生徒数に対する平米数が確保できないので、現状

で改修せざるを得ないという状況がありますが、防災だけでなく、教育環境という側面からも取組ん

でおります。将来の投資を市民の方にも目に見える形でやっていくことも重要です。 

＜有識者委員＞ 

机上資料の４ページ目にある、最初の点検は施設管理者が行い、わからない部分を補うために、点

検マニュアルとチェックリストを用意しているところは、すばらしい取組だと思います。管理者から

の点検結果を詳しくみるかどうかという判断はどういった部署で行っていますか。 

＜行政側出席者＞ 

 １ページにあるように、所管課で問題があると判断した場合は１というフラグを立ててもらい、資

産運用課で把握を行い、現地調査や写真等で判断しております。 

＜有識者委員＞ 

 現状報告として、１というフラグを立てたものについては、確認を行い、その方法は現地調査や電

話等で１つずつ確認するということですね。いい流れになっていると思いますが、１というフラグが

立ったもの、全てを見に行くのは大変だと思うので、ハードなプレッシャーがかからないように、試

行錯誤しながら進めてほしい。８ページのフラグの数が違いますが、どういった違いがありますか。 
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＜行政側出席者＞ 

 部位によってフラグ数が違い、それぞれの内容については資産運用課で判断できるようになってい

ます。 

＜有識者委員＞ 

 １番目の１は何かといった内容は全て共有しているということですか。 

＜行政側出席者＞ 

 そのとおりです。 

＜有識者委員＞ 

 この１０００というのは、１番目が０ということですよね？ 

＜行政側出席者＞ 

 そのとおりです。 

＜有識者委員＞ 

 ７ページのシステムの入力は点検をしている非専門家の方が直接入力していますか。 

＜行政側出席者＞ 

 そのとおりです。所管課が入力しています。 

＜有識者委員＞ 

 全国の自治体が求めているものに近づいており、非常によくできていると思います。 

 １６ページ、将来推計で６０年間の平均が１１８億円とありますが、これは学校施設だけですか。

過去５年間の平均１２６億円も学校だけですか。 

＜行政側出席者＞ 

 何れも学校だけとなります。 

＜有識者委員＞ 

 施設全体からすると相当な金額になるので、施設全体としてのグラフはありますか。 

＜行政側出席者＞ 

 今回の資料にはございませんが、資産マネジメントカルテに施設全体での長寿命化した場合としな

かった場合の推計があり、長寿命化を行えば、既存体力内に収まる形となりますので、第２期取組期

間の７年間については長寿命化の重点的取組期間としています。 
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＜有識者委員＞ 

 わかりました。あと、１７ページに先ほども他の先生方からもお話がありましたが、少子高齢化が

進んでいて、子どもが減ることで最適化を検討するということは非常に大事なのですが、８０年間た

って、建替える際にダウンサイジングする選択肢もあるかもしれませんが、既存の建物が使用できる

状態であれば、一部を学校として使い、他の部分を解体するのか、別の用途として使うのかというと

ころも踏まえて考えることで、学校だけでなく、市全体として見れば新たな選択肢が出てきます。そ

ういったところまで考えて、計画を策定すれば、コストと公共サービスのバランスを合わせながら、

計画を実践することができると思います。 

＜有識者委員＞ 

 １６ページのグラフの数字と資料にある平成２８年度の１０６億円、これの対応関係を教えてくだ

さい。 

＜行政側出席者＞ 

 数字の乖離がでておりますが、このグラフは計画策定当初、平成２６年度時点での考え方となって

おります。実際には民間でどれだけの工事を引き受けられるか、また、どれだけの予算を確保できる

か等により工事規模が変わってまいりますので、１６ページのグラフはあくまでも推計ですので、乖

離が出てきます。事業全体の規模では同じになると考えています。 

＜有識者委員＞ 

 １６ページは予算反映前ということですね。このグラフに反映する仕組はできていますか。 

＜行政側出席者＞ 

 このグラフはあくまでも手法を検討するためのもので、実施計画を表しているものではないので、

メンテナンスする必要はございません。このグラフは８０年で改築したときの費用の推計であり、そ

のグラフの凹凸を平準化するなど、指針を示すための指標となります。この後、具体的な実施計画策

定していく中では、予算を反映し、ウォッチングしていく必要があります。 

＜有識者委員＞ 

 必ずしもリアルタイムで反映する必要はないと思いますが、３２年～３７年で検討期間というお話

がありましたので、５年ターム程度で反映していく必要があると思います。 

＜行政側出席者＞ 

 財政運営についても総合計画の中で、マスタープラン上どういった作りをするかということもあり

ます。例えば実行可能なマスタープランを作るのであれば、予算を反映していく必要があり、それを

何年つくるかは政策的な判断等もございますので、市政運営の中で決めていく必要があります。 

＜有識者委員＞ 
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 小中学校だけではなく、あらゆる属性の施設についても、先ほど稲生先生からお話がありましたが、

もう少し早い段階からマクロの数字を見る取組を始めた方がいいと思います。逆にいうと川崎市のよ

うな状況でないとできないと思います。 

＜行政側出席者＞ 

続きまして、資産保有の最適化について説明いたします。 

＜行政側出席者＞ 

～資産マネジメントの取組（戦略２ 資産保有の最適化）に関する説明～ 

ただ今の内容について、御意見をお願いいたします。 

＜有識者委員＞ 

 ESCO 事業について、自己資金型で検討しているということですが、その理由について教えてくだ

さい。 

＜行政側出席者＞ 

 ２５ページで民間資金活用型は複数年に渡って初期投資費用を支払う形となり、支払い分は光熱水

費削減内が基本となります。例えば１００万円の削減で１０年間ですと、１０００万円分の工事しか

できないことになります。老朽化対策を前提としており、今回の麻生区役所では初期投資費用を削減

分では収まらないので、自己資金型で検討を進めております。また、起債が良いわけではございませ

んが、初期投資費用の７割程度に起債を入れることができます。民間活用型ですと民間がお金を借り

て事業を実施する形になりますが、民間では利息が高くなりますので、今の状況ですと自己資金型が

有効であると判断しております。 

＜有識者委員＞ 

 民間の ESCO 専門事業者に試算してもらったということですか。 

＜行政側出席者＞ 

 以前、おおまかな数字を出してもらい、現在、事業者に委託し、上限金額設定等も含め、詳細診断

を行っているところです。 

＜有識者委員＞ 

 ひとつの考え方として、麻生区役所のこの部分を ESCO 事業として検討しているという形ではなく、

民間事業者にどのようなことができるかのアイディアを出してもらった方がいいと思います。自治体

で枠を決めて提案を出してもらうというやり方は望ましくありません。ＰＦＩで失敗した多くの事例

がまさにそのようなやり方によるものです。民間にアイディアを出してもらえば、事業の範囲も変わ

ってくるかもしれません。ぜひ一度検討してみてください。 
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＜行政側出席者＞ 

 先進自治体の事例も調査いたしましたが、更新したい設備は指定しますが、どのようなものに更新

するかはアイディアを出してもらう形となっており、例えば、熱源を電気からガスにしたり、様々な

提案が出てくると聞いています。ですので、できるだけ限定はせず、更新したい設備だけ指定し、そ

の他は自由に提案してもらう形がいいと考えております。 

＜有識者委員＞ 

 規模が小さければ自己資金型にならざるを得ないと思いますが、規模感が大きくなってくれば

ESCO 事業だけではなく、ビル管理全体を含めて、PFI や指定管理等をまとめて使うような形で運営効

率につながるようになる。また、民間でも良い資金が取れるかもしれない。ですので、自己資金あり

きではなく、民間資金型も含めて柔軟に判断いただければと思います。 

＜行政側出席者＞ 

 まさに検討期間中ですので、その辺りも含めて検討させていただきたいと思います。 

＜有識者委員＞ 

 場合によっては、複数施設まとめて依頼する方式もあると思いますので、そうすると規模のメリッ

トも出てきますので、もしかすると民間資金でもできるかもしれませんので、李先生がおっしゃった

とおり、民間に提案してもらった方がいいかもしれません。ぜひご検討ください。 

＜行政側出席者＞ 

続きまして、財産の有効活用について説明いたします。 

＜行政側出席者＞ 

～資産マネジメントの取組（戦略３ 財産の有効活用）に関する説明～ 

ただ今の内容について、御意見をお願いいたします。 

＜有識者委員＞ 

 具体的な取組の方向性で、道路予定地の有効活用はこれからの取組ですよね。すなわち、歳入額の

推移のところには含まれていないということで、平成２８年度の貸付のところが上がる可能性がある

ということですか。 

＜行政側出席者＞ 

 上がる方向になると考えております。 

＜有識者委員＞ 

 財産の有効活用を行う専門部署として、貸付け・処分等を行なう担当部署は設置されていますか。 
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＜行政側出席者＞ 

 現状は有効活用担当という係がございまして、他の業務も兼務しながらとなりますが、その中の３

名が主に担当しております。全庁的な取組を把握し、波及できるところは推進していくという取組を

行っております。今までの取組をフィードバックしながら、道路予定地や市営住宅等の有効活用は所

管課が主となって取組んでおります。 

＜有識者委員＞ 

 平成２３年度から歳入額が極端に減っているということはないのですが、モニタリングは行ってい

ますか。 

＜行政側出席者＞ 

 モニタリングは行っております。広告事業は景気動向に左右されることがありますが、貸付につい

ては継続性がありますので、更新のタイミングで金額に上下があります。 

＜有識者委員＞ 

 ありがとうございます。富士通スタジアム川崎の年額１，０００万円ですが、安い気がします。 

＜行政側出席者＞ 

 昔は野球場でプロ野球のホームスタジアムでしたが、現在はリニューアルをして、用途を変更し、

アメフトがメインとなるスタジアムとなり、平成２７年４月１日から運用しております。年額１，０

００万円以上という条件で募集いたしましたが、ネーミングライツ料について他都市と比較分析した

ところ、観客動員数やプロスポーツが開催されているかというところが金額に反映されており、本ス

タジアムはアメフトという性質上、また、観客動員数から１，０００万円以上という金額が妥当であ

ると判断いたしました。 

＜有識者委員＞ 

 ちなみに川崎フロンターレはどこの球場を使っていますか。 

＜行政側出席者＞ 

 等々力陸上競技場です。第１期の改修工事が終わり、第２期でメインスタンドの改修工事を行うか

どうかの検討がされているところであり、改修時期があるとネーミングライツのスポンサーにも影響

が出るため、改修工事の内容が決まってから募集を検討していく予定です。 

＜有識者委員＞ 

 等々力陸上競技場のネーミングライツも検討していくということですね。 

＜行政側出席者＞ 

 はい、検討していきます。 
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＜有識者委員＞ 

 ありがとうございます。 

＜有識者委員＞ 

 歳入確保のための有効活用の取組は良いことだと思います。Ａ３の資料で「さまざまな施策推進や

課題解決に寄与することを踏まえた多様な効果の創出に向け」と記載がありますが、最近は歳入確保

も有効活用の枠ですが、ＰＲＥ戦略として、市有地（種地）をさまざまな事業に使えるように管理し

ていくという考え方に変わりつつあり、歳入確保だけで有効活用を考えるのは狭く、古い考えとなっ

てきています。例えば介護関係の施設や福祉施設などが不足する中で、市有地をうまく使い、民間事

業者に進出してもらい、必要な施設を建ててもらう等の考え方が各自治体で多くなってきているので

すが、有効活用の担当の方はそのような発想をお持ちでしょうか。それとも担当の方が部署ごとに散

らばっているような状況でしょうか。 

＜行政側出席者＞ 

 ３つの戦略（長寿命化、最適化、有効活用）で進めておりますが、一般的には有効活用の範囲とい

うものは広いものになっておりますが、本市の有効活用は狭い範囲となっております。例えば、戦略

２の市営住宅の空いたスペースに民間の福祉施設を建てるという取組も一般的には有効活用と言える

かもしれません。本市の戦略３の有効活用の範囲は空いたスペースをどのように有効活用できるかと

いった、狭い範囲で考えております。 

＜有識者委員＞ 

 繰り返しですが、２０３０年をピークに人口減少もやってくるので、いかに早く手を打てるかが勝

負だと思います。ＰＲＥを今のうちからどのように管理していくか、長い目線でマクロ的にも管理し

ていただきたいですし、実績が積み重なっているのであれば、足元のところから数字を入れ替えてい

くという作業を繰り返しやっていただいた方が良いと思います。ぜひ今後御検討いただきたいと思い

ます。公有地については全体としてどのようなものがあって、どのように利用され、今後どのように

活用していくかなど統括してみるところはありますか。 

＜行政側出席者＞ 

 公有地の全体調整は、総合企画局の公有地調整担当が統括しております。臨海部など市として新た

な取組を進めることとなっている事業に関しては新たに部署ができています。 

＜行政側出席者＞ 

 本日、総合企画局の公有地調整担当が同席しておりますが、来年度から公有地の統合的な調整業務

は財政局へ一元化されます。 

＜有識者委員＞ 
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 そうなんですね。わかりました。 

＜有識者委員＞ 

 先ほどのお話で、ネーミングライツについて、企業も景気動向でなかなか難しいとありましたが、

まさしくそのとおりだと思います。スポーツ文化総合センターの反応はどうですか。 

＜行政側出席者＞ 

 募集期間が今月末までですので、状況を見守っていきたいと思います。 

＜有識者委員＞ 

 ここはプロスポーツの会場になるなどの予定はないんですよね。その話の流れの中で、実現可能か

どうかわかりませんので、研究していただきたいのですが、各自治体でふるさと納税を趣向をこらし

てやられていますが、どちらかというと納税したものがこの使途に明確に使われるんだということが

明らかになるだけでも、市民としては納得感が出るのではないかと思っており、市民の方が川崎を愛

するという愛着の観点から、例えば、公園に対して、納税したものが使われるであるとか、川崎市だ

からこそ、そういったことが試験的にできるのではないかと思うので、ぜひそういったことも御検討

いただきたいと思います。 

＜行政側出席者＞ 

 議題は以上となります。貴重な御意見ありがとうございました。 

（以 上） 


