
■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

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。

こ れまでの主な取組
 2010(H22)年度 2011(H23)年度 2012(H24)年度 2013(H25)年度 2014(H26)年度 2015(H27)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

■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

■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

■公園施設長寿命化計画の
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

■持続可能な循環型の廃棄
物処理体制の構築（リサイ
クルパークあさお内に資源
化処理施設を建設）
■水道・工業用水道施設の
再構築の推進

 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 ■ネーミングライツを富士
通スタジアム川崎（川崎富
士見球技場）に導入
■ネーミングライツ導入手
引きの策定

 戦略１
  施設の
  長寿命化
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これまでの取組状況

長寿命化事業費

小規模施設の取組状況

庁舎等建築物の長寿命化の推進

大規模施設の取組状況

公園施設の長寿命化の推進
平成２８年度事業費 79,269千円

●公園施設の長寿命化計画に基づき、点検と適切な維持管理

道路施設の長寿命化の推進
平成２８年度事業費 2,687,899千円
●幹線道路、道路擁壁の補修及び点検
●道路トンネルの補修
●道路照明の点検及び更新

橋りょう施設の長寿命化の推進

平成２８年度事業費 716,400千円

●橋りょう施設の定期点検
●橋りょう施設の修繕工事及び設計

その他施設の長寿命化の推進

●河川施設の計画的な維持管理の推進
●港湾施設の適切な維持管理の推進
●水道・工業用水道施設の計画的な整備の推進
●下水道施設の計画的な整備の推進
●病院施設の適切な維持管理の推進

●「学校施設長期保全計画」に基づき、改修による再生整備と予防保全を併せて実施し、より多く

の学校の教育環境の改善と長寿命化を推進

学校施設の長寿命化の推進

平成２８年度事業費 10,599,105千円

【戦略１】施設の長寿命化 ～ 全ての施設について長寿命化に配慮し、予防保全による財政負担の縮減・平準化に取り組む ～

●資産マネジメントシステムを活用し、施設の劣化状況の一元管理を行い、工事の優先度判定を実施

※１：平成２５年度においては、施設毎に施設長寿命化工事を

実施

※２：長寿命化工事に向けた取組手法を構築し、劣化状況を一

元管理を行い、長寿命化工事の優先度判定を実施し、施設長

寿命化を推進
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長寿命化工事費推移

●部位別の予算額では、不具合が生じた際の利用障害度
の高い、屋根・外壁、空調設備の割合が約６割

部位別の予算状況

●平成２８年度における小規模施設の長寿命化工事費は、約２億円

●平成２８年度における大規模施設の長寿命化工事費は、約２８億円

（※は、予防保全的手法による長寿命化工事費、約８億円）

優先度判定
に基づく長
寿命化工事

・屋上防水や外壁等の主要な部位を対象に、日常・法定点検を実施、施設群ごとで長寿命化工事の推進
●消防出張所においては、居住環境（衛生面等）改善も踏まえた長寿命化工事手法の検討

屋根、外壁

26%

空調設備

34%
昇降機

13%

電気設備

10%

ホール

15%

その他

2%

平成28年度予算部位別予算割合

●施設規模、設置設備状況等により、【大規模施設】【小規模施設】【その他】の３つに分類し、長寿命化を推進 ○主な長寿命化工事

28億円

施設群 工事施設
こども文化センター 梶ヶ谷・下平間・大戸
わくわくプラザ 四谷・渡田・新城・久地・岡上・片平
保育園 菅生・生田
いこいの家 京町・下平間・千代ヶ丘・ごうじ
消防出張所 王禅寺

施設名 建築年月 築年数 工事概要

第３庁舎※ 1993/8/30 23 自動制御装置改修工事　他

空気調和機更新工事

日吉合同庁舎※ 2003/3/20 13 外壁等補修工事設計

高津区役所※ 1992/11/30 24 真空温水器更新工事

冷温水発生機補修工事

多摩区総合庁舎※ 1996/9/30 20 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空気調和機補修工事　他

屋上手摺等塗装補修　他

多摩道路公園センター※ 2002/3/28 14 屋上防水改修工事

外壁タイル目地、サッシ周りシーリング工事

市民プラザ 1979/1/31 37 外壁タイル等修繕更新工事

自動火災報知器等更新工事 他

とどろきアリーナ※ 1995/1/27 21 パッケージ型空気調和機補修工事

柿生学園 1985/11/30 31 冷却塔・送風機更新工事

特別養護老人ホーム　しゅくがわら※ 2002/3/20 14 吸収式冷温水発生機（1・2号機）補修工事

特別養護老人ホーム　夢見ヶ崎※ 2000/3/10 16 冷温水発生機補修工事設計

特別養護老人ホーム　すみよし 1994/3/23 22 冷温水発生機補修工事

特別養護老人ホーム　多摩川の里 1993/3/30 23 中央監視盤補修工事

自動火災報知設備、非常放送設備更新工事

特別養護老人ホーム　ひらまの里 1999/2/18 17 温水ヒーター更新工事設計

港湾振興会館※ 1991/12/10 25 軒天外壁ﾊﾟﾈﾙ改修工事

幸市民館・図書館 1980/3/31 36 屋上防水外壁改修工事

空調設備改修工事　他

大ホール設備（音響・照明・舞台機構）改修工事

着手 継続 着手 継続
校舎 ４校 －
体育館 ５校 ５校 ５校 －
校舎 ４校 － ４校 －
体育館 ９校 － ９校 －
校舎 ２校 － ２校 －
体育館 ２校 － ２校 －

予防保全

再生整備

２０年以下

設計 工事

８校

築年数 建物

３１年以上

２１年以上

●工事費推移

市営住宅の長寿命化の推進

●「第３次川崎市市営住宅等ストック活用計画（市営住宅等長寿命化計画）」に基づき、長寿命化改善

と計画修繕を実施し、長寿命化を推進

平成２８年度事業費 2,566,562千円

●「ストック活用計画」の改訂

●長寿命化改善：京町住宅 高山住宅（2住宅6棟）

●計画修繕（大規模修繕）：有馬第１住宅、小倉第２住宅 他

（21住宅111棟）
・大規模修繕実施例

※平成24年度から平成27年度の4年間、再生整備をモデル実施し、

平成28年度から再生整備と予防保全による工事を実施
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７億円 １２億円
22億円

１０６億円

（億円）

３億円

・外壁等実施例 ・内装実施例

再生整備の改修イメージ

●モデル実施（西丸子小学校）
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【戦略２】資産保有の最適化 ～ 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 ～

基本的な
考え方 個々の施設について、利用者数、稼働率等の使用価値と、土地の市場価格等の市場価値を相関的に分析し、今後の施設の整備や活用に当たっての

方向性を検討

施設単体の使用価値・市場価値の観点からの最適化
行政ニーズの分布や利用における利便性等を勘案した施設の配置と規模の検討や、施設が立地又は立地

を予定する地域の他の行政施設の利用状況、建築条件等も踏まえた広域的観点による施設の整備・活用手
法を検討

少子高齢化の進展等による将来的な施設活用の検討

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

◆平成2８年度事業費 ３９,０８６千円
・末長住宅、大島住宅等については、建替えに伴
う余剰地を活用した福祉施設等の整備へ向け関係
局と検討

市営住宅の更新時における福祉施設等の整備の推進

１

新たな公立保育所以外の公設保育所の建
替えを契機とした民設民営手法の導入とと
もに新たに指定管理者導入保育所建物の民
間譲渡手法による民間活力の導入を推進

◆平成2８年度事業費 １,２94,397千円
・鋼管通１丁目地内保育所整備事業等

公設保育所の民設民営手法等の導入の推進

平成17年度から平成27年度まで、39園
の民営化を実施

各分野（廃棄物、水道、病院）における最適化の推進

１ 持続可能な循環型の廃棄物処理体制の構築

市内に4つある処理センターは一部で老朽化が進んでいる
ため、現在の4つの敷地を有効活用し、市全体で通常、３つ
の処理センターが稼動して、１つが休止・建設中とする3処理
センター体制を構築する。
これによる経費縮減効果は、４０年間で７２０億円が見込ま
れる。

●将来の水需要予測に基づく整備

給水能力を989,900 m3/日から758,200 

m3/日へダウンサイジングし、安定した給水を

確保するために施設能力を増強した上で長沢浄

水場に浄水機能を集約

平成2８年度事業費 649,396千円

・平成28年度末の再構築計画完了に向け、
附帯工事を推進

水道事業の再構築計画２

広域的観点からの最適化

設備更新時の整備水準の最適化

設備の更新時に、省エネルギー機器の導入や台数減やスペックダウン等による整備水準の最適化など、

ライフサイクルコスト削減の検討を行う。

整備水準の最適化のイメージ

通常更新 最適な更新

ライフサイクルコスト削減イメージ

設備更新費 設備更新費

省エネ機器導入費

光熱水費
(複数年度)

光熱水費
(複数年度)

省エネルギー診断による可能性調査

「大規模な施設」かつ「光熱水費が高い施設」かつ「空調設備等の法定耐用年数が超過している施設」を抽出し、

麻生区役所（庁舎施設）・労働会館（ホール保有施設）・恵楽園（入所施設）の計３施設において、今年度、

省エネルギー診断を実施。

高効率空調システムへの更新やインバーターの導入により、平均25.4%の光熱水費の削減の可能性がある。

ESCO事業の実績

省エネルギー改善による削減効果 主な省エネルギー改善提案

都市名 導入年度（施設名） 光熱水費削減額（削減率）

川崎市 平成21年度（宮前、麻生市民館・図書館） 計2施設　約17百万円（27%）/年

横浜市 平成16年度～（毎年1～3施設） 計20施設　約6億円（26%）/年

今後の取組について

所管局やまちづくり局と連携しながら、設備更新時期が近い麻生区役所において、平成29年度のESCO契約に向けた

取組を進めていく。

・インバータ導入によるポンプやファンの節電

・デマンド監視装置導入による最大電力量の制御

・高効率空調システムへの更新

・誘導灯のLED化 投資回収年数：約8.5年

平成27年度

・関係局との調整

・省エネルギー調査

・公募要件

の整理

・公募開始

・事業者選定

・協定締結

・改修工事

11月 4月 6月 11月

平成28年度

・詳細協議

・補助金申請

・ESCO契約

7月

平成29年度

4月

３施設平均（年間） 現状 削減量 削減率％

原油換算量【kL】 292.3 93 35.7

CO2排出量【t-CO2】 587.7 185.7 35.7

光熱水費【千円】 38,240 8,675 25.4

財政局

所管局 まちづくり局

関係局と連携を
図りながら進めていく

技術支援

技術支援

導入支援

※費用は用水を含む

優
先
度
判
定

削
減
可
能
性
調
査

ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
コ
ス
ト

対
象
施
設
の
選
定

設
備
更
新

設備更新の際にライフサイクルコストの削減を図る。

平成2８年度事業費 2,291,805千円

・橘処理センター建設に係る委託業務等

３
建築後16年目を迎える川崎病院は今後の経年劣化

による病院機能の低下を回避するため
①環境配慮型のエネルギー対策（ESCO等)
②エネルギーセキュリティの向上
（災害時の電力確保等）
③ICTの活用等
を基本に整備を推進する。
平成2８年度事業費 261,980千円

・ESCO事業等の検討等

川崎病院 スマート化の推進

ESCO事業推進スケジュール

小向住宅の建替えあたり、障害福祉サービス事業所を整備
左：障害福祉サービス事業所 右：市営住宅
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【戦略３】財産の有効活用 ～ 多 様 な 効 果 創 出 に 向 け た 財 産 の 有 効 活 用 の 取 組 拡 大 に つ い て ～

１ 有効活用の取組状況

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、歳入確保だけでなく、管
理経費等の削減や利用者の利便性向上を図ります。

貸

付

事

業

■財産の有効活用による歳入額（決算）の推移

◇広告付き庁舎等案内板

財産有効活用の取組拡大
財政効果のみならず、本市の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、本市及び他都市で先進的に行われている取組のうち、本市でも導入可能な事例を積極的に

取り込むことにより、財産活用のさまざまな「手法」を確立していくとともに、低・未利用の土地、施設の余裕部分など活用可能な「対象」への取組拡大を図ります。

基本的な
考え方

川崎版ＰＲＥ戦略推進委員会

設置要綱に基づき、関係各局区

を交えた検討会議を開催し、情

報を一元化して協議を行うこと

で、効果的な市有財産の有効活

用を図ります。

■有効活用の推進体制
庁内委員会 外部有識者委員会

（川崎市資産改革検討懇談会）

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

川崎版ＰＲＥ戦略推進委員会
委員長・副委員長…副市長

委員…関係局区の局長級職員

川崎版ＰＲＥ戦略推進委員会幹事会

【有効活用部会】
幹事長…財政局資産管理部長

副幹事長…まちづくり局施設整備部長

委員…関係局区の課長級職員

・情報の一元化

・効果的な有効活用の推進

専門的見地
からの意見

３ 具体的取組の方向性

◇道路予定地等の有効活用
新たな財源の確保、賑わいの創出等の観点から、道路予定地等の有効活用の取組を推進していきます。

歳入確保による財政負担縮減や利用者の利便性向上などが期待できます。

広

告

事

業

２ 有効活用の更なる推進のための取組

■個別事例の方針と手引の整備
有効活用カタログを活用した取組をより推進するために、効果の高

い事例を選定し、個別事例の方針を策定します。

また、ネーミングライツについては、導入・運用に関する一般的な

事務フローや契約書のひな形などを掲載した手引を整備し、所管課が

簡易的かつスムーズに事務を行えるよう、サポート体制を充実させま

す。

契約書

ひな形

募集要項

ひな形

◇ネーミングライツ

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（平成

26年6月策定）を活用し、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。また、有効活用カタログなどを活用して歳入確保・歳出削

減した場合は、コスト削減額の10/10を所管課の判断で使うことができます。

これらを引き続き、実務担当者向けの説明会などを通じて周知し、財産有効活用

の取組を推進します。

■有効活用カタログの活用と取組へのインセンティブ

◇市営住宅敷地の有効活用
市営住宅において、空き駐車場等の敷地を活用し、歳入確保や地域の利便

性向上を図ります。

国道409号（小杉御殿町工区）予定地

カーシェアリング（宮内市営住宅）

庁舎等案内板・ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式情報端末（高津区役所）

現在の取組状況
・道路予定地の有効活用に

ついて、課題を検証

・道路予定地有効活用の基

本方針を決定

平成27年度の取組
・道路法改正により可能となった占用

入札制度を導入するため、川崎市道路

占用料徴収条例の改正を実施

・検討会の開催並びに外部有識者から

の意見聴取を行い、運用体制を構築

平成28年度の取組
・条例改正後、占用入札の運用開始を

予定

現在の取組状況
・時間貸駐車場（カーシェ

アリングを含む。）を5か所

導入

・災害対応型自動販売機を

12か所導入

平成27年度の取組
・時間貸駐車場（カーシェアリングを

含む。）について、貸付範囲の拡大や

未導入の市営住宅へ導入

・自動販売機について、未導入の市営

住宅へ導入

今後の取組
・未導入の市営住宅へ導入を検討

※災害対応型自動販売機とは、災害時に飲料を無償で提供できる機種のことです。

現在の取組状況
下記4か所に導入

・川崎駅東西自由通路

・高津区役所

・宮前区役所、宮前市民館

平成27年度の取組
・多摩区役所へ導入

今後の取組
・類似施設へ導入を検討

ネーミングライツとは、公共施設などに法人名や商品ブランド名を「愛称」として付与する権利の
ことで、市側はネーミングライツ料による歳入を確保でき、企業側は広告宣伝効果だけでなく、社会
貢献にも繋がります。

（単位：百万円）

※平成27年度のみ決算見込額

現在の取組状況
・川崎富士見球技場に本市初

の導入

平成27年度の取組
・スポーツ・文化総合センターへの募集開始

・歩道橋・連絡通路へ導入を検討

今後の取組
・集客性の高いスポーツ施設や文化施設を中心に

導入を検討

・新築やリニューアルを行う施設へ導入を検討

・他都市での導入実績が多い施設へ導入を検討 愛子観光バス歩道橋（仙台市）
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５ 戦略的な資産マネジメント 

 法定・日常点検に基づく施設の劣化状況等を一元管理す

るとともに、その詳細調査を実施し、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を実施します。 

 老朽化が進んでいる消防出張所において、適切な保全手

法を構築するため、モデル施設として居住環境改善を踏ま

えた長寿命化に着手します。 

※庁舎等建築物は、学校施設、市営住宅及び企業会計施設を除く公共建築物 

 第３次市営住宅等ストック総合活用計画に基づき、外壁・屋上

防水等の計画修繕を引き続き実施するとともに、モデル的に高山

住宅、京町住宅の一部の住棟において、エレベーター設置や設備

配管の更新など総合的な長寿命化改善を実施します。 

 「学校施設長期保全計画」に基づき、改修による再生整備と予防保全を併せて実施し、より

多くの学校の教育環境の改善と長寿命化による財政支出の縮減を図ります。 

今後の施設の老朽化や、施設を取り巻く環境の変化に的確に対応するため、本市の公共施設

等総合管理計画である「かわさき資産マネジメントカルテ〈資産マネジメントの第２期取組期

間の実施方針〉」に基づく全庁的な資産マネジメントの取組を推進し、施設の最適な維持管理、

活用等による持続可能な財政基盤の構築に努めています。 

 施設の種類・特性に応じ、定期的な施設点検等の適切な管理を行い、利用の安全性を確保す

るとともに、施設を構成する部位等の劣化を予測し、機能停止などを未然に防ぐ予防保全を行

うことによる施設の長寿命化を推進し、財政負担の縮減・平準化を図ります。 

◆28 年度予算額の主な内訳 

・庁舎等建築物の長寿命化の推進（財政局・施設等所管局）       2,971,184 千円 

戦略１ 施設の長寿命化             予算額 ３５，３６２，７０３千円 

・市営住宅の長寿命化の推進（まちづくり局）              2,566,562 千円 

・学校施設の効果的な整備の推進（教育委員会事務局）        10,599,105 千円 

・水道・工業用水道施設の計画的な整備の推進（上下水道局）      7,889,451 千円 

老朽配水管などの計画的な更新等の実施

 老朽管きょなどの再整備等の実施 

道路維持修繕計画に基づく施設の特性に応じた維持管理の実施

・適切な道路維持補修の推進（建設緑政局）                2,687,899 千円 

・下水道施設の計画的な整備の推進（上下水道局）                  7,047,904 千円 

計画修繕：有馬第１住宅(7･8 号棟) 

再生整備モデル実施：西丸子小学校 

施設Ｃ

施設Ｂ

施設Ａ

財政局 

劣化状況一元管理 

劣化状況詳細調査 

工事の優先度判定 

劣
化
状
況
等
の
報
告

着手 継続 着手 継続
校舎 ４校 －
体育館 ５校 ５校 ５校 －
校舎 ４校 － ４校 －
体育館 ９校 － ９校 －
校舎 ２校 － ２校 －
体育館 ２校 － ２校 －

２０年以下

設計 工事

８校

築年数 建物

３１年以上

２１年以上

 稼働状況等の使用価値と土地価格等の市場価値といった施設個別の観点や、行政ニーズの分

布や利便性等を勘案した施設配置等の広域的な観点からの資産保有の最適化を推進します。 

◆28 年度予算額の主な内訳 

・公設保育所の民設民営手法等の導入の推進（こども未来局）       1,294,397 千円 

 公設公営の保育所について、建替えや譲渡など多様な手法により民営化を引き続き実施する

とともに、これまで指定管理者制度を活用していた公設民営の保育所については、指定期間の

終了に合わせ、最適な手法により順次民設化を行います。 

・安定的な廃棄物処理体制の構築（環境局）                2,291,805 千円 

 安定的かつ効率的な廃棄物処理と円滑な建替工事を両立するた

め、４か所ある処理センターの敷地を有効活用して、１つの処理セ

ンターを休止、建設中とし、３つの処理センターを稼動する体制を

継続します。 

 ３処理センター体制の安定的な運営に向け、橘処理センターごみ

焼却処理施設等の建替計画を推進します。 

・児童生徒数に対応した教育環境整備の推進（教育委員会事務局）     5,180,196 千円 

戦略３ 財産の有効活用                  予算額 ４１，０１０千円 

 財産活用の手法・対象の更なる拡大を図ることにより、財政効果のみならず、さまざまな本市

施策の推進等に寄与することを踏まえた多様な効果創出に向けた財産の有効活用を推進します。 

 良好な教育環境を確保するための学校の新設、校舎の増改築等の実施 

戦略２ 資産保有の最適化           予算額  ９，８２５，２１２千円 

◆28 年度予算額の主な内訳 

・庁舎・公の施設駐車場の適正利用の推進（財政局）                  8,023 千円 

・庁舎等余剰地や余剰床の貸付事業の推進（財政局・施設等所管局）          3,813 千円 

・道路・河川事業予定地及び事業残地等の有効活用（財政局・施設等所管局） 13,958 千円 

採算性が見込める駐車場について、民間事業者の活用による適正利用を推進します。

庁舎等の余剰地や余剰床について、民間事業者への貸付け等による歳入確保を図ります。

整備事業後の残地等について、土地の状況等を勘案し、売却等による有効活用を行います。

余剰地の貸付：本庁舎駐車場 

広告事業：宮前区役所 

一般・特別会計分 

・庁舎等余剰地や余剰床の貸付料等          222,483 千円 

・広告事業による使用料等                   95,025 千円 

企業会計分 

・庁舎等余剰地や余剰床の貸付料等       219,493 千円 

・広告事業による使用料等                  103,970 千円 

◇28 年度に見込まれる歳入額                 640,971 千円 

（内訳） 

休止・建設中 

稼動 稼動 

稼動

平成２８年度　川崎市予算　抜粋
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