
学校施設の有効活用について

対象地の位置 教育委員会事務局生涯学習推進課

教育委員会概要（出典）市立学校施設
●小学校 114校
●中学校 52校
●高校 5校
■特別支援学校 ３校

学校施設の有効活用について

対象地の概要

●現在、ほぼ全ての学校で施設を開放
校庭の開放 ：１４２校
夜間の校庭開放：７校（各区１校）
体育館の開放 ：１６５校
特別教室の開放：１３５校

●年間の利用者数は延べ271万人以上（Ｈ29年度実績）

●登録した団体への貸出し
市内在住・在勤・在学の概ね１０人以上の団体
各学校の施設開放運営委員会に登録
利用調整会議に参加して話し合いにより利用日を決定

教育委員会事務局生涯学習推進課
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学校施設の有効活用について

現在の利用状況など

●校庭・体育館・武道場などの
スポーツ活動による利用は飽和状態

・市内のスポーツ施設も含めて、スポーツ活動による利用は飽和状態

・ただし、校庭・体育館以外の施設の利用率は低い。

・一方で「活動の場がない」という声がよく聞かれている。

●特別教室は成人の活動などで利用されている
・太極拳や合唱などの成人の活動での利用が多い。

・主要駅から遠い、または近隣に市民館など活動できる場所がない地域

の学校で、利用が多い傾向。

教育委員会事務局生涯学習推進課

学校施設の有効活用について

活用に当たっての条件など

●色々な特別教室の
活用が可能

●昼間は授業で使っている

●保護者や近隣住民の理解
音や明かり、飲食、地域の人が参加しやすい事業…

●運営費は事業者負担

教育委員会事務局生涯学習推進課



学校施設の有効活用について

今後、ご意見・ご提案をお聴きしたい事項

●学校施設活用の可能性
「この教室をこんなことに使いたい！」

など、利用のニーズ

●管理運営方法
セキュリティの確保など

●教育委員会事務局への要望

教育委員会事務局生涯学習推進課

【お問い合わせ先】
教育委員会生涯学習推進課 担当 片山
E-mail：88syogai@city.kawasaki.jp
TEL：044-200-3309



特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
対象物件の位置 まちづくり局住宅整備推進課

登戸駅中野島駅

中野島多摩川
２号棟

中野島多摩川
３号棟

千年新町
３号棟

武蔵新城駅
武蔵中原駅

特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
対象物件の概要 まちづくり局住宅整備推進課

代表的な間取り

千年新町３号棟
所在地 川崎市高津区千年新町45-3

交通 JR南武線 武蔵新城駅徒歩15分

延床面積 3827.61㎡

管理開始年月 平成14年4月

住戸 3LDK 専有面積71.19㎡ 39戸
(うち空き家18戸)

構造等 鉄骨鉄筋コンクリート造 8階建

月額使用料 122,000円

用途地域 第 種中高層住居 用地域



特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
対象物件の概要 まちづくり局住宅整備推進課

中野島多摩川２ 棟
所在地 川崎市多摩区中野島5-2-2

交通 JR南武線･小田急線登戸駅徒歩15分
JR南武線 中野島 徒 15分

延床面積 7097.69㎡

管理開始
年月

平成6年4月

住戸 3LDK  有面積71.60㎡ 75
(うち空き家41戸)

構造等 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建

月額使用料 99,800円

用途地域 第 種中高層住居 用地域 代表的な間取り

特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
対象物件の概要 まちづくり局住宅整備推進課

中野島多摩川３ 棟
所在地 川崎市多摩区中野島5-2-3

交通 JR南武線･小田急線登戸駅徒歩15分
JR南武線 中野島 徒 15分

延床面積 4195.00㎡

管理開始
年月

平成7年4月

住戸 3LDK  有面積71.60㎡ 42
(うち空き家13戸)

構造等 鉄骨鉄筋コンクリート造 8階建

月額使用料 99,800円

用途地域 第 種中高層住居 用地域 代表的な間取り



特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
活用に当たっての課題など まちづくり局住宅整備推進課
現 状

課 題

○中堅所得者向け住宅として、市営住宅と同一団地内に整備
（全202戸・H6～16年築・約70㎡・３LDK）
○入居者負担額(家賃)が、管理開始後の経過年数により上昇し、20年間で
本来家賃に擦りつく傾斜型家賃方式となっており、管理開始から20年程
度経過しており、中野島多摩川２号棟・３号棟については、家賃の補助
が終了している。

①空き住戸の発生
・家賃の上昇に伴い空き家が発生し、長期化している状況となっている。

②共用部の管理や共益費の徴収方法が民間賃貸住宅市場と乖離
・建物内の共用部の清掃や草刈り、電球替え等は入居者が行う。
・建物棟ごとに自治会が入居者から共益費を徴収し支払いを行う。

③子育て世帯が広い住居を求めて市外へ転出
・子育て世帯が転出超過となっており、主な理由として広い住居を求めて
市外に転出している。

特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
活用に当たっての条件など まちづくり局住宅整備推進課

基本的な考え方

諸 条 件

○既存の制度（特定公共賃貸住宅制度）にとらわれず、サブリース手法等
を活用し、入居促進を図りたい。

○家賃水準は市場家賃とのバランスを失しないものとする。
○既存入居者については引き続き同条件で住み続けられることとする。
○共用部の管理等については、今後、自治会等の関係者との調整が必要
となる場合がある。
○地方自治法等の法令に適合する必要がある。また、事業スキームにより、
条例等の整備が必要な場合がある。

・子育て世帯や若年世帯の転入促進を図るため、主に、これらの世帯を対象と
した賃貸住宅として活用。（その他の世帯を対象とすることを排除するもの
ではない）
・空き家を解消・減少することにより、市の収入を確保。
・民間のノウハウと資金活用によるリノベーションやソフト施策等の実施に
より、魅力ある住宅を提供。



特定公共賃貸住宅の利活用についての方策検討
今後、ご意見・ご提案をお聴きしたい事項

明日、９月５日(木)に市ＨＰ
にてサウンディングの実施要
領を公表いたします。
是非、御参加下さい。

まちづくり局住宅整備推進課

【お問い合わせ先】
まちづくり局住宅整備推進課 担当 粟井、増田
E-mail 50zyusei@city.kawasaki.jp
TEL 044-200-2994



末吉配水所用地の有効活用について
対象地の位置 上下水道局経営企画課

末吉配水所は、横浜市鶴見区上末吉の高台に位置しています。

© OpenStreetMap contributors

末吉配水所用地の有効活用について
対象地の概要 上下水道局経営企画課

• 川崎市の維持管理部分を除いた約１１，０００㎡

• 第二種中高層住居専用地域
• 建ぺい率６０％、容積率１５０％

配水所内の配水池上部の有効活用を検討しています。

地積

用途地域等

現況 • 配水池上部へは、スロープで約３ｍ上がる必要有り
• 厚さ３０cm程度の覆土に芝張りした状態



末吉配水所用地の有効活用について
活用に当たっての課題 上下水道局経営企画課

周辺環境

耐荷重制限

水の安全性

立地条件

• マンションや戸建て住宅が近接しており、騒音や照明光等につい
て周辺環境への配慮が必要です。

• 耐荷重制限があるため建築物・構造物の建設は困難です。
• 自重0.5kN/㎡を超えない工作物等の設置（上載）は可能です。

• 水の安全性確保を十分に考慮した用途を検討する必要があります。
• 配水池の躯体等に影響を与える形状変更はできません。
• 薬品散布、動物のふん尿などは禁止です。

• 高台にあり、駅からも遠いため、交通アクセスに課題があります。
• 高台に位置するため、通年で風の影響を受けます。

活用に当たっての主な課題は次のとおりです。

末吉配水所用地の有効活用について
活用に当たっての条件 上下水道局経営企画課

当該用地の活用の目的
⇒地方公営企業として収益性を確保し経営基盤を強化

• 用地の貸付けが基本

• 競争入札等により借
受者を決定

• 令和２年度以降の貸
付け予定

手 法 財政負担

• 必要な整備を行うの
は原則借受者

• 貸付料は原則として
年額3,300万円程度の
負担（減額できる場
合もあります）

貸付条件

• 耐荷重制限等の課題
をクリアし、水道事
業への影響がない範
囲での活用が条件

地方公営企業としての収益性の確保を前提に有効活用を検討しています。



末吉配水所用地の有効活用について
今後、ご意見・ご提案をお聴きしたい事項 上下水道局経営企画課

連絡先 TEL 044-200-0234 E-mail 80keiki@city.kawasaki.jp

課題や制約の多い用地ですが、民間事業者様における借地ニーズを調査
しています。

お聴きしたい事項

活用方法に関する
ご提案

活用条件に関する
ご意見

ご紹介いただける
別の事業者様



夢見ヶ崎動物公園の賑わい創出について

対象地の位置 建設緑政局夢見ヶ崎動物公園
事業／施設の位置図

最寄駅

JR横須賀線

「新川崎駅」

徒歩約１５分

上空から見た

夢見ヶ崎動物公園

（通称「加瀬山」）

新川崎駅

夢見ヶ崎
動物公園

新川崎駅

建設緑政局夢見ヶ崎動物公園

夢見ヶ崎動物公園の賑わい創出について

対象地の概要
名称：夢見ヶ崎動物公園

昭和２５年開設、標高35mの丘陵地（通称「加瀬山」）

昭和４７年に動物コーナーを設置

公園種別：都市公園（地区公園）

管理面積：約6.6ha

（動物園エリア約1.1ha、公園エリア約1.1ha、里山樹林エリア約4.4ha）

展示動物：57種類326点、入園者数：年間約30万人、

入園料：無料



夢見ヶ崎動物公園の賑わい創出について

活用に当たっての課題など 建設緑政局夢見ヶ崎動物公園

展示・飼育施設等の老朽化や動物展示における魅力の低下

来園者が快適に利用することができる利便施設等の不足

夢見ヶ崎動物公園全体の特色を活かした体験やふれあいができるプロ
グラムの不足

飲食機能及び物販サービスの不足

多様な主体との連携の充実と持続性の確保

魅力的な情報の提供や多様な主体との連携による効果的な情報発信力
の不足

調査・研究における最新の知識・技術の取得と活用の不足

人材育成や新たな財源確保等を含めた持続可能なマネジメントの確立



夢見ヶ崎動物公園の賑わい創出について

夢見ヶ崎動物公園基本計画 建設緑政局夢見ヶ崎動物公園

快適でわくわくする
空間の創出

みんなでつくる協働
の輪の構築

施設の計画的なリニューアルに合わせた展示の工
夫や園内の利便性・快適性の向上

夢見ヶ崎動物公園全体の特色を活かした体験やふ
れあいができるプログラムの充実

夢見ヶ崎動物公園の魅力を伝える効果的な情報発
信力の強化

多様な主体との連携の充実による賑わいの創出や、
収益性の向上に向けた取組及び持続可能なマネジ
メントの構築

親しみ、ふれあいた
くなるような

コンテンツの充実

■目指すべき将来像 （平成30年3月策定）
わくわく、ふれあい、みんなでつくる動物公園

■基本コンセプト
夢見ヶ崎動物公園の特色を活かしながら、地域コミュニティの核とし

て、わくわくでき、いきものとふれあえる場を、多様な主体が活用する
ことにより、魅力と賑わいのある持続可能な動物公園を目指します。

■基本方針

夢見ヶ崎動物公園の賑わい創出について

今後、ご意見・ご提案をお聴きしたい事項

・老朽化した展示施設等の効率的・効果的な更新方法
・人をよびこむ魅力的なアイディア・発想
（プログラムやイベント、空間づくり、情報発信など）
・持続可能なマネジメントの仕組みにつながる運営体
制や収益確保に関する提案

・その他自由なご提案

建設緑政局夢見ヶ崎動物公園

ゆめサポフェスタ ■キッチンカー ■ゆめみらいワークショップ
（サポーターイベント） （飲食サービスの試行）

参考（これまでの取組）

建設緑政局夢見ヶ崎動物公園 担当 板垣
連絡先 TEL：044-588-4030 E-mail：53yumemi@city.kawasaki.jp


