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「資産マネジメント第３期取組期間の実施方針」取組の方向性について 

本市では、社会教育施設や学校施設などの公共建築物、道路、橋りょうなど様々な施設を保有
しており、これらの施設の最適な維持管理や活用等を行うため、平成23(2011)年２月には「川崎
版ＰＲＥ戦略 かわさき資産マネジメントプラン（第１期取組期間の実施方針）」を、また、平成
26(2014)年３月には「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）」（以下「かわさき資産マネジメントカルテ」という。）を策定し、３つの戦略（「戦略１
施設の長寿命化」、「戦略２ 資産保有の最適化」、「戦略３ 財産の有効活用」）による資産マネジ
メントの取組を進めてきたところです。 
この間、国においては、平成26(2014)年４月の通知「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の
推進について」などにより、「地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口
減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共
施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行
うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現すること
が必要となっている。」、「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。」といった認識が示されています。
かわさき資産マネジメントカルテでは、第２期取組期間（平成26(2014)年度から令和２(2020)
年度）を「戦略１ 施設の長寿命化」の重点的取組期間とし、将来の施設の修繕費・更新費の縮
減・平準化に向けた取組を進めるといった観点から、特に施設の長寿命化に力点を置いた取組を
推進しています。 
一方、かわさき資産マネジメントカルテでは、令和３(2021)年度以降の第３期取組期間につい
て「戦略２ 資産保有の最適化」の「「第４期」取組準備期間」と位置付けているところですが、
本市公共施設を取り巻く課題や国が示す課題認識等を踏まえると、今後、「資産保有の最適化」に
関する取組を、第３期取組期間から重点的に進めていく必要があります。 
こうしたことから、「資産マネジメントの第３期取組期間の実施方針」（以下「第３期実施方針」
という。）の策定に向けて、「『資産マネジメントの第３期取組期間の実施方針』の策定に向けた考
え方について」を平成31年（2019）年２月に取りまとめ、この度、当該考え方に基づき資産マネ
ジメントの方向性等を、「『資産マネジメントの第３期取組期間の実施方針』取組の方向性」（以下
「方向性」という。）として取りまとめました。 
今後、方向性に基づき更なる検討・調整や、有識者及び市民からの意見集約などを行いながら、
第３期実施方針を策定してまいります。 
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１ 「第３期実施方針」の位置付け 

本市が策定を目指す第３期実施方針は、平成25(2013)年11月29日付でインフラ老朽化対策の
推進に関する関係省庁連絡会議が示した「インフラ長寿命化基本計画」におけるインフラ長寿命
化計画（行動計画）であるとともに、総務省が示した平成26(2014)年4月22日付の指針の中では、
公共施設等総合管理計画として位置付けられます。 
また、公共施設等総合管理計画の下に個別施設計画を策定し、戦略的な維持管理・更新等を推
進していくことが求められていることから、本市としては、施設分類別の個別施設計画を作成す
るとともに公営企業の経営戦略との整合を図ります。
今回の第３期実施方針の取組の方向性（以下「方向性」という。）については、第３期実施方針
の策定に向けて、第３期取組期間において取り組むべき資産マネジメントの方向性を示すもので
す。 

図 インフラ長寿命化計画と第３期実施方針との関係 

（国）                               （地方公共団体） 

※上下水道施設（※１）：配水工事事務所をはじめ、下水道事務所などの上屋のある建築物 

※上下水道施設（※２）：送・配水施設をはじめ、浄水施設、ポンプ場施設などのインフラ施設 

第３期実施方針とインフラ長寿命化計画との関係については上記に示すとおりであり、本市が
保有するすべての公共施設は「公共建築物」と「インフラ施設」に分類されます。 
公共建築物とは、建物を有する主要な施設から軽微な施設を含み、代表的な分類として庁舎施
設、消防施設、学校施設、社会教育施設、福祉施設、環境衛生施設、商業・産業施設、駅周辺施設、
防災施設のほか、企業会計の施設である上下水道施設、交通施設、病院施設が含まれます。 
インフラ施設については、主な社会基盤を形成する施設であり、道路施設、橋りょう施設、河川
施設、公園施設、上下水道施設、港湾施設が挙げられます。 

消防施設

インフラ長寿命化基本計画（基本計画）【国】 

各省インフラ長寿命化計画 
【省庁毎の行動計画】 

川崎市公共施設等総合管理計画（第３期実施方針） 

施設分類別個別施設計画 

公共建築物 インフラ施設 

道路施設 

河川施設 

港湾施設 上下水道施設

公園施設 

橋りょう施設学校施設庁舎施設

商業・産業施設 

駅周辺施設

社会教育施設 福祉施設

環境衛生施設

防災施設

上下水道施設

交通施設

病院施設

消防施設

国土交通省インフラ長寿命化計画

文部科学省インフラ長寿命化計画

環境省インフラ長寿命化計画

・

・

・

※１

※２

【公営企業会計】
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本市の資産マネジメントの取組については、「川崎市行財政改革第２期プログラム」（平成
30(2018)年３月策定）において、取組２「再構築する」の（６）「戦略的な資産マネジメント」に
位置付けられ、「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策を推進するための取組とされています。 
第３期実施方針は、以下の「２ 川崎市を取り巻く状況（公共施設を取り巻く課題）」に記載の
課題等に的確に対応し、本市の戦略的な資産マネジメントをより一層推進するための具体的な取
組内容を示すものとして策定します。 

図 本市総合計画・行財政改革第２期プログラムと資産マネジメントの取組との関係 

川崎市総合計画 

川崎市行財政改革第２期プログラム 

取組２-（６）戦略的な資産マネジメント 

総 論 

戦略７  資産マネジメントや財政健全化の取組を着実に進める 

かわさき１０年戦略 

資産マネジメントの実施方針

公共施設の所管局が公共施設に係わる分野別計画を策定・更新する際は、 

資産マネジメントの実施方針を踏まえて計画を策定 

行財政改革による、「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策の推進 
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２ 川崎市を取り巻く状況（公共施設を取り巻く現状と課題） 

（１）本市の現状及び課題 

ア 人口 

本市の人口は、高度経済成長期における大幅な人口増加期や、その後の逓増期等を経て、
平成27(2015)年には147.5万人に達し、令和２(2020)年４月１日現在、153.5万人の人口規
模となり現在も増加を続けています。 
しかしながら、平成29(2017)年に行った本市の「将来人口推計」によると、総人口は令和
12(2030)年における158.7万人をピークとして、その後は減少過程に移行することが想定さ
れています。 
また、年齢３区分別人口では、年少人口（15歳未満）は令和12(2030)年まで増加を続け、
20.2万人をピークとしてその後は減少を続け、令和42(2060)年には15.7 万人となること、
生産年齢人口（15～64歳）は令和７(2025)年まで増加を続け、102.8万人をピークとしてそ
の後は減少に転じること、老年人口（65歳以上）は今後増加を続け、令和42(2060)年には
50.4万人となり総人口の概ね３分の１が高齢者となることが見込まれています。

図 年齢３区分別将来人口の推計結果（平成 29(2017)年） 

区別の人口動向では、総人口と同様に令和12(2030)年がピークとなる区が多くなっていま
すが、最も人口の増加が著しい中原区ではピークが令和22(2040)年までとなる一方、多摩区
では最も早い令和２(2020)年にピークを迎えることが想定されています。 
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図 区別将来人口推計結果（平成 29(2017)年） 

以上より、令和12(2030)年まで引き続き見込まれる人口増加や少子高齢化の更なる進展等
により多様化・増大化する市民ニーズに的確に対応しつつ、人口減少への転換等を見据えた
対応を図っていく必要があります。 

イ 都市構造と交通体系 

本市はこれまで、近隣都市と適切に役割を分担しながら、広域的視点を踏まえた各拠点の
魅力の創出をめざす広域調和型のまちづくりと、市内各地域の自立と地域連携型のまちづく
りをバランスよく進める「広域調和・地域連携型」都市構造をめざして取組を推進してきま
した。特に、厳しい財政状況を踏まえ、選択と集中により、広域拠点を中心に都市拠点整備を
推進しており、駅前広場や都市計画道路などの都市基盤整備を進めるとともに、民間活力を
活かした市街地再開発事業等の推進により、さまざまな都市機能の集積が図られています。 
当面は若い世代の転入などによる人口増加が見込まれますが、将来の人口減少・超高齢化
社会の到来等を見据えた都市構造及び交通体系を考えると、住まいを起点とした市民の日常
生活を支える身近な生活エリアの重要性がこれまで以上に高まることが予想されることから、
首都圏における本市の位置づけや役割を踏まえつつ、より身近なまちづくりを意識した取組
をあわせて進めることが必要です。 

ウ 財政状況 

ふるさと納税による減収の拡大や法人市民税の国税化、新たに生じた行政需要に対する国
の財政措置が十分ではないことなど、本市を取り巻く財政環境は、厳しさを増しています。 
こうした中、令和２(2020)年度予算編成では、待機児童対策をはじめとした将来を見据え、
時機を逸することなく対応しなければならない課題への対応や、必要な市民サービスの安定
的な提供、さらに、台風被害からの速やかな復旧などにより収支不足が生じたため、約120億
円を減債基金から新規に借り入れて対応しました。このように本市の財政状況は大変厳しい
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状況が続いており、減債基金からの借入れについては、平成24(2012)年度から令和２(2020)
年度までの総額で約667億円に達します。 
また、本市の「今後の財政運営の基本的な考え方」（平成30(2018)年３月改定）において
は、今後の収支見通しについて、令和６(2024)年度に一般財源ベースでの収支均衡が見込ま
れていますが、歳入面では、新型コロナウイルス感染症の影響による景気の後退やふるさと
納税に係る減収の拡大による市税の減収が懸念され、歳出面では、高齢化の進展などにより
社会保障関連経費が増加することなどにより、収支不足が拡大することが見込まれており、
本市財政はさらに厳しい状況が続くものと想定されます。 

図 収支フレーム（一般財源ベース） 

※「今後の財政運営の基本的な考え方」（平成 30(2018)年３月改定）より抜粋（一部年号を修正） 

また、本市歳出に占める義務的経費（※）の割合は、平成29(2017)年度の県費負担教職員
の市費移管に伴う職員数の増や会計年度任用職員制度の導入などによる人件費の増、待機児
童対策の継続的な推進や障害福祉サービス利用者の増による扶助費の増などにより増加傾向
にあり、令和２(2020)年度予算では54.9％となっています。地方公共団体全体では、義務的
経費の歳出総額に占める割合は平成30(2018)年度決算で50.1％となっており、本市は高い
水準にあるといえます。 

（※）支出が義務的で任意では削減できない経費（人件費、公債費、扶助費）。割合が小さい
ほど財政の弾力性がある一方、大きいほど財政の硬直度は高まるとされており、義務
的経費が一定水準以上になると、新しい行政需要に対応することが困難になるとされ
ています。 

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
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図 義務的経費の性質別推移と歳出予算に占める割合 

※「令和２年度 川崎市予算案について」（令和２(2020)年２月）より抜粋 

（２）公共施設の現状及び課題 

ア 公共建築物 

本市では、昭和47(1972)年の政令指定都市への移行による地方自治体としての役割と責任
の一層の拡大や社会経済状況、多様化・増大化する市民ニーズを背景に、学校施設、市営住
宅、庁舎等建築物等の公共建築物を多数整備してきました。 
市が保有する公共建築物については、現時点で築30年以上のものが約５割を占めており、
現状の施設を保有することを前提とすると10年後には７割を超えることから、施設機能の低
下や修繕費用の増大など老朽化に伴う問題が懸念されます。 
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図 本市公共建築物の建築年別床面積（平成 31(2019)年 3月末現在） 

※一般会計、特別会計ベース（借受及び企業会計分を除く） 

図 公共建築物の総面積と学校施設、市営住宅、庁舎等建築物の延床面積の割合 

※一般会計、特別会計ベース（借受及び企業会計分を除く） 

学校施設

1,472,858 ㎡
39.0%

庁舎等建築物

1,176,356 ㎡
31.1%

市営住宅

1,128,140 ㎡
29.9%

学校施設、市営住宅、庁舎等建築物の延床面積

学校施設 庁舎等建築物 市営住宅

公共建築物総量
（一般会計、特別会計）

3,777,354 ㎡

平成31 年（2019) 3 月 31 日現在
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本市の公共建築物については、庁舎等建築物、学校施設、市営住宅の年代別建築面積を比
較すると、学校施設が1975年から1990年代にかけて多く建築されているのに比べ、市営住
宅は1970年代に一時的に多く建設されていることから、早い段階で老朽化の進展が見込まれ
ます。また、庁舎等建築物については、1980年から2000年の間に多く建設されていることが
わかります。 
さらに、公共建築物のうち、延床総面積の約7割を占める学校施設、市営住宅については、
これまで同様、計画的に維持管理・更新等に取り組むとともに、庁舎等建築物についても、今
後計画的に維持管理・更新等に取り組む必要があります。 

図 本市公共建築物の庁舎等建築物、学校施設、市営住宅 の年代別建築面積一覧 

※一般会計、特別会計ベース（借受及び企業会計分を除く）  （平成 31（2019）年 3月 31日現在）
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 公共建築物の総床面積は、小・中学校の新設等により、平成17(2005)年から平成
27(2015)年までの10 年間で約 27万㎡増加しています。 
仮に、平成 27(2015)年以降、公共建築物の総床面積が変わらないものとすると、今後の
人口推計と公共建築物の総床面積の推移は以下のグラフのとおりとなりますが、仮に令和
42(2060)年以降の公共建築物の総床面積が平成27(2015)年時点と変わらないとすれば、
一人当たりの公共建築物延床面積が増えることとなり、維持管理に係る負担が過大となるお
それがあります。 

図 人口推計と公共建築物の総床面積の推移 

こうしたことを踏まえ、令和12(2030)年まで引き続き見込まれる人口増加や、少子高齢
化の更なる進展等により多様化・増大化する市民ニーズに的確に対応していく中でも、これ
までどおり、公共建築物は長期に渡り保有し続ける資産であることを認識し、長期的な視点
をもって将来世代の負担に十分に配慮しながら、人口減少への転換等を見据えた対応を図っ
ていくことが必要となります。 
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イ インフラ施設

本市では、高度経済成長期の人口増加等に伴い、これまで道路、橋りょう、公園、上下水道
など、都市基盤に必要不可欠なインフラ施設を整備してきました。 

（平成30（2018）年3月31日現在） 一部計画策定時の数量を含む
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今後、これらのインフラ施設についても老朽化対策や耐震化などの対応が必要となるほか、
中長期的には総人口の減少等に伴う利用やニーズの変化が見込まれていますが、インフラ施
設については現状、市民生活に必要不可欠であり、都市構造を支える施設であることから、
計画的な維持管理や機能更新による、効率的・効果的な取組が必要になります。 
一方で、老朽化した歩道橋など一部のインフラ施設については、生活環境や利用者層の変
化・減少により、修繕時において施設自体の必要性について検討が必要となります。 

図 インフラ施設の供用年数（例：橋りょう） 

ウ 公共施設の維持管理・更新等に係る中長期的な経費 

上記「ア 公共建築物」及び「イ インフラ施設」にて記載のとおり、本市の公共施設は、
今後、老朽化への対応が必要となることを踏まえ、公共施設の維持管理・更新等に係る中長
期的な経費を試算します。 
試算にあたり、公共建築物に関しては、所有するすべての公共建築物を保有し続けるもの
として、公共建築物の構造にかかわらず、目標耐用年数（本市において目標とする施設の使
用期間）を一律60年と設定し、建築物の構造・設備の機能を維持する上で、建築後20年（第
１回修繕）と40年（第２回修繕）のサイクルで修繕工事を実施し、60年目の目標耐用年数経
過時に建築物を更新すると仮定します。 
ただし、学校については、建築後20年、40年、60年のサイクルで修繕工事を実施した上で、
目標耐用年数の80年目で更新するものとし、市営住宅については、建築後25年目、50年のサ
イクルで修繕工事を実施した上で、目標耐用年数の70年目で更新するものと仮定します。
（目標耐用年数：庁舎等建築物60年以上、市営住宅70年以上、学校施設80年以上）
また、公共建築物の維持管理費は過去の実績額等を用いるものとします。
同様に、インフラ施設については、目標耐用年数経過時に更新すると仮定し、修繕費、維持

10年後には93.6％が築 30年以上
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管理費については過去の実績額の平均額等を用いて試算を行います。 

公共施設全体の維持管理・更新等コストを試算した結果、今後10年間における公共施設等
の維持管理・更新等に必要な経費は年平均で約776億円、今後30年間においては、年平均で
は約937億円となる見込みです。
これに対し、国の地方財政状況調査等を基に算出した過去５年間（平成26(2014)年度～平
成30(2018)年度）の平均（※）は約775億円であり、今後10年間は現在の経費規模とほぼ同
じとなるものの、今後30年間という中長期的期間では、年平均で162億円の差が生じる見込
みです。 

（※）過去５年間（平成26(2014)年度～平成30(2018)年度）の平均は地方財政状況調査の普
通建設事業費（更新整備分）及び維持補修費、公営企業決算状況調査の建設改良費及び
修繕費から算出 
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総務省から平成26(2014)年４月22日に発出された「公共施設等総合管理計画の策定要請」
では、「長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財
政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっ
ている」と記載されています。 
また、平成30(2018)年２月27日付け「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の
改訂について」では公共施設等総合管理計画の改訂にあたっては、普通会計と公営事業会計、
公共建築物とインフラ施設を区分し、中長期的な維持管理・更新等に係る経費の見込み等を
記載することが要求されています。 
こうした国からの要請も踏まえ、今後、第３期実施方針において、本市が所有する全ての
公共施設を対象に、10年間及び30年間における維持管理・修繕、更新等にかかる経費の見込
みについて、試算条件を明確化した上で算出します。 

エ 公共施設における安全・安心・快適性の確保と環境への配慮 

近年、全国的に大規模災害が多発しており、本市においても令和元（2019）年の東日本台
風により公共施設に甚大な被害が発生しました。公共施設においては、地震・台風・火災等の
災害に対する耐震性・安全性が根幹となることから、ハザードマップ等を踏まえた十分な備
えや対応策の検討などが必要になります。加えて、施設部位の劣化や故障は、場合によって
は人的被害をもたらす可能性があり、劣化等の状況に応じた適切な修繕等の保全を行い、公
共施設の利用者の安全を確保する必要があります。 
また、公共施設はすべての人が利用対象となることから、誰もが同じ場所で、同じものを
同じように使うことができる、また、誰もが自由に行動し、快適に楽しめるまちの実現を目
指すユニバーサルデザインの考え方のもと、安全・安心で快適な環境づくりを目指す必要が
あります。 
さらに、世界的に気候変動への対応が加速する中、本市においてはCO2排出実質ゼロや再
生可能エネルギー100％への転換を目指し、2050（令和32）年の脱炭素社会の実現に向けて
取り組んでおり、再生可能エネルギーの導入促進をはじめ、CO2削減効果の高い対象設備機
器の選定など、公共施設における環境負荷低減に向けて取り組む必要があります。 
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（３） まとめ 

これまで示した現状と課題をまとめると、以下のとおりとなります。 
【人口】 
●令和12(2030)年まで引き続き見込まれる人口増加や少子高齢化の更なる進展等によ
り多様化・増大化する市民ニーズに的確に対応しつつ、人口減少への転換等を見据え
た対応を図っていく必要があります。 

【都市構造と交通体系】 
 ●これまで、広域的視点を踏まえた各拠点の魅力の創出をめざす広域調和型のまちづく
りと、市内各地域の自立と地域連携型のまちづくりをバランスよく進める「広域調和・
地域連携型」都市構造をめざして取組を推進してきました。 
●住まいを起点とした市民の日常生活を支える身近な生活エリアの重要性がこれまで以
上に高まることが予想されることから、首都圏における本市の位置づけや役割を踏ま
えつつ、より身近なまちづくりを意識した取組をあわせて進めることが必要です。 

【財政状況】 
●減債基金からの借入れについて、平成24(2012)年度から令和２(2020)年度までの総
額で約667億円に達する状況です。また、今後の収支見通しについて、収支不足が拡大
し、本市財政はさらに厳しい状況が続くものと想定されます。 
●義務的経費については、本市の歳出総額に占める割合は50.1％（平成30(2018)年度決
算）となっており、高い水準にあります。 

【公共施設】 
 ＜公共建築物＞ 
●現状の施設保有を前提とすると10年後には築30年以上の施設が７割を超え、施設機
能の低下や修繕費用の増大など老朽化に伴う問題が懸念されます。 
●延床総面積の約7割を占める学校施設、市営住宅については、これまで同様、計画的
に維持管理・更新等に取り組むとともに、庁舎等建築物についても、今後計画的に維
持管理・更新等に取り組む必要があります。 

 ＜インフラ施設＞ 
●インフラ施設については現状、市民生活に必要不可欠であり、都市構造を支える施
設であることから、計画的な維持管理や機能更新による、効率的・効果的な取組が必
要になります。 
●老朽化した歩道橋など一部のインフラ施設については、生活環境や利用者層の変化・
減少により、修繕時において施設自体の必要性について検討が必要となります。 

 ＜公共施設の維持管理・更新等に係る中長期的な経費＞ 
●公共施設全体の維持管理・更新等コストを試算した結果、今後10年間では現在の経
費規模（過去５年間（平成26(2014)年度～平成30(2018)年度）の年平均）とほぼ
同じとなるものの、今後30年間では、年平均で162億円の差が生じる見込みです。 
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 ＜公共施設における安全・安心・快適性の確保と環境への配慮＞ 
●近年、全国的に大規模災害が多発しており、公共施設においては、地震・台風・火災
等の災害に対する耐震性・安全性が根幹となることから、ハザードマップ等を踏ま
えた十分な備えや対応策を検討するとともに、劣化等の状況に応じた適切な修繕等
の保全を行い、公共施設の利用者の安全を確保する必要があります。 
●公共施設はすべての人が利用対象となることから、ユニバーサルデザインの考え方
のもと、安全・安心で快適な環境づくりを目指す必要があります。 
●本市は2050（令和32）年の脱炭素社会の実現に向けて取り組んでおり、公共施設に
おける環境負荷低減に向け取り組む必要があります。 
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３ 第３期実施方針の全体方針 

「２ 川崎市を取り巻く状況（公共施設を取り巻く現状と課題）」に記載のとおり、人口増加や
少子高齢化の更なる進展等により市民ニーズは多様化・増大化しています。加えて、より身近な
まちづくりを意識した取組をあわせて進める必要があります。こうした状況に対応するため、公
共施設を最大限活用する必要があります。 
一方で、令和12（2030）年以降の人口減少への転換を見据えた対応が必要であること、また、
本市の厳しい財政状況等を踏まえると、施設の保有総量を適切に管理し、その増加を抑制するこ
とが同時に求められる状況です。 
また、近年の全国的な大規模災害の多発、及び本市公共施設の老朽化の進行を踏まえると、公
共施設利用にあたっての利用者の安全確保等が求められる状況です。加えて、ユニバーサルデザ
インの考え方のもと、安全・安心で快適な環境づくりを目指すこと、本市は2050（令和32）年の
脱炭素社会の実現に向けて取り組んでおり、公共施設における環境負荷低減に向け取り組むこと
が必要です。 
こうした状況から、第３期実施方針では、「今、本市にある公共施設を適切に管理し、最大限活用
する」という考え方に基づき、資産マネジメントに取り組んでいきます。 
そのためには、本市の公共施設について、 

①より良い使い方を改めて考え、実行する（資産保有の最適化） 
②安全・快適に長く使い続けられるようにする（施設の長寿命化）
③今使っていない部分を有効に活用する（財産の有効活用） 

こととし、それぞれを基本戦略として位置付け、取組を進めます。
第３期取組期間においては、保有総量の適切な管理・増加抑制をしつつ多様化・増大化する市
民ニーズへ的確に対応する必要があり、特に資産保有の最適化に重点的に取り組む必要があるこ
とから、資産保有の最適化を基本戦略１とし、第３期取組期間を重点的取組期間と位置づけます。 
第２期取組期間では重点的に取り組むとしていた「施設の長寿命化」については、資産保有の最
適化と密接に関連することから基本戦略２に位置付け、引き続き取組を推進するとともに、「財産
の有効活用」については、基本戦略３として引き続き取組を推進します。
さらに、第３期実施方針においては、本市の状況を踏まえ、資産マネジメントの取組に関する
目標を検討します。 
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図 本市の資産マネジメントの考え方 

図表 基本戦略の目的・検討時期・関与すべき主体

基本戦略１
資産保有の最適化

基本戦略２
施設の長寿命化

基本戦略３
財産の有効活用

検討の 
時期 

当該施設における、大きな状
況変化（施策の見直し、修
繕、更新、ニーズ変化等）の
時期を捉え実施。 

当該施設の安全・安心を確保す
るため、大規模修繕の他、日常
における点検時など継続的に実
施。 

当該施設において適用が考え
られる有効活用の発案等も含
め、継続的に随時実施。 

関与 
すべき 
主体 

・施設所管部署 
・施設分類毎の方向性や、施
設が設置されている地域ニーズ
の検討に関わる部署 
・資産マネジメント推進部署 

・施設所管部署 
・当該施設の保全に関する、技
術的な知見を有する部署

・発案された有効活用方策の
主体となる部署、市民、民間
事業者等 
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※修繕：構造、設備の機能を維持する上での大規模修繕

※補修：内装を含めた日々の経年劣化に対する軽微な修繕
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なお、平成31(2019)年２月に策定した「『資産マネジメントの第３期取組期間の実施方針』の
策定に向けた考え方について」では、第３期実施方針策定の予定を令和２(2020)年度としていま
したが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴いその影響を踏まえた方針策定が必要であること、
「川崎市総合計画」に掲げる政策・施策を推進するための取組であり、第３期実施計画と合わせ
て策定した方が効果的であることから、策定・公表時期を令和３(2021)年度に変更し、第3期の
取組期間の開始を令和４(2022)年度からの開始とするとともに、令和２(2020)年度末までの「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）」を１年延長し、
取組を継続します。 

図 基本戦略の展開スケジュール 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和２年５月４日の新型コロナウイルス感染症対策専
門家会議において、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」が示されました。「新しい
生活様式」では、感染防止対策として、マスク着用、ソーシャルディスタンスの確保といった基本
的感染対策や、こまめな換気、３密の回避などの基本的生活様式の見直しに加えて、テレワーク
やローテーション勤務、オンライン会議などの働き方をはじめ、日常生活やレジャーなどにも新
たな生活スタイルを取り入れていくことが求められてきます。そうした中、公共施設においても
従来の運用を見直し行政手続きの徹底したオンライン化やICT環境等の整備をはじめ、公共施設が
地震・台風・火災等の大規模災害を受けることのないよう施設所管課において施設の状況の再検
証を進めるなど、これからの社会状況や環境の変化に併せた様々な対策や改善が求められること
になります。 
本市としてもこうした国の動向を注視し、政策面に取り入れていくことが必要になります。 
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４ 第３期取組期間における各基本戦略の取組方針 

（１）基本戦略１「資産保有の最適化」 

ア 「資産保有の最適化」の基本的な考え方 

「３ 第３期実施方針の全体方針」に記載のとおり、第３期取組期間においては保有総量
の適切な管理・増加抑制をしつつ多様化・増大化する市民ニーズへ的確に対応する必要があ
ります。 
よって、第３期取組期間においては、公共建築物について特定の目的別、対象者別に施設
を整備するという従来の考え方から、公共建築物が持つべき機能に着目し、その機能を整備
するという「機能重視」の考え方への転換を図るとともに、既存施設についてより良い使い
方を改めて考え、実行することにより、資産保有の最適化を進めていきます。 
なお、インフラ施設はそれぞれ設置された場所で効用を発揮するものが多く、公共建築物
のように集約化や統廃合を行うことが困難なものもあることから、市民の安全・安心による
防災時の観点や他施策での位置付けに配慮しながら整備・修繕の順位付け等を行い、財政負
担に留意した上で、現状の機能を継続的に発揮でき、かつ効率的に維持管理・更新できるよ
う取組を進めます。 

イ 「資産保有の最適化」に向けた取組手法 

資産保有の最適化を進めるため、次のとおり、その主な手法を整理します。

庁

集約化 既存の類似目的で設置されていた施設を統合し、一体の施設として整備する手法

利用者が減少傾向の 

施設Ａ  

手法実施前 手法実施後

老朽化の進行した

施設Ｂ 
余剰施設として、転用、

貸付、売却を検討
老朽化

（イメージ図）※施設Aと施設Bは類似目的で設置 

分散していた機能を

集約することで、サ

ービス向上、業務効

率化を図ります。 

集約化 
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以上の最適化の手法は代表的な事例であり、資産保有の最適化を進める上では必ずしも市
が施設を保有することを考えるのではなく、建築物自体のハード面と事業の継続性のソフト
面について十分に検証した上で、民間施設の賃借や自治体間で連携した施設の運用等、様々
な視点で検討する必要があります。また、エリア内に同じ機能を保有する民間施設などの状
況についても把握しながら、適切な施設配置を意識した最適化の推進が求められます。 

庁

利用者が減少傾向の 

施設Ｃ  

空きスペースの有効

活用、サービス規模の

見直し、複数の施設の

一体化を行うことで、

業務効率化や複数の

施設の相乗効果によ

るサービス向上を図

ります。 老朽化の進行した

施設Ｄ 
余剰施設として、転用、

貸付、売却を検討

既存の異なる用途の施設を統合し、複合施設として整備する手法

学校、庁舎など 

日中は利用されるが、夜間は

未利用となっている。

住民サービス向上及

び施設の効率的な活

用が期待できます。

夜間など、利用時間以外の時

間を会議室などとして一般開

放する。

手法実施前 手法実施後

（イメージ図）※施設Cと施設Dは異なる目的で設置 

複合化

老朽化

多目的化 目的や対象者を制限せず、多くの市民が利用できる施設へと転換する手法

手法実施前 手法実施後

（イメージ図） 

多目的化

複合化 

転用

サービス内容や規

模の見直し、未利

用施設の活用によ

り、サービスや稼

働効率の向上が期

待できます。
複合化等により利用し

なくなった施設 他の施設として修繕・整備 

転用 既存施設を他目的の施設として利用し、現在の目的と異なる施設を整備する手法

手法実施前 手法実施後

（イメージ図） 

転用 
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ウ 「資産保有の最適化」の取組方針 

 資産保有の最適化の基本的な考え方及びその取組手法を踏まえ、以下の取組方針に基づき、
資産保有の最適化を進めます。 

●地域課題や地域ニーズ、施設の状況等の把握 
新たな施策の実施や既存の施策の拡充により新たに施設が必要な場合や、老朽化により
公共施設の更新・大規模修繕を検討する必要がある場合には、地域課題や地域ニーズを把
握することにより当該地域において公共施設が持つべき機能を考えるとともに、更新・大
規模修繕を検討する施設や周辺施設の状況を把握することにより、既存施設の効果的な活
用方法を優先的に検討し、集約化・複合化・多目的化など資産保有の最適化を進めます。 
なお、公営企業は独立採算性が原則であることから、今後の経営状況等を踏まえて各公
営企業において資産保有の最適化を行います。ただし、当該公営企業以外が所有する施設
との複合化・多目的化について、別途庁内調整を行うものとします。

●民間活用の推進
「民間活用（川崎版PPP）推進方針」（令和２（2020）年３月）に基づき、民間との対話
により、上記既存施設の効果的な活用にあたっては民間のアイデアやノウハウを踏まえた
検討を行うとともに、検討を踏まえた事業実施に向け、幅広く民間活用手法の可能性を探
り、適切な手法を選択するよう検討します。 

●公共施設のあり方等を検討する取組の推進 
今後の地域の拠点となる大規模な公共施設の更新等を考える上では、地域の実情や市民
ニーズに照らして施設のあり方を考える必要があり、地域の将来の姿を共有することで市
民の理解・協力を得ることが必要不可欠であることから、オープンハウス型の説明会やワ
ークショップの開催等により、市民ニーズを把握し公共施設のあり方等を検討する取組を
進めます。 

●事前調査や計画策定段階における更新に関する内容の精査 
施設の更新においては事前の調査や計画策定の取組が必要となることから、以下の「更
新を迎えた施設の最適化フロー（イメージ）」で示した検討フローの各段階などにおいて、
事前調査や計画策定にかかる予算については、予算編成を通じて内容を精査するとともに、
予算執行段階においても、仕様等を吟味した上で計画策定を実施します。 
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一次作業

二次作業（事前調査等）

１ 検討対象施設を絞り込むための抽出作業

評価指標）築年数、耐用年数、設備状況、市の方向性 等

３ 対象施設に係る整備手法等の決定

２ 一次作業で抽出された施設に対する分析

評価指標）利用状況、コスト状況、建物状況、地域状況 等

最終作業（計画策定等）

【施設の機能別検証】 【施設配置の視覚化】

最終判定） 集約、複合化、多目的化 、転用  等

○ 公共施設の配置状況、エリア検証

（GIS ﾏｯﾌﾟやﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ等の地図情報）

○ 機能別整理と今後の施設機能の必要性

(ﾌﾟｰﾙ、ﾎｰﾙ、体育館、会議室 等)

【地域ニーズの把握】【施設データの一元管理】

○ 施設別の地域ニーズを収集

（施設所管部署及び各区役所）

○ 財産管理システムの効果的活用

 (公有財産台帳、固定資産台帳、施設データ 等)

更新を迎えた施設の最適化検討フロー（イメージ） 
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（２）基本戦略２「施設の長寿命化」 

ア 「施設の長寿命化」の基本的な考え方 

本市では第２期取組期間において、全ての施設について長寿命化に配慮した取組を実施す
ることを目標に掲げてきました。施設部位の劣化、故障による機能・性能の異常の把握や計
画的な対応を図ることにより、目標とする耐用年数に亘って施設を良好な状態に維持するこ
とと、財政負担の縮減・平準化の両立が可能となります。第３期取組期間においても、この両
立を目指し、長寿命化に配慮した取組の推進を継続します。 
また、施設の長寿命化により公共施設を長く使い続ける上では、利用者に対する安全・安
心・快適性の確保とCO2削減など環境負荷低減対策を併せて実施することによる環境への配
慮が必要となることから、これらを踏まえ、施設の長寿命化を推進します。
さらに、第３期取組期間においては、次項「イ 「資産保有の最適化」と「施設の長寿命化」
の関係性」に記載のとおり、資産保有の最適化を十分意識した上で、長寿命化の取組を推進
していくこととします。 

イ 「資産保有の最適化」と「施設の長寿命化」の関係性 

「３（１）基本戦略１『資産保有の最適化』」に記載のとおり、第３期取組期間では、資産
保有の最適化に重点的に取り組みます。そのため、老朽化等により長寿命化が必要な施設に
対しても「資産保有の最適化」に取り組む余地がないか十分に検討することとします。 
検討の結果、最適化が可能であれば、最適化の取組を踏まえて、必要な長寿命化の取組を
行うこととします。例えば、最適化の取組により、将来的には建築物の床面積削減（減築）が
可能となる場合、減築しない建築物部分に対して長寿命化の取組を実施することとなります。
また、検討の結果、最適化に取り組む余地がない施設については、（最適化の取組を施すこ
となく）長寿命化の取組を行うものとしますが、その場合でも、長寿命化を行った施設につ
いては、その後の目標耐用年数の到来や老朽化等に合わせて、再度最適化（他施設への集約
化による廃止等）について十分に検討することとします。 

ウ 「施設の長寿命化」の取組方針 

本市は様々な公共建築物（学校施設、市営住宅等）及びインフラ施設（道路、橋りょう、河
川、公園等）を保有しており、第２期取組期間においては各施設の個別の計画等に基づき、長
寿命化を推進しています。 

図 本市が保有する公共施設及び各施設の計画 

公共施設の種類 各施設の計画等 

公共建築物 学校施設 ・学校施設長期保全計画 

市営住宅 ・第４次川崎市市営住宅等ストック総合活用計画 

（市営住宅等長寿命化計画） 

インフラ施設 道路 

橋りょう 

河川 

公園   等 

・（道路）川崎市道路維持修繕計画 

・（橋りょう)川崎市橋梁長寿命化修繕計画 

・（河川）川崎市河川維持管理計画 

・（公園）公園施設長寿命化計画   等 
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第３期取組期間では、前項「ア 長寿命化の基本的な考え方」及び「イ 資産保有の最適化
と施設の長寿命化の関係性」に記載した考え方に則った上で、長寿命化を行う施設について、
上図のとおり個別の計画等を有する施設分類については、第２期取組期間と同様、各施設の
個別の計画等に基づき長寿命化を推進することとします。なお、個別の計画等を有しない施
設分類（庁舎建築物等）については、今後策定予定の「個別施設計画」（施設分類単位で策定
予定）に沿って対応することとします。 
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（３）基本戦略３「財産の有効活用」 

ア 「財産の有効活用」の基本的な考え方 

現在の第２期取組期間においては、「多様な効果創出に向けた財産有効活用の取組拡大」を
取組目標に掲げ、次の考え方に基づき取組を推進してきました。 

第３期取組期間においても、公共施設の活用していない部分について、引き続きこうした
考え方に基づき取組を推進します。 

イ 第２期取組期間における主な取組内容 

上記の考え方に基づき取組を推進した結果、第２期取組期間においては、次表に掲げる内
容をはじめ、様々な有効活用の取組が実施されました。 

ウ 今後の取組の方向性 

ウ 「財産の有効活用」の取組方針 

第３期取組期間においては、これまでの取組を踏まえて、歳入の確保と経費の節減、市民
サービスの向上など多様な効果を創出していくため、有効活用の取組の一層の展開を図って
いきます。 
なお、そのためのツールとして、「民間活用（川崎版PPP）推進方針」（令和２（2020）年
３月）に基づき、PPPプラットフォームや民間提案制度等を積極的に活用していきます。
また、有効活用の着実な取組拡大を図るため、活用事例の全庁的な情報共有や取組連携を
図ることで全庁的な取組の展開を図ります。 

 川崎駅東口の駅前広場において広告塔を設置 

 川崎富士見球技場や歩道橋、動物愛護センター等においてネーミングライツを導入 

 一定期間工事着手を行わない土地について、駐車場や駐輪場として有効活用を実施

駅前広場への広告塔設置 

（第２期取組期間の基本的な考え方）財産有効活用の手法・対象の拡大

財政効果に止まらない多様な効果の創出に向け、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」への取組拡大を図る。

第２期取組期間における取組内容（一例）

ネーミングライツ（命名権）の導入 

道路・河川事業予定地及び事業残地等の有効活用
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５ 資産マネジメント推進体制 

資産マネジメントの全庁横断的かつ円滑な推進を目的として、令和元（2019）年度からは資産
マネジメント推進本部（平成23(2011)年度に設置された川崎版PRE戦略推進委員会は廃止）を設
置しており、関連する事業局が多岐に渡る場合や、財政的な影響が大きい場合などに政策的な判
断を求める場として活用していきます。 
また、資産マネジメントに専門的見地からの意見を反映するための川崎市資産改革検討懇談会
を平成27（2015）年度から設置しており、第３期取組期間においても、引き続き、こうした組織
を活用するとともに、必要に応じ組織体制を見直すことにより、さまざまな意見・考え方を取り
入れながら取組の推進を図ります。 

第３期実施方針は公共施設の管理等に関する方針や計画を示すものであることから、基本戦略
ごとの具体的な取組に関して進捗評価を進める必要があり、進捗評価の手法・対象等については
今後、庁内外の意見を踏まえ検討を進めます。 
さらに、資産マネジメントの取組を進める上では、国や他都市の取組の情報提供をはじめ、庁
内勉強会等を実施し、資産マネジメントの重要性をより職員に理解してもらうことで全庁におけ
る取組を推進していくとともに、施設を所管する関係局区と資産マネジメントの推進部署との連
携体制を一層強化していくことが重要です。 
推進体制については、必要に応じて適宜見直しを行い資産マネジメント推進体制の強化に向け
て、庁内の連携体制の充実等を行います。
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６ 今後のスケジュール 

第３期実施方針を効果的なものとするには、本市公共施設の現状及び課題を施設分類別に把握
し、第３期実施方針に課題への対策（＝第３期取組期間において取り組むべき内容）を反映させ
る必要があります。 
そのため、今年度（令和２（2020）年度）については、本市における公共施設の利用状況や運
営コストをはじめ、公有財産データ及び施設所管課が保有する施設情報等を活用し、施設分類別
の状況等を整理した上で公共施設白書を新たに整備し、当該公共施設白書を基に、本市公共施設
の現状及び課題などをまとめます。 
また、令和３（2021）年度には、上記本市公共施設についての課題への対策を検討し、その検
討結果を実施方針案へ反映させるとともに、市民意見聴取及びパブリックコメントを実施した上
で、令和４（2022）年３月頃に第３期実施方針を策定します。 
令和４（2022）年度以降、策定した第３期実施方針を基に資産マネジメントの取組を実践して
いきます。 
以上を踏まえ、今後、以下のスケジュールに基づき、第３期実施方針の策定を進めます。 
なお、策定を進める中で状況変化があった場合には、適宜、的確な対応を図ります。 


