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（一財）川崎市まちづくり公社所有施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAWASAKI CITY 

 

 

一般財団法人川崎市まちづくり公社は、川崎

市のまちづくり行政と一体となり、有機的に連

携しながら、川崎市における良好な都市環境の

形成を図り、市民生活の向上に寄与することを

経営の基本方針とします。 

Ｎｏ 名称／所在 用 途 

① 電公ビル／川崎区宮本町３番地４ (一財）川崎市まちづくり公社本社 

② ハウジングサロン／川崎区宮本町３番地４(電公ビル４階) 一般住宅・マンション管理相談 

③ 新川崎・創造のもり／幸区新川崎７番１号 Ｋ２タウンキャンパス 

④ クレール小杉／中原区新丸子東３丁目１１７５番地１ 中原消防署・ホテル（複合施設） 

⑤ クレール中原／中原区上小田中６－２５－１２ 賃貸住宅 

⑥ 溝口ノクティ／高津区溝口１丁目３番地１ほか 商業施設・駐車場（複合施設） 

⑦ 新百合トウェンティワン／麻生区万福寺１丁目２番地２ほか オフィスビル（複合施設） 

 

①・② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑤ 
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１ はじめに 

一般財団法人川崎市まちづくり公社は、川崎市のまちづくり行政の補完的

役割を担う機関として、良好な都市環境の形成に関する調査及び研究並びに

都市環境に適した施設の整備等を行うことにより、活力に満ちた魅力あるま

ちづくりの推進を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的として

設立されました。  

当公社の前身は、都市の不燃化対策と住宅不足の緩和等を目的として、１

９５３年（昭和２８年）に設立された「財団法人川崎市耐火建築助成公社」

であり、その後、１９９４年（平成６年）に良好な都市環境の形成の一翼を

担うという目的で、財団法人川崎市教育施設整備公社及び財団法人川崎市道

路整備事業団を統合し、現在の川崎市まちづくり公社に改組し、以降、川崎

市の都市拠点の形成と良好な都市環境の形成に向け様々な事業に取り組んで

まいりました。 

改組後の主要な事業の一つである優良ビル建設資金融資事業については、

川崎市による損失補償を担保とした金融機関からの資金調達が困難となった

ため、新規貸付は２００８年度（平成２０年度）以降休止となりました。 

また、教育施設整備公社から引き継いだ、教育施設整備事業については、

当公社が市に代わって実施してきた学校改築に対する国の建替施行に係る補

助が認められなくなったため、２００４年度（平成１６年度）をもって終了

しました。 

当公社は、川崎市の都市拠点である、川崎、新川崎・鹿島田、武蔵小杉、

溝の口及び新百合ヶ丘の各駅周辺地区に、商業施設や業務施設等を所有し諸

施設の管理運営を通して、これら各拠点の発展と持続可能なまちづくりに寄

与してきました。 

現在、当公社が実施している主要な事業としては、①まちづくり事業推進
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等調査研究事業、②住宅相談・マンション管理相談などの施設管理相談事業、

③川崎市住宅資金融資の回収業務、④再開発事業関連施設の管理運営事業、

⑤中原消防署とホテルとの複合施設であるクレール小杉などの都市諸施設の

管理運営事業、⑥優良ビル建設資金融資の回収・償還業務、⑦公共施設の設

計、工事監理業務等を受託し、市の施設整備を側面から支援する公共施設整

備支援事業、⑧産官学連携による研究開発の拠点として建設した新川崎・創

造のもり管理運営事業などがあります。 

さらに、２０１０年（平成２２年）１２月には、商業と業務文化交流機能

の集積を進め、市域北部の広域拠点として発展著しい新百合ヶ丘駅周辺にお

いて、川崎市が土地信託事業により建設したホール機能を併設した業務系賃

貸オフィスビル｢新百合トウェンティワン｣を購入し、管理・運営を行ってい

るところです。 

一方、当公社の経営状況を見ると、溝口駅北口地区市街地再開発事業に係

る保留床の取得や新百合トゥエンティワンビルの購入等、多額の長期債務を

抱えており、これに対する返済原資は、溝口ノクティや新百合トウェンティ

ワン等の不動産収入が中心となっているため、社会経済状況の変化等不安定

要素も大きく、大変厳しい状況にあります。 

当公社は、このように半世紀以上にわたり、財団法人として、川崎市のま

ちづくり行政の補完的役割を担い、市民生活向上に資する諸施設の運営に携

わってきましたが、公益法人制度改革により２０１３年（平成２５年）４月

１日からは、一般財団法人へ移行いたしました。 

この中・長期経営計画は、現在の当公社の置かれている状況や取り巻く環

境の変化を見据えた上で、経営上の問題点や課題を踏まえた経営改善方針を

定め、当公社定款に定められている事業を将来にわたり円滑に遂行できるよ

う、健全な経営体質と強固な経営基盤を確立するため策定するものです。 
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２ 現状と課題 

(1) 個別事業に係る現状と課題 

定款第４条に基づき実施している各事業を個別に検証し、現状の把握と

今後の方針を定めるものとします。 

 

ア まちづくりの事業推進等調査研究事業 

本事業は、川崎市のまちづくりに関する施策を推進するため、良好な

都市環境の形成に必要な事業手法等について調査研究を行う事業です。 

これまでに、「耐震補強に関する調査」や「川崎市分譲マンション実態

調査」などの調査研究事業を行って来ましたが、今後も川崎市と協議・

調整を図りながら、良好な都市環境の形成や市民生活の向上に寄与する

ための調査研究を進めてまいります。 

イ 施設等相談事業 

(ｱ) まちづくりコンサルタントの派遣 

本事業は、地区を単位とした自主的なまちづくりを進める団体等に、

まちづくりコンサルタントを派遣することにより、良好な市街地環境の

形成への誘導を図り、活力に満ちた魅力あるまちづくりを推進する事業

ですが、利用者が少ない状況から、今後も積極的にＰＲ活動を行い、ま

ちづくりコンサルタントの派遣事業を周知し、事業の充実を図ってまい

ります。 

(ｲ) 住宅・マンション管理相談  

本事業は、一般住宅の新築、増改築、リフォーム、耐震等に関する

「一般住宅相談」と分譲マンションの管理・運営、修繕計画等に関す

る「マンション管理相談」の二つがあり、それぞれ専門のアドバイザ

ーが市民からの相談に応じています。平成２４年度の実績は、住宅相

談が２２８件（うち現地相談２５件）、マンション管理相談が２８４件



 

5 

 

（うち現地相談５１件）であり、多くの市民に活用されています。ま

た、年２回開催している「マンション管理講座」には、毎年度約２５

０名の参加者を集めており、このように市民ニーズの高い「一般住宅・

マンション管理相談」や「マンション管理講座」は、今後も、当公社

の目玉事業として、なお一層、事業内容の充実を図ってまいります。 

ウ 川崎市住宅資金融資の回収業務  

本事業は、川崎市の住宅事情の緩和及び良好な住環境の向上に資する

ことを目的とし、低金利の資金融資を行ってきましたが、現在は、融資

資金の回収・償還事務だけを行っています。 

エ 再開発事業関連施設の管理運営事業  

本事業は、川崎市の地域生活拠点の一つである溝口駅周辺地区におい

て、溝口駅北口地区市街地再開発事業に関連して取得した商業施設（溝

口ノクティ）を中心とした再開発事業関連施設の管理運営を行う事業で

す。 

この施設は、商業施設であることから、商業施設に相応しい施設の維

持管理が必要となるため、今後長期修繕計画の見直しに伴う修繕積立金

の増が見込まれています。 

一方、時間貸し駐車場(一部商業施設の付置義務施設)の利用率が落ち

込む中、平成１９年度には新たに駐車場使用者の拡大を図り、収入の大

幅増に繋げました。更に、当該駐車場施設の有効活用と収入の安定化を

図るために平成２６年２月１日から駐車場の管理運営を専門に行う民間

事業者と賃貸借契約を締結し運用しております。 

今後、駐車場の利用料金の適正化や稼働率の向上を図るなどして、安

定した運営を行ってまいります。 

また、当ビル及び駐車場の取得資金約１４０億円については、川崎市

から短期借り入れを行い、毎年度約２億円づつの返済を行ってきました
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が、完済までには６０年を要することや実質的償還が長期借入金である

こと等から、平成２２年度に短期借入金残額１１２億２，４４０万２千

円を、３０年間の長期借入金に借換を行いました。 

今後、この債務の長期的、安定的な管理及び返済が重要となります。 

オ 都市諸施設の管理運営事業  

本事業は、当公社が市内に所有している諸施設の管理運営を行もので、

現在、電公ビル（業務施設）、クレール中原（集合住宅１２戸）及び市の

広域拠点として位置づけられている武蔵小杉周辺地区において、防災拠

点と都市的サービス施設として建設した中原消防署とホテルの複合施設

であるクレール小杉（ホテル）の管理運営を行っています。 

また、平成２２年１２月に新たに取得した新百合トウェンティワン（賃

貸ビル）の管理・運営も行っています。 

今後、これらの施設の適正な管理・運営を行い、賃料等の安定的な収

入確保に努めてまいります。 

カ 優良ビル建設資金融資の回収・償還業務  

本事業は、川崎市における良好な都市環境の形成と良質な賃貸住宅等

の供給を図るため、川崎市の損失補償を受け、建設資金の融資を行って

いましたが、新規貸付は平成２０年度を以って休止となり、現在は、建

設融資資金の回収及び償還に関する業務のみを行っています。 

現在、数件の滞納者がおりますが、債権回収特別対策チームを組織化

し、督促等の対応を継続的に行い滞納額の回収に努めているところです。 

キ 公共施設等整備支援事業 

本事業は、公共施設の建築及び設備の設計並びに工事監理業務を受託

し、良好な施設整備を支援する事業であり、川崎市からの受注が主体の

事業です。川崎市では、公共建築物の施設整備事業の増加などから、当

該事業を部分的に外部に委託し執行しています。 
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当公社は、前身の教育施設整備公社時代や、改組当時の学校施設改築事

業の実績に基づく、豊富な経験と技術力を保持していることから、平成

１９年度から川崎市と「公共建築物の維持及び保全に関する基本協定」

を締結し、公共建築物の設計と工事監理業務を受託しています。 

近年、業務量は増加傾向にありますが、収益の確保が難しい事業となっ

ていることから、今後、受託方式や業務執行の方法について見直し検討

を行い、収益の確保を図る必要があります。 

また、川崎アゼリア株式会社など公共的施設の改修工事に係る設計・工

事監理業務、長期修繕計画策定支援など実施していますが、今後は、他

の公共的施設にも積極的に営業活動を行い、公共的施設の長寿命化に向

けた取組を支援してまいります。 

ク 新川崎・創造のもりの管理運営事業 

本事業は、川崎市の新川崎・創造のもり計画に基づき、産官学連携に

よる研究開発の拠点として建設した先端技術研究施設（Ｋ２タウンキャン

パス）の管理運営を行う事業で、学校法人慶應義塾大学への施設の賃貸

を行っています。 

平成２２年度から新たに１０年間の賃貸借契約を締結しましたが、 

建築物が竣工後１０年を経過しており、建物及び設備の性能・機能を維

持させるため、平成２０年度に策定した修繕計画に沿った維持・管理を

行ってまいります。 

今後、建物所有者として、平成２２年度に締結した賃貸借契約期間終

了後も、産官学連携による研究開発の拠点としてのＫ２タウンキャンパス

の管理運営を継続していくため、川崎市と協議していく必要があります。 
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 (2) 当面の課題 

今後の当公社の運営については、溝口駅北口地区市街地再開発事業関

連施設やクレール小杉、新百合トウェンティワンなど当公社が所有して

いる施設の適切な管理運営を行いながら安定的な賃料収入を確保すると

ともに、計画的な長期修繕を実施する必要があります。 

また、まちづくりコンサルタントの派遣や一般住宅相談、マンション

管理相談及びマンション管理講座の開催などを通して、市民生活の向上

に寄与するとともに、市民が安心して暮らせるまちづくりの推進と良好

な都市環境の形成に貢献していく必要があります。 

 (3) 長期的課題 

溝口駅北口地区市街地再開発事業は、川崎市施行の市街地再開発事業

として平成３年度に事業計画決定を受け、平成５年度に再開発ビルの工

事に着手し、平成９年９月に竣工しました。 

しかしながら、バブル経済の崩壊後の厳しい経済情勢からキーテナン

ト以外には保留床の処分先を確保することが困難であったため、当公社

が市の要請を受けて床を取得し、管理運営と行うこととなりました。 

また、このビルの駐車場についても、川崎市が所有する予定でしたが、

財産管理上の問題や市財政の状況等を総合的に勘案して、当公社が所有

することとなりました。 

このビルの保留床及び駐車場の取得資金に充てた短期借入金の平成２

２年度残額１１２億２，４４０万２千円については市とも協議を進め、

平成２２年度に、短期借入金から３０年間の長期借入金に借換を行いま

した。 

また、平成２０年度に、小杉駅周辺地区の再開発計画の一環として、

中原消防署の建替えに併せて建設した、消防署とビジネスホテルの複合

施設であるクレール小杉のホテル部分の建設資金として、２４億７，８



 

9 

 

３４万円を川崎市から借入を行っております。 

更に、平成２２年度に、川崎市の土地信託事業の終了に伴い、新百合ト

ウェンティワンを川崎市から購入し、この購入資金の一部２７億円を民

間金融機関から、１０年間の長期借入金として借り入れました。 

これら長期借入金による再開発事業関連施設等の管理運営事業につい

ては、賃料収入等を財源に安定的な運営を行っています。 

今後は、金利の上昇や市況変化による賃貸料の低下や空室の問題など 

不安定要素が多く、長期借入金の長期的、安定的返済が、重要な課題と

なっています。 
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３ 財務状況 

(1) 平成２４年度の収支決算額 

(単位 千円) 

 収入 支出 収支差額 

事業活動収支 2,179,456 1,455,254 724,202 

投資活動収支 4,628,734 409,667 4,219,067 

財務活動収支 1,743 4,898,334 △4,896,591 

収支差額合計 6,809,933 6,763,255 46,678 

前期繰越収支差額   517,008 

次期繰越収支差額   563,686 

 

事業活動収支は、事業取引によるもので、主に、溝口ノクティ、クレー

ル小杉及び新百合トウェンティワンの不動産賃貸収入や駐車場利用収入で、

７億２，４２０万２千円のプラスとなりました。 

投資活動収支は、長期貸付金、設備投資、特定資産等の取引によるもの

で、主に、優良ビル建設融資に対する繰上償還を含む長期貸付金回収収入

で、４２億１，９０６万７千円のプラスとなりました。 

また、財務活動収支は、預かり金や借入金等の取引によるもので、主に、

川崎市や金融機関等への長期借入金返済額で、特に、優良ビル建設資金の

繰上償還に伴い金融機関に繰上返済したものが大きく、４８億９，６５９

万１千円のマイナスとなりました。 

この結果、収支差額合計は、４，６６７万８千円のプラスとなりました。

これに前期繰越収支差額５億１，７００万８千円を加え、次期繰越収支

差額は、５億６，３６８万６千円となっております。 
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(2) 正味財産の推移 

    (単位 千円) 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 

増(△)減額 207,997 143,502 220,022 59,068 219,279 

正味財産 2,767,837 2,911,339 3,131,361 3,190,429 3,409,708 

 

正味財産の増減は、１年間の経営成績を表すもので、事業活動の効率性

を明らかにすることができます。この５年間において、正味財産の増額は、

８億４，９８６万８千円で、これは、いわゆる企業会計での純利益に相当

するものです。 

また、平成２４年度末の正味財産は、３４億９７０万８千円となってお

ります。このうち５億円が基本財産となっています。 
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(3) 貸借対照表（平成２５年３月３１日現在） 

                    （単位 千円） 

科  目 金  額 

Ⅰ 資産の部  

 １ 流動資産 774,324 

 ２ 固定資産 29,790,424 

 資産合計 30,564,748 

Ⅱ 負債の部  

 １ 流動負債 255,997 

 ２ 固定負債 26,899,043 

 負債合計 27,155,040 

Ⅲ 正味財産の部  

 １ 指定正味財産 481,000 

 ２ 一般正味財産 2,928,708 

 正味財産合計 3,409,708 

 

貸借対照表は、事業年度末の財政状態を表すものです。 

資産の部において、流動資産の主なものは、現金預金や未収金です。 

また、固定資産の主なものは、基本財産引当資産５億円、土地（溝口ノ

クティ等）約７１億４，４０１万９千円、建物（溝口ノクティ、新川崎創

造のもり、新百合トウェンティワン等）約８８億２，３６８万７千円、長

期貸付金約１０３億４，３９５万３千円です。長期貸付金は、主に優良ビ

ル建設資金融資（貸付残件数８０件、貸付残額約１０３億２，５４１万９

千円）となっています。 

負債の部において、流動負債の主なものは、未払金、前受金です。また、

固定負債の主なものは、長期借入金約２３６億３，８０２万１千円で、溝



 

13 

 

口ノクティ等の取得に伴う借入金１１２億２，４４０万２千円、優良ビル

建設資金融資借入金残約８０億２，８３１万５千円、クレール小杉建設資

金借入金残約２２億９，２８０万４千円、新百合トウェンティワン購入に

伴う借入金残２０億９，２５０万円となっています。 

 

(4) 長期借入金の返済計画 

長期借入金の返済計画については、新百合トウェンティワン（金融機関か

らの借入金）は、平成３２年１２月までの１０年間で、賃料収入等を原資に

返済する予定です。また、溝口ノクティ（川崎市からの借入金）は、平成３

２年６月から平成５２年までの２０年間で、溝口ノクティや新百合トウェン

ティワンの賃料収入等を原資に返済する予定です。クレール小杉（川崎市か

らの借入金）は、平成５０年２月までに、賃料収入を原資に返済する予定で

す。優良ビル建設資金（金融機関からの借入金）は、平成４４年３月まで、

長期貸付金返済金を原資に返済する予定です。  

なお、新百合トウェンティワン及び溝口ノクティ・クレール溝口の返済に

ついては、資料４ 長期借入金返済計画（新百合トウェンティワン及び溝口

ノクティ・クレール溝口）に基づき金利の高い順に、長期的、安定的に返済

することとしています。 
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４ 事業の拡充と組織体制 

(1) 新百合トウェンティワンの購入、管理・運営 

新百合ヶ丘駅周辺地区は、川崎再生フロンティアプランでは、商業・業

務・文化機能の集積を活かした北部の広域拠点形成を推進する地区と位置

づけられています。 

新百合トウェンティワンは、川崎市が「公有地の土地信託手法」を導入

し業務系賃貸ビルとして建設した施設で、「新百合トウェンティワンホール」

などの公益性の高い施設を有していることなどを総合的に勘案し、川崎市

の出資法人である当公社に売却することが決定され、平成２２年１２月２

２日付けで当該施設を購入し、継続して当該地区にふさわしい優良な業務

系賃貸オフィスビルの維持と安定的稼働を確保し、良好な都市環境の形成

に貢献するため、当公社がその管理運営を行っています。 

当ビルは、一定程度の収益が見込まれ、長期借入金の返済財源となるも

のですが、周辺地区との競合による賃料の低下に伴う収入減、空室解消の

ためのテナント誘致等、機能維持のための維持管理等多くの課題もありま

す。 

今後は、当公社ではこれら諸課題の解決に向け、取り組みを強化し、将

来にわたって安定的に収益確保が出来るよう適切な管理運営を行っていく

必要があります。 

新百合２１（デッキ側）→  新百合２１（道路側）→  

 

(2) 住宅・マンション管理相談の拡充 

住宅・マンション管理相談は、住情報提供事業として、現在、川崎市の
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南部の拠点として、当公社ハウジングサロンにおいて、一般住宅の新築、

増改築、リフォーム、耐震等の一般住宅相談と分譲マンションの管理、運

営、修繕計画等のマンション管理相談について、専門のアドバイザーが相

談に応じています。 

一方、北部（溝口）の拠点はＮＰＯ法人が自主活動として一般住宅相談

及び平成２３年度からマンション管理相談を行っております。 

このため、南部と北部では相談窓口の所管が違っております。 

「住宅・マンション管理相談事業」は、市民ニーズも高いことから、川

崎市が平成２３年度から実施している「住まいアドバイザー派遣制度」や

北部でのＮＰＯ法人によるマンション管理相談窓口の新設による業務等を

みきわめつつ、今後、川崎市やＮＰＯ法人と十分協議し、住情報の各所管

窓口等との連携強化を図り、市民にとって分かりやすく便利な相談体制の

拡充を検討する必要があります。 

 

 (3)  リフォーム等支援事業の促進に向けた取組 

昭和２８年の公社設立当初から取り組んできた優良ビル建設資金融資

事業による総工事件数は、融資を休止した平成１９年までに、３６３件

に上っています。これらのビルは築数十年が経っており、経年劣化、間

取りの陳腐化などから、リフォームやリノベーション工事の実施により

良好な建物として維持、保全に資することや用途や機能を変更し価値を

高めるなど、新たな資金融資や工事監理等の需要が潜在していると思わ

れます。 

このようなことから、優良ビル建設資金融資先に対し、リフォーム等に

ついてのアンケート調査を実施するなど、リフォーム等支援事業の促進

に向けた取組について、組織体制の整備を含め、検討していく必要があ

ります。 
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(4)  再開発施設(溝口ﾉｸﾃｨ駐車場)の適正な賃料収入の確保に向けた取組 

溝口ノクティ駐車場は、平成１９年度に新たな駐車場利用者の拡大を

図り収入増に繋げ、又、平成２５年度当初には契約賃料が低い特約利用

者に対し１５％の賃料アップを行いました。 

しかしながら、社会経済情勢等の変化により稼働率等が低下し、賃料収

入も減少しております。 

このようなことから、溝口ノクティ駐車場の管理運営方式を見直し、

平成２６年２月から民間事業者に運営を委託しました。今後も安定した

賃料収入の確保に向けた取り組みをさらに検討していく必要があります。 

 

(5)  組織体制の整備 

当公社の固有職員は平成２５年４月１日現在１３名で、平均年齢は４

７．２歳と高齢化しつつあります。 

このうち、平成２８年３月末に２名が定年退職となります。その後も、

平成３０年３月末に１名、平成３２年３月末に２名と、今後６年間で、

５名の固有職員が定年退職となります。 

このようなことから、当公社の組織整備・職員配置につきましてはこ

れら退職動向を踏まえ、職員の年齢構成や男女比等のバランスを考慮し、

業務量の推移を見ながら、事業が効率的に執行できる組織体制を整備す

ると共に、計画的な職員採用と収支状況を踏まえ費用面にも充分配慮し

た職員採用を行っていく必要があります。 
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５ 一般財団法人への移行 

公益法人制度改革は、現行の公益法人制度の様々な問題に対応するととも

に、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的として、新た

な制度として創設され、平成２０年１２月に施行されました。 

これまでの主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法

人の設立ができることとなり、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる

目的とする法人については、法が定める基準に基づき、行政庁が公益法人に

認定する制度へと改めら、公益法人制度改革関連法として３つの法律が整備

されて、既存の公益法人等は、平成２５年１１月３０日までに「公益財団法

人」又は「一般財団法人」のいずれかに移行することが求められました。 

当公社は、３法施行に伴い「公益財団法人」又は「一般財団法人」への移

行準備のため、平成２０年１１月に、「新公益法人移行検討委員会」を立ち上

げ、先ず公益法人認定取得を目指して検討しました。学識者などとの勉強会

を経て、認定庁である神奈川県とも相談しながら、最終的には検討委員会に

おいて、公益目的事業比率が５０％の認定基準を満たさないことから、公益

財団法人への移行は、今後の事業展開の推移によるものとし、一般財団法人

への移行を選択し、平成２５年４月１日に移行したものです。 

一般財団法人に移行しましたが、川崎市の出資法人として、市行政の補完

的役割を担う機関という立場であることは変わりなく、市のまちづくり行政

と一体となり有機的に連携しながら、公益的事業についても積極的に推進し

ていくとともに、時代の流れやまちづくり施策における多様な要請に対応で

きるよう、新たな事業展開についても、引き続き検討してまいります。 
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６ おわりに ――― 今後の取り組み ――― 

当公社の設立目的は、「良好な都市環境の形成を図り、もって、市民生活の

向上に寄与する」ことであり、当公社は、川崎市のまちづくり行政と一体と

なり、有機的に連携し、設立目的に沿った事業展開を推進していかなければ

なりません。 

 

平成６年の改組以来、教育施設の整備事業、再開発施設の管理運営事業、

優良ビルの建設融資事業等を実施してきましたが、社会・経済情勢の変化に

伴い、当公社が分担する事業範囲も大幅に変化してきています。 

したがって、その変化に対応するため、事業の取組や事業領域等について、

川崎市と協議を進めるとともに、当公社自らも将来のあり方を前向きに検討

するよう、内部の企画機能を強化し、市民生活の向上に寄与するような新た

な事業を公社独自で企画立案し、自ら展開していく必要があります。 

さらに、当公社の組織体制について、これまで役員の削減や平成２２年度

の市派遣職員の全員引き揚げなどを踏まえた執行体制の整備等に取り組んで

きましたが（資料２参照）、今後も、事務事業に見合った業務形態の見直しや

効率的な業務執行が可能な体制整備を進めるとともに、市ＯＢなどの嘱託職

員や臨時職員等の活用を図り、固有職員の知識や技術のさらなる向上と適材

適所の配置等に努めて行く必要があります。 

このため、平成２０年度から実施した業務評価制度の活用を図り、人材育

成や組織の活性化に取り組むとともに、職員一人ひとりの主体的な取組みや

創意工夫を引き出すなど、職員の意識改革やコスト意識の徹底も図っていか

なければなりません。 

当公社が今後も継続して事業を推進していくためには、定期的に市との協

議を重ねながら、事業の展開や市民ニーズや社会経済状況の変化に機動的に
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対応した調整を図っていくことが重要となってくることから、この中・長期

経営計画は３～５年を目途に見直していくことといたします。 

当公社を取り巻く環境は、大変厳しい状況にありますが、時代の変化に対

応できるような健全な経営体質と強固な経営基盤を確立するため、役・職員

が一丸となって、今後とも諸課題の解決と経営改善に引き続き取り組んでま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

資料1

監事
（２名）

事業係長

住宅相談室長

業務課長 業務係長
外部理事

（４名）

評議員
（9名）

事務局長

経理課長 経理係長

みぞのくち新都市(株)へ派遣

新川崎・創造の
もり管理室長

常勤理事

一般財団法人 川崎市まちづくり公社組織図

総務課長 庶務係長

理事長

（平成25年4月1日現在）

事業課長

総務部長

専務理事 施設係長

業務部長

管理係長

事業課主幹

第２係長

電気係長

建設管理課長

建設部長 建築課長
会計監査人
（１名）

理事7名

機械係長

第１係長

設備課長

平成25年4月1日現在

固有職員 市職員 市OB 県OB その他
役 員 3 3
◎ 固 有 職 員 13 13
● 派 遣 職 員 0 0
☆ 常 勤 嘱 託 員 21 1 20
★非常勤嘱託員 1 1 0

計 38 14 0 24 0 0

役職員種別 人数
内　　　　　　　　　　　訳
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資料２　

一般財団法人川崎市まちづくり公社職員数の推移

＊　職員数は毎年度４月１日の人数

年度 役員（常勤） 派遣職員 固有職員 常勤嘱託等職員 合　　計

平成１２年度 4 17 13 23 57

平成１３年度 5 13 13 23 54

平成１４年度 4 11 13 22 50

平成１５年度 4 12 13 22 51

平成１６年度 4 11 13 21 49

平成１７年度 3 8 12 21 44

平成１８年度 3 6 12 13 34

平成１９年度 3 5 10 16 34

平成２０年度 3 4 10 20 37

平成２１年度 2 3 12 19 36

平成２２年度 2 0 12 20 34

平成２３年度 3 0 12 21 36

平成２４年度 3 0 12 23 38

平成２５年度 3 0 13 22 38
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資料3

法人名：

（単位：千円）

平成26年度 平成27年度 平成28年度

経常収支 収入 基本財産運用収入 1,314 1,314 1,314

特定資産運用収入 9,006 9,006 9,006

事業収入 1,860,634 1,810,818 1,785,253

委託費収入 68,335 68,355 68,355

補助金収入 5,506 5,506 5,506

負担金収入 72,252 47,832 47,832

雑収入 181 173 195

営業債権増加高 - - -

寄付金収入 - - -

経常収入合計 2,017,228 1,943,004 1,917,461

支出 事業費 1,131,744 1,365,599 1,275,708

管理費 1,340 1,340 1,340

法人税等支払 66,971 66,971 66,971

減価償却費（△） - - -

貸倒引当金繰入（△） - - -

退職給付引当金繰入（△） - - -

営業債務増加高（△） - - -

経常支出合計 1,200,055 1,433,910 1,344,019

817,173 509,094 573,442

投資収支 収入 長期貸付金回収収入 440,926 449,325 458,377

特定資産取崩収入 85,176 326,307 258,805

固定資産売却収入 - - -

投資収入合計 526,102 775,632 717,182

支出 特定資産取得支出 474,881 457,730 457,130

長期貸付金貸出支出 0 1,000 0

固定資産取得支出 49,209 0 0

投資支出合計 524,090 458,730 457,130

2,012 316,902 260,052

財務収支 収入 長期預り金収入 0 0 0

借入れによる収入 - - -

財務収入合計 0 0 0

支出 借入金償還による支出 725,327 732,346 739,502

預り金償還による支出 77,352 77,352 77,352

利息/配当金の支払 - - -

財務支出合計 802,679 809,698 816,854

-802,679 -809,698 -816,854

16,506 16,298 16,640

578,089 594,595 610,893

594,595 610,893 627,533

　資　金　計　画　表　
[　平成26年度～平成28年度　]

一般財団法人　川崎市まちづくり公社

項　目

経常収支

投資等収支

期末現金預金

財務収支

現金預金増加高

期首現金預金



 

23 

 

 

 

10 年 

(平成 32 年) 

資料４  長期借入金返済計画（新百合トウェンティワン及び溝口ノクティ・

クレール溝口） 

１ 新百合トウェンティワン取得に係る長期借入金 

 （１）借入先  民間金融機関 

（２）借入額  ２７億円 

（３）借入日  平成２２年１２月２２日 

 （４）償還日  平成３２年１２月２２日 

（５）借入期間 １０年 

（６）償還方法 元利均等１０年賦 

（７）金利   １．０６４％(固定金利) 

２ 溝口ノクティ及びクレール溝口取得に係る長期借入金 

 （１）借入先  川崎市 

 （２）借入額  ア 転貸債  ６９億９千万円 

         イ 一般財源 ４２億３，４４０万２千円 

 （３）借入日  平成２２年１２月１日 

 （４）償還日  ア 転貸債  平成４５年６月１日 

         イ 一般財源 平成５２年１１月３０日 

 （５）借入期間 ア 転貸債  ２２．５年 

         イ 一般財源 ３０年 

 （６）償還方法 ア 転貸債  据置１０年  元金均等１２．５年賦 

         イ 一般財源 据置２２．５年  元金均等７．５年賦 

（７）金利   ア 転貸債  ０．３５５％（５年ごとに見直し） 

       イ 一般財源 ０．０２％（毎年見直し） 

３ 返済計画 

   上記１及び２の長期借入金について、下図のように、３０年間で金利の高

い順に返済していくことにより、公社の金利負担の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5 年 

（平成 45 年） 

長期借入金 

139億 2,440万 2千円 

30 年 

（平成 52 年） 

①新百合トウェンティワンに係る金融機関借入 

②溝口ノクティ及びクレール溝口に係る市転貸債 

③溝口ノクティ及びクレール溝口に係る 

市一般財源 

27 億円 

42 億 3,440 万 2 千円 

69 億 9 千万円 

(平成 22 年) (平成 25 年) 

 

 


