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はじめに 
 

私たちの身の回りには多くの公共施設があります。できるだけ立派な公共施

設が、できるだけ多く、できるだけ近くにあると便利です。豊かになった気が

します。これからも、今まで通り、今まで以上に公共施設を充実させてほしい

と考えるのは自然なことです。 

しかし、そうした考え方には大きな落とし穴があります。日本の公共施設の

多くは、1960 年代、70 年代に建設されました。これらが今 40～50 年経とうと

しています。建物の耐用年数はおおむね 50 年だとすると、これから次々に老朽

化していくことになります。 

老朽化を放置するとどうなるでしょう。建物は物理的なモノですからいずれ

は壊れてしまいます。東日本大震災のとき九段下の九段会館の天井が壊れ、2 名

の方が亡くなったことを覚えていますか。震災はきっかけに過ぎず、本当の原

因は建築後 77 年という老朽化にありました。2012 年末の笹子トンネルの事故は

記憶に新しいところです。このトンネルは建設後 35 年に過ぎませんでしたが、

本体ではなく金属製付属物が経年劣化し悲惨な事故となってしまいました。日

本全国の公共施設やインフラが老朽化している中で、その障害が九段会館と笹

子トンネルにだけ現れたということはありえません。命にかかわるような事故

が、どこで起きても不思議はないと考えるべきです。 

では、新しく作りかえれば良いのではないか。そう考える人もいるかもしれ

ません。でもそれは無理です。1990 年代後半以降公共事業は大幅に減少し、今

使える予算は限られています。人口が頭打ち、そして減少に向かい税収が伸び

悩んでいる一方、高齢化によって社会保障費が増加したため、その差の一部を

公共事業を減らしてまかなったためです。私の試算では、今ある公共施設やイ

ンフラを今の規模で維持するだけでも、つまり、新しい施設はすべてあきらめ

ても日本全体では年間 8.1 兆円の投資を将来にわたって続けなければなりませ

ん。2012 年末に誕生した安倍政権は、老朽化対策のために景気対策や新年度予

算で総額 10 兆円を上回る公共投資を行うと発表しています。このこと自体は正

しいことです。しかし、景気対策が続くのはせいぜい 1、2 年です。将来にわた

って続けなければならない老朽化対策の役には立ちません。借金しようにも、

日本の借金依存度は今や世界で も高く財政破綻したギリシャをもしのいでお

り、これ以上は無理です。 

今こそ、公共施設やインフラを減らしていくことを真剣に考えるべき時です。

私たちがすべきことは、「より多くより立派な公共施設を建設すること」ではな

く、「施設に依存しなくても公共を実感できる心豊かなコミュニティをつくるこ

と」です。 



もちろん、北区とて例外ではありません。むしろ、都市化が進むのが他の地

域よりも早かった分、老朽化のスピードも速くすでに問題が表面化しています。

北区では区長のリーダーシップのもと、事務局が一体となってこの困難な課題

に逃げることなく取り組んでいます。私たちは老朽化対策の町医者として、そ

の真剣な姿勢に共鳴するとともに、解決の処方箋を一緒に考えました。今回ま

とまった報告書には、従来の発想からすると驚くことも書いてあるかもしれま

せん。しかし、北区の未来を支える子どもたちに、安全な施設と健全な財政を

残してあげるためには絶対に必要なことです。是非、本報告書に目を通し、実

態をご理解の上、行政と一緒に推進していただくことを期待します。 
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※ 本報告書では、北区が保有または借用している建物のうち、延床面積が 100 ㎡以上の

公共施設を対象としており、道路や公園といった建物のない施設は含みません。 

なお、報告書作成にあたっては、北区公共施設白書（平成２３年６月）を基礎資料と

して検討しました。 



 




