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　わが国では、昭和30年代から50年代にかけて高度経済成長や人口の急増に伴い、
多くの公共施設やインフラが整備されました。今後、一斉に建替え等の更新時期を迎
えようとしているため、更新に掛かる費用をいかに確保していくかが大きな課題と
なっています。
　また、平成24年に発生した笹子トンネルにおける天井板崩落事故などから、点検・
診断の強化をはじめとする公共施設等の適正な維持管理が求められており、国は、
25年に「インフラ長寿命化基本計画」を策定するとともに、翌年４月には、地方公
共団体に対し、自らが管理する公共施設等について同計画に基づく行動計画の策定を
要請しています。
　さらに、28年４月に発生した熊本地震では、自治体の本庁舎等の防災拠点施設が
損壊し、災害対応業務の実施に支障を来す事例が発生したことを受け、国と地方公共
団体が一丸となって、公共施設等の老朽化や維持管理を強化する取組が求められてい
ます。
　本区においても、昭和30年代から40年代にかけて、区立小・中学校等の学校教育
系施設をはじめ、多くの公共施設等の整備が行われました。今後、大規模改修や更新
の時期を迎える公共施設等が集中することに伴い、多額の費用が必要になることが見
込まれています。また、子育て支援施策や高齢者施策をはじめ、全ての世代に豊かな
暮らしを実感していただけるよう、多様な施策に取り組み、魅力あるまちづくりを推
進してきたことで、現在、人口は増加傾向にありますが、今後、人口減少とともに、
少子高齢化の進展に伴い、税収の低下が見込まれる一方、社会保障関連費用の増加が
見込まれます。また、公共施設等への利用需要や要望にも変化が生じることが考えら
れます。このような変化に的確に対応し、将来にわたり持続可能な公共サービスを提
供するため、この度、「文京区公共施設等総合管理計画」を策定しました。
　公共施設等の整備に当たっては、地域の特性や区民ニーズを踏まえ、これまでの取
組と合わせて、本計画で定める基本方針に基づき、限られた財源の中で公共施設等の
あり方を検討し、基本構想で定める「だれもが使いやすい公共施設のあるまち」の実
現により、だれもが住んでみたい、住み続けたいと思えるまち、文京区へとつなげて
いきます。
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【文京区公共施設等総合管理計画の表記について】

⃝�施設情報は、原則として公有財産台帳（平成27年度末時点）のデータを基に記
載しています。
⃝�端数処理（四捨五入）を行っているため、グラフ上の構成比の合計が100になら
ない場合や各費用の合計が総経費と一致しない場合があります。
⃝�「築N年」という表記は、平成29年１月から12月までの間に、建築後N年が経
過することを意味します。
⃝�維持管理費の数値は、計画策定のために実施した全庁調査の結果に基づき算出し
ているため、決算統計（※）上の数値とは一致しません。
　※�決算統計とは、総務省が定める全国統一の基準に基づき、地方公共団体の毎年度の決算状況につい

てまとめたものです。
⃝�第４章の施設の基本情報を示す表における「全面的な改修工事竣工年」は、老朽
化対策や耐震補強対策を主な目的として、おおむね建物全体にわたり改修した工
事の竣工年を言い、参考情報として記載しています。
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1-1　計画の目的

　これまで本区では、区民の生活基盤や産業基盤を支える公共施設及びインフラ（以
下「公共施設等」という。）について、不具合が生じないよう適切に整備・更新をし
てきましたが、近年、公共施設等の老朽化が進んでおり、今後、多くの施設が一斉に
更新時期を迎えていきます。
　また、都心回帰の影響や子育て支援施策を始め各種施策の充実により、本区の人口
は増加傾向が続いていますが、今後の見通しでは少子高齢化の進展により人口構成に
変化が見られ、区民の公共施設等への利用需要や要望にも変化が生じることが考えら
れます。一方、平成38年度までの10年間の財政見通しでは、特別区税等の一般財源
は増加しますが、将来的には生産年齢人口の減少に伴う税収の減が懸念されます。こ
うした状況に的確に対応していくためには、限られた財源を有効に活用しながら、公
共施設等を維持管理し、運営していく必要があります。
　そこで本区では、公共施設等を取り巻く現況を把握し、中長期的な将来見通しを提
示し、今後の公共施設等に係るコストの平準化や抑制、少子高齢化などの人口構成の
変化を見据えた公共施設等のあり方を示すため、「文京区公共施設等総合管理計画」（以
下「管理計画」という。）を策定しました。

区の公共施設等を取り巻く課題
公共施設等の老朽化

多額の改修・
更新費用

厳しい財政運営

効果的・効率的な公共施設等の管理の必要性

公共施設等への
ニーズの変化

税収の低下 社会保障関連
費用の増加

今後の人口減少・少子高齢化

管理計画策定の目的
①公共施設等に係るコストの平準化や抑制
②人口減少や少子高齢化の進行状況に応じた公共施設等のあり方の提示
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1-2　計画の位置付け

　管理計画は、本区の最上位計画である「基本構想」の下に位置付けられる「基本構
想実施計画」のほか、その他の個別計画を実現するための基盤としての公共施設等を総
合的かつ計画的に管理するための基本となる方針を示すものとして位置付けます。

図1-1　管理計画の位置付け

個別計画

インフラ長寿命化基本計画

文京区

国

基本構想実施計画

都市マスタープラン
地域福祉保健計画
教育振興基本計画　等

公共施設等総合管理計画
公共施設等の総合的かつ計画的な管理

公共施設等の現状把握

公共施設等の課題分析

総人口・人口構成の将来見通し

公共施設等に係るコストの平準化や抑制
人口減少や少子高齢化の進行状況に応じた公共施設等のあり方の提示

公共施設等の管理に関する基本的な方針

施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

基本構想

整合

整合
基
本
計
画
に
基
づ
き
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定
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1-3　計画の対象範囲

　管理計画の対象範囲は、図1‑2に示すとおり、区有財産のうち普通財産も含む建築
物系公共施設とインフラ系公共施設です。

図1-2　管理計画の対象範囲

区有財産

第三セクター及び
一部事務組合等
が所有する財産

公共施設等

土地

建築物系
公共施設

インフラ系
公共施設

学校、図書館、地域活動センター等
※公園の建築物（便所など）も含む。

道路、橋梁

その他 動産、金融資産

管理計画の対象範囲

行政財産、普通財産

公益財団法人文京アカデミー、特別区人事・厚生事務組合、東京二十三区清掃
一部事務組合、特別区競馬組合、東京都後期高齢者医療広域連合
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　対象とする公共施設等の分類について、表1‑1に示します。

表1-1　施設類型分類表

施設類型 細分類 施設名称等

区民文化系施設
集会施設 区民センター、区民会館、交流館、区民会議室、不忍通りふれ

あい館、男女平等センター

文化施設 アカデミー文京、地域アカデミー、文京ふるさと歴史館、森鷗
外記念館、響きの森文京公会堂、スカイホール

社会教育系施設 図書館 図書館、図書室

スポーツ・
レクリエーション系施設

スポーツ施設
六義公園運動場、後楽公園少年野球場、竹早テニスコート、小
石川運動場、文京総合体育館、文京スポーツセンター、江戸川
橋体育館

山村体験施設 四季の郷薬師温泉やまびこ荘

産業系施設 産業系施設 産業とくらしプラザ、勤労福祉会館

学校教育系施設

小学校 小学校

中学校 中学校

幼稚園 幼稚園

その他教育施設等 教育センター、青少年プラザ、少年自然の家八ケ岳高原学園

子育て支援施設

保育園 保育園

児童館 児童館

育成室 育成室

その他子育て施設 キッズルーム、子ども家庭支援センター、子育てひろば

保健・福祉施設

保健施設 健康センター、保健サービスセンター本郷支所

高齢福祉施設
シルバーセンター、福祉センター、特別養護老人ホーム、地域
包括支援センター、高齢者在宅サービスセンター、介護予防拠
点、グループホーム

障害福祉施設
福祉作業所、障害者基幹相談支援センター、障害者会館、本郷
福祉センター、障害者就労支援センター、障害者多数雇用事業
所、総合福祉センター内障害者支援施設

行政系施設 庁舎等
文京本庁舎、公共駐車場（シビックセンター内）、地域活動セ
ンター、文京清掃事務所、文京清掃事務所本郷分室、播磨坂清
掃事業所

公園等施設 公園等施設 公園、児童遊園、遊び場　※建築物に限る。

その他施設 その他施設

備蓄倉庫、機具置場、防災職員住宅、職員住宅、旧元町小学校、
旧岩井学園教職員住宅、柏学園、シルバーピア、区営住宅、区
立住宅、障害者住宅、土木詰所、水防倉庫、自転車駐車場、公
衆便所、文化財収蔵庫

インフラ
道路 道路

橋梁 橋梁
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