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 問野　　博

 緒　言

 　都市における木造賃貸住宅密集地区の良好な更新が進

 まない中で，大阪府門真市朝日地区は，その敷地面積約

 7400m3について1987年に事業計画の大臣承認を受け，

 1991年に総戸数136戸・店舗9区画の大規模な共同建替を

 完成させている。この事業は，地家主8名で『建替事業
 　　　　　　　　　　　　　　　　　ふくそう 組合』を結成し，門真市と協力して，輻輳した権利関係

 を整理しつつ，低層高密の良好な賃貸住宅を建設し，併

 せて公園・道路を整備して良好な居住環境を実現させた

 ところに特色がある。

 　今後わが国の都市では，このような住宅密集地区の建

 替事業はますます緊要性をおびていくと考えられるが，

 この調査研究では，事後の同種の事業の成功に役立たせ

 るために，成功に導いた条件，問題点などを多角的に明

 らかにしようとするものである。

 　この目的のために，「第1章　事業経過の記録」では本

 事業のプロセスおよび内容の特色を整理し，「第2章　入

 居者調査」では事業後の賃貸住宅入居者（再入居者を含

 む）に対して行った調査によって，入居者特性と住環境

 評価を明らかにする。

 第1章　事業経過の記録

 6地区1，152．2haで事業実施中であるが，建替実績は，

 　①共同建替　7件　以前　567戸　以後　314戸

 　②その他　13件　　　270戸　　　206戸

 　　合計20件　837戸　520戸

 にとどまっている（資料：大阪府住宅政策課，平成5年

 9月1日現在）。

 　一方，民間自力更新によって木賃住宅は大きく減少し

 つつある。大阪府下の木賃住宅戸数は，ピークと考えら

 れる昭和53年の76万戸から昭和63年の50万戸へと10年間
 で26万戸減少している。府下で木賃事業がスタートした

 昭和58年以降63年までの5年間でも58万戸から8万戸減

 少している。

 　しかし，これらの民間自力更新の結果は，3階建て零

 細建売住宅やワンルーム・マンションなど，決して望ま

 しいものではなく，遠からず再々整備が必要となるもの

 がほとんどである。すなわち，今日の木賃住宅の更新は，

 将来に禍根を残す民間自力更新の圧倒的な勢いの中で，

 その1％に満たない「良好」な建替が埋没しているのが

 実情である。

 　このように良好な建替の展開が困難な中で，単なる共

 同建替ではなく，多人数で大規模で，基盤施設と上物の

 一体的整備という難事業を成し遂げたのが「朝日地区木

 賃住宅面的共同再生事業」である。

 1．1木賃住宅地区の課題と本事業の位置付け

 　木賃住宅とは「木造賃貸住宅」のうち，長屋建，共同

 建のものを言う。その住戸水準は極めて低く，しかも住

 環境も劣悪である。にもかかわらず木賃住宅は，大阪府

 下で約50万戸，全住宅の17．4％を占めている。そのため，

 木賃住宅地区の再生は今日，大都市圏整備における最重

 要課題の1つとなっている。

 　そこで，木賃住宅地区を立地条件に見合った良好な住

 宅地に再生するための制度「木造賃貸住宅地区総合整備

 事業（略称：木賃事業）制度」が昭和57年度に創設され

 た。この制度は，地権者等民間の建替を誘導することを

 中心に，木賃住宅地区全体を徐々に水準アップしていく，

 というものである。

 　しかし，制度発足から11年余を経た今日，その実績は

 かんばしいものではない。大阪府下では昭和58年以来，

 1．2朝目地区の従前の状況

 　朝日地区のある門真市は，高度経済成長に伴う大都市

 への人口集中の波を受けて，スプロール開発によって埋

 めつくされた木賃住宅地区を抱えるもっとも典型的な都

 市である。

 　朝日地区も例外ではなく，人口急増のピークが始まる

 昭和30年代後半に市街化した地区である。地元の開発事

 業者が木賃住宅開発をしようとして田を買いに入った。

 1枚だけ買収に応じず借地をして，買った土地も含めて

 一体的に木賃住宅等を建てた。そのうち一部を売り，他

 は自ら経営することにした。

 　こうしてできた朝日地区は，道も狭く建て込んでいた

 が，活気あふれる若者の街としてスタートしたのである。

 しかし，人口流入の波が止まり，住宅事情の改善が進ん

 だ昭和50年代に入ると，木賃住宅は時代遅れとなり，空
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 き家が目立つようになった。本事業着手時には，大半が

 数年間入居者の募集を停止していたことも、あるが253戸

 のうち145戸（57％）が空き家という，衰退した街と化し

 ていた。

 1．3事業化プロセス

 　この地区の開発者の子息で，父の遺産を引継いだ地区

 内最大の地権者松下明氏は，昭和50年代半ば頃から，先

 行きの不安を感じていたようである。

 　昭和57年9月に木賃事業制度が発足すると，彼は市に

 相談に行った。市は以前から木賃住宅地区対策を重要課

 題とし，「過密住宅地区更新事業」の実施など，カを入れ

 ていたので，積極的に相談にのった。昭和58年2月には

 住宅局長が木賃事業制度適用のモデルケースとして視察

 にきた。

 　大阪府も木賃対策を住宅政策の最大の．課題としてとら

 え，国の制度の上乗せ，補完の方策を探っていて，その

 1つにあげられていた「共同建替計画作成費補助制度」

 創設のためのケーススタディの対象として朝日地区をと

 りあげ，建替の検討をバックアップした。代表的木賃都

 市である門真市で何とかしたいという思いもあったはず

 である。

 　日本住宅公団から衣替えし，市街地整備分野に新たな

 展開をめざしていた住宅・都市整備公剛よ，門真市と人

 事交流をしており，木賃住宅地区対策への貢献の道を探

 っていたところだったので，府と同様，建持の検討をバ

 ックアップした。

 　そういう中で，昭和59年11月に門真市北郁地区木造賃

 貸住宅地区総合整備事業が大臣承認を受け，朝日地区を

 含む461haという広域での木賃事業がスダートした。

 　市としてはこの事業を展開していくためのモデル事業

 として朝日地区を位置付け，木賃住宅地区対策にはずみ

 をつけたいところであったので，地権者の会合設定など，

 協力・支援を惜しまなかった。

 　そういう中で，他の地権者の中にも本格的に建替を検

 討しようという気運が生まれ「朝日地区木造賃貸住宅等

 共同建替推進協議会」が結成されることになった。

 　市はこの地元の動きを背景に「朝日町地区木造賃貸住

 宅密集地区整備事業基礎調査」を実施した。

 　それから約1年半の検討を経て地権者8名の意忠がま

 とまり，昭和62年2月に「朝日地区建替事業組合」が結

 成された。組合は当時89世帯住んでいた借家人との交渉

 に入りながら，併行して建替事業計画を詰め同年8月に

 「建替事業協定」を結ぷとともに，門真市との間で，相

 互協力と役割分担を定めた「まちづくり協定」を同年11

 月，締結した。市はこれを受けて同年12月，「朝日町地区

 木造賃貸住宅密集地区整備事業」の大臣承認を受け，事

 業実施体制は整った。

 　建物の除却工事の準備が整った翌年3月，工事が開始

 された。工事は，除却→公共施設工事→建築工事→公共

 施設」1事（仕上げ）の順に進められた。公共施設工事は，
 　　　　　　　　　　　　　わき ①道賂，②公園，その他，③脇を流れる古川の護岸改修，

 道路の下に理設する，④公共下水道，⑤上水道，⑥関西

 電力がモデル的に実施した電線地中化，⑦ガス管，と多

 種多様にわたった。

 　建築工事は道路が概成した平成元年7月着工，一部を

 除き平成2年8月に竣工した。その後，道路，公園の仕

 止げ工事とストーンオブジェの据え付けが行われ，同年

 10月完成式典である「まちびらき」が挙行された。建築

 部分も含めて全てが完成したのは平成3年4月である。

 1．4朝目地区の以後の状況

 　以後の朝日地区には4棟136戸の低層集合賃貸住宅が

 建ち，「カルチェ・ダムール」と名付けられた。標準2LDK・

 55m2，2室冷暖房と3カ所給湯，システムキッチン，ロ

 フト，地下室，コンクリート打ち放しとピンク・シルバ

 ーのタイルが織りなすファッショナブルなデザイン，道

 賂は無電柱化され，親しみのあるインターロッキングブ

 ロックによる舗装で歩車融合のコミュニティ道路，街の

 入り口の真正面・街の中心には建物にマッチした広場，

 そこに街のシンボルとして立てられたストーンオブジェ，

 と様々な面で新しい，時代を先取りした住宅街となった。

 　管理は建替事業を共同で実施した8名が，建替後の経

 営と管理をも共同で行うために設立した「カルチェ・ダ

 ムール管理組合」によって，公共施設部分の市との管理

 協力も含め全般的に行われている。

 　入居者は20代が過半という若い世代が圧倒的多数を含

 める街となった。

 1．5事業の要点

 　この事業の要点をまとめると以下のようになる。

 ①老朽化した木賃住宅密集地が一挙に生まれ変わった。

 ②1敷地ではなく，遭も公園もある「まち」をつくっ

 　　た。

 ③様々なタイプの権利者8人が共同で事業を行った。

 ④複維であいまいな権利関係を整理した。

 ⑤区画整理専業と再開発事業をミックスして，権利と

 　　空間のおりあいをつけた。

 ⑥1つの民間1誘導による住宅市街地再生事業システム

 　　をつくり出した。

 ⑦住環境整備における1つの「公」と「民」（特に地権

 　　者）の共同事業システムをつくり出した。

 ⑧事業を成立するために既存の法制度，手法を多面的

 　　に活用した。

 ⑨低層高密囲み型という1つのインナーリングエリア

 　　におけるハウジング思想を具現化した。
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写真1－3　以前の外観 写真1－4　以後の外観
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表1－1 朝目地区木賃住宅面的共同再生事業の概要

「一　■■
「●所在地　　大阪市門真市朝H町11他

●区域面積　7，416㎡

■●地権者　　8名　亡地のみ所有者…・・

，　　　　　　　　ニヒ地・建物所有者…

！　　　　　　　　借地権者一……一・

1●事業前後の比較

1／建物／

1　一一一一一一・一　・　一　　一一一一一一　一一一一　一一一一一一一一一一一一一一r一一一一一一一一

　　　　以　　　　前

・木造2階建（一部1階建）

・文化住宅　　　13棟　159戸

木造アパート　2　　56

長　　屋　　　9　　37
　’戸建住宅　　　1　　1

他、事務所、ガレージ各1棟

・1～2K（最多2K約25㎡）

〈公共施設〉

・4皿未満の私遣・通路のみ

・公園なし

＜土地利用〉

　市道

　私遣、通路（幅40m未満）

　公園、縁地

　宅地

　その他（河川堤防敷等）

　　　A

●事業内容と適用制度

1名

2名

5名

　　　　以　　　　後

　　R　C造3階建（一部地ド1階）

　　賃貸マンシ…1ン4棟

　　惟宅　136戸、店舗490㎡

　　駐車場65台
　　・敷地面横　5，282㎡（58％）

　　延床面積　10，162㎡

　　　容積対象8，612㎡（163％）

　　　　　　対区域面穣　116％
■　　　・1K～3LDK　（去董多2LDK　糸勺55nf）

市遣（4．7～6，0m）290m新設

・公園330㎡、緑地180㎡新設

・公共ド水遭敷設291m

自11

　　O㎡

　855㎡

　　0㎡

6，230㎡

　331㎡

7，416㎡

　以　　後

　　　1，620㎡

　　　　0㎡

　　　514㎡

　　　5，282㎡

（市適敷に）O㎡

7，416㎡

　　・門真市朝日町地区木造賃貸住宅密集地区整備事業

　　　①不良住宅の買収除却

　　　②公共施設整備（遣路、公園・緑地、公共ド水遭11

　　・門真市北部地区市街地住宅密集地区再生事業

　　　①建替促進費（建築設計費、共同施設整備費）

　　　②公的住宅への入居あっせん

　　・大阪府市街地住宅密集地区再生事業補助金交付要綱

　　　府が国庫補助金に上乗せ補助

　　・大阪府特定賃貸住宅建設資金融資あっせん制度

　　　rスーパー特賃」（市街地住宅密集地区再牛事業の施行区域におけ

　　　　　　　　　　　る木賃住宅の建替に対する特別低利枠）

　　・租税特別措置法基本通達33・6の4

　　　「法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴うh地の交換分合」

　　　権利の交換分合／建設位置への移転／公共施設用地の平等負担

　　・古川護岸改修事業

●事業費と分担

　　・総事業費………・……・……一……22．4億円

：　　門真市……一………・一………4．6億円

　　　朝日地区建替事業組合…………17．8億円

　　　　　（うち又一ハー特｛t…．．……11．5億円）

1　　　　（組合の総事業費………・一・…21．0樹り）

●事業主体：朝日地区建替事業組合

，　　　　　　　　門真市

●コーディネイト：㈱閻野まちづくり研究所（閥野　博）

●建築設計監理：㈱ヘキサ（小島　孜）

表1－2　事業の経過

　　　　■　　1　　　　　　　■■■■■■■1　■　■■■■■

昭和57年9月！●木造賃貸住宅地区総合整備事業制度創設

昭和58年2月

昭和59年4月

　　　　11月

昭和60年3月

　　　　10J’』■

昭和62年2月

　　　　8月

　　　　11月

　　　　12月■

昭和63年・月1

　　　　11パ

　　　　12月1

平成元年6月

　　　　7月

平成2年6月
　　　　8月

　　　　9月

　　　　10月

●最大地権者、木賃事業制度について市に相談

●建設省住宅局長現地視索

●共同建替計画検討I

●門真市北部地区木造賃貸住宅地区総合整備事業の大臣

　承認

●共同建替言十画検討n

●地家主8名がr朝日町地区木造賃貸住宅等共同建替推

　進協議会」を総成

●朝H町地区木造賃貸住宅密集地区整備事業基礎調査実

　施

●地家主がr朝日地区建替事業組合」を結成

●地家夜がr建替事業協定」締結

●lfiと組合の間で「まちづくり事業協定」締結

●門貞市朝臼町地区木造賃貸住宅密集地区整備事業の大

　臣承認

●不良候宅除却に着手

●片川改修1〔事着手

●遭路・公園用地取得

●公共施設（遺路・ド水道）整備、r事着手

●地鎮祭

●建築工事着手

●入居者募集開始

●公園・緑地・遭路表層．工事着手

●カルチェ1ダムール管理組合緒成

●まちびらき

⑭デザイン・設計・設備において新しい都市住民向け

　住宅を提ポした。

⑪電線の地中化，インターロッキングブロックによる

　舖装，ブラザ的小公園，ストーンオブジェ等，新し

　いコミュニティ・インフラを提示した。

⑫完成後も8人共同で「まち」を管理する管理システ

　ムを構築した。

第2章 入居考調査

2．1調査目的

　本章では，カルチェ・ダムールの入居者による居住性

等の評価をとおして，居住者の立場から本事業の検証を

行うことを口自勺とする。以下，調査概要・居住者の基本

属性・新規入居者の住宅選択行動・再入居者の入居経緯・

住環境に村する評価・定住志向の6項目について述べる。

2．2調査概要

　研究方法は全戸数136世帯に対して質問紙調査と補足

的な面接調査を行った。調査時の入居世帯は126世帯であ

り，このうち8肚帯は従前の木賃住宅から住み替えた世

帯（以下，再入庸世帯と記す）である。

　有効回収数は質問紙調査では新規入居64世帯・再入居

7世帯，而接調査では新規入居9世帯・再入居6世帯で

あった（表2－1）。
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 表2－1　調査概要

 調査期間
 調査対象数
 調査方法
 配付数　　（a）
 有効回収数（b）
 有効回収率（b／a）

 1993年11月6日～14日
 新規入居世帯　　　128　＊

 調査票留竈自記法
 96
 64
 66．7％

 面接調査法

 9．4％

 再入居世帯
 調査票留置自記’法

 87．5％

 面接調杳’法

 75，0％
 1＊1二のうち調倫珂寺10F；牢き家〕

 2．3居住者の基本属性

 　　　　　　　　　　　　　　　（表2－2・2－3）

 2．3．1新規入居世帯の基本属性

 　新規入居世帯は，世帯主年齢40歳未満の若い世帯が64

 世帯中45世帯（70％）と高い割合を占めており，世帯主

 年齢の平均は32，8歳である。世帯型でみると若年夫婦

 表2－2　入居考属性

 回収世帯数
 新規入居者  再入居者

 1収世帯数  64世帯  7世帯

 ：40歳未満） 27  42％  0
 〃　）  18  28  0

 二40歳以上） 1  2  3　　43％
 〃　）  4  6  3　　43

 1世帯  3  5  1　　14
 7  11  0
 4  6  0

 ：主年齢  32．8歳  54．7歳

 1子特世帯 20　　31％  1　　14％
 数  27人  1人
 一も数  1．4人  1人
 葺  3．3歳  4歳

 持世帯  5  8％  3　　43％
 数  7人  4人
 ’も数  1．4人  1．3人
 言  21．4歳  23．0歳
 ’者数  6人  2人

 人  3  5％  O
 人  34  53  3　　43％
 人  14  22  2　　29
 人  9  14  2　　29
 答  4  6  O

 ：人数  2．5人  2．9人

 人  28  44％  2　　29％
 人  27  42  3　　43
 人  4  6  2　　29
 人  0  0
 答  5  8  0

 ．者数  1．6人  2．0人

 10万円未満 9  14％  0
 10万円未満 15  23  1　　14％
 10万円未満 18  28  4　　57
 10万円未満 11  17  0
 万円以上 4  6  0

 答  7  11  2　　29

 ：年収  640万円  630万円

 1年未満  13  20％  0
 ・2年未満  6  9  0
 ・3年未満 16  25  0

 24  38  7　100％
 答  5  8  0

 1年数  2年2ヵ月  3年1ヵ月

 （世帯主年齢40歳未満）のみの世帯がもっとも多く27世帯

 （42％），ついで若年夫婦十子どもの世帯が18世帯（28％）

 となっている。さらに，中高年核家族世帯（世帯主年齢

 40歳以上）が5世帯（8％），非親族世帯が7世帯（11％）

 である。非親族世帯の内訳は，単身3世帯，友人同士の

 2人入居が4世帯であり，この中には借上げ社宅が3戸

 含まれている。世帯人数は2人がもっとも多く34世帯

 （53％），ついで3人が14世帯（22％）となっている。小

 学生以下の子どものいる世帯は20世帯で子どもの数は合

 計27人であるが，平均居住年数からみて入居後に誕生し

 たと推測される2歳以下の幼児が27人中11人（41％）で

 あるほか，大部分が幼児である。学齢期の子どもは非常

 に少なく，世帯主年齢が40～60代の世帯では子どもは成

 長し就労しているケースが多い。

 　以上のように，新規入居世帯は小家族で，若い夫婦の

 みの世帯が多く，学齢期の子どもが少ないことが特徴と

 してあげられる。

 世
 帯
 型

 子
 ど
 も
 の
 概
 要

 世
 帯
 人
 数

 就
 労
 者
 数

 世
 帯
 年
 収

 居
 住
 年
 数

 夫婦のみ（夫40歳未満）
 夫婦十子（
 夫婦のみ（夫40歳以上）
 夫婦十子（
 その他の親族世帯
 非親族世帯
 無回答

 　平均世帯主年齢

 （人）
 新規入居者  再　入　居　者

 親族世帯1非親族
 ・・1世帯 小計  小計

 夫　妻　他1  夫妻他

 管理職  4  4  1  1
 事務職  2　　8　　31　2 15
 専門・技術職  20　　5　　11　4 30  1　1　1  3
 販売・サービス業 11　3　　21  16
 技能・労務職  3　　1　王1　1  6  1　　1  2
 自由業  1　　　　　1　2 3
 自営業  8　　4　　11  13  3　2　1  6
 パート  3　　11  4  1  1

 （就労者小計） （49）（24）　（9）」　（9） （91） （6）（4）（3） （13）

 無職  22  22  3  3
 その他  1  1
 無回答  2　　5　　1　2  9

 合　　　計  51　51　91　11  122  7　7　3 17

 表2－3　職種

 小学生以下のイ特世帯
 　全子ども数
 　平均子とも数
 　平均年齢

 16歳以上の一∫芋拙帯
 　全子ども数
 　平均子とも数
 　平均年齢
 　うち就労者数

 1
 2
 3
 4
 無　回

 平均世帯人数

 1
 2
 3
 4
 無回答

 平均就労者数

 　　　　400万円未満
 400～　6（10万円未満
 600～　8（10万円未満
 800～1，0（10万円未満

 1，000
 　無回答

 　平均世帯年収

 1年以上へ2年未満
 2年以上へ3年未満
 3年以上
 無回答

 平均居但年数

 　就労者の職種は，専門・技術職がもっとも多く，つい

 で販売・サービス業，事務職等のいわゆるホワイトカラ

 ー層が中心である。親族世帯（53世帯）における共働き

 率は45％（24世帯）であつ，このほとんどがフルタイマ

 ーである。若い夫婦のみの世帯では59％と高い数値を示

 しているが，小学生以下の子どもを持つ世帯では22％と

 低くなり，自営業・パートに眼られるようになる。また，

 ライフステージの高い世帯では子どもが就労している場

 合が多い。これらのことから世帯あたりの就労者数は，

 1人が44％，2人が42％となり平均1．6人で，平均世帯人

 数2．5人に対してかなり高い就労卒である。

 　世帯年収は600～800万円の世帯が18世帯（28％），

 400～600万円が15世帯（23％）であり，平均640万円とな

 っている。

 　カルチェ・ダムールは調査時点でまちびらき後3年1

 ヵ月を経過しているが，居住年数が2年未満の世帯が3

 割であり転入出が比較的多いことがうかがえる。
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 2．3．2再入居者の基本属性　　　（表2－2・2－3）

 　再入居者は回答世帯71世中7世帯であり，そのうち

 6世世帯主年齢50歳以上の世帯である。世帯人数の

 平均は2．9人であり，新規入居世帯に比べやや多くなって

 いる。また，子どものいる世帯は4世帯で半数は5人で

 あるが，このうち4人が16歳以上であり，半数が就労し

 ている。

 　就労者の職種は自営業が多い。このうち3世帯は敷地

 内店舗のテナントであり，1世柑はカルチエ・ダムール

 の菅理業務を行っている。世帯年収は600～800万円がも

 っとも多く4世帯で，平均630万円であり，新規入居者と

 ほぼ等しい。

 2．4新規入居者の住宅選択行動

 2．4．2希望した住宅

 　借上げ社宅である3世帯を除く61枇帯では，入居を希

 望した主棟形式（図2－4）は，賃貸中低屑集合住宅（5

 階以下）が54％であり，住［タイプ（図2－5）は2LDK49

 ％，3LDK30％、2DK20％である（複数回答）。カルチェ・

 ダムールでは，3LDK以上の住戸は11％と少なく，希望

 の住戸よりやや狭いとはいえ，ほぼ希望に合致している。

 また，3階建という主棟形式も好まれているようだ。

 扇「■■

 図2－4　住宅検討対象

 2．4．1前住宅

 　前住宅の所有形態（図2－1）は，親・親類の宋が41

 ％，民間借家が36％である。世帯型併せて考えると，

 結婚を契機に人居したものが多いとみられる。前住宅の

 所在地（図2－2）は，門真市およひ周辺の市(大阪市

 を含む）が73％で，現在の職場の最奇り駅（図2－3）

 は京阪沿線36％，地下欽沿線11％（世帯64人の内訳）

 である。また，「夜中に帰宅することが多い」と回答した

 世帯も41％おり，交通至便な立地であることから，通勤

 の便を考慮して肝住地遺定をしたとみられる。

 0　　I0　　20　　30 。。。。■■品』1…

 親・親類の家

 持ち家

 民間借家

 公共借家

 給与住宅

 ■妻41

 36

 ■7；一■r一■一■■丁訂一■■「
 …皿』’「％『

 　　％戸建住宅　　□木辻土～犀　　　低層住害三二3階以下）
 　　■中層住宅（4　5階建て）　　…高層伺字 （新規入居64世帯のうち所有形態が不明の6世籍を＝除く58世帯対象） llllllその他

 前住宅の所有形態

 ．．」

 図2－1

 0　　　10　　20 30　　　　40　　　　50　　　　60　　　　70　　　　80　　　　90　　　　100
 　　　　　　　　　　　　一一一一一一†一一・一一一一r一一・・一一r｛％

 ・1徽・  一囲1皿㎜「

 　　　　　　　　　73％
 ■門真市　　微隣接市等（守口・寝屋川・大東・枚方）
 　その他の大阪府　　…その他の近畿圏　　1111111その他
 　　　　　　　　（注：新規入居者64人対象）

 前住宅の所在地

 ■■どのような住戸タイプをお考えでしたか」
 　Ol02Ω3040506070  80　90　100

 綴大阪市
 □不明

 図2－2

 ワンノレーム

 ユK

 ユD　K

 1L　D　K
 2K

 2D　K

 2L　D　K
 3K

 3DK

 3L　D　K

 4～5L　D　K

 その他
 ［＿一．．．注：

 睡二．

 O

 0

 2

 　3
 0

 　　」翻20

 ±一％彩鰯聾49

 上O
 萎130

 複数回答

 新規入居64世帯から社宅3世帯を除く61世帯対象）

 図2－5  検討住戸タイプ

 　参考までにカルチェ・ダムールの入唐募集開始直前に

 『週刊化宅情報』（1990年　5月2・9日合併号）に掲載

 された新築σ）貨貨作宅の供給状況をみると（図2－6），

 大阪市内では2LDKが21％，3LDK17％，2DK9％，京

 ■京阪沿線
 1111！ll1阪急沿線

 職場の最寄り駅

 0　　　　11⊃　　　20　　　30 　　　　　　　　⊥50ぺ
 多徽覇23　　　　　　12

 窮老1－14　　　　　　　　　　　　28

 3　　　　　　　　　　　　　　5

 髪髪B　　　　　　　　　　6

 　碧g　　　　　　　　　　　15

 魏21　　　　　　　12
 二…」ド

 　ノ、1州］川Nl・173仰’1
 　　　　　　参考資料＝『週間住宅情報』5月2

 l0　　　20　　　30　　　40　　　50

 ワン」レーム
 1K

 1D　K

 1L　DK
 2K

 2D　K

 2L　D　K
 3K

 3D　K

 3L　DK

 4～5L　D　K

 図2－3

 京阪沽線1N＝一67f／＝〕
 　　　　　　　9日合併号

 図2－6  新築の賃貸住宅供給状況
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 阪沿線も同様の傾向である。以上のようにファミリー向

 けの賃貸住宅の供給は少なく，さらに通勤の利便性を考

 慮するなら，希望を満たす住宅はかなり限定される。こ

 のことから，入居者も「住宅を探すのに苦労した」とい

 う回答が多い（72％）（図2－7）。

 や「学校に近い」といった周辺環境はほとんど理由にな

 っていない。

 質問1希望の広さの住宅を見っけるのに苦労しましたか」
 　　　　　　0　　10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100

 大変苦労した

 どちらかといえば著労した

 すぐに見っかった

 不明

 　　　（注：新規入居64世帯から社宅3世帯除く61世帯対象）

 2．5再入居者の入居経緯

 　木賃住宅密集地区等の住宅地の更新に際しては，既に

 そこに住んでいる借家人への対応が大きな問題となる。

 ここでは，それら再入居世帯の入居に至る経緯を述べる。

 2．5．1前住宅

 　従前住宅での部屋数は2～3室であり，便所は専用で

 あるが，浴室のない住戸がほとんどである。居住年数は

 15～29年とかなり長く，平均22年である（表2－4）。

 図2－7　住宅探しの難易度

 2．4．3入居理由　　　　　　　　　　　　（図2－8）

 　「駅に近い（85％）」「新築である（81％）」「世帯主の

 通勤に便利（75％）」「建物外観がおしゃれ（75％）」「広

 さ・部屋数が遭当（72％）」であることがかなり重視され

 た理由となっており，「設備が充実している（59％）」「買

 い物に便利（57％）」「団地内の雰囲気がよい（56％）」「日

 当たりがよい（55％）」「建物の階数が適当（55％）」「間

 取りがよい（51％）」ことも理由としてあげられている。

 利便性や住宅・住棟計画が高く評価されているといえよ

 う。
 　その一方で、「子どもの遊び場がある」「土地柄がよい」

 ◎駅に近い

 ◎新築である

 ◎世帯主の通勤に便利

 ◎建物外観がおしゃれ

 ◎広さ・部屋数が適当

 ○設備が充実している

 ○買い物に便利

 ○団地内の雰囲気がよい

 ○日当たりがよい

 ○建物の階数が適当

 ○間取りがよい

 タクシーを使わずに帰れる

 親元に近い

 他の家族員の適勤に使利

 インテリアがおしゃれ

 家賃が適当

 住み慣れた土地である

 親族が近くに住んでいる

 ×子どもの遊び場がある

 ×土地柄がよい

 ×学校に近い

 　　　■大変理由になっている　　窮やや理由になっている
 （注＝新規入居64世帯のうち、社宅に入居している3世帯除く61世帯対象）

 図2－8　新規入居考の入居理由

 表2－4　住宅に関する事業前後の比較
 　　　　（対象1再入居7世帯）

 和室数（畳） 洋室数（畳） その他（畳） 浴室 便所 居住年数

 6／4．5  一  K　3  なし 専用 15年

 10／3  10  K　3  あり 専用 28年

 6／4．5／3  ’  K　4  なし 専用 29年
 事業前

 6／6  ■  K　3  なし 専用 15年

 6／4．5  ■  K　3  なし 専用 21年

 6／6／4．5  ■  K　2  なし 専用 24年

 不明  不明  不明  不明 不明 不明

 6／6  6  LDK1O  専用 専用  3年

 6  4．5  DK　6．5 専用 専用  3年

 6／6  6．5  LDK12  専用 専用  3年
 事業後

 6／6  6  DK　7．5 専用 専用  3年

 6／5．5  『
 LDK11  専用 専用  3年

 6  6  LDK11．5 専用 専用  3年

 6  6  DK　7  専用 専用  3年

 　以前の住宅地に対する評価では「近所の人と親しく付

 き合いやすかった」「近所の人に気軽に頼み事ができた」

 「近所にどんな人が住んでいるのかほぼ知っていた」と

 いう項目は有効回答者6人（回答者7人のうち1人は無

 回答）全員が肯定しており，良好な近隣関係が形成され

 ていたことがうかがえる。また「家賃が安く経済的に負

 担が少なかった」という項目も5人が肯定している。

 　逆に短所にあたる項目「設備が古くて嫌だった」「日

 当たり・風通しが悪く困っていた」「湿気が多くジメジ

 メして困っていた」といった住戸白体に対する項目や，

 「道路が狭く車が入りにくく困っていた」「道路が狭く建

 て込んでいたので防災上危険だった」「道路がぬかるん

 でいることが多く困っていた」といった敷地内の道路に

 関する項目に対しては，「そう思う」と回答する者が多

 く，はっきりと問題として意識されていたことがうかが

 える。（図2－9）。
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 　　　　　　　　　　　　　　0　1　2　11　　　　　6人

 近所の人と親しく付き合いやすかった

 近所の人に気軽に頼み箏ができた

 近所にどんな人が住んでいるのがほぼ知っていた

 家賃が安く、経済的に負担が少なかった

 道路が狭く、車が入りにくく困っていた

 道路が狭く建て込んでいたので防災上危険だった

 道路がぬかんるんでいることが多く困っていた

 設備（便所・浴室）が古くて嫌だった

 日当たり・風通しが悪く困っていた

 湿気が多くジメジメして困っていた

 家にいる時施錠しなくても安心できた

 手狭で困っていた

 建物の傷みが激しく困っていた

 空き家が多いため人けがなく気持ち悪かった

 建て込んでいてプライバシーの面で問題だった

 住んでいた学生などのマナーが悪く迷惑だった

 　　　　　　　■そう思う　　勃少しそう思う
 　　　　（注：再入居7世帯のうち有効回答者　6人対象）

 　　　　図2－9　以前の住環境に対する評価

 2．5．2再入居までの経緯

 　事業に関する説明は家主が席住者に対して直接付い，

 その後の立退き等に係わる交渉は仲介業者によって行わ

 れている。再入居世帯に対しては家賃・住居面で配慮が

 なされている。

 　まず家賃面であるが，このような住宅地での建枠事業

 の際に，再入居の大きな障害となるのが事業前後の家賃

 格差である。この問題に関しては傾斜減額方式が採用さ

 れ，再入居世帯では2年ごとの家賃上昇で入居7年目に

 入居募集当初の家賃になる。現在では大阪府の「木造賃

 貸住宅建替家賃補助制度」といった行政から家主への家

 賃減額分に対して補助を行う制度が施行されている。カ

 ルチェ・ダムールの場合，これらの制度が格う以前の事

 業であるため，家主個人の負担で家賃が減額されている

 （表2－5）。

 て，住戸プランの一部を変更してもらっている。このこ

 とにより再入世帯は新規入居世帯に比べ，より希望に

 近い住宅に入居することができたようである。

 2．5．3再入居理由

 　さらに質問紙調査および面接調査結果をもとに，個別

 の再入居理由について示したものが表2－6である。7

 世帯中6世帯が再入居を決意した理由として「住み慣れ

 た土地を離れたくなかったから」と回答している。また

 B・E・F・Gの世帯に関しては職業上の理由が強く働

 いている．、

 丁

 τ

 表2－6　再入居理由（対象1再入居7世帯）

 ◎　D

 ◎丁■

 ◎　G

 面　接

 質間紙

 面　接

 ・住み慣れた土地と㌧・うのが一番の理由。
 ・子供の進学をひかえ、転校させたくなかった。
 ・その他の状況や、経済的な理由も加わり再入屠することにした

 ・子どもを転校させたくなかったから。

 ・管理人の仕事を弓1き続きしてくれないかと誘われ、入居するこ
 とになった。

 質間紙 ・佳み憤れた土地を離れたくなかったから。
 ・親しい知人と離れたくなかったから。

 面　接　・長年住み慣れた土地だったし、近くに長男も住んでいるので離
 　　　れたくなカ・ったo
 　　　・事業については大家さんから直接話を聞き、　r良かったらまた
 　　　住まないか」と言われた。

 質間紙　・住み慣れた土地を離れたくなかったから。
 　　　・建笛計画に賛伺したから。

 質間紙　・子どもと同屠したかったため。
 　　　・住み慣れた土地を離れたくなかったから。
 　　　・適切な移転先が見っからなかったから。
 　　　・家賃補助が利閑できたから
 扁■雇　・仕事の都合上。
 　　　・近くに夫の弟も住んでいるし、住み慣れた土地を離れたくなか
 　　　った。
 　　　・子どもがいないので、持ち家を購入してもその後の処分に困る
 　　　しどうせ賃貸なら住み慣れた所がよかった。
 面粛。家賃補助が利用できたカ・ら
 　　　・建て替え計画に賛同したから。
 　　　・カルチェ・ダムールに入居したかったから。
 孟■雇　・もつと頑張って商売を続けていきたかったから。
 　　　・同じ大家さんが所有する別の住宅地に移る話があったが、そこ
 　　　は既に同種のお店があるので移れなかった。

 質悶紙　・住み慣れた土地を離れたくなかったから。
 　　　・通勤・通学の便が良かったから。

 面　接　・顧客を相手にする商売の便宣上。

 表2－5　家賃に関する事業前後の比較（対象1再入居7世帯）

 　　　　　　　　　　　　　　（含共益費／単位：万円）

 Lリ  皿■　⊥■　　■■■■ 以前ク）家H 希望家賃 一般向家賃 入居時家賃 現在の家賃
 ■　　■　■　■　　　1　　■　■　　■　■　■ 2．7 6～8  12．5  6．6  （不明）
 …　　1　　　一　』　　　1　1　　　一　』　　　　…　… （不明） （不明） 8．7  4．6  （不明）

 2．5 5～6  12．9  6．8  9，O

 4．0 6～7  10－6  5．7  7，6
 ■　■　　　■　■　　　■　■　　■　■　　　■　■ 2．2 6～8  9．6  5．1  6．9
 …　　1　　　一　…　　　1　1　　…　」　　　…　■ 3．3 5～6  1C．3  5．5  7．5
 …　」　皿　皿　　　止　　1　皿　　　…　■ （不明） （不明） 8．5  4．5  7．6
 …　　■　　　山　皿　　　皿　1　』　」　　一　■ 注：一般向け家賃とは入屠者募集案内に記載されていた家賃

 　次に住戸に関しては，再入桝世帯は一一般の入居募集に

 先駆けて住戸を選択することができた、、また希望に応じ

 （◎：カルチェ・ダムール内の店舗テナント）

 　再人居を決意した事情は各世帯において様々であるが，

 全体として町入居世帯は世帯主年齢が高く，長年住み続

 けた土地を離れたくないという住宅地に対する愛着と職

 業上の理由が大きく働いていることがわかる。

 　家賃に関しては，以前の家賃は3万円前後であるのに

 対し，事業後は約10万円となっている。再入居世帯は6

 万円前後の家賃を希望しており，入居当初は減額措置に

 より希望範囲内におさまっているが，現在では超過する

 世帯もみられる。この方式では減額期間が限定されてい

 ることもあって，再入屠者の間では減額期間後の家賃に

 対する不安の声も聞かれた。家賃補助は急激な家賃上昇

 を緩和し，家賃負手脆軽減するという役割を果たしてい

 るとはいえ，再人居の理由として「家賃補助の利用」を

 あげた世帯は7世帯中1世帯のみであり，再入居を促す
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 有効な方法としては働いていないといえよう。

 　なお定住志向については7世帯中2世帯が「ずっと住

 み続けたい」，4世帯が「当分住み続けたい」と回答して

 おり，かなり定住志向が高いことがわかる。

 2．6住環境に対する評価

 2．6．1住宅・住環境に対する評価

 　新規入居者では，カルチェ・ダムールの「総合的住み

 やすさ」は満足（38％）が不満（28％）を上回っている。

 具体的な項目をみていくと，満足度の高い項目は「交通

 の利便性（84％）」「建物外観・デザイン（73％）」「買い

 物の利便性（67％）」である。このほか，間取り，設備，

 広さ・部屋数等の住戸に関する項目に対しても4割の人

 が満足していた。逆に不満度の高いのは「家賃（59％）」

 「土地柄（58％）]「白然環境（53％）」「駐車場（48％）」

 「教育環境（44％）」である（図2－10）。これらの評価

 は入居の理由になっている項目，なっていない項目とほ

 ぽ一致していた。

 　家族型別にみると（図2－11），「教育環境」「広さ・部

 屋数」「日当たリ」「総含的な住みやすさ」でB（若年夫

 婦と子どもの世帯）の評価が特に低くなっており，家族

 人数の増加や子どもに対する環境の影響を考慮した結果

 　　　　　　　O　l0203040506070809010

 総合的な住みやすさ
 交通の利便性
 建物外観・デザイン
 買い物の利便性
 閻取り
 設備
 広さ・部屋数
 日当たり
 駐車場
 家賃
 自分たちと同質的 　　居住者が多い
 教育環境
 自然環境
 土地柄

 建物外観・デザイン

 A
 B
 C
 D
 E
 　　　家賃　　　　　　　眺ち聯的馳音が多い　　　　　　教育環境

 A
 B
 C
 D
 E
 　　目然環境　　　　　　　上地柄

 　　A：若年夫婦のみ（世帯主年齢40歳未満）　　　　　（N・27）
 　　B：若年夫婦と子どもの世帯（　〃　）　　　　　　（N・18）
 　　C：中高年核家族世帯（1世帯主年齢40歳以上）　　　（N－5）
 　　D：その他の親族肚帯　（Ni3）　　E＝非親族1吋帯　（N二7）
 　（注：新規入居0）6仙帯のうち家族型不1リ1の仙帯を除く60肚枇：対象）

 図2－11家族型別　住宅・住環境に対する入居後の評価

 　　　　　　　　　　　43　　　14
 　　％満足　　口普通　　■不浩　　　不明
 新規入居者　（H・64）　　　　　　再入居者　（H・7）

 2．6．2安全性に対する居住者意識と被害実態

 　カルチェ・ダムール敷地内を含めた周辺環境への評価

 をみてみると「夜間の1人歩きは怖い」「夜間たむろする

 中高生が多い」「周辺の治安がよくない」の項目について

 高い肯定となっている（図2－12）。

 夜間たむろする中高生が多い

 周辺の治安がよくない

 ］0　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　100
 　　　　　　　　　　　　％

 　■新規入居者（N＝64）　　影再入居者（N芒7）
 （注：数値は質問に対してrそう恩う」と答えた人の割合）

 図2－12周辺環境に対する評価

 図2－10住宅・住環境に対する入居後の評価

 がでていることがわかる。

 　次に再入居者による評価（図2－10）では，評価が高

 い項目としては「建物外観・デザイン（86％）」「交通の

 利便性（71％）「設備（71％）」等があげられる。不満度

 が高い項目としては「自然環境（57％）」「駐車場（43％）」

 「家賃（43％）」等があげられている。全体としては新規

 入居者に比べ再入居者の方が，現在の住宅を高く評価し

 ており，そのことは「総合的な住みやすさ」の高い評価

 にも表れている。

 　次にこれらの評価に影響を与えると考えられる「敷地

 内における被害の実態（表2－7）」をみると，被害を受

 けたことのある世帯は42世帯（59％），被害総数81件とな

 っていた。その内訳は，車・バイク・自転車といった乗

 物関係の被害が全体の6割（49件）を占める。必然的に

 被害の発生場所も駐車場や駐輪場に偏っているが（52件
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　た 64％），駐車場ではこの他に「中高生が溜まり場にする」

 などの迷惑行為や放火等も行われていた。敷地内の駐車

 場には地下駐車場，ピロティー，屋外駐車場（屋根なし）

 の3種類があるが，地下駐車場での被害発生率がもっと
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 表2－7　敷地内における被害の実態
 　　　　　（被害総数81件　被害世帯数42）

 住戸内 住戸付近 共用部 駐軍場 駐輪場 敷地内 その他 不明 合計

 放火  2 2

 車に悪戯された（含：部晶盗） 1O 一

 車内荒らしにあった  o
 ■

 車の盗難にあった  0

 バイクに悪戯された（含：部品盗） 1 6  7

 バイクを盗まれた  1  4  5

 目転車に悪戯された（含：部晶盗） 1  lo

 目転車を盗まれた  2 10

 夜問、中高生の溜まり場になって困る 1 1 1 2

 洗濯物を盗まれた  1  1

 尾行された  ■　1』　…

 室内を覗かれた
 ■　■　一 郵便物が紛失した  2
 　11　■　5…　一

 金品を脅しとられた  O

 性的な悪戯にあった  王■1  2 4

 その他  3 3  ぺ2  1 1o

 合　　計  3 4 8 16 36　7 3 4 81

 52件64j％

 地震・火災の際避難しやすい

 外にでるのが「おっくう」でない

 地上に近いので落ちっく

 　　　　　　　　　　　　　　　　43
 駐車場に目が届きやすい　　　　　　　’　’　30
 　　　　　　　　　　　　　1
 近所の人と顔見知りになりやすい　　　’　21
 　　　　　　　　　　　　　　　29

 小さな子どもだけでも　　　　　　　　　20＝

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　57

 　　　　　　　　　　　　　　　29

 　　　　　視線が気になる　　O．

 　　　　　　　　　　　　　　　　43

 　　　　　　　　　　　0

 　　　　■新規入居者（N＝64）　　笏再入居者（N＝7）
 　　　（注：数値は質問に対して「そう恩う」と答えた人の割合）

 も高かった（16件中11件）。これは出人り自由であるこ

 と，内部に死角が多いことが原因と思われる。

 2．6．3低眉集合住宅・階段室型集合住宅への評価

 　カルチェ・ダムールは低層高密集合住宅である。高層

 ではなく低層を採用した理由として，①高層は住戸数が

 増えるが，入居者募集に不安があった二と，②高層にし

 て単一の住棟を複数の家主が所有すれば，個別の建替が

 不可能になるため低層でなければならなかったこと，③

 低湿で軟弱な地盤であるため基礎工事に費用がかかるこ

 と，④周辺の景観に調和しにくいこと，等が挙げられる。

 　実際の評価において（図2－13），長所と強く新規入居

 者に認識されていたのは，「地震・火災の際避難しやすい

 （88％）」「外にでるのがおっくうでない（75％）」「地上

 に近いので落ちつく（53％）」の3項口であった。短所と

 されていたのは「屋外の声や物音がうるさい（66％）」「眺

 めがよくない（59％）」「向かいの住棟・住［からの視線

 が気になる（56％）」「バルコニーからの侵入犯が心配で

 ある（50％）」の4項目であった。再入居者では新規入居

 者に比較すると，評価がよくなっていた。

 　子どものいる若年夫婦世帯に注目して家族型別にみる

 と，「外で遊ぶ子どもに目が届きやすい」（図2－14）に

 ついて他より評価が高くなっていた。「小さな子どもだ

 けでも外に遊びに行ける」（図2－15）でも3割弱の人

 が評価している。これらの一点で低属集合伏宅は評価され

 ているといえる。

 　また，階段室型集合住宅に対しては（図2－16），「住

 図2－13  低層集合住宅の長所・短所に対する評価

 ㎏1ご二二二三111；o
 10　20　30　40　50　60　70　80　90　100

 　　　親族世帯　　　　　　N・3

 　　　帯　　　　　　　　　N二7

 　　　　新規入居6泄帯のうち、家族型不明の4世帯を除く60世帯対象）
 　　　図中の数値は質問に対してrそう患う」と答えた人の割合
 　　　■　’　…　川　…　■
 図2－14  家族型別「外で遊．ミミ子どもに目が届きやすい」

 若年夫婦のみ
 　　　（世帯主年齢40歳未満）
 若年夫婦と子どもの世帯
 　　　（　　　　〃　　　　）
 中高年核家族世帯
 　　　（世帯主年齢40歳以上）
 その他の親族世帯

 非親族世帯

 N・27

 N・18

 N・5

 N・3

 N・7

 0　　10　20　30　40　50　60　70　80　90　100

 新規入屠64世帯のうち、家族型不明の4世帯を除く60世帯対象）
 図中の数値は質問に対して「そう恩う」と答えた人の割合

 図2－15家族型別「小さな子どもだけでも外に遊びに行ける」

 戸の前に共用の廊下がこないのでプライバシーが守れ

 る」という点に関して新規入居者では6割近くの人が，

 再入居者でも4割強が肯定している。「隣の家に行くに

 も階段を昇り降りしなくてはならないので不便」という

 者も，比較的近所付き合いがさかんで高齢者の多い再入

 居者ではやや多いが，全体としては階段室型集合住宅の

 短所よりも長所の方が認められているといえよう。
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　　　　　　　　　　　　　　0　102030405060708090100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
住戸の前に共用廊下がこないので
　　　　　　　プライバシーが守れる

一つの階段を利用する戸数が少なく
　　　顔見知りになりやすいので安心だ

隣の家に行くにも階段を昇り降り
　　　　　しなくてはならないので不便

　　　　■新規入居者（N＝64）　　笏再入屠者（N＝7）
　　　（注：数値は質問に対してrそう思う」と答えた人の割合）

図2一一16階段室型集合住宅に対する評価

2．7定住志向

　新規入居世帯の定住志向をみると（図2－17），「ずっ

と住み続けたい」は皆無であるが，「当分は住み続けたい」

とした世帯は36％であった。それに対して「できれば住

み替えたい（31％）」と「ぜひ住み替えたい（20％）」を

合わせると住み替え希望世帯は5割となり，住み替え志

向が強いといえる。

世帯は合計49％と約半数である（図2－19）。次に住宅手

当と家賃負担額（家賃十共益費一住宅手当）との関係を

みると（図2－20）住宅手当がない世帯では負担額10万

以上が93％，住宅手当が3万未満だと8～10万が67％，

6万未満だと4～8万が88％，6万以上だと4万未満の

負担の世帯が80％となっている。住宅手当のない世帯で

は転居希望をする世帯が多く（75％）（図2－21），その

理由として「持ち家を購入するから」「家賃が高い」をあ

げている世帯が多い。

100
　％

図2－19住宅手当

図2－20住宅手当別　家賃負担額

　　　　　　図2－17家族型別　定住志向

　転居希望理由では（図2－18），「住戸が狭い」「家賃が

高い」「土地柄がよくない」「子育ての環境としてよくな

い」をあげている世帯が多い。

　住宅手当のない世帯が44％，住宅手当が3万未満19％，

6万未満14％，6万以上16％，すなわち住宅手当のある

住宅手当
なし

3万未満

3万以上6万未満

6万以上

（H・28）

（N・12）

（N・9）

（N・1O）

10　　20　　30　　40　　50　　60　　70　　80　　90　　100
　　　　　　　　　　　　　％

　　　■ずっと住み続けたい　　■当分住み続けたい
　　　口転勤で住み替えることになるだろう
　　　　一：できれば住み変えたい　揚ぜひ住み替えたい
（注：新規入居64世帯のうち、住宅手当が不明の5世帯を除く59世箒対象）

図2－21住宅手当別　定住志向

住戸が狭い

家賃が高い

土地柄がよくない

子育ての環境としてよくない

持ち家を肥入するため

近くによい学校がない

遍勤に不便

生活施設が整っていない

買い物に不便

特別な理由はない

その他

0102030405060708090100

i52一

61

61

211

岬1

33

　　　　　■かなり理由である　　≡1≡＝＝理由である
（注：「ぜひ住み替えたい」「できれぱ住み替えたい」と回答した33世帯対象）

図2－18転居希望理由

　家族型別に定住志向をみると（図2－17），若年夫婦

のみ世帯では「当分住み続けたい」44％，「できれば住

み替えたい」「ぜひ住み替えたい」合わせて34％となっ

ている。転居を希望する理由としては「住戸が狭い」

「家賃が高い」「土地柄がよくない」があげられている。

一方，子どものいる若年夫婦世帯では「できれば住み替

えたい（61％）」「ぜひ住み替えたい（22％）」と計83％が

住み替えを希望している。転居希望理由（図2－22）を

みても前述の3つの他に「子育ての環境としてよくない

（73％）」「近くによい学校がない（27％）」があげられて

いた。

　希望の居住地域（図2－23）は，京阪沿線・門真市

－237－



 　　　　　1　　一　■

 　　　　　■　　…　■ 土地柄がよくない

 一二」

 近くによい学校がない

 　■　　　■　皿　』　　　■　一　皿　　一　　■
 〔

 　■　■　■ 買い物に不便
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 　　　　　　　　　　　　　　　非親族世帯（N・12）
 （注　新窺入居で転居希望の33世帯のっち家族型不明の1世帯除く32世帯対象）

 　　　　図2－22家族型別　転居希望理由

 京阪沿線

 同校区（市立古川橋小学校・第一中学校）

 上記以外の門真市

 隣接市（寝屋川市・守口市・大東市）

 大阪市

 特に考えていない

 その他

 0102030405〔16（1708090100
 　　　；“■……
 。　／、、、

 ゴ　／

 21

 原因となって，家賃が払えるかぎりは住み続けたいとし

 ている世帯が多いようだ。

 　以上よりカルチェ・ダムールは子どもがいない若年夫

 婦世帯か少人数の成人世帯の二一ズに適合しており，小

 さな子どものいる世帯では子どもの成長により移り住む

 傾向にあるといえる。

 15

 36　（阪神間24％）

 （注1新規入居世帯のうち転居を希望している33世帯対象）

 図2－23希望の居住地域

 二葦葦ニニニニニ：：＝ζ二簑；：

 賃貸高眉集合住宅（6階建て以上）

 賃貸集合住宅（階数不問）

 分謹住宅（集合住宅合む）

 その他

 0102030405060708090100
 　　　　　一’□「％

 　　　　　　55

 （注：新規入居世帯のうち転居を希望している3：1世帯対象）

 　　　　図2－24希望の住宅

 （42％），阪神間（24％），隣接市（寝脚11・守口・大東）

 （21％）となっている。この理由には，通勤先との関係

 が考えられる。希望する住宅種類（図2－24）は，分譲

 住宅と答える世帯がもっとも多く55％で，賃貸集含住宅

 30％となっており，持ち家志向が強いことがわかる。

 　再入居者の転居希望は1世帯と少なく，敷地内店舗の

 テナントであることや長年住み慣れた土地であることが

 2．8　まとめ

 　カルチェ・ダムールの居住者は20・30歳代の夫婦のみ

 世帯をはじめ成人世帯の割合が高い。就労者の職種はホ

 ワイトカラー層が多く，共働き率も高くなっている。

 　入居理由としては交通の利便性や，新築である，外観

 がおしゃれ，広さ・部屋数が適当といった建物に関する

 項目をあげる世帯が多い。入居後の評価は交通の利便性

 や建物の外観に対しては満足度が高く，家賃，土地柄，

 白然環境，駐車場，教育環境に対しては不満度が高い。

 車や自転車に対するイタズラ等の被害を敷地内で受けた

 経験のある世帯も多く，そのことに対する不満や周辺地

 域の治安に対する不安の声も聞かれた。

 　カルチェ・ダムールの特徴である低層高密の住棟形態

 に対しては，屋外からの騒音や眺めに対する不満以上に，

 災害時の安全性や地上へのアクセスといった面で評価さ

 れている。また階段室型住棟に対してはプライバシー確

 保の面で評価されていた。

 　しかし，今後巣住み替えを希望する世帯は5割にのぽり，

 特に子どものいる若い夫婦世帯では住戸の広さ，家賃，

 土地柄，教育環境を理由に転居を希望する世帯が多くな

 っているという結果となった。

 　一方，従前この地区の木賃住宅に居住していた世帯は

 再入居を決意した理由として「住み慣れた土地であるこ

 と」をあげる世帯が7世帯中6世帯にのぼった。これら

 再入居世帯は現在の住宅を新規入居世帯に比べ高く評価

 しており，7世帯中6世帯が「今後も住み統けたい」と

 回答している。しかし，減額期限後の家賃上昇に対する

 不一安の声も聞かれた。

 　以上のようにカルチェ・ダムールは木賃住宅地区の建

 替事業としては良質な住宅ストックを形成しており，こ

 のことは人居者からも一定の評価を得ている。特に，少

 人数の若年世帯での評価は高い。しかし，子どもを持つ

 世帯では住戸の狭さや家賃，周辺環境の問題などのため

 に転居希望が非常に強い。このような単独のプロジェク

 トでは，学校や治安といった周辺環境の改善は困難であ

 り，今後の課題と言える。

 結　語

 　以上にみてきたように，この門真市朝日地区では，劣

 悪な木賃アパートを中心とする253戸の木造住宅密集地
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 区が，不動産権利者，大阪府，門真市，および住環境計

 画コンサルタントの長年にわたる調整努力の結果，主に

 世帯主年齢20歳代の世帯が居住する2LDKを中心とした

 RC集合住宅136戸で構成される低層高密集住環境へ更

 新された。権利関係の調整が比較的円滑に進み，その最

 終成果物である更新された住環境が備えるべき要件の多
 　　　　　　　　　　　 くを満足させ，入居世帯から概ね好評を得ている点にお

 いて，この事業は歴史的な成功を収めたといえよう。そ

 してこの成功した事業は，今後日本の類似の木造住宅密

 集地区の更新のモデルの1つになるであろう。

 　しかし調査研究によって明らかになったこの事業の限

 界もまた記しておかねばならない。その1つの限界は，

 事業以前に居住していた90世帯中，再入居した世帯は，

 職業上居住の継続の必要性が高く，飛躍的に上昇する家

 賃を支払えなくもない自営業者を中心に7世帯に留まっ

 ている点である。残りは府営住宅に転居した世帯が5世

 帯，少額の立退料も充当して，低質と推定される持家に

 移転した世帯も18世帯みられるものの，残る大部分の世

 帯は近傍の同様に低質な木造賃貸アパートに転居したも

 のと推定される。木造住宅密集地区における建替事業が，

 貧困な中・高年世帯を中心とした居住者の住水準の向上

 に資するためには，現行の短期間の家賃補助あるいは少

 額の立退料金の支払いではまったく不十分である。代替

 案としては，中高年世帯の生活の必要とアフォーダビリ

 ティに適合した公的シルバーハウジングやケアハウス等

 を供給し，それらへの優先入居を図る施策を組み合わせ

 て事業を進めることが必要であろう。

 　2つめの限界は，特に地下駐車場における自動車に対

 するイタズラ，放火などの犯罪発生，およぴ地区と最寄

 り鉄道駅との間の夜間の徒歩交通において犯罪不安感を

 感じる居住者が多いという事実がある。すなわち，セキ

 ュリティ要件を満たしていないという隈界を有している。

 この犯罪発生に対する部分的・受動的対応策としては，

 地下駐車場へのアクセス制限・電子監視システムの導入

 といった設計方策をとることができる。しかし（おそら

 く地区外の社会構成に起因する）地区内犯罪発生の根源

 を断ち，地区外での夜間の犯罪不安感を解消するには，

 次の限界とも関連して，より抜本的・広域的な住環境改

 善方策を立案し実施に移すことが必要である。

 　もう1つの限界は，この事業は当該地区の立地条件を

 考慮して子どもが皆無の世帯か，就学児がいない世帯の

 入居を想定して遂行されたのだが，当然のことながら，

 この事業の実現によって，そのような立地条件，すなわ

 ち住宅市場条件を根本的に変えることができなかったこ

 とである。本論の入居者調査報告で明らかなように，入

 居者は事実上，計画初期に想定された上記世帯が圧倒的

 多数を占め，それらの世帯の圧倒的多数が「子どもの就

 学前に他の校区に引っ越したい」意思を表明している。

 すなわち，この事業は，比較的まとまった地区の屋内外

 の空間的質の飛躍的な改善を達成したにもかかわらず，

 木賃アパートを中心に形成されてきた，より広い居住環

 境の社会構成・人口構成，広義・狭義の教育環境の根本

 的改善には寄与し得ていないという限界を有している。

 従って今後に企画されるであろう，当該の，あるいは類

 似の小学校区・中学校区における類似の更新事業計画も

 また就学前児のいない世帯の入居を前提とせざるを得な

 い結果に終わることは明白である。今後，類似事業がい

 くらかでも実現していけば当該の小学校・中学校の生徒

 数は減少していくことは確実である。しかしこの限界を

 越えた，より望ましい住環境改善事業が実施されないか

 ぎり，既にそれらの校区に居住しており，校区外への転

 居が事実上困難である，就学児のいる世帯がそれらの学

 校に子どもを通学させざるを得ない状況は続くし，それ

 らの地区は子どもの現在・将来に不安を感じざるを得な

 い校区であり統けるだろう。

 　上記の限界を越えた，建て替え地区のセキュリティ要

 件の充足，広義・狭義の教育環境の改善，および校区全

 体における年齢分布・所得分布の点でかなりの程度均衡

 のとれた社会構成・人口構成の達成などに寄与する住環

 境改善方策には，どのようなものがありうるか。この方

 策を探りあてることが，この調査研究の後に残された重

 要検討課題である。
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