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横浜市中村町5丁目稲荷山下震災応急住宅に関する研究
主査大月敏雄*1
委員稲本悦三*2,安武

敦子*:3,高橋純一郎*4,鈴木智香子*5,阿部
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本研究は、大正14年に建設された木造平屋建て棟割長屋である稲荷山下震災応急住宅の建設の背景と変容過程の解明を目的として

いる。結果、福祉的性格の強い仮設住宅の一種が横浜市独自の方法で2ヶ所建築されたもののうちの一っが当住宅であることが判った。
また、稲荷山下住宅の平面計画と同潤会仮住宅の平面計画において、その室構成がほぼ同じであるが、稲荷山下住宅では公設バラック

から小屋組みトラスを転用したことにより、平面計画、構造計画上の設計条件が生まれたであろうことが推察できた。実測調査では、
減築、改築、そして梁行方向へのn戸1化といった、これまでの集合住宅研究ではあまり報告事例のなし住みこなしが確認できた。
キーワード1)関東大震災復興事業,

2)仮住宅,3)棟割長屋,

4)横浜市中村町,5)増築,6)改築,

7)減築,8)n戸1化
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1.はじめに

的検討が行われており、関東大震災仮設住宅を対象とし

1.1研究の背景と目的

たものとして珍しい。

横浜市南区中村町五丁目稲荷山下住宅註1)は大正14年

本研究では前述の稲荷山下住宅を対象とし、その実測

に横浜市民生局社会課によって、関東大震災の応急住宅

調査による建物の実測調査に基づく、大正末期の応急集

の一種として建設された木造平屋建ての棟割長屋5棟、

合住宅の物理的解明とその住居史的意味づけ、現居住者・

68戸である。平成17年から18年にかけて横浜市施行

近隣居住者からの聞き取り調査等による生活史の記録を

の住宅地区改良事業によって取り壊されるまでは、恐ら

通して、当該建物の変容過程とその特徴を解明すること

く日本で最も古い棟割長屋であったと考えられる。更に、

を目的とする。

関東大震災の善後策としての応急住宅としては、最後の

1.2研究の経緯・方法

遺構だと考えられる。

実測調査の前に、神奈川県及び横浜市にある、当該建

関東大震災の住宅関連の復興事業に関しては公的機関

物および震災復興住宅に関する歴史的資料を収集・分析

による復興事業、特に応急住宅ではなく本住宅に関する

した。それと同時に居住者、元居住者への聞き取り調査

研究がなされている註2)が、関東大震災応急住宅に関す

により当該建物の変容過程を解明した。また、中村町の

る研究は、当該復興事業に関わった各種団体の報告書が

古老の居住者、付近の区画整理事業等で関わった測量士

分散的に参照される程度であり、その建築学的・住居学

への聞き取り調査を通して当該住宅の地域史的な意味づ

的実態解明に関する研究はほとんどなされていないとい

け、中村町の横浜市における都市形成史的な意味づけを

えよう。既往研究においては阪神大震災や島原の火砕流

行った。実測調査に関しては、建物解体前の平成17年

における仮設住宅に関する論考として、牧文4)によるも

8月に建物外部実測調査、解体直前の10Aから12月に

のがある。この研究では関東大震災時の仮設住宅の歴史

建物内部実測調査を行い(表1‑1)、現況図、復元図の

*1東京理科大学助教授

*2稲本建築設計事務所代表*3駒沢女子大学講師*4宮内庁*5東京理科大学犬学院生*6東京理科大学学部生

*7東京理科大学補手
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作製を行った。

以ドの考察では、横浜市の関東大震災までの都市形成

過程における中村町の位置づけに関する考察を主として
文献調査により行い(第2)、横浜市における住宅系の

震災復興事業における稲荷山下住宅の位置づけを行い(3
欝叢灘

章)、実測調査に基づく建物の分析を行った上で(第4

章)、同住宅における住環境の変容過程の記述(第5章)
と分析(第6章)を行う。

麹灘雛帰.・冥

2.横浜の都市化と中村町
2.1江戸時代

譲厩黙

驚̲欝夢騨

現在の中村町1、2丁目付近には江戸初期より、中村

紅

という集落があったことが確認でき(図2‑1)Si3)、当時

喉ぬ

転譜

中村の北側…帯は釣鐘状の入江となっていた。寛文7
年には、この入江が埋め立てられ、吉田新田が完成した。

これにより、中村と吉田新田を画する形で中村川が形

図2‑1吉田新田開発前の様子(江戸初期)

成された。その後、幕末の安政6年には横浜港が開港し、

灘雛磯
望讃懸霧窯

外国人居留地を中心に市街化が進むようになった(図
2‑2)。

積謎灘簸織、脇

22明治時代

驚麟載鷺

明治3年には、神奈川県の布達により、横浜港の後

籔獲i灘

箏簸魑

背地である吉田新田を市街地とするための埋立が始
まった。掘削による土砂を埋立に用いると同時に、堀

.講

割を利用して水運にて土砂を新田に運び込むことが目

'〆
ウ唇ノ

指された。こうして堀割川は現在の中村町4・5丁目と

漣!

睦町の間から根岸町にかけて掘削され(図2‑3)、明治

ボ鯉.、

7年に完成した(図2‑4)文6)。また、吉田新田の埋立は

榔麟弐

鍵、き灘難灘

鞭ぐ攣織鐙鍵

・憂・.4一騨
。画マ輝査諦

明治6年末に完了し註4)、翁町・扇町・寿町などの7町が

ウギ

ウヨ

がをがろが

一ノ!識l

1転

形成され、市街化していった。また、かつて山であっ

竪織、うら

た堀割川一帯はこの掘削によって平地となり(図2‑5)文

,¥

6)、その後明治時代を通して工場が堀割川沿いに立地し

壷

始めた。さらに明治44年には横浜市会より「工場二関
スル市税免除規程」が出され、大岡堀割川方面が工場

!一艦

吉田新田開発後の様子(江戸末期)

森難縷馨

地区に指定され、工場誘致が公的に図られた。このこ

耀蓬

とにより、中村町は堀割川沿いの現在の5丁目を中心

黙.1

に工場地帯の様相を帯びていくことになった。
2.3大正時代

図2‑6は、関東大震災直前の横浜中心部の市街化の状

幾蟻

況を示したものだが、平坦部と野毛山地区、山手地区の

ほとんどが市街化していることがわかる。中村町につい

壕譲、、

表1‑1調査の概要

灘!灘灘

年月内容

。矯

2004年7月〜2005年2月計5回隣保館館長N氏より聞き取り

轟轟
2004年10月居住者Aよりより聞き取り

謹認'窪

蔽藩轡〆贈襯

2005年4月6月計2回測量士K氏よりより聞き取り

罵/藝婁聾

2005年9月計4回外部実測

2005年7月8月計2回福祉施設経営者H氏より聞き取り
2005年11月12月計6回内部住戸調査

2006年1月計2回解体中の目視調査・写真撮影

図2‑3吉田新田埋め立て後の様子(明治初期)
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ても、吉田新田や港湾部の埋立のために掘削され、平坦

2‑6中で久保山住宅の立地している付近)、中村、柏葉

になった部分がほとんど市街化していた。

に集中立地していることがわかる。因みに、昭勅2年

一方で、大正中期になると、米騒動を契機とした政府

に制定された不良住宅改良法にもとつく改良事業の第

の社会政策の充実に併せて大正8年、横浜市に社会課が

一号が同潤会によって行われた地域が、南太田であっ

創設され、市営住宅供給等の社会福祉政策が展開され

た。市営住宅は、これら3地区のいずれにも建設され

るようになった。図2‑6は、文献調査によって捕捉で

ているが、中でも、大正9年中村町に建設された中村

きた、大正12年8Aまでに横浜市中心部に設置された

町住宅(図2‑7)文7)は、日本で初めての補強コンクリー

社会福祉施設をプロットしたもので、それを一覧にし

トブロック造の公的集合住宅である中村町第一共同住

たものが表2‑1であるが、私立のものは比較的市内全

宅館文8)が立地していたことで有名である。この中村町

域に分散している一方で、公立のものは、南太田(図

住宅が立地した町名は現在、睦町になっているが、当

時は中村町字池ノ下いう地名であった。一方で、現在
の中村町2丁目には3箇所の私立の育児関連の社会福

祉施設が立地していた。このことから、中村町は市内
でも有数の社会福祉施策の対象地として認識されてい
たといいうるだろう。

3.横浜市による関東大震災復興事業と稲荷山下住宅註5)
図2‑4明治5年の中村町(左手奥から中村川が流れ、途中で
表2‑1社会福祉施設一覧業(大正12年8月まで)

左手に堀割川と分岐する。)

供給主体1施設数1場所設置目的

横浜市31中区南太田町中区富士見町中区中村町窮民及行旅病人救護職業紹介公益質屋
財団法人13,中区山手町中区西戸部町中区南太田町貧児教育幼児保育育児

磯灘醗講豪;'
ギがソ

乎磁

磯

メみ

社団法人15 中区西戸部町中区福富町中区吉浜町同中区神奈川県庁賑l 血施薬救療同海員の保護養成救護救済巡回助産農繁期託児

'w・"灘

羅欝

締雛驚輪

,・!厨轟。泌、.ダロ

私立、6 中区南吉田町中区南太田町中区 村町中区南太田町中区 村町中区 村町盲生教育 児貧 教育同幼児保育子守貧児教育
会員組織等、6,中区南吉田町中区蓬莱町中区杉山町中区日本大通中区常盤町中区太田町宿泊救護婦人救済絶対無酒国ノ実現動物愛護教育宗教宿泊食堂等同

騨

・馨

鱗繍鱗雛・、,

タ タ

職.醜燕概、

灘

赫鷲罵'

・・澱戯磯

,〜^遜
輻騰驚製燕講騨'鉱、
図2‑5 明治5年の堀割川(堀割川の掘削と同時に周辺の山が

個人d,中区中村町子守貧児教育

削られ、平地化していった。)

彦野
/ノ鍔榊"灘

ノ/

灘懸

㍉購露

、横浜市第15・24回統計書より創立年月が大正12年3月以前の施設を抽出し、
図外の中区根岸町、神奈川区、磯子区、保土ヶ谷区は除いた、

騨乳1毒

湾,

織/画。
鯵'ン
久{篶雌建電メ

欝瀬ク〆

}イ外ギ

慧総欝鞠灘撫濠丙雛嚇監酬・鰍凝辮{。地

〜繍瞬欝礁醗櫓

轍暫ぐ

饗轟藩懸

、麟舅鱗叢磯控鍵簸・、'、ギ

くアドウ

に欝・騒〜.蹴
図2‑6

難

醗鞭㌣磐鷺,

㌧'欝
織)継盤鍛鯵
寝εむ3ミ強矯に噂勲
一

関東大震災直前の様子と社会福祉施設の分布(大正時
図2‑7横浜市営中村町住宅建設の様子

代末期)
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上述のように横浜中心部がほぼ市街化し、都市問題

3.2小住宅

に対応する形で福祉政策が実施され始めていた大正12

震災直後横浜市によって建設された住宅として、上記

年9月1日に、関東大震災が起こったのである。横浜

の市営住宅以外に小住宅があった。罹災者収容のため応

市の災害は焼失、倒潰、半潰を合わせて、3万9775戸

急施設として急造した公設バラックを、横浜市の復興に

にのぼり、全市を通じて、ほとんど震害を免れたものは

あたり、漸次撤去することとなったが、この公設バラッ

なかった。震災後罹災者への対応として、横浜市と同潤

クの居住者の多くは震災によって家財を焼失した低所得

会は図3‑1、表3一樺6)に示すような住居施設を供給した。

者がほとんどであったため、横浜市ではこの公設バラッ

以下、横浜市が供給した震災復興事業の一環としての住

ク居住者の移転先として小住宅1,000戸の建設を計画し

宅供給事業の概要を同潤会の事業との比較の中で示しつ

た。これらは市内南西部を中心に8ヶ所に建設され、全

つ、稲荷山下住宅の建設経緯を位置づけたい。

て大正13年6月の竣工となっている。しかし実際に建

3.1市営住宅

設されたのは600戸強であった。これらの事業は同潤会

横浜市では、震災前から多数の市営住宅建設を市内で

でいえば仮住宅事業に相当するといえよう。しかしなが

展開していたが、震災に際しては倒潰を免れた市営住宅

ら、同潤会仮住宅は東京では建設されたものの、横浜で

の応急修理をするとともに、新たに市営住宅を建設し

は建設されることはなかった。

た。大正13年度一杯で6ヶ所、大正14年度には12ヶ

3.3仮住宅

所で市営住宅事業が行われることになった。これらの住

上述の小住宅の家賃は一ヶ月最低5円程度であった

宅地は市内に広く建設されたが、比較的市北部の旧東海

が、公設バラック居住者のうち、小住宅の家賃を支払う

道筋に多く建設されている。この事業は、同潤会でいえ

ことのできない世帯が約1,500世帯に上り、これらの者

ば普通住宅事業に相当するといえよう。同潤会では、大

に対して相当な方法を講じて公設バラック撤去に努める

正13年度中に横浜市内4ヶ所で普通住宅が建設されて

という目的のため、横浜市では仮住宅と称する住宅約

おり、その立地は市内南部に偏っている。これにより市

200戸を市内の北部中部南部にそれぞれ一ヶ所ずっ、計

営住宅は1,200戸強、同潤会普通住宅は1,000戸建設さ

3ヶ所建設している。しかしながら、実際に徴収された

れた。住宅地の数は圧倒的に市営住宅の方が多く、事業

家賃は5円を下回らなかった。この事業、並びに次の収

年度も数力年にわたっていることから、市営住宅が小規

容所に相当する事業は、同潤会には見られない。
表3‑1横浜の関東大震災復興事業施設一覧

模の住宅地を市内に点在させっっ長期にわたって建設さ

同潤会による住宅施毅(昭和6年度まで)

れたことに比べ、同潤会普通住宅は多数の住戸を数箇所

名称戸数(鍵数)竣工年月

普還住宅(4)新山下着通住宅瀧頭甚通住宅井土ヶ谷普通住宅大岡普通住宅280184 12124大正13年12月大正偶年2月大正14年3月大正14年3月

に短期間にまとめて建設されたという特徴があった。

アパートメントハウス②」一山下町平沼町158118昭和2年9月昭和2年12月
共同住宅q)麿憂216昭和5年5月

横浜市による震災復興住宅施設(昭和6年度まで)
名称戸数(塞数)竣工年月

し̲.>
D属嵐一一一一一〜、

共間住宅館㈹柏葉共同住宅館(36)大正14年5月

小住宅⑧禽下小住宅八反目小住宅雑色小住宅大桧久保小住宅岡野町小住宅岡野町小住宅根岸町小住宅大岡町小住宅1684娼2510769大正13年6月大正13年6月大正13年6月大正13年6月大正13年6月大正13年6月大正13年6月大正13年6月
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図3‑1横浜における関東大震災復興事業施設
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3.4収容所

研究員の青木祐介氏より、「中村町亜鉛鍍会社裏収容家

公設バラック撤去に伴い、一上述の小住宅にも、仮住

屋改造平面図縮尺弐百分之壱」(図4‑1)、並びに「収

宅にも入居困難な世帯が205世帯にも上ることが、大正

容家屋改造平面図縮尺百分ノー」(図4‑‑2)の複写の

14年3月の調査で判明したため、公設バラック撤去と

提供を受けることができた。図4‑1には左上に図面の

同時にそれらの人々を収容する建物を供給する必要が生

諸元が記載されている。各種日付はないものの、図面

じた。そこで横浜市では、市有地にあった公設バラック

作成は「横浜市建築課」であったことがわかる。ここで、

のうち、その時点でもう1、2年間居住の用に耐えうる

図面表題中の「収容家屋改造」とは、公設バラックの

住宅を200戸選び、これに相当の修繕を施すこととした。

撤廃に伴い、低所得者を収容しなければならない家屋

このような経緯から本住宅事業は「収容所」と称される

を供給するために、公設バラックを改造するという意

こととなった。そこで横浜市は、この事業に要する費用

味であると解釈できる。更に、「中村町亜鉛鍍(メッキ)

として修繕費と1力年間の管理費あわせて約4万5千円

会社裏」とあるのは、稲荷山下住宅の敷地が建設当時、

を内務省に申請し、大正14年3月にその交付が決定した。

亜鉛鍍工場の裏手にあたることの意味だと推測できる。

これを受けて、大正14年10月に、「池之坂収容所(132

図4‑3文14)、図4‑4文14)に大正11年と昭和6年の地形図

戸)」と「稲荷山下収容所(68戸)」が同時に竣工した。

を掲げているが、これによると、まず関東大震災前年

建設当初は、これら収容所は、3年後の大正17年(昭

の大正11年には、稲荷山下住宅の位置する場所の左に

和3年)には撤廃するという条件付きで、家賃が徴収さ

「彌八ヶ谷」という地名が記載され、その左に大きな工

れることはなく、授産場と託児所が併設され、市内各所

場があり、その工場の南北には堀割川から引き込まれ

よりこの授産場に種々の副業を与え、技術を習得せしめ

た入り江があったことがわかる。

ることをもって、生活の自立を支援することが目指され

昭和6年ものもを見ると、「彌八ヶ谷」の字の右(図

た文")。こうした意味では、同潤会が横浜市庚台に施行

4‑4中○を付した地点)に明らかに稲荷山下住宅と識別

した不良住宅地区改良事業である南太田町改良住宅に相

できる建物の敷地形状が記載されている。その西隣に

当する福祉色の強い事業であったといえよう勘。

は大きな工場は既になく、小さな建物が建っているこ

ところが、当初昭和3年度には撤去を予定していた両

とが判るが、この建物が「中村町亜鉛鍍会社」であっ

収容所であったが、「周囲の事情」文12)により撤廃不能

たろうと推定できる。更に、稲荷山下住宅の北隣には「撮

となり、そのまま仮住宅の一種として経営されるように

影所」と記載されているが、この撮影所の存在と、鍍

なり、名称も「稲荷山下仮住宅」のように変更された。

工場と推定される建物と撮影所の間に入江があったこ

昭和6年の横浜市社会事業概要文12)では、授産場と託児

とについては、居住者への聴き取りとも符合する。因

所が既になくなっている旨が記載されているので、恐ら

みに、この撮影所は「極東シネマ」という映画会社の

く収容所から仮住宅に移行した際に撤去されたものと推

撮影所であった。

測できる。また、この移行に伴い、収容所でも月額2円

て徴収するようになった。

嬉

騙

50銭を家賃としてではなく、「修繕費の実費月額」とし

横浜市における関東大震災復興関連住宅供給におい

フー

3.5外人住宅

」

㎝

誌

一

「

欝魁1!

けなければならないことであった。そこで、横浜市では、

= 工

rIIL

゜°ト

戸、上海などの他国、他都市に移すことは、是非とも避

=

二

多くの外国人が横浜を離れ、その活動の拠点を東京、神

晶

"論

議

して国際貿易の拠点であった横浜にとって、震災により

.ー,1,.レ「ーー‑17

【田
『「,、8,,.

」一髄

¶瓢

て、特徴的な事業がこの外人住宅であった。港湾都市と

図4‑1中村町亜鉛鍍会社裏収容家屋改造平面図

外人招致策として外国人向けの特殊市営住宅施設を建設
することとし、大正14年1月内務省社会局長官並びに

同潤会長宛に外人住宅20戸建設に要する資金交付を申

請した註8)。結果、旧山手町、根岸町の4ヶ所に外人住宅
が建設されることとなった。

4.実測調査による建物復元
4.1.現存する図面の分析

稲荷山下住宅を調査する過程で、横浜都市発展記念館
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以上の考察より、図4‑1が稲荷山下住宅の図面であ

東側の12戸長屋2棟が、20戸長屋1棟に変更されたこ

ることが、確認できた。更に、図4‑1と図4‑2に記載

とが明らかになった。

されている間取りが正確に一致することからして、図

また、少なくとも本図面の敷地内には授産場と託児

4‑2にっいても稲荷山下住宅の図面と考えてよいと思わ

所の建物は見あたらず、本敷地の近傍に建設されたも

れる。但し、「収容家屋改造平面図縮尺百分ノー」(図

のと推定される。ここで再び図4‑4に目を転ずると、

4‑2)は、同じ住戸面積(5.25坪)であったもう一方の

稲荷山下住宅の道路を挟んだ向かい側に2棟の建物が

収容所、「池ノ坂収容所」と兼用した図面であった可能

確認できる。この道路は図4‑3には記載されていない

性もある。

ので、震災後に新たにっくられたものであろうが、稲

次に、図4‑1を見ると、全部で6つの住棟が記載され、

荷山下住宅のところで行き止まりとなっていることを

そのうち東側2棟については単線で間取り中心線が記

考えると、収容所をつくる際の資材運搬ルートとして

され、下4棟については「撤去バラック」との記載がある。

建設されたと考えるのが妥当であろう。とするならば、

更に、敷地の南北には「撤去便所」と記載され、共同

上記の2棟がすなわち授産場と託児所の建物であった

便所に関しても公設バラックから移築しようとしたも

可能性は高いといえる。

のと考えられる。但し、今回の実測及び聴き取り調査
等では、この共同便所が実際に建設されたことは確認

4.2.建物の復元と当初計画

できなかった。

4.2.1.平面の検討

図4‑1では6棟の建物として記載されていたが、実

今回行った実測調査により復元連続平面図(図4‑5)と

際には5棟が建設されている。図4‑1では建物規模か

復元平面図を得た(図4‑6)。復元平面図については、

ら判断すると、6棟とも12戸から構成される棟割長屋

現存住戸のうち最も当初建物部分が残っていた2号棟

であり、総戸数は72戸となるが、実際には12戸から

26番住戸註9)を中心に詳細な実測を試みた結果、図4‑2

なる棟割長屋4棟と20戸からなる棟割長屋1棟の合計

の図面が示すような間取りであったことが確認できた。

68戸が建設されたことが、文献調査・実測調査より明

すなわち、間口2問半、奥行き2間に半間四方の便所

らかになっている。従って、当初計画されていた敷地

が住戸入口側に付き、面積が5.25坪となり横浜市の各
種資料の記載データと一致する。住戸入口側には半間
幅の土間があり、その一部が台所となっていた。居住
者の話によると、台所は篭の子を敷いて使っていたよ

うである。土間の奥に1間幅と半間幅の押入がついた6
畳間がある。土間を挟んで便所があり、便所の床高は6
畳間と同じであったが、6畳間と便所の問には床が張ら
れていなかったことが、今回の調査で明らかになった。

居住者の話によると、板をさし渡して使用していたと

いう。また、図4‑2にも、6畳間と便所を結ぶ床の記載
がないことから、この土間の長さが2間半であったろ

うことが推測される。
図4‑8は、同潤会が東京に建設した仮住宅の平面で

ある。同潤会では大小2種の仮住宅平面が『仮住宅事
図4‑3大正11年頃の地区図4‑4昭和6年頃の地区
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図4‑626番住戸実測平面図とその復元平面図

図4‑5復元連続平面図(図中の番号は便宜的につけた室名、棟名)
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業報告』文15)に示されているが、図にはそのうちの小を

5.稲荷山下住宅の生活史

示している。間口2間、奥行き3間の6坪で、稲荷山

5.1.建設当初
既述のように、建設当初は3年後には撤去する予定で

下住宅より0.75坪広い。ここで注目すべきは、その室
構成で、同潤会の方に押入が付いていない点を除けば、

あったが、家賃の代わりに「修繕費の実費月額」2円50

構成方法は同じといえる。但し、同潤会の方では、居

銭が徴収される仮住宅に位置づけなおされた。戦前から

室と便所の問に床が張ってあるような図面表現となっ

の居住者の話によれば、家賃(居住者は「修繕費の実費

ているので、その点が大きく異なるといえよう。同潤

月額」ではなく「家賃」と認識していた)は徴収されて

会仮住宅の建設が大正13年10月から始まり同14年3

いたものの、市による建物の修繕等は行われず、居住者

月に終わっており、稲荷山下住宅の企画が同14年3月

自身が修繕していたということである。戦前期における

に始まり同年10月に竣工したことを考え合わせれば、

稲荷山下住宅の状況が判る資料は乏しいが、昭和8年文

横浜市建築課が同潤会仮住の平面計画を参照した可能

16)と昭和14年文17)の横浜市社会事業概要には、稲荷山

性も指摘できよう。

下、池之坂ともに、いくつかのデータが示されている(表

4.2.2.断面の検討

5‑D。これを見ると、建設当初は池之坂の方は総戸数

図4‑7に今回の実測調査をもとに復元した住棟断面図

132戸であったものが、48戸に減じている。これは、横

を掲げる。特徴的なのはやはりこの住宅が棟割長屋で

浜市が順次撤去可能なものから撤去していった結果では

あったことである。棟木下部の住戸間界壁は6畳間床

ないかと推察できる。但し、稲荷山下の方は住戸の減少

上より天井まで、杉板1枚で構1成されていたが、この

はない。つまり、稲荷山下の場合他所へ転居できるよう

界壁は床下及び小屋裏には設置されていなかった。小

な経済的余裕のない居住者が多かったのではないかとい

屋は、各部材を金物で緊結したキングポストトラスに

うことが推測できる。しかし、昭和8年に2戸あった空

よって支えられていた。横浜市の記録に、この建物が

家が昭和14年には再び居住されていることから、横浜

公設バラックの転用であることが記載されていたこと

市では収容所に空家が出たら埋めていたことが判る。こ

と、住宅の小屋組のトラスだけよその工場から移築し

のことから、少なくともこの時期、横浜市にとって稲荷

たという戦前からの居住者の話、そしてこのトラス部

山下住宅は必ずしも強制的に撤廃しなければならない施

分だけ明らかに他と部材の緊結方法が異なる(他は主

設としては認識されていなかったのではないかと考えら

としてかすがいが用いられていた)ことより、少なく

れる。

また、昭和8年のデータには居住人員総数が記載され

とも稲荷山下住宅においては、このトラスを公設バラッ

クから転用したのではないかと考えられる。

ており、このことから当時の1住戸当たりの居住人員が

これを、前述の同潤会仮住宅(図4‑8)文15)と比較する
と、同潤会仮住宅の屋根は片流れで、天井が張られて

おらず、柱梁接合部付近を斜材の頬杖で補強しており、
明らかに稲荷山下住宅と構造形式が異なることが判る。
また、稲荷山下住宅では主要構造部の柱を掘っ立てと
し、床組下は煉瓦や玉石の上に束立てとしているのに

対し、同潤会仮住宅では全て玉石束立てにし、更に玉
石の上に土台を廻していることからも、全く異なる構
図4‑7稲荷山下住宅復元断面図S=1:150

造形式であったことが判る。これらのことから、稲荷
山下住宅では、住戸単位の平面形式は同潤会仮住宅に
近いものを採用しながらも、公設バラックからの転用

部位である小屋組みトラスを用いなければならない前
提で、全く異なる構造形式と住棟構1成(すなわち棟割

・二「

長屋)が採用されたものと考えられる。っまり、棟割
長屋が採用された大きな理由の一つとして、小屋組み
トラスの公設バラックからの転用という条件があった

と推測することができるだろう。但し、公設バラック
図4‑8同潤会仮住宅断面図S=1:150

そのものが棟割長屋であったかどうかは現段階では不

表5‑1収容所の世帯主職業(昭和14年横浜市社会事業概要より)

明である。

名称年空家貸付戸数居住人員戸当り人貝労働者傭給生活君商工粟者其ノ他計

稲荷山下82662233445031868
14068一一450320

池之坂80481282731051248
昭和14年068一一310512
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導かれた。稲荷山下3.4人に対し、池之坂2.7人であっ

なっていたが、建物の登記はなされておらず、戦災後は

た。稲荷山下住宅の方が明らかに過密居住であり、住戸

家賃も徴収されないという状態が続くこととなった。こ

平面上、居室が6畳一間のみであることを考え合わせる

のような混乱の中、当住宅の所有権が売買されることも

と、相当な過密居住であったことが伺える。

あったようである。既に戦前から居住者による増築、改

居住者の職業では、両収容住宅とも労働者が全体のほ

築が始まっていたらしい。昭和30年頃、当住宅の土地

ぼ3分の2を占め、若干の商工業者を入れて残り3分の

は物納され、大蔵省がその調査をしていた際、稲荷山下

1がその他に分類されていた。分類できない職業とは、

仮住宅が存続していたことが正式に判明した。それを受

すなわちいわゆる都市雑業の類、あるいは無職ではな

けて横浜市でも当住宅の存在を確認したものの、再び居

かったかと推察される。また、いずれの収容所でも、俸

住者から家賃を徴収することはなく、実質上、当住宅の

給生活者は皆無であった。

管理は行わなかった。その後、昭和40年頃に、建物の
払い下げにより所有権の問題の整理を試みたが、実現に

以上のようなことから、少なくともその建設から昭和

は至らなかった。

14年あたりまで、両収容所は都市の最底辺といってよ
い社会層を受け入れる居住空間として機能し、稲荷山下
の方が池之坂よりも、状況が悪かったといいうるだろう。

稲荷山下収容所年表5‑2"'・山下主宅

なお、その後の記録は今回の調査によっては見あたらな

1925(大正14).10横浜市民生部社会課が震災の応急住宅として

かったが、稲荷山下住宅の基本的性格は戦後まで続いた

1928(昭和3),収容所を仮住宅と位置づけ直す。一一一一一一一一}一一一一n

年月出来事

稲荷山下収容所を建設する。"一一一一一一一一一r 一一L一

一̀一一

一一一一一一一

1941(昭和16)12真珠湾攻撃

であろうと考えられる。

圃一罰一一一丁一一一一一}一一一一一一『一一一一

一一r

一一{

1945(昭和20)8敗戦市役所の基本台帳紛失
一一一一一一一一一

無管理状態が始まる。当住宅内で八百屋始まる。『r 一

なお、戦時中(昭和19年頃)に稲荷山下住宅の北隣

一一一一一一一一r皿

一一

1949(昭和24)8キティ台風
一一一一一一

一一一一r一一一一一r‑一一一一

一一

一一1952(昭和27)頃一 一改築、登記が始まる.一一7 一皿 一一一、ゴ

から、ここへ越してきた居住者の話によると、稲荷山下

一一一1955(昭和30)頃土地を大蔵省から市へ譲渡する際、建物自体は

住宅北隣の極東シネマの撮影所のあとには石川島播磨重

市の建物であるとわかる。一一一 一̀一一一 一圃̀了}一

一一一19フ4(昭和49)7アンケート方式による意見聴取を行うが

入居者は住宅の斡旋に応じない。この時期に中町会が発足。

工の工場が建ち、工場を広げるというのでそれまであっ

一一一r一

一L一一{圃尼一̲一一̲一一一一一一1̲一圃一一‑

一一一{一一1976(昭和51)3住宅計画課において、住宅地区改良事業の調査検討を

たという入江が埋め立てられ、その居住者の住居も工場

行うが計画には至らない。

この時期建物の払い下げの話が持ち上がる。
.」『}』一一一一一一一『L

一一

一一「

一.

‑r一一一一一一一一一一一『一一

拡張のため立ち退きを迫られ、稲荷山下住宅がたまたま

1982(昭和57)12事業実施調査。

空いていたので、越してきたという。その後、入江のあ

1983(昭和58)財産の保全処分手続きを行うとともに、
他の市営住宅へ3分の1を斡旋する。

一一一1一

一「

一一一四一一一一'

r一一一一r

一一一一一一一一

一一一 一1988(昭和63).7一{̀一居住者の改造工事に対して現状回復を勧告 一一一一

とには海の家として使っていた大きな建物を移築して工

一}一一

1993(平成5)」2建築局が管理する地域も「下水道処理区域」となり、

水洗化工事を実施してほしいとの要請を受ける。一馳一一一一一 一 一一

場にしたという。この居住者は越してくる前は長屋に住

1994(平成6)r一道路ができ、下水ができる

一

一一」一

一闇一

1997(平成9)改良事業の為の地区外建設用地取得、現況調査、

んでいたが、そこには船大工が多く住んでおり、入江で

事業方法の検討

一1998(平成10)住民意向調査、整備基本計画案検討一一一

仕事をしていたという。その後本地区一帯は空襲に見舞

一

1999(平成11)意向調査一一一一
一一一皿

改良事業予定区域現況概要漁定一‑』一

われるが、幸いにも火災は石川島播磨の工場の北側で止

まった。稲荷山下住宅では、居住者が総動員で火を消し

一一 一一

地区指定案の作成.一
一

一一

2000(平成12)地区指定案の提示、この時期水道入る。
2001(平成13)地区指定大臣申請一rr‑ 一一一一 L一
一一一一一」

たそうである。

事業計画案の検討

2002(平成14)地区指定大臣告宗一一.̀一

5.2.敗戦から昭和40年代まで

事業計画大臣協議・事業決定一一 一一一一一伽一一一一
事業採択時評価r一r.‑}
2003(平成15)̀第1期改良住宅設計一一‑四
2004(平成16)第1期改良住宅建設着手一一一一一
公共施設基本設計胃一一 一一一一一圃

このように稲荷山下住宅一帯は戦災を免れたが、市役

一

所に保管してあった台帳が焼失したため、横浜市は稲荷
山下住宅が存続していたことを認識できなかったらし

一一r一一"一一‑

.一一一一一

2005(平成17)第1期改良住宅完成・入居一一
}一一{一一

第1期土木工事設計

い。そのため、登記上、住宅の敷地は横浜市の所有とは

参照:稲荷山下収容所の経緯、南区中村町五丁目地区事業概要(事業スケジュール)

・湊灘㍉犠野隔

難蕪,灘

欠撮龍簿

繋鍵

ヘミ

ウま

螺罐

薯・

sv
鰯

図5‑1昭和20年代の稲荷山下住宅傭鰍写真(中央が稲荷山下住宅、欠損部分の建物と右手建物が工場の建物)
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減築のあとは、隣接住戸の居住者らによって駐車場(図

5.3.昭和40年代から現在まで

公的管理がなされないまま、接道不良、防災上の問

6‑2)、生活用品、不用品の置き場として利用されていた。

題から昭和50年、横浜市建築局住宅計画課により中村

減築の多くは1号棟に集中しているが、これには接道条

町地区居住環境計画が策定された。昭和57年になると、

件による取り壊しの容易さが起因していると思われる。

横浜市は当住宅の実態調査を行い、市営住宅への住み替

6.2,改築

えを斡旋し、居住者の3分の1が転出した。転居後の住

改築は4戸3世帯について行われていた(図6‑3)。図

戸は、不法に占拠されないように封鎖され、結果として、

6‑4は、昭和55年に改築を行った世帯の例で、その時点

居住世帯数は減少していった。しかし、建物の所有権を

で既に2戸1化してあった住戸を改築している。この改

巡る問題等から計画が30年近く長引き、平成14年5月、

築では横浜市との間で、転居時に改築部分を全て除却す

住宅地区改良事業地区に指定され、平成17年から18年

るという取り決めがなされた。もう1つの事例は、昭和

にかけて解体された。この間、横浜市へ返却された住戸

45年に改築を行った例で、現居住者が昭和55年に不動

の、不法占拠を防ぐための部分取り壊しや、居住者自身

産業者を通して購入したものであった。さらに、平成7

による建物の部分建て替え(改築)などが起こっている。

年には、隣接住戸が空家となった際に、1階部分で2戸

図5‑2(次頁)に建物解体時に行った実測調査にもと

1化し、改築部分と既存長屋を連結した状態となった。

つく連続平面図を掲げたが、建設当初と比較して劇的

残る1戸は、既存建物撤去の後プレハブを建て、倉庫と

に変化したことがわかる。建設当初の形を留めている

して使っていた。

住戸は皆無で、建物の部分解体という現代の集合住宅

6.3.増築
家族の増員やより広い住戸の要求により増築は始ま

では見られない変化も確認できた。

6.住戸面積の増減に関わる行為に関する分析

嵐

図6‑1は、稲荷山下住宅の全68住戸が81年間にどの
ような物理的変化を遂げたのかを一覧にしたものであ

騨戦押ず,〜

る。まず住戸面積の増減に着目してみると、前章で見た

《賦灘

図6‑2減築(住戸番号7)

ように住戸が取り壊されたあとに何も建てていないもの
(以後「減築」)が6戸、取り壊しのあとに構…造体の異な

図6‑3改築(住戸番号17)

一一1一'▽(⑫一一一一邑▽唾⊃一一幕

る建物を建てたもの(以下「改築」)が4戸確認できた。

一一一Lr!̲臼{一
=「一=「:一 I L⊥一二1丁一「一丁一 四「一 L̲ lI ̲⊥̲‑i /1「

残りの58戸では全て増築が行われ、そのうちの8戸に

'/ !/ '

っいては2階に増築を行っている。また、複数の住戸を
内部で連結し、1世帯で使用できるようにしたもの(以
下「n戸1化」)は、全62戸中17戸で見られ、その内訳は、

『『一一

▽レ/μ一一一『

2戸1化が10戸(5世帯分)、3戸1化が3戸(1世帯分)、

巳:=}一一ジ {一̲』ヨ̲〔] →1[]

4戸i化が4戸(1世帯分)であった。このうち、2戸1

蝶…葺1盧南

5[:1用一 一

化を行った1世帯と、3戸1化1世帯、4戸1化1世帯

が、棟木下の界壁を取り除くことによって連結を図って
いた。以下、これら住戸面積の増減に関わる行為につい
て、その行為ごとに分析を行う。

/ 1/I ‑一下一 '一'一 1刊12一 一『一 I ‑「一…・‑1 ‑1i

6.1.減築

合計6戸行われた減築にはいくつかの要因があること

『一一15161ヨr‑ 1、llI

が確認できた。空家部分を不法に占拠されないよう横浜
市によって減築された住戸があった。これらは主として

＼一辱聖棟[:コ〔=P

1号棟北の端部で行われた。また、改築する目的で減築
したものの、横浜市からの市営住宅斡旋により転出した

図6‑4

ため、減湾

一一図ヤー

一

住戸番号5.6

改築の事例(住戸番号56)

建設当初
増改築・減築

n戸1化

[ヨ2階部分への増築 屡棟木下の介壁を越えて連結
図6‑168住戸の変化
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3戸1化1世帯3戸分4戸1化1世帯4戸分
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図5‑2実測連続平面図(上2階、下・1階)

図中、「減」は減築、「改」は改築、「②」は二階への増築、鰯を棒線で結んだものはn戸1化、が行われ方所をそれぞれ示す。
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り、建設当初から存続する全58戸で増築が確認できた。

ないものが13戸、便所を拡大しているものが5戸、便

その内、住戸前部のみに増築しているものが45戸、角

所を他の用途に転用しているものが7戸、便所を新設、

住戸を2方向に増築しているものが14戸あり、さらに

水洗化しているものが2戸であった。増築により住戸内

2階建てにしているもの(図6‑5)が8戸見られた。そ

部は大幅に変更されても、便所は一部を除き取り壊しま

の傾向を便所の位置から見ると、便所の位置を変えてい

で汲取り式であったため、その位置は大きく変更されな
かったと考えられる。

増築においては、町内会等で決められた特別な規則は
なく、傘をさして歩ける程度の住棟間隔を確保すること
が暗黙のルールであったという。また、ひときわ大きな
増築については近隣からクレームがつき、差し止められ
たこともあるそうでる。
6.4.n戸1化

当住宅では住戸間の界壁を部分的に抜いて、複数の住
戸を1つの住戸にするn戸1化は、減築されなかった住

戸のほぼ3分の1の住戸においてなされている。これは、
界壁が杉板1枚だけであったため、容易に施工できたこ

1/

とが主要因である。5世帯において見られた2戸1化は
桁行方向に繋ぐ例が4件、梁行方向に繋ぐ例が1件で

2詞丁

あった。筆者等はこれまで、多くの木造長屋やRC造集

合住宅でn戸1化された事例を見てきた文18)'文19)が、住

熱:増築部分庇コ

楠S・1・2・・2号棟響E∋

戸入口とは反対方向に住戸を繋ぐ住まい方がはじめて確

認できた。また、3戸1化はL字型に繋ぐものが1件(図

図6‑5増築(2階部分)の事例(住戸番号23)

確認された。
一11

▽'⑪旧一̲茸.一一一▽c⑬皿一一一晶」'̲̲̲
i/

Il旨「11ト「一土、II//…1

一一一、

一一一一一一一

寸〕」一▽毒滋1!＼が'廉1
・11一闇一π

6‑6)、4戸1化は田の字型に繋ぐもの(図6‑7)が1件

/

1‑1/士==11一占liI

」一一一///Il̲.L.
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羅・増築部分農{〕

㍉S・1・2・・醒Eヨ,号棟

64

・:・
衆マ更
住戸番号62.63.64.65

住戸番号27.30.31

図6‑74戸1化の1(戸番号62.63.64.65)

図6‑63戸1化の事例(住戸番号27.30.31)
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7.まとめ

本研究の成果をまとめると以下のようになる。

が極めて低廉に抑えられたという点で、横浜市の収容所事業に
事業的性格が近いといえる。

・横浜市における関東大震災復興住宅の中でも、特に収

8)横浜市からの外人住宅建設の申請先の一つが同潤会長で

容所と呼ばれる仮設住宅の一種が横浜市独自の方法で、

あったことの意味やその対応については、今のところ明らかに

2ヶ所建築されたことの経緯を明らかにした。

・横浜市に残る2種の図面が稲荷山下住宅の図面である
ことが実測調査等により確認できた。

なっておらず、今後の研究課題といえよう。
9)本研究では便宜上、図4‑5に示すような調査研究用の住棟
番号、住戸番号を用いる。

・稲荷山下住宅の平面計画と同潤会仮住宅の平面計画に

<参考文献>
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1)建設当初は、「稲荷山下収容所」と称されていたが、後に一

17)『横浜市社会事業概要』横浜市1939年

般的に「稲荷山下住宅」と呼ばれるようになったので、本研究

18)稲垣栄三・伊藤毅・伊藤裕久・菊池成明・横山ゆりか・

本文中では主としてこの名称を用いる。なお、本研究タイトル

金子裕子・市岡綾子・大月敏雄・金行信輔『東京周縁の居

には、稲荷山下住宅だけではその意味するところが示せないの

住地形成と変容に関する歴史・計画学的研究一汐入の「まち」

で「稲荷山下震災応急仮設住宅」を用いた。

の記録一』住宅建築研究所報No.22、1995年

2)関東大震災の復興本住宅に関しては、文献1‑3などをあげ

19)高橋鷹志・菊地成朋・伊藤裕久・大月敏雄・安武敦子・

ることができる。

肥田大祐『戦前公共集合住宅における住環境形成の分析を通

3)図2‑1から図2‑4にっいては、Googleマップ平成18年と

した環境運営計画の構築同潤会アパートを中心とした住みこ

文献5)を基に作成。

なし研究』宅総合研究財団研究年報No.24、1997年

4)吉田新田以外の部分の埋立工事は引き続き行われた。

5)本節の記述にあたっては、文献9)から文献12)を参考とした。
6)本表は、文献9)から文献12)をまとめたものであり、特
に文献12)を中心として作成したものであるが、表中の「/」

は同じ住宅地で複数の竣工年の記載があったものを併記する
のに用いた。また、「・」は同じ住所ではあるが異なる住宅地
として記載されているものを併記するのに用いた。

7)南太田町不良住宅地区改良事業(文献13)では、住宅の建
て替えの他、廃品回収業のための産業施設等も建設され、家賃
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