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地域密着型住宅・不動産ビジネスの展開から見る京都のストック活用の展望

一都市居住推進研究会（京都）の活動の事例から一

大島祥子

（スーク創生事務所代表／都市居住推進研究会事務局）

ストックマネジメントの時代において，ストックを活用することによる地域社会や住まい・まちづくりへの効果や

影響を評価することが求められている。本論では，京都でユニークな不動産ビジネスを展開している事業者で構成す

る研究会の活動を取りあげ，本会もしくは会員が行ったストックを活用した住宅・不動産ビジネスの事例を調査・分

析する。さらに住宅のストックの質の向上のために必要な仕組み，ストック活用の裾野を広げるための要件，地域と

共生する住まいづくりのために必要なプロセスの分析から地域社会の価値を向上させる不動産ビジネスのあり方につ

いて考察する。

キーワード 1)住宅市場の変化， 2）不動産ビジネス， 3）京都， 4）ストック活用， 5）マネジメント，

6）都市居住推進研究会， 7）京都まちなかこだわり住宅， 8）地域と共生する住まいづくり

A STUDY ON THE PROSPECT OF STOCK UTIL巴ATIONTH ROUGH THE MOVEMENT ON 

REAL ESTATE BUSINESS LIVING CLOSE TOGETHER LOCAL COMMUNITY IN KYOTO 

Sachiko OSHIMA 

It is asked to evaluate effectiveness of local community and housing, community development exploiting the stock in the age 

of stock management. On this study, picking up the activity of organization that is composed group of real estate agents in Kyoto. 

And I analyzed the case of house supply and real estate business that was executed by this organization members. In addition, I 

explored the way of real estate bu剖nessthat enrich the value of housing and local community through the consideration of these 

cases. 

1 . はじめに

近年は，ストック活用においてマネジメントが求めら

れるストックマネジメントの時代だといわれている。以

前と比較して中古住宅市場の流通に向けた制度の整備な

どが進んでいるが，しかしながら現実の社会では良質な

ストック活用事例の流通の量はまだ少ない。町家や民家

などを活用し店舗や宿泊施設などにコンパージョンする

再生事例も全国的に認められるようになってきている

が，安心・安全の観点，防災・防火や地域社会との共生

の視点からも，疑問が残る活用が見られる。また，中に

は先進的な取組も行われているが，後に続く事業が少な

く，裾野の広がりが見られない。先進的なストック活用

も進められているが，まちにおける「点」でしかあり得

ず，面的な広がりには至っていない。その理由として，

法規制に加え，事業主の事業採算性や投資効果などが十

分でないことが考えられる。短期的な評価ではその通り

かもしれない。しかし，ストックマネジメントは長期的

な視点で考えることも必要であり，また建物単体の価値

だけでなく地域への波及効果や地域の価値向上の効果を

測るには長期的な視点が欠かせない。しかしながら，現

段階では，ストックの活用による長期的な評価指標は存

在しない。

そこで本論では，ストック活用の長期的な評価指標を

構築することを目指し，これまでに実行されているスト

ックを活用した各種プロジェクトの活用に至る経過やプ

ロセス，事業のタイプの分析を行い，それぞれのプロジ

ェクトが地域社会や住まい・まちづくりにどのような影

響や効果をもたらしているか，あるいはもたらす可能性

があるのかの考察を行い，ストックの質の向上を図るた

めの条件を整理することを行いたい。

なお，ストックの活用を建物単体の評価だけではなく，

即地的な評価，つまりそれが立地する地域や社会との関

係も含めた考察を行うことから，今回は筆者が在住する

京都の事例に絞って考察を進めることとする。京都の建
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築・不動産の特徴として，①地域密着型の中小のテ’べロ

ッパーが創意工夫に富んだ事業を展開している事例が多

く見られる，②戦前木造の家屋や近代建築などストック

活用の可能性を持つ物件が多数残存している，③比較的

小規模な開発・改修物件が多く，他地方都市への汎用が

可能なこと，があげられる。

本論における「ストック活用」は，①既存の建物をコ

ンパージョン，リノベーション等で再利用すること，②

歴史や風土等の地域ストックを活用した住まいづくりの

両方を含むこととする。

1.1 論の構成

本論の構成は，第 l章で問題意識からストック活用に

向けた課題を設定し，その課題に対する検証の方法を整

理する。第 2章で今回対象とする京都の住宅市場を概観

し，京都で住まい・まちづくりに関する様々な調査研究

活動やモデルプロジェクトの実績があり，筆者が事務局

を務める都市居住推進研究会（以下 「都住研」）の取組

や運動の展開を取りあげ，これらがストック活用への大

きな動きの中，どのような役割を果たしてきたかを考察

する。第3章では，京都で実施された地域密着型住宅・

不動産ビジネスのうち，ストックを活用した 6事例を分

析する。加えて，この 6事例のうち，筆者が企画・運営

を務め，ユニークなプロセスを採用した「京都まちなか

こだわり住宅」に関するプロセスと効果の検証を行う。

1. 2 課題の設定

最初に，課題の設定を行いたし1。ストック活用に向け

た問題として，建物の質の担保があげられる。そして次

に継続的なストック活用を可能にする仕組みゃ体制づく

りがあげられる。さらに単に建築物を活用するだけでは

なく，地域社会や環境との共生，さらには地域社会や歴

史等まちづくりの文脈の継承を可能にする媒体となるこ

とが求められる。

以上から，本論において検証する課題を①ストックの

質を向上させるにはどのような仕組み・体制が必要か，

②良質なストック活用の取組の裾野を広げる方法はどの

ようなものか，③地域と共生する住まいづくりを進める

にはどのようなプロセスが必要か，と設定したい。

①については，京都市内における事例を取りあげ，質

の向上のためにどのような工夫が行われているか，建築

行為と不動産事業の関係がどのようになっているかの分

析を行う。②については，同様に市内の事例を対象に，

環境や社会に与えた影響を考察し，長期的な展望からど

のような効果が得られるかも含めて評価項目の検討を行

う。③については，京都市内の事例のうち，ユニークな

プロセスを導入して，かっその過程全てを公開してモデ

ル住宅建設に取り組む 「京都まちなかこだわり住宅」の

プロセスに注目し，地域と共生するための条件を考察す

る。

そして第4章において，これらを総括し，ストックマネ 2. 住宅市場の概観

ジメント時代における住宅・不動産ビジネスのあり方を 2. 1 建築と不動産を取り巻く近年の動き

考察し，促進のための条件を整理したい。 （図 1-1) 1）住宅に求められる要件の変化
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図1-1 本論の構成

わが国の住宅政策は，住宅事情と社会情勢の大きな変

化の中で転換期を迎えている。住宅政策が「量」から 「質」

へ転換して久しいが，住生活基本法の制定など，居住水

準のより高いレベルへの向上に向けて，住宅を供給する

民間事業者の責務，地方自治体の責務と役割が問われつ

つある。

国民の価値観やライフスタイルの多様化に伴い，住ま

い・まちづくりに対する要求も多様化してきている。住

宅政策改革要綱（2004年国土交通省住宅局）には，住宅

政策の基本理念として地域の資産としての安全性の確保

や美しい街並みなど良好な居住環境を形成することをう

たい，加えて住宅政策の改革に向けて， 「市場機能の活

用」， 「ストックの有効活用」， 「住宅ス トックの質の

向上」， 「良好な居住環境の形成」， 「住宅関連産業の

健全な発展」等をあげている。既に住宅は質の向上だけ

ではなく多様な住まいの選択肢，そして地域の環境を鑑

み，地域の資産となることが求められている。

2）不動産市場と事業の変化

いわゆるバブル経済崩壊後，全体として地価は下落を
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続けていたが，近年は立地や住環境の状況により，下げ

止まりもしくは上昇の傾向が見え始めており，土地の特

徴や利用価値，収益性や経済性が重視され始めている。

これに平行して，停滞した不動産取引を活性イじさせ，不

動産投資を小口イじすることで個人投資家の不動産投資を

可能にするために，不動産の証券化に関する法整備が進

められた。 2004年度で約7兆円の不動産証券化規模のう

ち，約 1兆円が住宅（賃貸）系の投資額とされている。不

動産価値は NOI(Net Operating Income ：不動産の収入か

ら必要経費を支払った後の営業純利益）で決まるとされ

ており，その鍵を握るキーワードがプロパティ・マネー

ジメン卜注 1）だとされている。つまり，不動産の付加価

値を向上させる取組が，新しい不動産ビジネスとして成

り立つ基盤が整ってきたと考えられる。良好な環境づく

りに寄与する不動産ビジネスを展開することは，良好な

環境を形成するだけでなく，結果として資産価値の向上

に繋がるといういわば相乗効果が期待できるようになっ

てきている。

3）ストック活用の潮流

地域の住文化の継承や環境負荷の少ない住まいづくり

等，従来の「スクラップ・アンド・ビルド」の反省を踏

まえて， 「ストック活用」の重要性がクローズアップさ

れている。全国的に近代建築のコンパージョンや空き家

の再生，町家や農家等伝統的建築物の再利用が進められ

ている。さらに従来の建物単体を対象としたストック活

用に加え，建物が立地する地域の土地の歴史や形状，建

物の履歴とそれを取り巻く背景を「ストック」と捉え，

これを活用した不動産ビジネスも展開されている。つま

り，地域のまちづくりの文脈を汲んだ建売り住宅建設等

の不動産ビジネスを行うことで，より付加価値付与型の

住宅を供給する事例が見られるようになってきている。

これは，従来の土地取引を主とした不動産事業に対し，

上物の建築に付加価値を向上させることで，新しい資産

供給を図るとともに，不動産ビジネスと建築の領域が融

合しつつあることを示している。

2.2 京都市の住宅事情

京都市の人口は，l,472,511人（2006年 10月1日現在）

であり，高度成長期には大幅な人口増加を見せていたが，

1975年頃から鈍化し，京都市内の人口減少は徐々に始ま

っている。世帯数は， 2005年の統計では 653,253世帯で

あり，昭和 20年以降右肩上がりの上昇を示している。 1

世帯あたり平均人員は，昭和 30年代には4人を超えてい

たが，以降は右肩下がりに減少しており，世帯数の増加

とともに小世帯化が進行している。世帯構成人員は一人

世帯が一番多く， 一人世帯ないし二人世帯が全世帯の過

半数を占めている。

以上から，家族像が大きく変化してきており，従来と

同様の住宅供給だけでなく，新しいニーズに沿った住宅

供給及び不動産流通が求められていると推察できる。

2.3 都住研の活動と不動産ビジネスの新しい展開

1) 都住研の活動内容

都住研は， 1994年に発足した住まい・まちづくりに関

する活動を行う任意団体である。戦前の街区構成や住宅

ストックが集積している京都では，二項道路や袋小路な

どが不動産事業者にとって大きな課題となっていた。こ

のような問題に対して事業者自らが勉強会を重ね，研究

者や行政関係者等との協働関係の中で，より魅力的な京

都の住まい・まちづくりのあり方を研究，提案すること

を目的に発足した。 （表 2-1)

これまでに 4回の提言を提出してきており，最初は「細

街路問題」と限定したテーマであったが，次第に建築ル

ールやまちづくりへとテーマが広がっていった。提言に

ついては，タイミング的に行政政策と合致したことから，

建築基準法の変更（86条第2項）による連担建築物設計

制度の創設に大きく関わったと考えられる。

．構成
会長
代表運営委員
事務局長
運営委員

表2-1 都住研の構成と活動

巽和夫京都大学名誉教授
卯田隆一元京都市職員
西村孝平 （樹八清
高田光雄京都大学教授
井上誠二建都住宅販売（附
合田雅人京都相互住宅（関
吉田光一 （側フラットエージェンシ一
川島健太郎 （倒スミヤ
金城一守 （樹ゼロ・コーポレーション
坪国債治葵産業側
長浜友也葵建設側
山本光伸 （関長栄
西巻優側クカニア
天野博アールエスティ

事務局 大島祥子スーク創生事務所
会員 京都を中心とした不動産、建築。法律に関する

企業等65社（2007.1現在）

・提言（京都府、京都市、国へ提出）
・第一次(1996) 袋小路・二項道路小委員会提言
－第二次(1997) 京都の都市居住の促進に向けた建設・土
地誘導システムの提案
・第三次(1999) 都市居住を促進する開発投資の誘導に向
けてー市民参加による開発コントロールー
－第四次（2001) 歩きたくなる京都（みやこ）
・定例会第38固まで開催（年3～4回開催）

・情報発信

ウェプサイト及びプログの運営、ニュースの発行
・モデルプロジェクト
－まちなみ住宅設計コンペ（2001)
－北大路まちなか住宅コラボレーション（2002)
・京都まちなかこだわり住宅設計コンペ（2006)
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業界団体は全国にもたくさん存在するが，都住研は自

己の利益を守ることではなく，自らを律しながら関係者

を巻き込んでルールづくりを提案していることが特徴で

あり，また一社では実践が難しいモデル的なプロジェク

トをネットワークを組みながら展開することで，より公

益性を担保させながら進めてきたことが特徴である。

都住研が主体的に取り組んできたプロジェクトとし

て，建売り住宅 12区画のまちなみを提案し，公開で審査

を行う「まちなか住宅設計コンペ」注 2），建築家がデザ

インコードを話し合い，設計を手がける「北大路まちな

か住宅コラボレーション」 （後述），将来的な住まいの

供給方法と地域内の産業連関の構築を目指した「京都ま

ちなかこだわり住宅設計コンペ」 （後述）がある。いず

れのプロジェクトも，これからの京都の住まい・まちづ

くりのあり方についての提案を込めた取組であり，その

後の建売り住宅のあり方に影響を与えている。

都住研はこれまでの 13年の活動において京都市内に

おける住まい・まちづくりのあり方を提案，実行してき

たとともに，会員相互の学ぴの場を提供してきた。これ

により，不動産事業者のまちづくりへの意識を醸成して

きたと考えられる。次に紹介する京都の建築・不動産事

業に関するトピックにおいては，書店住研メンパーの活躍

が見られる。

2) 都住研メンパーが関わる不動産事業のトピック

①中古マンションの流通に向けた取組

現在では都市の居住形態として定着したマンションは

全国に約 466万戸注3）のストックがあり，今後は耐周年

数の経過に伴う改修などが大きな社会問題となる可能性

がある。住宅のストック活用や中古住宅の流通を考える

際，マンションを適正評価するための情報が求められて

いる。現在，京都市内には約 1,200棟注4）のマンション

が存在しており，築年数が 30年を経過し，近い将来に改

修の課題を抱えるであろう物件もある。マンションの流

通のためには，適正な情報公開と市場の機能が重要と指

摘される中，マンションの管理に関心の高いマンション

管理組合の役員，学識経験者，不動産コンサルタント，

宅地建物取引主任者，マンシヨン管理士，建築士等で構

成する任意団体であるマンション総合研究会が中心とな

って「京都マンションデータパンク」を 2006年夏に発足，

京都・滋賀のマンションの建築や管理の情報発信を行い，

適正な選択と流通を可能にする基盤が整えられつつあ

る。この取組の主要メンバーに，都住研メンパーが複数

参加している。

②空き家等不良ストックの課題

少子高齢化が進行する中，京都の歴史的市街地では空

き家の発生が地域に与える影響が懸念されてきている。

中でも市内で一番少子高齢化の傾向が強く，また袋地な

ど接道や規模等敷地条件により空き家の発生率が高くな

っている東山区では， 2005年度から区役所がこの問題の

課題の整理と解決策の検討に取り組んでいる。実態調査

に伴う空き家の発生メカニズムを分析するとともに，空

き家を積極的に利活用する仕組みを検討している注5）。

老朽化した空き家は安心・安全の観点から積年の課題と

なっており，ストックとしての評価も低く，住環境改善

が大きな課題となっており，空き家の利活用が求められ

ている。この取組には，筆者が研究会発足当時から参加

している。

③地域産材の活用

地域産材の活用を住宅づくりに生かしていこうという

動きは全国各地で展開されている。京都市内においても

複数の建築家等のグループで実施されており，これらは

地域産業振興の視点に加え，環境や健康への関心などか

らも展開されている。

京都市では， 2005年度から「京の山柏人工房事業」を

開始し，京都産木材を積極的に活用するとともに循環型

社会のライフスタイルとして「森や里山との共生・木の

ある暮らし」を提案・普及する事業を展開している。都

住研メンパーはこれらの活動と協働して，積極的に地域

産材を活用した住宅を建設している。

④京町家証券化等の動き

不動産の証券化やリパースモーゲージの検討など，不

動産を金融商品として扱い，市場の活性化を狙った取組

が全国で展開されつつある。京都では「京町家不動産証

券」の取組が 2006年6月に開始され，目標の出資者を集

め，運用中である。 3件の京町家を 5年間運用して出資

者に還元する予定であるが，首都圏で実施されているよ

うな証券化とは性格が異なり，京町家の継承の一手法と

しての運用が色濃いと評価されている。この取組におい

ても，書店住研メンパーが SPC(Special Purpose Company 

：特定目的会社）代表やオリジネーターとして参画して

いる。

3) 建築・不動産の環境の変化と都住研の役割

以上のように，京都における不動産ビジネスやその環

境に関する変化の取組には，都住研メンバーが関わって

いることが多く見られる。これは都住研の活動を通して

事業者だけでなく研究者や行政 OBを交えた日常的な学

習や交流の機会を得ていることで，参加者の自己研績だ

けでなく，学習会等の積み重ねの結果，事業の実施にお

いて公益性の観点が付加されたことが大きいと推察され

る。また事業者ネットワークが構築されていることから，

社会への働きかけ，提案を実施する体制が構築しやすい

こともあげられよう。図 2-1は都住研の活動と戸建住

宅，集合住宅を取り巻く環境の変佑の因果関係を示して

いるが，都住研もしくは都住研メンバーの活動がこれら
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図 2-1 都住研の活動と戸建住宅，集合住宅を取り巻く環境の変化

の環境の変化に関わっていることが認められる。

3. 事例から見る住宅・不動産ビジネスの効果と課題

本章では，第 1節において都住研が関わった京都市内

の住宅・不動産ビジネスの事例を分析し，第 2節で本論

における課題である①ストックの質を向上させるにはど

のような仕組み・体制が必要か，②良質なストック活用

の取組の裾野を広げる方法はどのようなものかの 2点に

関する検証を行いたい。第3節において，これらの中の

1事例をピックアップし，プロセスに注目して検証，③

地域と共生する住まいづ くりを進めるにはどのようなプ

ロセスが必要かに関する考察を行う。

3.1都住研が関わった住宅・不動産ビジネスの検証

今回は，都住研メンバーが主体的に取り組んだ事例と

して，表 3-1に示す 6つの事例を検証する。事例の調査

方法は，各事例のパンフレットやプレゼンテーション資

料，企画資料の分析に加え，事業主やコーディネーター

へのヒアリング調査を実施した。

なお，今回調査を行った事例の概要は表 3-2,3-3 

の通りである。

①シェアフラット桜木

「ストックを活用した学生の住居」

京都は，人口の 1割を学生が占める古くからの学生の

まちである。近年はアパートや下宿，間借りで暮らす学

生は減少し，多くがワンルームマンションに居住するよ

うになってきている。その様な中，シェアフラット桜木

表 3-1 京都市内の住宅－不動産ビジネスの事例

1）建物ストック活用 2）地域のストック活用

①シヱアフラット桜木 ④ル・グラン井筒

②リーストック町家 ⑤北大路まちなか住宅コラポレー

ン、ヨン‘ 

＠耀錦町再生町家 ⑥京都まちなかこだわり住宅

は，築 50年の空室率が 50%を超える老朽化したアパー

トを改修し，京都造形芸術大学の推薦下宿（女子専用）

としてリノベーションされた (19室）。芸術大学の学生

のみが入居することもあり，廊下には学生の作品を展示

できるギャラリーとしても活用できるように工夫され，

近隣にも年に一度開放されている。広い中庭や外構は，

学生達を交えて，住民で整備している。

昭和 40年代の学生の住居には，このようなシェアフラ

ット形式の住宅が多かったが，以降は需要の低下から多

くが数を消していった。しかし最近はこのような下宿を

見直す人が増加してきているという。理由は，家賃が市

場価格の半分程度と廉価であることが大きいが，同じ大

学に通う学生とともに協働で住まいを運営するという安

心感が集住意識を後押ししていると推察される。

本企画のビジネスモデルは，不動産管理会社がオーナ

ーから 10年間の期間で本物件をサプリース契約で借り

受け，大学に転貸しており，その差額は同社の収入とな

っている。加えて建物管理も同社が行っており，管理運

営費は入居者の頭割りで捻出されている。

ストックの改修（総額約 2,300万円）はオーナーの負
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表 3-2 京都の不動産ビジネスの一覧①

1)建物のストック活用

②リ・ストック町家
（和l震工法採用物
件）

上京区

2006年

106,24nf 

側J¥1育（ノ、チセ）

準工業地域，美観第
4種，準防火地域

60/200 

木造

2 

附J'¥i青｛ハチセ）

市バス上七軒

徒歩5分

価格
4,480万円

老朽化した京町家に
水回りの改修等現代

的な生活が行えるよ
う改変を加え、商品

として多数供給して
し、る。

買い取った町家に改

修を施し、付加価値

をつけて販売。

住文化が蓄積される
京町家0継承を会

社の看板として取り

組む。

2）地繊のストック活用

⑤北大路まちなか
喧輝徳町町家再生 ④ル・グラン井筒 住宅コラポv-ショ

、;./ 

下京区 左京区 北区

2006年 2003年
（企画は2002～）

2003年

2006年 2004年 2003年

67,20nf 7 4 7 ,5rrl 
2316,54rrl（全17区

画）

建都住宅販売側
側フラットエージェン 側ゼロ・コーポレー

シー ンョン

商業地域，職住共存 第一種低層住居専
特別用途地区，準防 用地域，第一種建造

第一種低層住居専

火地域 物修景地区
用地域

80/400 50/80 60/100 

木造 RC 木造

2 2 2～3 

2棟4戸
17 （うち建築家参画
｜は8)

天宅毅・石本幸良

松尾大地（松尾側松 土橋孝一（土橋建築
西巻優・林史朗

尾大地建築研究所） 設計室）
満里子久＋大谷孝彦
矢代恵・吉村篤ー

若林広幸

地下鉄，烏丸線「四
地下鉄，烏丸線「松ヶ 地下鉄烏丸線「北大

条」、阪急J京都線

「烏丸J
崎J 路」

徒歩5分 徒歩8分 徒歩3分

価格 家賃 価格 4,846～7,400

6,880万円 30～32万円 万円

交通至便な場所の デザインコード等の
戸当たり面積lOOm'

京町家を地産材を活 検討を経て、複数の
を超える賃貸住宅を

用して再生。現代的 建築家が参加する
閑静な住宅街に供

な要素を加味して販
刑，事bヨ。

建売住宅によるまち

売。 なみ形成。

京町家の改修に地 市場iこなし、高級賃
良質な町並みを形

成させるとともに、建
産材を活用、京都を 貸住宅を開発するこ

売住宅としての様々
意識した付加価値 とで、坪単価の割高

型を向上させた再生 な賃貸住宅の供給を
な実験要素を盛り込

モデルとして販売。 可能しむ
んだ「実験住宅」とし

て開発、分譲。

住まいづくりが地域
「所有Jから「利用J

会社として様々な要
への移行に備え、良

の産業を連関させて
質な賃貸住宅の器

素を盛り込むことで、

いた原点にi量りた
は必ず支持されると

今後の商品開発の
カシった 実験目的に実施。

確信したc

利益を生み出している。

②リ・ストック町家

⑥京都まちなかこだ
わり住宅

東山区

2006年

2007年

123-69m' 

建都住宅販売側

第二種住居地域， 3

種美観地区，準防火

地域

60/160 

木造

2 

現代京都都市型住

居研究所

地下鉄東西線「東
山」

徒歩3分

価格

未定

住戸計画、まちなみ
計画、地域産材活用

など京都lニだかっ

た住宅のコンペを実
施、建設後はモデ、ル

ハウスとして活用

イベントを伴う地域

密着型建売住宅の

モデル的開発。地域
の参加やプロセス全
てを公開し信頼感と

話題性を醸成。

京割1都，心部の住宅

供給のあり方を模索
するモデ．ル的取組と

して展開。

担で行っているが，最短 10年間の活用を担保した投資で

あるためにリスクは少なく，いわば不動産管理会社の企

画力がストック活用と関係者（所有者・入居者）の相互 「町家を現代の生活にあわせた改修事業」
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「リ・ストック住宅」 （商標登録）とは，老朽化した

住宅に大改造を施して，現代の生活に適合する住まいへ

と改修し，より快適に，そしてより価値ある住まいに生

まれ変わらせた住宅の総称である。これまで，市内に 440

軒を越える供給する実績を持つ注6）。

建築物の屋根や外壁，開口部を交換もしくは補修を行

うことを基本とし，改修の程度に応じて 2年， 5年， 10

年の保証期聞を設けて引き渡している。オプションとし

て耐震性能の補強，防犯対策の強化，バリアフリー等を

加えている。また，これまで複数事例を手がけた経験を

生かし，かっ老朽化住宅に関する耐震性の関心も高まっ

ていることから， 「リ・ストック制震工法」として，制

震装置を住戸内部に 14カ所施工し，制震工法を京町家に

はじめて採用して分譲している。

本事業のビジネスモデルは，老朽化した木造住宅を入

手し，現代的な改変を加える改修を施し，商品として販

売するものである。価格は市場価格と聞きがないため，

大量に手がけ，流通させることで事業として成り立って

いる。

③燈能町町家再生

「地産地消の建材を活用した町家の再生」

四条烏丸に近い都心部にあるこの京町家は昭和 6年に

建てられたもので，建物の下には防空壕があり，戦後は

食品等の貯蔵庫としても活用されていた。

改修では，基本構造には大きな改変は加えないように

しつつ，現在のライフスタイルにふさわしいようにいく

つかのプラン変更が行われた。通り土聞の形状を生かし

てキッチンを加え，土聞との段差を生かしてカウンター

を設ける工夫が凝らされ，随所に吹き抜けを設け， 「暗

い」といわれる京町家内部を明るく開放的になるように

している。建設当時を象徴する防空壕は，ワインセラー

にも活用できる多目的空間として生まれ変わった。その

他収納の設置や飾り棚の設置，水回りの集約化などの改

修を行い，より快適に暮らせるような住まいに再生され

た。

今回の再生では，京都のまちなみを形成してきた外観

はそのままに，伝統的な工法を尊重し，地元の職人を採

用し京都北山で採れた天然の無垢材を多用している。

本事業のビジネスモデルは，前述の「リ・ストック町

家」同様，老朽家屋を改修して付加価値を乗せることを

基本としているが，今回の事業では地域産材を活用し，

カウンターの設置などより「遊ひ刊、」を付加させ，比較

的高所得者を対象とした分譲事業である。

④ル ・グラン井筒

「京都には数少ない高級賃貸マンション」

琵琶湖疎水沿いの緑豊かな環境にある 「ル・グラン井

筒」は，「これからの賃貸住宅はどうあるべきだろうか」

という問題意識に立ってコンセプトが練られた賃貸住宅

であり，広大な敷地に 2棟 2階建ての合計4戸の住宅が

供されている。各戸それぞれ独立性が配慮されており，

壁は隣家に接しておらず，専有面積はいずれも 100nfを

超える。 「家を所有するのではなく，利用 していく。で

も住まい方にはこだわりたい」という層を対象に企画・

供給されている住宅であり，これまで京都市内にはあま

り見られなかった高級賃貸住宅である。入居率も高く，

多様なニーズに応えうる賃貸住宅として機能しているこ

とが推察できる。

本事業のビジネスモデルは，建設総工費は4戸で約 1

億 4,500万円，月額賃料平均 32万円，共益費が4万円と

比較的高額である。通常， 2DKでnf単価 1,800円， lル

ームでは 2,300円程度が相場とされる中，本物件ではnf

単価は 3,000円を上回る。つまり，高級で良質な住宅を

提供することで，これまでにない居住者層の発掘と新し

い市場が形成されたと考えられる。

企画・コーディネートした事業者によると，本事業で

高級賃貸住宅の顧客を開発できたことが大きな成果であ

るということである。

⑤北大路まちなか住宅コラボレーション

「建築家参加型のまちなみデザイン」

「建売り住宅は，安かろう・悪かろう」というイメー

ジが未だ根強く残っているのは否めない。しかし，近年

は住宅の一次取得から「終の棲家」を購入する世帯は増

加してきている。また，群として建設することが多い建

売り住宅はまちなみ形成に寄与することも大きく，建売

り住宅の質的向上が求められている。 一方事業者側にお

いても，商品の差別化を図ることを目的に，より高付加

価値の住宅の供給を始めてきている。

「北大路まちなか住宅コラボレーション」は，建売り

住宅の質的向上や景観形成を目的に，計画・設計段階か

ら建築家の参画を得て行った建売り住宅の開発である。

「京都の 30年後の良質な街並みを劃る」という コンセ

プトで指名された 8名の建築家の協働作業で進められ

た。 「木造であること」， 「駐車スペースを確保するこ

と」， 「隣家との境界塀を作らないこと」， 「建築単価

は規定の価格以内でおさめる こと」等の建築条件を前提

に，建築家でデザインコー ドや設計コンセプトなどを話

し合い，協議の結果，デザインコードは 「外壁には黒か

いぶし銀色を使用する」， 「平入りとする」と決められ，

それぞれの建築家がプランを提出した。なお，この一連

の取組は 2004年度の 「グッドデザイン賞」を受賞してい

る。

本事業のビジネスモデルは，事業主の 「まちなみ形成

を含んだ新商品開発のための実験 ・検証」と位置づけら

れており，事業主によると 「まちなみ形成の可能性や商

品の開発において一定の成果が得られている」というこ

とである。
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⑥ 「京都まちなかこだわり住宅」設計コンペ

本取組は都住研の活動 10周年の節目に「京都にこだわ

った住宅を創り，京都スタンダードにしよう」と活動を

開始，コンペ方式を導入して具現化を図った取組である。

最初に消費者アンケー卜を行い消費者のイメージする

「京都こだわり住宅」を念頭に置き，京都都心部の土地

利用の状況と展望を踏まえた住戸計画，景観デザイン，

地域産材と技術の活用のビジョンについての論文を全国

の建築家から募集した。これらから 5点を選出し，この

5組の建築家とともにワークショップ等を重ねて「京都

まちなかこだわり住宅」の構築を進めた。コンペの優秀

提案をモデルハウスとして建築， 2007年4月中旬に竣工

した。なお，本モデル住宅の活用後は販売する予定であ

り，通常の住宅と同じ仕様を施して建設した。

3.2 京都の不動産ビジネスの傾向の考察

以上のように，京都には地域性を意識して，コンセプ

トに盛り込んだ開発 ・改修事例が多く見られるようにな

っている。このような取組は全国都市再生や地方分権の

流れを追い風にして，付加価値付与型の住宅・不動産ビ

ジネスを展開している。

表 3-4は以上 6つの事業それぞれを「建物」，「対象

とする居住者」， 「事業」毎に整理を行っているが，い

ずれも何らかの形で地域性を意識しており，建築家の参

画により建物の質の向上を担保させていることが認めら

れる。事業性については，リ・ストック町家のように数

多く手がけることで利益を出していくものと，シェアフ

ラッ卜桜木のように，企画力とマネジメントで高収益を

あげる事例など，事業のタイプにより事業性や事業収入

の種類が異なっていることが認められる。

・課題①ストックの質を向上させるにはどのような仕

組み・体制が必要か

表 3-5では，建物のライフサイクルの過程において，

事業主がどの過程に参画しているかを示している。この

ことから，これらの事例は従来の建築の領域と不動産の

領域にまたがって事業者が取り組んでおり，その結果と

して良好なストックの形成に繋がっていることが認めら

れる。このことから，建築と不動産の領域にまたがる取

組，融合的な取組がより質の高い住宅供給に寄与する可

能性が認められる。

・課題②良質なストック活用の取組の裾野を広げる方

法はどのようなものか

表 3-6は 6つの事例を付加価値向上の視点として「環

境・地産地消」， 「固有性」， 「地域産業への波及」，

「地域まちづくりへの波及」， 「利用者満足度」の項目

を設定，コストとして「投資」， 「回収」を設定し，そ

れぞれの項目について考察を行った。

以上から，これらの事例は建物単体の質の向上だけで

はなく，意図して，あるいは結果として，地域や地域産

業への波及が見られることが認められる。投資と回収に

ついては，賃貸住宅については企画力を反映して十分採

算のとれる事業が展開されており，企爾力の重要性が認

められる。分譲住宅については，販売価格として回収す

るので結果的には事業として成り立っているが，市場価

格と不離すれば結果として買い手がつかないため，市場

価格との大きな聞きはつけられない。

これらの検証から，良質なストック活用の取組の裾野

を広げるためには，付加価値向上型の取組を展開すると

表 3 4 調査事例の「建物」 「居住者」 「事業内容」に関する評価

建 物 対象とする~住者 害事 業

形態 地調幸治 設計 f書~等 111it事務 富良？長穆 家業性 会~イ1 収入の
※1 ※2 ヴε※2 種類

<!>llti'/うpト綴＊
l' }¥ 0... tめヌト 掌2主f)i多い 建築家の f!!E;'.jの事事 一般的~ 学生集長 主主 向上 会商事辺、
ヲ俺活用 t色調自宅t&R 参加 ~を3醤照 S量よ明~い 管JI~

＠小 Zト？？町家 IBJ~をま草承 ii!!電車窓~~ 社内の主主 f!!Ef;事め号車 市場価格 失録。rffl 1ま＜：I:a: 陶よ 販売

。〉窓銭形式 築士 ~を活m 程調E 宮E曹長 で聖書う〉
IBJ家を継承 治省!lm~~ 議築家事〉 E耳F互の事事 1t聖史的 jg; 夫録。v干草 哲E 1匂よ 阪亮

③2軍総省I町家再生 の窓銭形式 参加 ~を活用 所得司居者E案事長

対象
Ul.1~(19なjg; Z高級住宅 建築家の 速電車；去に 比絞約~ 矢録。rffl 可狩b司. f匂よ 念日E車道、

RJv・ クラジ鉾惰 級物件 地O')t色調連性 参加 ~づく t士 所得考を 家11¥1 t中f'r斜
を反電量 後 対象

UI.代的 E長野の？勺e 誕祭事~（］） 主主~記長！こ 布袋｛あ鯵 ~後〈後ヤ cp 向上 綴~
＠北大おJ；~－－ i,、Pョy イソ3ツt7。ト 参加 塞づく i± よりやや~ なまイ7•を

を＆！！是 守護 め 用意〉

現代的なIBJ 5長銀等地勾 2主築家の 主主益法！こ 来~ 争後Olrf 電E およ 鱗~
c京事Fこだわり住宅 E認を提案 設をfie.rt. 号~M §づく 1士 ~7~l) 

守蔓

※1 各f主戸の大きさから想定される居住者の家族｛患者E怒~
※2 2事業主もしくはコーディネ－）！ーである不動遂事業考へのヒアリンクから
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表 3-5 6事例の不動産事業主が建築－不動産で関わった領域

流通 建築 運営（不動産）

販売 仲介 i管理入手 企画 設計 施工 メンテナンス・ リフォーム 除却

7フ；－

①シ工7フラット桜木 。 。 。 。 。 。
②リ・ストッウ町家 。 。 。 。 。 。 。
③燈徳町町家再生 。 。 。 。 。 。 。
④ル・グラン井筒 。 。 。 。 。 。
””””H .........””.... ””目...............園 田山田‘ 圃圃圃圃圃圃圃...... ・a •••••••••••• ..・a ＋，咽”‘園田‘町酔町酔目‘咽町酔町酔唱町酔町酔町酔町酔晶・4町酔＋＋＋＋町酔＋＋＋＋咽町酔4

⑤北大路コラホ．レーション 。 。 。 。 。 。
⑥京都こだわり住宅 。 。 。 。 。 （未） （来） （未）

表 3-6 6事例が社会や地域に与えた効果と影響の検証

付加価値の付与 コスト（
四................・.......・...・....・....

度利用者満足！; 投 資

社会や地峨に与えた
環境地産 固有性 地域産業へ 地く域りのまちづ 回収 効果と影響
地消 の波及 波及

生出粛と長くあ 字社説移い 間札た駒 ギャラ＇）---qコ 入居中J塙 制度貸用閣庁 量当面料、管理 老円札jヒアパー＋伺舌用方算法示

①シェアフ
った忽拶栓f舌 上回成をUiJ!九 組み』訴割こ all歪並党出演へ し、 有者。 10年間 才斗 せたと投〉に学生の｛主お'(7)i郡穴肢
用 コミュニティス なし 。方即皮 の作約上げ 治活;t.,t.った芸術ヲfd-::空知湾初芳守質

ラット桜木 ベースO)ji西国呆 をさ制して地~：：o助w::r~みもさ
れてU宅五

ゆ対1J市色乃 別町家を継 む京札て地域 五翻：%戎戸つ 卦ミ言羊（ヲ己司］ 改修理埜、広告 H反"58こ寸fil!JZ 1拘U-J<家伐冶制度・リノベーンョL合前払

②リス卜 東町署をリノ 承 。工大正宕f舌 被段、 済み） 童話云置を としてTl反たすξ定き前ナσコb明、克明可
ック町~ ベー－；.ィョン 用 議司ごゴ主みたし刈ことって入手。、ー

トツμをiJ;¥"::くするこ.b；会てきた。

京羽V五皇訪寸と 玖制OJllえ 住宅扶主伊コ 景鍛F防御コ 坤ミ2羊（ヲ昌司 改惨事号、設計 既i('.)'8こ可fill)( 地指拘重E伸明朗￥.t:<白羽Zここ泊つ
＠現聖徳町町 大工を部総J 防空糠伝活ー I豆諸掴鶏へ 拠有、 留守み） 料、樹布陣 り、明暗た要素を力問札fコ瑚洲士
家再生 て活用 ｝砂訟とγ守音I職 。潟支及効果 費、広告蜜伝 倒初耳慣1家反謝｝到I{~蛙示すてとが

官官Ll舌用 をXf.l能 費 でき7；ー

~雄築 !t!Jf梯郡一冊』量 郡能Lた駒 地政〉イメー 空呈[11/Jllt'.Ji l年間詮フうけ 創百剤、管理 質V),rlf;、聞き日主宅出掛けること
④ルグラ 家広湯河頚 ！＇＆のイメージ 絡みは棉こ 、:.;i7:.'f向上と多 短く、満足度 た命百隅盤、 料、付扮料 で、it間主宅市場初拡おもった。おこ
ン井筒 を剰彰~ なし 椋~品居者 ヌう1;n；し、 広告宣jii;j鈴 住宅P万7有刀モ荊開予寸句7プ三設択肢

。克樹呆 も丘二油もった。

⑤北大路ま 憲議的な取 I矧詮イメー 間放した耳切 群で質問官i 蒋羊（涜到l 土地酎号費、 ~elこ可fil!JZ 主1盟主家〉叫袋路議珂商することで、群とし
り組みは特 もにた彩孔ん、 紺みJ立択すヰこ し寸耳世~自lj 済み） ィハ込小3昔、Z者 てd潟Eヲ司差毛ヨこよるインノ汐N7)bる

ちなか住宅 になし :,l;',ji詠7鴻由主主 なし i隼 湖括主、廷盟 菊fl.,＼，~却縦訓告を果たした。まfニの
コラポレー 費、広告宣I云 弓苛却2「グシドテ守主インl'.I:」て訓酷ション 費 れた。

調後して地蹴 コン－~白血じ ;l1r割札て地描 コンρ匂コ~Jlfl皆 購入者ま来 土地斑対号壁号、 舵沼こて回収 全琵3倒防再生モテラVI.JI;!査定してill政
⑤京都まち 崩持活舟 てモデ〉レ喧己申＇Iii 産事寸と主主微を カも住民活主 Ai:: 阻止費、材料 （予由 の企filli!::交流イ戸むJト、コンρ与を実強
なかこだわ 築 活用 力民地頭町舌動 費、広告宣お した出国主毛%：瑞陸材誓持活用
り住宅 回失せる;;v-.:: 華寺 して十幼Ill'面個叡コ官1しもでるを具現

ースι滞留呆 化するこ劫吋きた。

ともに，賃貸住宅については地域性を反映した企画力が 行う住宅として，都市居住推進研究会が中心となって検

求められ，分譲住宅については市場価格と仕様のパラン 討を進めているものである。

スが求められることが認められる。

3.3 「京都まちなかこだわり住宅」の取組

本節では，前章で紹介した事例のうち，建売り住宅を

前提とした高付加価値型住宅モデル開発に取り組み，ユ

ニークな企画プロセスを採用した「京都まちなかこだわ

り住宅」に関する取組を経過を含めて紹介，取組の分析

を行う。なお本企画は筆者が企画運営，進行管理を務め，

運営委員会を設置して全体の運営を行った。

「京都まちなかこだわり住宅」は，京都都心部の土地

利用転換や住宅供給の状況を踏まえ法 7），次代の京都都

心部のまちなみ形成や建売り住宅供給のあり方の提案を

1) 「京都」 「こだわり住宅」からイメージされる内容

①主催者が当初想定した内容

都住研で本取組に着手した際，想定した内容は京都の

住まいを京都の材料・職人で供給することで，京都の地

場産業の振興，仕事づくり，担い手の育成，そしてそこ

から良質なまちづくりに繋げることを目指し，検討の体

制において生産者，行政，市民等の多様な主体のネット

ワークを構築し，それぞれの関わりによって確立してい

くことで，新しい都市型ビジネスモデルの構築を進める

ことを目t旨した。力日えて「｛主まい方J' 「ライフスタイ

ル」に関する発信もあわせて行うことで，地域産業の振

po 
q
J
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興と住まい手を重視した「住まいの京都ブランド」の構

築を目指すこととした。

②消費者等がイメージした内容

都住研メンパーが設置するモデルハウスへの来場者等

を対象に， 「こだわり住宅」に対するイメージや使用し

たらいいと考える建材や技術，意見やアイデアに関する

アンケー卜を行った。 （表 3-7)

「京都こだわり住宅」と聞いたときに受けるイメージ

（複数回答）としては， 「住まいのプランドづくり」が

全体の約4割を占め最も高く，次いで「高級なイメージ」

(24%) ' 「安心感」 (11 %）となっている。 「その他」

として数多くの意見があげられているが，大多数が「京

町家のイメージ」と指摘しており，他には「渋いイメー

ジ」， 「京都らしい色彩を使ったもの」などがあげられ

ていた。 （図 3-1)

使用したらいい建材については，「京都こだわり住宅」

という名称のイメージからか，和風の天然素材をあげる

意見が多かった。また，京町家に象徴されるような「環

境への配慮」， 「集住の智恵」に対する先人の知恵を活

用する提案も寄せられた。

本アンケートは，モデルハウス来訪者等，住まいに関

心が高いと思われる層を中心に行っており，回答者の意

識が高いからであろうか，かなり具体的な住まい・まち

づくりに対する提案とともに，本プロジェクトに対する

多くの期待が寄せられていることが分かった。多くの回

答が「京都らしい」という伝統的な要素を継承しつつ，

現代的な住み良さの確保，まちなみへの配慮をしっかり

考えていくことを希望していると認められる。

3.4 「京都まちなかこだわり住宅」設計コンペの実施

1）概要と経過

「京都まちなかこだわり住宅」設計コンペは， 「京都

こだわり住宅」を具現化していくことを目的に，都住研

と（財）京都市景観・まちづくりセンターが共催で行った

取組であり， 2005年度全国都市再生モデル調査に採択さ

れている。 （表 3-8)

なお，コンペの経過は以下の通りである。 （図 3-2)

①プロポーザルの受付

プロポーザルは，北海道から九州ほで，全国から 81

の提案を受け付けた。プロポーザルに応募した建築家の

所在は，京都府が 29件で一番高く，次いで東京都の 18

件，大阪府の 17件など北海道から福岡県まで全国から応

募が寄せられた。応募主体としては，個人や個人事務所

が 47件と半数以上を占め，企業などの会社組織が 28件，

大学が 5件，研究会が l件となっていた。

プロポーザルに寄せられていた内容は，設問①（住戸

計画）及び設問②（まちなみ計画）については，設計業

務の中で日常的に考察されている内容と推察できるた

表3-7 消費者アンケー卜の概要

i【調査概要】 ； 
！”調査期間 2005年9月～12月 ： 
：・配布方法 書官住研運営委員の会社で般置するモデルハウi

iスやショールームへの来訪者、会社社員、その他関係者にj
i配布、直後回収。
：・回収数： 97 （うち有効回答数は97)

年齢層
60代

こだわり住宅に対するイメーコ

こだわ
る品要
事い

z‘ 

図3-1 回答者属性と消費者がイメージする内容

表3-8 「京都まちなかこだわり住宅」設計コンペ 概要

【審査委員長】

巽和夫（京都大学名誉教授／都住研会長）

【審査委員】

高田光雄（京都大学大学院教授／都住研運営委員）

吉村篤ー（建築家・建築環境研究所代表）

井上誠二（建都住宅販売側代表取締役／都住研運営委員）

西村孝平（側八消（ハチセ）代表取締役／都住研事務局長）

奥美里（（財）京都市景観・まちづくりセンター事務局次長）

( 1）京都まちなかこだわり住宅のコンセプトプロポーザル

『様々な事情によりおこる京都都心部での住宅更新において、ふ

さわしい住まいのコンセプト』提案

［設問I
①少子高齢化時代における、京都のまちなかに住まうライフスタ

イルとそれを踏まえたまちなか住居の計画とデサ’インのあり方に

ついて

②駐車場・中庭等の屋外的空間のあり方を含め、これからの京

都のまちなかの景観形成に配慮した住居のあり方について

③京都産材や伝統的技術を活用するなどにより、地域経済面及

び環境面での循環型社会の構築に貢献するまちなか住居のあり

方について

(2）これからの京都まちなかこだわり住宅の設計提案

［募集内容1
『京都のまちなかにおける、土地利用計画とまちなみ計画、住戸

計画』の提案

め，ほとんどの応募者が具体的な提案を行っていた。し

かしながら設問③（地産地消の仕組み）については，具

体的なシステムを含んだ提案を含んだものは多くはな

かった。

一次審査を通過した 5組については，設問①②のみな

らず，③に対する深い造詣と新しいエッセンスの提案を

含むものが選定された。

②説明会＋学習会の開催

入賞した 5組の設計提案者を迎え，本コンペの趣旨説

明を実施した。また後半では伝統産業や地域産材に関わ

る講師を迎え，学習会を開催，京都の住まいづくりのあ
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り方やビジョンに関する意見交換を行った。

③ワークショップの開催

ワークショップでは，モデル住宅を建設する粟田学区

（東山区），市内でまちづくり活動を先進的に行ってい

る住民，京都市関係部局等を加え， 「京都まちなかこだ

わり住宅」の具体像について意見交換を行うワークショ

ップを 2つのテープルに分かれて行い，京都まちなかこ

だわり住宅が備えるべき要件や地域のまちづくりの状況

などに関する意見交換を行った。

④最終審査

モデルハウスを建設する優秀提案を選定する審査委員

会を公開で開催した。傍聴者が約 50名が見守る中，審査

委員による 2回の投票を経て，優秀賞の提案の 1点が確

定した。

2）設計コ ンペで寄せられた提案について

本コ ンペに寄せられた設計提案の特徴は， 5件中 4件

が2階建ての木造であり，いずれの設計提案も京町家の

空間構成（オモテとウラ，中庭等）を継承している。駐

車場はほとんどが内部空間に設置している。また今回の

設計条件を「建売り」としていることから，いずれの提

案も「可変性」を持たせるための工夫を施し，京都への

こだわりとして北山杉の活用を採用したものが多い。（表

3-9) 

3.5 社会や環境に与えた影響と効果

本取組による住宅建設は現在進行中であり，総合的な

費用対効果の分析は未着手だが，建設段階で明確なこと

は，構造材に京都産材を活用することで， コストの削減

には繋がっており（表 3-10），かつウッドマイレージ

制度注8）の導入 ・適用により，環境的な効果を実証でき

る予定である。ただし，構造材については集成材料が 5

ヶ月連続して高騰している要因もあり，仕上げ材につい

てはメーカ一品を活用する方がコスト的には低い状況で

ある。

今回の事業は分譲住宅であるため，最終的には販売価

格の設定により投資分を回収することができるが，その

ためには市場価格との不離はつけられず，付加価値分の

価値を購入者が納得するための材料とプロセスが欠かせ

ないと考えられる。このためには取組の経過や使用した

材料などの情報を公開するとともに，建物を中心に地域

内の交流を促進させる取組を含めた継続的な情報発信を

することで，地域密着型，付加価値付与型の住まいづく

りが地域まちづくり活動の促進，ひいては資産価値の向

上に繋がることを実証していく必要があると考えられ

る。このためには事業者に対するインセンティブを与え

るために，事業性が成り立つとともに付加価値を市場が

受け入れる土壌づくりの重要性が認められる。

表 3-9 最終審査に残った5組の設計提案の概要

図 3-2 コンペのイベン卜の様子

2 3 4 5 

•• 3階建て 2階建て E階建て 2指建て 2階建て

’.. 木造集成材の壁工法
木造．北山杉を利用した小径木フ 木造．北山杉を利用した小径本フ

木造 木造
レームの事入 レームの導入

①まちなか 木造集成材のパネルをそのまま
通から獲量にも•t.ょったスウリー

住居の計画 alf: 使用［内議材‘断勲材不要）．平入 格干の鐸用、平入り 平入札杉桓強り.1階窓に格干
ンを経て奥に進む．平入り

既存の町曹の意匠を線量

とデザイン り

霊園繍. 3LDK＋テラス＋ロフト
4LDK＋土問．ユーツトシステム

4LDK＋土問＋納戸
3LDK＋子ラス＋土間＋シティ

3LDK＋土問
の温室 Jレム

.. ・「まちなか住居Jと『こだわり住居J
住み絡がれる町家

剣緯の生きる町、伝統を住み継ぐ
うつろひの家 町家の作法、守破（しゅは）

を混合 司E

駐車絹 半屋外空間に駐車場 土聞に屋内駐車 屋内土聞に駐車
毘肉駐車場で格干のスヲリーン

屋肉緩"11駐車
で隠す

同1>•·•• 空間は裏庭に算約 中慮、坪庖の殴置 中庭の殴置 2箇所に般置 中庭、奥底の般置
②景観形成

出窓のショーケース位置.2障は 前戸の原理を用いたスヲリーンと 1階l孟格干の引き遣い戸、2階も
に配慮した住 ファサード 1, 2階とも全面格干

盆~ニ~v
平入札杉板張り.1階窓に格干 ｜棉平由亨ザイ〉 l揖 Z

居のあり方
4主戸E•

敷地の道路側に配置し、裏庭を確 敷地全体を活用．空地l立坪鹿・中 「裏」と「奥Jの空間構成．要はコ 3つの建物に分節、聞の空間に中

保 隆 ミュ二子ィに開放可能 庭を位置
共同の遊離塀の復活

..ーへの量E
1階軒のラインの統 1階軒高、壁画織の統一

伝統的な格干採用.1階軒高、 1
1階軒高と壁画織を統一．

伝統的主町家の意匠を継承、野

• 階壁面織を統一 基織の統一と協関

地産亀濁 横架材と床材に京都産材を活用
北山杉の大黒柱、丸太階段、格 北山杉の直直柱を格干やテラス

辺材の活用
干パヰルの開発 床などに活用

③地産地消

地調E’H’ 近隣の建材やネットワーウを活用 地犠の量店等建材置のリサーチ
と地織の産

業連関の構 ’E環I!徒会
京モジュールの援用の建具で交 リサイヴル材の活用‘太陽勲発電

築 換可能 ilJ自然エネルギーの活用

伝統.袋、 間仕切りとなる建具に伝統筏術を
瓦葺き．和室の段置

防火性のある伝統筏街、建材を
畳の郁震の位置

伝統筏衝を現在の筏術で代用．

後事面 活用 活用．和室の並置 和のス＇H Jレの継承

口。
qu 
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表 3-10 京都産材と従来材のコスト比較（2007.2現在）

a・・e・，圃：：~圃ー曹••T ::i~. M閥

構造材 寸法 種婿 価格 積煩 価格
(A÷＇＂ 

土台 4寸 X4m 値一‘ ¥4 890 米ヒパ集成 単6,048 81¥ 

大引き 3寸5分 X4m 植－‘ ¥3 749 米ヒパ集成 ¥4,630 81' 

曹柱 3寸5分 X3m 杉一寄 》2310 レヲドウヲトーs・事2500 92¥ 
曜

家 105X180 槍一‘ ¥8,316 
レッドウヲド集

¥6 400 130¥ 

・課題③地域と共生する住まいづくりを進めるにはど

のよ うなプロセスが必要か

都住研等が以前に行った 「まちなみ住宅設計コンペ」

の経験，及び今回の「京都まちなかこだわり住宅」の検

証の結果から，地域と共生する住まいづくりを進めるた

めには住宅の企画の段階から地域住民の参加を得て，そ

の過程を公開することが重要であることが認められる。

つまり地域と共生するために住宅の形態や色彩，材質配

置なども重要であるが，情報の公開や参画，協働関係の

構築などプロセスも重要であることが推察できる。今回

は 「全国都市再生モデル調査」に採択されたことで企画

や運営に割ける費用が確保できたが，通常は事業経費の

中で，あるいは他の費目の中で時間とともに捻出してい

くことが求められ，このための仕組みづくりが必要と考

えられる。

4. 結論

以上から，当初設定した本論における課題の結論は，

下記の通りである。

①ストックの質を向上させるための仕組み ・体制につ

いては，建築と不動産の両領域に及ぶ連関した取組の重

要性が認められた。

②良質なストック活用の取組の裾野を広げる方法につ

いては，長期的な視点での付加価値づくりとその評価手

法が求められることが確認できた。

③地域と共生する住まいづくりを進めるためのプロセ

スについては，ストック活用に関する情報公開と可能な

限りの関係者の参加の重要性が認められた。

今後の課題としては，地域密着型のストック活用の取

組の裾野を広げるためにも，さらに事例の調査と分析，

検証を重ね，事業者や地域，京都の住宅市場における効

果を測定する手法を開発する必要があると考えられる。

ソフトな効果である付加価値と数値的に測定可能なコス

トの比較を行うためには，付加価値向上分について数値

に置き換えるなど同じ指標での分析が必要であり，この

手法の開発を進めたい。

加えて，歴史的な市街地などでは地域性を反映した建

築ストックでありながら ，既存不適格や接道の関係から

活用できない戦前木造の住宅が数多く存在している。 こ

れらは法律的なハー ドルに加え，地域産業や地域の人口

様態など様々な要素が複雑に絡み合った結果，空き家等

の不良ストックとなっている。今後の課題としては，建

替え・改修はおろか除却さえ難しいこれらのストックを

活用方法について，考察したい。

＜）主＞

1）不動産の運営管理。対象不動産の所有者や投資家から委託さ

れ，実務的に不動産の運営管理を行う業務。対象不動産の資

産価値とキャッシユフローの最大化の鍵を握る。

2)2001年に都住研と（財）京都市景観・まちづくりセンターが共

催で実施。右京区の 12区画の新規分譲住宅をコンペで実施。

審査は全て公開で行い，地域住民，購入希望者，事業者の計

30名が審査員として公開で審査を行った。現在，コンペ最優

秀賞案が建設 され，良好なコ ミュニティを形成している。

3)2004年度。国土交通白書 2006から。

4）京都マンションデータパンク調査による。

5)2005年度から区役所に事務局を置く任意研究会で空き家に

関する調査を開始。 2006年は全国都市再生モデル調査に採択

され，学識研究者，自治連合会，建設業，宅建業，専門家等

で組織する委員会を発足し，モデル学区の悉皆調査や所有者

アンケート等を通じて空き家を活用する仕組みを検討して

いる。

6）事業主へのヒアリングから

7）京都市都心 44区全体では世帯増加の傾向にあり，特に職住

共存地区と幹線道路沿道地区からなる都心中心部で共同住

宅居住世帯・単身世帯の集中が見られる。また，世帯が減少

するエリア，高齢人口が集中するエリアが存在するなど，世

帯減少に伴う土地・住宅の遊休化，及び高齢化の進行に伴う

単身高齢者の増加が顕在化することが懸念される。

8）京都府内で生産された木材の産地証明に加えて，その木材の

輸送時に排．出される二酸化炭素の量を算出することで地域

の木を利用することによる地球温暖化防止対策を進める制

度。
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