
研究No.0515

持続的居住へむけてのコーポラティブ住宅の再生手法に関する蘇究
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日本のコーポラティブ住宅は、建設当初から居住者が参加するところに特徴があり、それにより良好なコミュニティが生まれるといわ

れている。しかし、建設当初の居住者のコミュニティは、建設から月日が経っとともに、入居者の入替わりや高齢化により薄れつつある

と考えられる。本研究では、憲謝麦20年以上経った37事例と10～19年経った21事例のコーポラティブ住宅を研究対象とし、アンケ

ートおよびヒアリング調査により、経年に伴う住まい方やコミュニティ活動の変化、住戸の中古売買や賃貸化の状況、および建物大規膜

修繕や維持管理の状況について明らかにし、年数を経たコーポラティブ住宅の再生手法の提案を行った。
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1.はじめに

1.1研究の目的

日本のコーポラティブ住宅は、1968年に「コーポラ

ティブハウス千駄ヶ谷」が完成して以来2005年現在約

9000戸が建設され、そのうち77プロジェクトの1521

戸が20年以上経過しており如)～2)、建物の老朽化や設

備の旧式化等、大幅な改修時期を迎えている。また、こ

れに伴い、居住者の高齢化による自主管理の困難および

建設当初の良好なコミュニティの衰退等が引き起こされ

ている事例があることが推測される。

コーポラティブ住宅に関連する既往研究としては文3)～

12)、延藤安弘他、住田昌一他、西村一郎他によるコー

ポラティブ住宅の意義と計画手法に関する研究、野崎薫

による集合住宅の個別対応供給の研究、川岸梅和他によ

るコミュニティ形成過程についての一連の研究等がある

が、これらは欧米事例の研究、あるいは計画から建設ま

でのプロセスをおもに対象としている。その一方で、コ

ーポラティブ住宅の経年変化後に着目し、居住者の入替

わり、居住者の高齢化、建物の老朽化等に伴う問題につ

いて調査し、持続的居住へむけてのハード面やソフト面

のあり方について統合的に検討した研究は、ほとんどな

いのが現状である。

そこで本研究では、建設後10年以上経ったコーポラ

ティブ住宅について、経年変化後の住まい方やコミュニ

ティ活動の実態を明らかにする。また、コーポラティブ

住宅の中心的な管理方式である自主管理が、高齢化や建

物の老朽化とともに、今日どのような状況にあるかにつ

いて把握する。

本研究は、コーポラティブ住宅の経年変化後の実態に

ついて全国的な規模で明らかにする初めての研究であり、

今後、コーポラティブ住宅の居住者が、持続的な居住の

実現に向けてどう対応していくかについて重要な知見を

もたらすものと考えられる。

1.2研究の概要

1)調査対象の選定

筆者らは文献および現地調査等から得られたデータを
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もとに、1968～2003年までの全国コーポラティブ住宅

のリストの作成を行った文1)。そのうち、建物の修繕や

住戸のリフォーム、居住者の入替り、管理方式等の変化

が現れると推測される、建設から20年以上経った事例

を第一次調査対象とした。対象数は223件であり、そ

の中で住所が把握できたもの77件をアンケート調査対

象として選定した(表1-1)。

次いで、20年以上の事例との比較のために、10～19

年経過した事例を第二次調査対象とし、住所が明確な

71件を選定した(表1-2)。

ヒアリング調査に関しては、回収されたアンケート調

査票の中から、ヒアリング調査に協力「可」と回答があ

ったところに、電話やメール等で調査への協力意向を再

度確認し、ヒアリングを行った。

2)調査方法と内容

本調査を実施する前に、コーポラティブ住宅の

経年後の問題の概要を把握するために、2004年度

に5ヶ所の10年以上経過したコーポラティブ住宅

の予備調査を行った(表1-3)。

その調査結果から、長期間経年したコーポラティブ住

宅は建物の老朽化に伴い、居住者の高齢化や入替わりに

よる居住者間のコミュニティの希薄化等の問題点に直面

していることが分かった。

表1-3ヒアリング調査概要(予備調査)

    調査地竣工所在地調査期間

    あじろぎ横丁83宇治市04.03.22

    ユーコート85京都市04.03.23

    コーポラティブハウス柿生75川崎市04.06.25
    コーポラティブハウス十方舎85東京都04.07.24
    コーポラティブハウスクラフト87松戸市04.07.24

その結果を踏まえて調査票を組立て、第1次調査とし

て2004年10～12月にかけて、20年以上経過した77

件のコーポラティブ住宅に関して3回のアンケート調査

を行い(再送含む)、37件を回収した。また、2006年

7月に10～19年経過した71件のコーポラティブ住宅

を対象にアンケート調査を行い、21件を回収した。そ

の詳細な内容は表1・4と1-5に示す。

表1-4アンケート調査概要

    一・二次調査対象件数配布日回収件数

    一次調査(1回)77件04.10.2020件
    (2回)12件(再送)04.11.264件

    (3回)30件(再送)04.12.0313件

第一次調査計:77中37件(回収率48.1°/。)

第二次調査計:71中21件(回収率29.6%)

一k第一次調査は20年以上例、第二次調査は10～19年例

表1-5アンケートの調査内容

  分類質問項目

  基本項目①建物詳細(企画主体、住戸数など)  ②共用施設(駐車場、集会室有無など)
  ③住民構成(高齢者数、子供数など)
  ④自由設計度合い(間口部、浴室など)

  住民・住戸の現状①住戸の中古売買(ルール設定など)  ②賃貸住戸(ルール設定など)
  ③住戸内リフォーム(トラブルなど)
  ④空き住戸(空き住戸数など)
  ⑤共用部分の改修(トラブルなど)
  ⑥長期修繕(話し合いなど)

  住民活動①住民主催のパーティ・イベント
  ②集会・会議(行う場所、開催頻度)

  集会室利用①集会室活動内容倒用頻度、活動など)

  管理問題①管理・修繕費(金額・詳細など)  ②委託業務
  ③管理会社(管理会社名、委託料など)

  ④満足度

  ⑤問題点
  ⑥自主管理
  ⑦管理変更

また、ヒアリング調査にっいては、20年以上の事例

は12件、10～19年の事例は11件を行った(表1-6参

照)。ヒアリングでは、アンケートの回答についての追

加質問と、自由回答に対する質問を行った。また、あわ

せて、建物の外観、住戸や共用空間の内部等の写真撮影、

建設当初～現在までの生活様子が伺える資料と写真、管

理規約、修繕計画書等の資料収集を行った。

表1-6ヒァリング調査概要(本調査)

    調査地竣工所在地調査期間

    コーポラティブハウス柿生75川崎市04.12.16
    東園田集合住宅77尼崎市05.08.29
    方南ビレツジ77東京都04,12.14
    成城アトリエXV79東京都04.12.16
    原山台コーポ79堺市05.08.31
    コーポラティブハウス城山80藤沢市04.12.08
    タウン高辺81富田林市06.05.13

    埴の丘81東京都04.12.14
    長興寺南コーポ82豊中市05.08.29
    あじろぎ横丁83宇治市05,09.03
    晴美台コーポ84堺市05.08.30

    コーポラティブハウス十方舎85東京都04.12.23

20年以上のヒアリング事例:12件

    コーポ20鴨谷86堺市06.0828

    桜井コーポ86箕面市06.08.29
    テア平井山荘86宝塚市06.09.23
    コーポラティブハウスクラフト87松戸市06.09.13
    CH上野毛88東京都06.09.07
    都住創岡山町90大阪市06.08.29
    Mポート92熊本市06.09.19
    Minos894箕面市06.09.23
    あいの里コーポラティブ住宅96札幌市06.09.03
    アルポ(ARBO)96箕面市06,08.29

    メソードつくばH96つくば市06.09.13

10～19年のヒアリング事例:11件
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表1-120年以上経過したコーポラティブ住宅の調査リスト

      No事業の名称所在地住戸数i竣工年コーディネーター
      1コーホラティブハウス千駄ヶ谷(ユニティビル)東京都渋谷区41968弄東久大熊喜昌坂下章山下和正
      2OHP韓o.1東京都杉並区61974OHPNO1建設組合
      3コーポラティブハウス柿生神奈川県川崎市661975サンケイハウジングセンター農協建築研究会
      4稲毛コーポ千葉県千葉市181976住宅改良開発公社広瀬建築設計事務所
      5コーブ水道辻東京都世田谷区41976DAN建築設計事務所
      6コーボラティブハウス本天沼東京都杉並区271977集住協(岩下秀男)
      7都住創松屋町住宅(No1)大阪府大阪市171977都住創事務局(安原秀中筋修篠崎由起子)
      8東園田集合住宅兵庫県尼崎市101977REO建築計画研究所
      9フジコーポ桜ケ丘神奈川県大和市241977総合計画コンサルタント
      10ベターハウス大和神奈川県大和市271977神奈川県営繕協同組合
      11方南ビレッジ(OHPNo.2-SOHP(ソープ))東京都杉並区15+1店舗1977OHP+都市集住研究所横山英昭
      12宮の郷フレッシュタウン東京都町田市161977自主建設促進協会宮ノ郷土地共有ハウジング
      13弥生コーポ東京都板橋区191977広瀬建築設計事務所
      14共同住宅ながさき(旧長崎共同主宅)東京都豊島区141978協同組合の自主運営
      15コーボラティブハウス高幡不動東京都日野市441978集住協

      16都住創岩井町セブン(No2)大阪府大阪市91978安原中筋建築研究所小島建築計画事務所都住創事務局(中筋修西沢紀子)
      17都住創大手通(No3)大阪府大阪市141978都住創事務局(安原秀西沢紀子)
      1817ホームズ(OHP八雲No.3)東京都目黒区171979OHP推進センター横山英昭野儀俊二
      19コープ大山東京都板橋区211979(株)広瀬建築設計事務所
      20コーポ船詰(旧船詰集合住宅)兵庫県尼崎市91979REO建築計画研究所

      21成城アトリエXV東京都調布市151979途中でやめ、コーディネーターの不在で住民が進めた
      22武庫川東集合隔宅兵庫県尼崎市51979REO建築計画研究所
      23都住創コープ内平野(No4)大阪府大阪市191979都住創事務局(安原秀西沢紀子)
      24原山台コーポ(旧泉北原山台コーポラティブハウス)大阪府堺市431979都市住宅研究センター
      25ルマ園田(旧第2東園田集合住宅)兵庫県尼崎市31979REO建築計画研究所
      26コーポラティブハウス城山神奈川県藤沢市301980日本住宅公団関東支社(グループ分譲)
      27竹城台コーポ(旧泉北竹城台コーポラティブハウス)大阪府堺市271980住宅の協同建設をすすめる市民の会
      28都主創うつぼ(No5)大阪府大阪市14]980都住創事務局(高原政巳安原修西沢紀子)
      29ライブハウス泉ヶ丘石川県金沢市1511980(株)VANS
      30コーポ赤羽東京都北区81981広瀬建築設計事務所
      31コーポ駒寄神奈川県藤沢市301981住宅・都市整備公団関東支社

      32コーポタウン三原台(旧泉北三原台一号地、二号地コーポラティブハウス)「大阪府堺市291981住宅の協同建設をすすめる市民の会
      33シャトー6(旧利倉西集合住宅)大阪府豊中市61981REO建築計画研究所
      34大正コーポ(旧大正コーボラティブハウス)大阪府大阪市81981住宅の協同建設をすすめる市民の会

      35タウン高辺大阪府甚田林市301981住宅・都市整備公団関西支社計画部住宅計画第4課
      36都住創中大江(No6)大阪府大阪市131981者住創事務局(中筋修西沢紀子)
      37埴の丘東京都町田市391981自主建設促進協会津島亮一
      38藻川住宅(1日第3東園田集合住宅)兵庫県尼崎市51981REO建築計画研究所
      39桃山台コーポ(旧泉北桃山台コーポラティブハウス)大阪府堺市161981住宅の協同建設をすすめる市民の会
      40六華武庫之荘(旧武庫荘集合住宅)兵庫県尼崎市61981REO建築計画硬究所
      41コープタウン北柏(全体)千葉県柏市861982,

      42コープ成増東京都板橋区251982サンケイ新聞ハウジングセンター広瀬建築設計事務所
      43コ}ポ・ザコバ(旧雑喉場市住宅)大阪府大阪市141982櫃建築事務所
      44コーポラティブハウス麻生神奈川県川崎市301982サンケイハウジングセンター
      45サンファミリー草薙(コーポラティブハウス草薙)愛知県名古屋市31982都市住宅企画センター
      46塚口集合住宅(+おさなご保育園)兵庫県尼崎市81982REO建築計画研究所
      47却住創徳井町(No7)[大阪府大阪市131982都主創事務局(中筋修西沢紀子綱田礼子)
      48長興寺南コーポ(旧長興寺コーボラティブハウス)大阪府豊中市101982住宅の協同建設をすすめる市民の会
      49パレス赤山埼玉県越谷市121982K.K,中野文一設計事務所
      50プレジデント金沢石川県金沢布311982北国CHP

      51あじろぎ横町京都府宇治市171983居住者集団/村松正濠、京都建築事務所(協力)
      52グリーンテラス神奈川県川崎市91983緒方四郎建築設計室丸五商事
      53コーポみはら(1日第2三原台住宅)大阪府堺市471983住宅の協同建設をすすめる市民の会
      54コーボラティブハウス・デネブ大阪府豊中市221983COM計画研究所
      55セーズ和田町(旧コーボラティブ和田町)神奈川県横浜市161983神奈川県コーポラティブ住宅事業組合
      56都住創石町(No8)大阪府大阪市10+6事務所1983都住創事務局(中筋修綱田礼子)
      57ナイン高針台(旧コーポラティブハウス高針台)愛知県名古屋市91983都市住宅企画センター
      58花屋敷ヴィレッジ(旧宝塚花屋敷コーボラティブハウス)大阪府宝塚市111983住宅の協同建設をすすめる市民の会
      59櫃塚台コーポ'83(旧泉北櫃塚台コーポラティブハウス)大阪府堺市81983住宅の協同建設をすすめる市民の会
      60リバ・テルミネ(旧第2利倉西集合住宅)大阪府豊中市131983REO建築計画研究所
      61コートしのはら神奈川県横浜市141984神奈川県コーボラティプ住宅事業組合
      62コート近松(旧近松公園集合住宅)兵庫県尼崎市91984REO建築計画研究所

      63コープタウン松が谷一全体(7棟)東京都八王子市ユ421984東京都住宅供給公社コーア住宅推進協議会神谷・荘司計画設計事務所
      64サンシティ上大岡(旧コーポラティブハウス上大岡)神奈川県横浜市15+51984エース財形企画

      65都住創釣鐘町(No10)大阪府大阪市14(内ホール1戸)1984都住創事務局
      66都住創森の宮(NQ9)大阪府大阪市71984都住創事務局
      67晴美台コーポ大阪府堺市291984住宅の協同建設をすすめる市民の会
      68東町コート東京都武蔵野布51984都住創事務局
      69(仮称)箕面集合住宅大阪府箕面市141985REO建築計画研究所
      70コーポ真上(シティコーポ真上)大阪府高槻市181985住宅の協同建設をすすめる市民の会

      71コーホラティブハウス・クレセント(旧コーホラティブハウス茨木住宅)大阪府茨木市231985竹内建築事務所
      72コーポラティブハウス十方舎東京都足立区101985(株)象地域設計
      73シテエスポワール宇治黄壁台(第1期)京都府宇治市111985住宅・都市整備公団
      74タウン花みずき(旧洛西福西Bブロック)京都府京都市221985協同住宅をすすめる会
      75都住創清水谷(NOI1)大阪府大阪市91985(株)ヘキサ
      76ネオ近松(旧第2近松公園集合住宅)兵庫県尼崎市61985REO建築計画研究所

      77ユーコート京都府京都市481985京の家創り会+乾亨(京都建築事務所)↓梶山秀一郎(酌M建築設計室)
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2.住まい方の経年変化

2.120年以上経過したコーポラティブ住宅

1)世帯交代の変化(20年以上)

調査対象の平均住戸数は21戸と少なく、規模は30

戸以下の小さいものが多く占めている(表2-1)。

60歳以上の高齢者だけで住む戸数は、建設当初は1

事例あたり平均1.1%だったが、現在は平均21.9%に

増えている。最も比率が高い事例は、全戸30中25戸

と833%が高齢者のみ世帯である(図2-1)。

小学生までの子供数は、建設当初は108%(総子供数

/総住戸数)で、1軒に平均1人は子供がいたことにな

る。しかし、現在は16.7%にまで激減しており、平均

6軒に1人しか子供がいない。子供が皆無の事例も7件

みられる。その中で、中古売買による入替わりが全24

戸中10戸あり、建設当初と比べ子供の数が3倍(5→

15人)に増えた事例が1件あった(図2-2)。

表1-210～19年経過したコーポラティブ住宅の調査リスト

      No事業の名称所在地住戸数竣工年コーディネーター

      1コーポ20鴨谷大阪府堺201986住宅の胴建設をすすめる民の会
      2桜井コーポ大阪府箕面市151986住宅の協同建設をすすめる市民の会
      3ステイト15(コーポラティブハウス弘明寺)神奈川県横浜市151986かもめの会
      4用2鴨谷台コーポ大阪府堺市121986住宅の協同建設をすすめる市民の会
      5竹城コーポタウン大阪府堺市431986住宅の協同建設をすすめる市民の会
      6テア平井μ」荘兵庫県宝塚市101986REO建築計画研究所
      7創内淡路町(Nol2)大阪府大阪市171986都住創事務局
      8西山台コープ兵庫県神戸市71986手づくり住宅の会
      9瑞光コーポ(三丁目コーポ)大阪府大阪市101986合同設計
      10あべの集合住宅(Ro'iコート)大阪府大阪市151987COM計画研究所
      11エーデ城山台大阪府堺市201987主宅の協同建設をすすめる市民の会
      12コーポラティプハウスクラフト千葉県松戸市91987(株)象地域設計
      13コープ新豊里大阪府大阪市131987主宅・'市整備公団合同設計
      14シテエスポワール宇治黄壁台H期(かたつむりグループ)京府肖治市151987住宅・市整備公団莫設計同人
      15シテエスポワール宇治壁台H期(紫陽花グループ)京都府宇治市181987主宅・都市整備公団設計同人
      16シニアハウス新町大阪府大阪市171987生活科学研究所
      17スパイヤー(No13)大阪府大阪市5+51987創事務局
      18住創北山町(NQI4)大阪府大阪市12+1事務所1987(株)ヘキサ
      19若王寺合主宅(コンパーノ)兵庫県尼崎市91987REO建計画研究所
      20CH上野毛東京都世田谷区131987東京都住宅供給公社
      21クリブ(旧北瀬コーポラテブハウス)東京都足立区91988(株)象地域設計
      22AZ(アズ)松谷東京八王子市261989東京主宅供給公社鼎設計事務所
      23コープ愛{埼玉県上尾市231989埼玉県主宅供給公社(株)象地域設計
      24コーポ大塚大阪府高市6+1事務所1989主宅の協同建設をすすめる市民の会
      25清水谷2(トリオーネ)大阪府大阪市81989都住創事務局
      26仁川カトルセ兵庫県西宮市141989主宅の協同建設をすすめる市民の会
      27.5東'田合主宅(.1期)(ポラーノ)兵庫県尼穴市91989REO建計画研究所
      28メゾンふじのき台全体神奈川県横浜市821989REO建計画研究所
      29若山台(椎の森)大阪府三島群121989住宅・都市整備公団莫設計同人
      30CASA主創(No16)大阪府大阪市71990住創事務局
      31ヴェルデ秋葉台東京八王子市1151990東京住宅供給公社コープ住宅推進協議会
      32コーポ芥川大阪府高市251990主宅の協同建設をすすめる市民の会
      33コーポラテブハウス神戸1兵庫県神戸市381990神戸市住宅供給公社COM計画研究所
      34シニアハウス江坂大阪府吹田市101990生活科学研究所
      35炭山コープ主宅京都府宇治市81990●
      365東園田合宅(2期)(ポラーノ)兵庫県尼崎市91990REO建.計画研究所
      37住創岡山町(NO17)大阪府大阪市71990住創事務局
      38丹集合宅(アスト瑞穂)兵庫県f丹市81991REO建築計画研究所
      39オクタビアヒル埼玉県上尾市81991埼玉県住宅供給公社(株)象地域設計
      40Mポート熊本県熊本市161992延安弘+もやい設計扁団
      41コミュニティコーポあるじゅ東京都葛'区141992(株)象地域設計
      42アーサヒルズ(西神コープタウン)兵庫県神戸市1181992宅・都市整備公団コープ住宅推進協議会
      43グリーンビレッジ宇津木台東京都八王子市761992主宅・都市整備公団コープ住宅推進協議会
      44アクタ大阪府高槻市131993住宅の協同建設をすすめる市民の会
      45コーポラティブひめゆり縄県那覇市51993アトリエNOA
      46小松川五番館(KOK-E39街区)東京江戸川区161993東京都+広瀬建設計事務所
      47シェブロンヒルズ埼玉県上尾市111993埼玉県住宅供給公社(株)象地域設計
      48ニュー新町(KOK-E32街区)東京都江戸川区71993住宅・市整備公団」設計事務所
      49MINOS8大阪府箕面市81994住宅の協同建設をすすめる市民の会
      50苅田合住宅(ポポロあびこ)大阪府大阪市111994住宅の協同建設をすすめる市民の会
      51グランドヒルズA/B東京僧新宿区531994市基盤整備公団
      52住創山吹町東京都新宿区41994都市建築計画
      53住創ラスティック東京一新宿区21994都市建築計画
      54伊丹コーポラテブハウス(ロックス)兵庫県伊丹市111995REO建築計画研究所

      55コーポラティブハウス木附の里愛知県春日井市101995(有)アトリエプランニング/連空間都市設計事務所
      56仁川北コーポ(アミスタ仁川)兵庫県宝塚市211995住宅の協同建設をすすめる市民の会
      57瀬川コーポ(エスポワール)大阪府箕面市151995住宅の協同建設をすすめる市民の会
      58第二瀬川コーポ(エスポワール)大阪府箕面市151995住宅の協同建設をすすめる市民の会
      59火窪ハウス東京都杉並区111995都市デザインシステム
      60あいの里コーポラテブ住宅北海道札幌市41996柳田石塚建築事務所
      61インフィニット宮前東京都杉並区181996都市デザインシステム
      62軽井沢町プロジェクト奈良県生駒市91996都住創事務局
      63新金岡コーポ(ポラーノ)大阪府堺市161996住宅の協同建設をすすめる市民の会
      64ステーションフラッツ東京都江戸川区321996(株)象地域設計
      65トムハウス(第3武庫之荘)兵庫県尼崎市161996REO建計画研究所
      66なかもずコーポ大阪府堺市131996(株)V姻S
      67プライム7彩兵庫県尼崎市71996REO建築計画研究所
      68アルポ(ARBO)大阪府箕面市91996(株)VANS
      69メソードつくば1茨城県つくば市121996つくばハウジング研究会
      70メソードつくばH茨城県つくば市41996つくばハウジング研究会
      71ラ・デープ(なかもす)大阪府堺市131996アーキネット
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表2-1住戸数の分布表 (N=37)

    住戸数件数住戸数件数
    一1～10　9件一31～50　4件
    一11～20　15件一51～100　1件
    一21～30　8件101戸以上0件

    平均住戸数20.9戸iアンケート37件を対象
    最大住戸数92戸iコーポラティブハウス柿生
    最小住戸数3戸1ルマ園田

(N=36)

在
判
現
"

図2-1高齢者(60歳以上)だけで住んでいる戸数の変化

(N=33)

でのトラブル防止'という自由回答が多かった。また、

最初に管理組合内での希望者を募るとしている例が2例

あり、その理由は、`家族内・親戚等による隣居を優先

し、共同性を保つためであった。売買前に他の住民と

の顔合わせをする例もあり、ヒアリングでは、入居前に

お互いを知ることにより、スムーズなコミュニケーショ

ンを図ることが目的とのことであった。

表2-2住戸の中古売買、賃貸に関するルールや規約

建設当初

在
爾
現
(

    1…

    ::.q:i＼＼1＼98、㍉、、'8、Nw11    1-1」こ≒≧も心
    7::iゴ4iii2
    1・

O%20%4〔}弓66〔}う6

口0(%)

ロてり　　　

圏51～100…
ew101～150…
[]151～2001

國201～250i

80%100弓6L塁…_茎51～309」

図2-21住戸あたり子供(小学生まで)数の割合の変化

2)住戸の中古売買や賃貸化、リフォーム(20年以上)

図2-3より、住戸の中古売買はほぼすべての事例で行

われている。賃貸住戸に関しても、5割以上の事例でみ

られる。そのうち、親子間での中古売買は11件の事例

で確認されたが、住戸数でみると12戸(6.4%:親子間

での売買戸数÷全売買戸数)と少ない。親子間で隣居を

目的として、親が住戸を子供夫婦に貸し出しているのは

1事例であり、住戸数では1戸(2%)と少ない。

Q.賃賃住戸の例はあるか。
(N=37)

(18件)

        O中古売買におけるルールや規約の有無O賃貸におけるルールや規約の有無

        ある60%(21件)ある63%(12件)

        ない40%(14件)ない37%(7件)

        0ルールや規約内容

        管理組合に報告(15件)

        建設時の状況を説明し、住宅の住まい方を知らせる(2件)

        ・管理組合内での希望者を募る(2件)

        ・売買前に他の居住者との顔合わせ(1件)

        住戸の売買後に報告(1件)

        士ルールや規約内容での事例21件は、自由解答してもらった件数

住戸内部のリフォームは9割以上の事例で行われてい

る(図2-4)。その際に問題となる、工事時の騒音や、

工事業者の資材や車両が場所をとる等に関しては、事前

にご近所に挨拶に回ることで、トラブルを事前に防ぐよ

うにしているとした例が多かった。特に管理規約に記載

されていない場合でも、そういった挨拶回り等が存在す

ることが確認された。

リフォームの内容はバリアフリー改修が一番多く、増

改築、水回りの改修の順である。水回りは、設備機器の

更新とそれに伴う改修が主な内容であった。

Q.住戸の申古売買例はあるか。
(N=36)

(1件)
3%

纈 翻ある
口ない

49%51%
薩ある
E】ない

(19件)

Q.住戸のリフi一ムを行ったか。
(N=36)

3%(1件)4%7℃・(2件)

鰻峨
(35件)騒ある

1コない

21%

嚢

(6件)

21%

47%

○住戸リフォームの内容

(N=28)

(13件)

圏リアフリーi
口改築i
國所、浴室(水回り);

墜盆般一コ

    居住者の入替わりの割合(親子間の場合は除く)中古売買住戸数賃貸住戸数十割合%件数平均値31.1%    1～2512

    26～5015

    ×100全住戸数全住戸数(N=34)51～757    76～1000

    

図2-3住戸の中古売買、賃貸化の状況

住戸の中古売買または賃貸についてのルールや規約を

定めている事例は、それぞれ約6割である(表2-2)。

その内容は、管理組合に報告する義務を課しているもの

がほとんどである。その理由としては`入居時、入居後

図2-4住戸のリフォーム状況

共用部分の改修は、図2・5に示すように8割以上の事

例で何らかの改修が行われている。特に、壁の塗替えが

最も多く(39%)、外構改修(15%)、給配水管の交

換・整備(10%)、階段の改修(8%)の順である。こ

こでも、住戸のリフォームと同じように、工事時の騒音

等といった問題が発生しており、掲示板での告知や、集

会やボスティングによって報告し、トラブルを防いだ例

が多くあった。高齢者の割合から考えられるバリアフリ

ーに関する改修はあまり多くなかった。
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Q.共用都分の改修例はあるか。

(5f牛)..

'14%.tt雛

鋼
難

(30件)

○共用部分の改修例舞

二

1

頭

溺'

霧露
熱轟
 を　

繭懇雛雛鱒
共用部分壁の鐙り醤え

騒壁の塗り替え口外構改修

輝屋L防水改修回給排水管、満;1≦備國

縢駐車場整備圏階段改修

壁饗雛躍一
図2-5共用部分の改修状況

3)修繕計画(2#年以上)

長期修繕計画の見直しや大規模改修について話合いが

行われている事例は、7割以上であった(図2-6)。そ

の中で、今後とも修繕による対応を中心にしている事例

は8割以上であり、建替えや全体売却を考えていると

ころは2割以下であった(表2-3)。また、ヒアリング

では、増改築については実現性が低いと考えている様子

が伺え、基本的には積立金の検討、設備の更新、住戸内

部の修繕に関する内容が多くみられた。

以上から、これからも現状維持しつつ住み続けていき

たいという見解が多く存在していることがわかる。

表2-3修繕計画の内容

の活動が多かったが、現在は旅行サークル、趣味サーク

ル等の退職した居住者向けのイベントに変わり、構成員

の変化に合わせてコミュニティ活動を増やしたことが原

因であった。また、地区レクリエーションが盛んな地区

では、高齢者が多いにも関わらず居住者どうしが結束し

て、全員が積極的に地区のイベントに参加していた。

q.長期修繕計画について話し合い
を行っているか。

5)管理状況(29年以上)

管理方法は、建設当初は33件が自主管理を行ってい

たが、現在は22件へと減っている(図2-8)。自主管

理をやめた事例では、完全委託よりは部分委託が9割を

占めている(表黛一4)。委託する内容は、建物・設備の

管理(37%)や清掃業務(35°/。)等があげられた。委託

管理により管理費や修繕積立金の値上げを行った事例も

みられた。管理を委託した理由は、居住者の高齢化が一

番の理由である。ヒアリング調査の中でもその状況が読

み取れ、`気持ちは自主管理を続けていきたいが、住戸

数が少なく居住者が高齢になったので委託管理をするし

かなかった'と回答した事例が多かった。

撚
騒はい
目いいえ

驚雛ガ・26件・

図2-6修繕計画

分類 内容 1・/e

   1修繕全般35騨胴一圃回■盟一一}一一一一一一一一一一一一一一一幽旧一一■■一■閥閥積立金の検討鴛F-一}一一一■一一一一一隔圏■門一酬凹一一開卿門F-一一一一一一一一設備関係について13圏■隔冒騨■一門旧罹F一F甲一,一胴FFF-一一一一一一一圏圏一髄圃■住戸の修繕について13
   修繕に関する勉強会4

   増改築にっいて4

   II健翫について13
   IHl全体売却の検討4

翻自主管理
ほ]委託管理
躍その他

(1修繕関連、H建渉え、Ifi全体売却)

4)コミュニティ活動(29年以上)

イベントやサークルの活動は(図.?.-7)、事例37中

24件(65%)が現在も行っているが、建設当初よりも

頻度が減っているところが大部分であった。しかしなが

ら、2事例ではあるが増えているところもある。建設当

初はクリスマスパーティーや読書サークル等、子供中心

図2-8建設当初と現在の管理状況

表2縄管理を委託した内容と理由

○管理を委託した内容

一
  建物・設備管理37

  清掃業務35

  事務管理12

  草木の手入れ12

  その他4

○管理を委託した理由

一
高齢化　罷　
コーディネーターから
の提案

17

扉・ベン・伴・ルは薇てい・か.曜覇・比ぺた撒.

驚寵
'(2Gl牛)

______」

(部分委託:91%、完全委託:9%)

麟瀞扇
(24件)

圏一一一一}一一囮一

図2-7現在のイベント、サークルの活動状況

6)集会室の利用(20年以上)

現在集会室があるところは17件(平均住戸数54.2)、

ないところは20件(平均住戸数16戸)(図2・9)であ

る。しかし、コーポラティブ住宅では集会室がない場合

でも、管理組合役員の家や庭等で集会や組合員会議を行

っていることがヒアリングから伺えた。

建設当初の集会室は、居住者の使用以外にも、町内会

の説明会や地域住民の交流場に貸し出す等の利用もされ

ていた。現在は、使用頻度の減少や少子高齢化への変化

に合わせて、高齢者同士の書道教室やヨガ等の趣味の場、

福祉サービス空間として利用されている事例もみられる。

また、居住者の若い主婦達が高齢居住者の親睦のために
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月1回モーニングコーヒーを飲む会を開いている事例も

みられた。

Q.集会室はあるか。

(20

○集会室がある事例の平均住戸数

騒はい
[コいいえ

  集会室がある一54.2　

  集会室がない16戸

7件)

図2-9集会室の有無と平均住戸数

2.210～19年経過したコーポラティブ住宅

1)世帯交代の変化(10～19年)

平均住戸数は18戸と少なく、規模は20戸以下が多

くを占めている(表2-5)。60歳以上の高齢者だけで

住む戸数は、建設当初は平均6.2%だったが、現在は平

均12.6%であり、あまり高齢化は進んでいない。3事

例では、居住者の入替りにより建設当初と比べて高齢者

だけで住む戸数が減っている(図2・10)。

従来のコーポラティブ住宅のようなファミリー世帯向

けではなく、自立した高齢者の住まいをコンセプトとし

て造られた事例があり、そこでは夫婦、姉妹、友人同士

等が住んでおり、入居当時から子供が見当たらない。

表2-5住戸数の分布表 (N=21)

    住戸数件数住戸数件数

    一1～10　10件一31～50　2件

    一11～20　7件『51～100戸2件

    一21～30　0件101戸以上0件

    平均住戸数18.1戸:アンケート21件を対象

    最大住戸数76戸認一ンブイレツジ宇津
    最小住戸数4戸隣蠕溜めゆり

2)住戸の中古売買や賃貸化、リフォーム(10～19年)

住戸の中古売買と賃貸住戸は、全事例の6割以上でみ

られる。中古売買の質問に対して「ない」と答えた事例

の中には、賃貸によるコーポラティブ住宅(コミュニテ

ィコーポあるじゅ)の回答1件が含まれている。

居住者の入替わりの割合は、平均28.1%であるが、

10戸以下(10事例)での平均は44.9%であり、小規模

事例の方が居住者の入替わりが多い様子が伺えた。また、

事例の中では、4住戸すべてが中古売買と賃貸化により

居住者が入替わったところも1件あった。

Q.住戸の中古売買例はあるか。
(N=21)

(8件)

Q.賃貸住戸の例はあるか。
(N=21)

38%

62%

圏ある
口よい

(13件)

居住者の入替わりの割合(親子間の場合は除く)

中占売買住戸数賃貸住戸数
十×100

全住戸数全住戸数
(N=21)

圏ある
口よい

4件)

  喜1」合%件数

  1～2512

  26～507

  51～751

  76～1001

平均値

28.1%

(N=19)

口0(%)1

麗1～101;
1圏11～2・…1

匿ヨ21～301,

口31～401

國41～50

閣51～60

100%i□61～
II

図2-12住戸の中古売買、賃貸例と割合表

建設当初

在
判
 現
q

O%20%40%60%80%

図2-10高齢者(60歳以上)だけで住んでいる戸数の変化

小学生以下の子供数は、建設当初は67.2%で、約3

軒当たり2人の子供がいたといえる。現在は18%と大

きく減少している。調査19事例中5件では小学生以下

の子供がいないが、1件は増減の変化がなく、2件は子

供の数が増えている。

(N=19)

建設当初

 在
㈲

 現
ー

             5}、1　、1{謹             2::ヱ:i4.㌧㌔㌦.1、

             1、、1、、、

             6:il≒iii

             口0(%)

Eコ1～50

圏51～100

匿ヨ101～150

[コ151～200

O%20%40%60%80%100%

図2-111住戸あたり子供(小学生まで)数の割合の変化

住戸の中古売買と賃貸住戸におけるルールや規約がな

い事例が過半である(表2-6)。管理規約に住戸を売買

する時のルール等の項目を入れた事例では、`今までの

ルールをぶっ壊すような人が入ってこられても困るし、

できるだけ住み続ける居住者が納得できるような人に入

ってもらいたい'という意見があった。また、住戸売買

にルールや規約はないが、売る前に居住者やコーディネ

ーターに知らせて既居住者の知り合いや親族等に入って

もらってトラブルを防止しているところがある反面、一

般的には不動産屋を通して入居する場合が多く、`不動

産屋のチラシをみて自分のコーポラティブ住宅の住戸が

売られているのを知って驚いた'との話のように管理規

約に住戸売買時のルールが必要だと感じている事例も何

件かあった。賃貸住戸に関するルールがなくても、貸主

が不動産屋に頼む時に、自分のコーポラティブ住宅は

表2-6住戸の中古売買、賃貸に関するルールや規約

○中古売買におけるルールや規約の有無○賃貸におけるルールや規約の有無

ある

ない

4621%(6イ't-)

538%(7イ牛)

   1

   ある42.9%(6件)

   ない57.1%(8件)
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こういう風な造り方と住まい方をしていると借主に説明

してください、と事前に依頼することでトラブルを防い

でいる事例もある。

住戸内部のリフォームは、事例21中17件で行われ

ており(図2-13)、その中には、全住戸でリフォーム

を実施したところもある。リフォームに伴う騒音トラブ

ルにっいては、`事前にリフォームして音がでるからと

いう知らせがあるので、お互い様である'、`規約では直

近の上の階、横の階の了承を得ることになっているし、

管理組合にリフォームの種類と工事期間の報告書を出

す'等、事前に管理組合や居住者に知らせている例が多

かった。また、`居住者間の仲がいいし、お互い様で認

め合っているので、よっぽどであればね'という声にみ

るように居住者間のコミュニケーションがうまく取れて

いるために問題になっていない事例もあった。

共用部分の大規模修繕および改修については、10年

前後に行う外壁の防水修繕は高額になるため、建設時に

グレードの良いものにして15年前後に延ばすことによ

って、居住者の負担金を安くしている例があった。また、

共用ウッドデッキと木部のスロープの補修や塗装につい

て、居住者個人が趣味として行っているところがあった

が、逆に、10年前まで(19年前竣工の例)は、居住者

自身が共用部分のペンキ塗りを3回くらいしたが、だん

だん高齢化になって外注に切り替えた事例もあった。

Q.長期修繕計画について話し合い
を行っているか。(N=19)

(3
(16件)→

へ

0長期修繕計画の有無(N=16)

ある

ない

87%(14件)

13%(2{牛)

灘はい
日いいえ

O建替えの検討の有無(N=20)

ある

ない

0%(0件)

100%(20{牛)

Q.住戸のリフォームを行ったか。
(N=21)

ある
口よい

醒ある
団よい

図2-13住戸のリフォームと共用部分の修繕状況

3)修繕計画(10～19年)

長期修繕計画にっいて話合いが行われている事例は、

8割以上である(図2・14)。その中で大規模修繕の実

施を検討した(している)事例は16中14件である。

しかし、建替えを検討している事例は1件もない。19

年経過した事例では、`まだ50～60年は建物が持つの

で、基本的に建替えよりは、高齢化した場合も建物内の

住み替えで対処したい'との意見であった。また、`建

替えはまったく検討をしていない。修繕もまだまだこれ

から言うことで、一切考えていない。後40～50年は何

とか住めるでしょうから、子供たちが考えればいいかな

と思う'という意見も1件あった。ヒアリング対象11中

7件では、建物を丈夫に造ったので、修繕をしながら長

く住み続けたいという見解であった。

図2-14修繕計画

4)コミュニティ活動(10～19年)

現在、イベントやサークルの活動を行っているところ

は、21中17件であり(図2-15)、4件はコミュニテ

ィ活動を実施していない。その中には、建設当初から居

住者問の活動や地域住民との交流は全くなく、地域外に

ボランティアや趣味等の仲間がいて、それらの人々と交

流していると回答した例が1件あった。一方、居住者2

人が全住戸7中2住戸ずつを持つようになった年から、

居住者数の減少とライフスタイルの相違から年末の餅っ

きが中止された事例がある。さらに、建設当初は生協に

主婦全員が加入し、集荷や荷分けの作業を当番で行った

が、段々負担となり個別配送に変え、結局やめてしまっ

たところもある。都心部の小規模事例(7戸)では、隣

同士との交流がほとんどないことについて、`都心部の

居住者は、皆違うことをしているため、一緒になんかや

ろうというのは難しく、ボランティアみたいな一所懸命

にやるのが1人や2人がいれば、何とか成り立つよ'と

いう意見もある。このことから、郊外と都心という場所

によって入居動機(子供を育っよい環境、職住の利便

性)、居住者構成(家族用、少人数用)等の要素が異な

り、入居後の居住者のコミュニティ活動にも影響を与え

ていることが伺える。

Q.現在イベントやサークルは行われているか。Q,建設当初と比べた状況は。
(N=21)

(4件)

19%

醗1:え
81%

(

(17件)

(N=19)

(8件)

5鞍2指聡ない
件)

図2-15現在のイベント、サークルの活動状況

5)管理状況(10～19年)

全事例20件のすべてが建設当初と現在の管理方法が

同じである。居住者による自主管理は70%(14件)、

委託管理10%(2件)、部分委託管理は20%(4件)

になっている。自主管理を実施している14事例では、

「共用部分の掃除業務」や「運営上の事務の業務」を居

住者自らが行っている。この中には賃貸コーポラティブ

住宅の事例も含まれている。「長期修繕計画の策定」は、

建設当初から賃貸1例を除いた13事例で自主的に行っ

ている。
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一方、建設当初から4事例は部分委託管理を行ってい

る。建設当初は「共用部分の掃除業務」を委託していた

が、現在は自分達で行っている事例が1件ある。ここは、

現在5世帯が住んでいる小規模事例であり、管理費が足

りなくなったので、月3万円の清掃費の節約のために住

民が当番でやるようにした。「植栽の勇定」については、

建設当初は4事例すべてが自主的に行ったが、現在は業

者委託が3件で、1件のみが居住者が行っている。

→

(2件)

圏自主管理
Eコ委託管理

閣部分委託管理

図2-16建設当初と現在の管理状況

6)集会室の利用(10～19年)

現在集会室があるところは9件である。集会室がない

12事例の平均住戸数は8.4戸(最大14戸、最小は4

戸)である。集会室がないところは、住戸数が少ないた

め計画当初から設けようとしなかった例がほとんどだが、

1例のみ、当初は計画していたが、各自の住戸に建設費

用を全部使い切ってしまい、資金的な問題等で集会室の

建設を中止した例があった。多くの事例では(12中8

件)、集会室の代わりに組合員会議や集会の場所として

居住者の自宅が使われている。

集会室がある9件のうち回答が得られた8件について、

建設当初と比べた現在の集会室利用頻度は、2件は減少、

2件は増加、4件は変わらないであった。築19年の2

事例では、居住者や地元の住民が集会室を頻繁に使える

ように居住者全員に鍵を作って配り、また使用料を徴収

しないで地域住民に開放している。しかし、そのうちの

1事例で2年前まで続けてきた子供文庫は、地域の子供

数の減少によって中止され、またゲストハウス等の活用

も考えたが、上階からの騒音、開放的な空問で宿泊に向

かない等の物理的な環境要因によって断念した。

一方で、毎年150回も集会室を利用している事例も

ある。月2回の理事会、週3回の生協、ヨガやフラメン

コ等の週2回の踊り会等の利用に加えて、毎月2回以上

地域の自治会にも場所を提供している。

○集会室がある事例の平均住戸数

3.住戸数の規模によるコミュニティ形成の変化の比較

第2章の分析結果から、20年以上経過したコーポラ

ティブ住宅において、居住者の入替わりと高齢化により

コミュニティ活動の低下が生じ、また自主管理を続けて

いくことが困難になる傾向がみられた。特に住戸数が少

ない場合、自主管理への参加者が減ると、居住者の負担

感や不安感が大きくなると推測される。

3.1コミュニティ意識の低下に対する仮説

そこで、本章では20年以上経ったコーポラティブ住宅

の住戸数に注目し、居住者の入替わりによりコミュニティ

意識がどう変化するのかを比較する。そして、①入替わり

が少ない場合、居住者の一斉高齢化によってコミュニティ

活動が低下するのではないか、②入替わりが頻繁に行われ

る場合、コミュニティに関心を持っていない居住者の増加

によってコミュニティ意識が低下するのではないか、とい

う2つの仮説を検証し、コーポラティブ住宅の経年変化後

のコミュニティの維持の可能性を考察する。

鵬躍齢驚、 コミュニティ

活動の減少

居住者同士の
認知度の低下

図3-1コミュニティ意識の低下に対する仮説

上記を検証するため、自主管理が継続し、現在でも高

い参加意識を保っていると思われる小・中・大規模のコ

ーポラティブハウスG(以下、コープG)、コーポラテ

ィブハウスS(以下、コープS)、コーポラティブハウ

スK(以下、コープK)の3事例を取り上げて検討する。

表3-1対象の概要

    コープGコープSコープK

    竣工年1985年1981年1975年
    所在地灘神菊楳藤沢市神菊1県月崎市
    企画主体ユーザー=←デ汁ネ「ターコーディネーター
    住戸数10戸30戸92戸

    管理方法自主管理自主管理自主管理

Q集会室はあるか。

(12

國はい
口いいえ

  集会室がある一31.1　

  集会室がない一8.4　

件)

図2-17集会室の有無と平均住戸数

3.2規模別によるコミュニティ活動の変化

1)コーポラティブハウスG

①入替りと世代の変化

建設当初からの世帯は現在9世帯が残っており、居住

者の入替わりが殆ど行われていない。過去の1回の入

替わりは居住者が高齢になり退去した住戸に、別の住戸

の居住者の子供が結婚して入居したためで、新しい家族

が入居することもなく高齢化が進んでいる。住戸売買の

ルールについては居住者間で入居希望者を募ることにな

っているが、規約で定められていない。
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②コミュニティ活動の変化

建設当初はスキー旅行やクリスマス会等、小学生以下の

子供主体のイベントが多かったが、子供が成長しコーポラ

ティブ住宅から出てからイベント数は減少した。現在も婦

人会の旅行等のイベントは行われているが、吟後は高齢

者を主体とした新たなコミュニケーションが必要ではな

いか'という声が居住者から出ている。新たなコミュニ

ケーションの方法にっいて具体的なことは考えていない

としながらも、`デイサービスのようなシステムを自分

達で運営していきたい'、`子供が出て行って広い家も要

らないから1階に地域の人とコミュニケーションがとれ

るような食堂の様なものを作りたい'というように、コ

ープGにおける持続的な居住のために今後の活動を積極

的に考えたいという声が聞かれた。

③考察

小戸数の場合は、一斉高齢化が問題になりやすいこと

が伺える。これに対して、本事例では居住者間の協力関

係があるため、高齢化に適した改造等が進む可能性はあ

ると考えられる。また世代交代については、現在の居住

者の子世帯が今後入居する可能性はあるが、それに加え

て、一般の新たな居住者を受け入れることが課題となろ

う。また地域との交流を望む発言がみられたが、小戸数

の場合、コーポラティブ住宅内だけでなく周辺地域を含

めた広い範囲でのコミュニティ形成に向かうことが必要

とされていると考えられる。

2)コーポラティブハウスS

①入替りと世代の変化

建設当初からの世帯は盟世帯が残っている。居住者

の入替わりは頻繁ではないが、緩やかに世代交代が行わ

れている。住戸売買の際には売主が新入居者にコーポラ

ティブ住宅の住まい方やルールを説明し、管理組合が面

接して許可を出すという徹底した方法が採用されている。

管理組合 売主
説明

面接・入居許可

買主

図3-2コープSでの入替わり際の新たな入居者への対応

②コミュニティ活動の変化

入替わりの際の入居者への対処がしっかりしているため、

清掃等の共同作業への参加率は建設当初からの居住者も後

から入ってきた居住者も差がなく、全体のコミュニティが

ある程度維持されている。また、コーポラティブ住宅全体

として地域で行われているスポーツ大会等のイベントに積

極的に参加し、賞をとる等、地域との交流を深めている。

③考察

世代交代がゆるやかに行われている事例である。特に

入退去時の仕組みにより、新たな居住者が現在のコミュ

ニティや管理の特徴を理解し、それにより互いの信頼が

生まれコミュニティが維持されている。また、コーポラ

ティブ住宅が一っの自治会として地域のイベントに参加

することで居住者同士の間で一体感が生まれ、コミュニ

ティの持続的な発展につながっているものと考えられる。

3)コーポラティブハウスK

①入替りと世代の変化

建設当初から居住している世帯は92戸の内49世帯

しか残っておらず、入替わりが多く行われている。その

ため世代交代はスムーズだが、居住者の中には高齢のた

め清掃当番をとばして欲しいという要望も出てきており、

高齢化の兆しがある。売買の際には出て行く居住者と新

表3-2規模別によるコーポラティブ住宅の比較内容

項目

住戸数

従前からの居住世帯数
賃貸化している住戸
共用施設

主な行事・
コミュニティ活動

建設当初からの増減
高齢者のみの世帯数
小学生以下の子供の人数

外観

コーポラティブハウスG

10戸

9世帯

ない

倉庫

建設時1現在
・納涼祭(年1回)i・納涼祭(年1回)
・秋の旅行(年1回)1・秋の旅行(年1回)
・忘年会(年1回)1・忘年会(年1回)
・サッカー試合(年1回)1・総会後の食事会
・流しそうめん1(年1回)等
(年1回)等i

i
i

減少(↓)

0世帯 0世帯

16人 0人

コーポラティブハウスS

30戸

22世帯

ない(過去に2戸)

集会室、駐車場、駐輪場、共用庭
建設時:現在

・贋詞交換会(年1回)i・賀詞交換套(牟1回)
・鏡開き(年1回)1・納涼祭(年1回)
・バーペキュー(年1回)1・スポーツ大会(年1回)
・遠足(年1回)1・レク1エーション大会
・餅つき(年1回)等1(年1回)

i・共同f乍業の
}打ち上げ(年1回)
i。夏祭り(年ILnl)等

増加(↑)
0世帯 9世帯

60人 1人

うド

f'"・隔」戸1'、.,}
,'

宴.灘鍔'籍・^・。!ぐ

ド・墾調照
㍊臨__,____

コーポラティブハウスK

92戸

49世帯

ある(4戸)

集会室、駐車場、駐輪場、共用庭、プレイロット
建設時1現在

・新年交流会(年1回)1・賀詞交換会(年1回)
・コーポ際前夜祭1・どんと焼き(年1回)
(年1回)1・コーポ際(年1回)
・コーポ際(年1回)1・餅つき(年1回)
・餅つき(年1回)1・名月際(年1回)
・名月際(年1回)}・収穫祭(年1回)
・収穫祭(年1回)i・忘年会(年1回)
・夜桜際(年1回)等i・夜桜際(年1回)

i・モーネングコーヒーの会(月1Ln!
増加(↑)

1世帯 15世帯

50人 20人

一394一 住宅総合研究財団研究論文集No.34,2007年版



しい入居者の両方が管理組合に届出を出すことになって

おり、新しい入居者に対しては管理組合の担当者が規約

や生活のルール等にっいて説明を行っている。

図3-3コープKでの入替わり際の新たな入居者への対応

②コミュニティ活動の変化

子供数が多かった時に作った子供神輿が現在は大人に

担がれているように、居住者の年齢構成に応じてイベン

トも変化している。最近は、居住者によるモーニングコ

ーヒーの会が新設されたが、その一方で、夜間パブは参

加者と話の内容の変化に乏しいことから中止になってい

る。全般に、居住者の必要に応じてイベントの内容を変

化させっっ、イベントを通じて居住者聞で活発なコミュ

ニケーションが図られているといえる。

③考察

居住者の入替わりは多いが、建設時からの居住者(コ

アメンバー)が多く残っているため、親睦や建物管理に

関わるコミュニティ活動は維持されている。

このような活動の維持に対して、新規入居者にコーポ

ラティブ住宅での住まい方やコミュニティ活動を説明す

ることが有効に機能している。また、コアメンバーによ

って入居者に対するイベントの告知も回覧板や掲示板を

使い頻繁に行われている。このため、コープKでの入居

者の入替わりはコミュニティ活動を低下させる要因では

ないと考えられる。しかし、今後コアメンバーが高齢化

した時の対応に不安が残る。

少ない

 高い

 低い

 多い

4.まとめ

コーポラティブ住宅は、その多くが小規模の住戸数で

あることから、建設当初には人の結びつきが強いコミュ

ニティが形成でき、良好な維持管理等が行われていると

ころが多かった(図4-1中、①)。しかし長い月日が経

っと居住者の入替わりや高齢化等によって、コミュニテ

ィ活動の減退がみられた(図4・1中、②)。それととも

に、20年以上のコーポラティブ住宅では、小戸数であ

るための管理負担の重さというデメリットが表面化し、

自主的な維持管理が難しくなる傾向がみられた。

分析結果をまとめると以下の通りである。

1)コーポラティブ住宅では居住者の定住意識が高いと

はいえ、転勤や子供の成長により広い部屋が必要になっ

た等の事情により、住戸の中古売買や賃貸化による居住者

の入替わりが確認された。その際に、最初にコーポラティ

ブ住宅内で希望者を探すこと、管理組合にその内容を報告

図4-1コミュニティ形成と住戸数との関係図

すること、新しい入居者にコーポラティブ住宅での住まい

方を理解してもらうために、これまでの経緯を説明するこ

と、入居前に居住者との顔合わせを行うこと、自主管理に

っいての説明すること等のルールや規約を設けている事例

が多くみられた。これらは、入居後の建物管理やコーポラ

ティブ住宅での住まい方への戸惑いを無くす目的を持っと

ともに、自主管理やイベント、サークル活動への参加意識

を高めるのに役立っていると考えられる。

2)しかし、管理について十分な説明がない場合は、建

設当初からの居住者と、新しい入居者との行き違いが生

じている事例がある。また住戸数が少ないため、自主管

理への参加者が減ると、一人一人への負担が大きくなる。

自主管理への参加者が減る理由として、高齢化だけでは

なく賃貸化があり、賃貸居住者は自主管理に参加しにく

い意識をもっこと、また経理等の組合内での役員にさせ

にくいことが理由としてあげられた。

今後の対策として、住戸の中古売買、賃貸に関する規

約等を工夫し、居住者の入替わりによるコミュニティへ

の参加意識(共同性)の低下を防ぐこと等が必要と考え

られる。しかし、建設当初のような共同性を維持するこ

とは、今回の調査からは容易ではないと指摘できる。そ

の場合、建物の維持管理が困難になることも考えられ、

それに対して、以下のような検討が必要であろう。

①コミュニティを維持することの可能性(図4-2参照)

まず、経年変化後も共同性を維持することで自主管理

を持続させることに努力する必要がある。そのための鍵

は、適度な入居者の入替わりと、新旧居住者を結ぶコア

グループの役割、そして、コアグループの適切な世代交

代にあると考えられる。

新しい入居者は、不動産業者を通じてだけではなく、

地域社会との交流を通じて住宅が認知され入居してくる

こともある。このため、地域に開かれた活動に努めるこ

とが有効と考えられる。またコアグループは建設当初か
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らの中心的なメンバーが担う場合が多いが、次第に新た

な居住者へと引き継ぐことが課題になる。

行事企画・提案

共同性の維持

図4-2コミュニティを維持する再生プロセス

②管理ネットワークの構築

居住者の高齢化によって自主管理業務の負担が大きく

なったり、居住者の入替わりによる参加意識の低下によ

って自主管理が成り立たなくなったりする傾向がある。

そして戸数が少ないコーポラティブ住宅では、管理を外

部委託する場合、戸当たりの経済的負担が大きく、管理

費の大幅値上げを伴うという問題がある。この問題に対

して、近隣の複数のコーポラティブ住宅で管理ネットワ

ークを作って情報交換を行い、その後、自主管理が困難

になった時には一つの管理会社に共同委託することで経

済的負担の低減をはかることが有効と考えられる。

今後のコーポラティブ住宅の課題は、地域社会あるい

はコーポラティブ住宅どうしの連携にあるといえる。

情報交換・自主管理の助け合い

一括委託

高齢化・自主管理の困難→⑧
迅

経済的負担の削滅

図4-3経年変化後の住宅管理に対する再生プロセス
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