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盤宅欝國による魑宅地羅発と億騨魏の彫藏

一大阪支所開発団地の特定と尼崎冨田住宅の形成・変容過程一
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本研究は、住宅営団大阪支所によって開発された住宅団地の特定を行い、個別団地の形成過程と物的環境の変遷、および住環境の成

熟状況を明らかにしたものである。営団大阪支所の開発した105ヵ所の団地のうち、従来その所在地が確認されているのは27ヵ所で

あったが、今回、これに加えて新たに28ヵ所の所在力確認できた。また、大阪支所開発の住宅団地のうち、尼崎市冨田住宅について

その開発経緯と今日に至るまでの成熟過程を追跡することができた。冨田住宅で当初開発された87戸のうち36戸は現在まで継続して

居住しており、敷地分割も少なく、独特の住宅地の所有権保持の仕組みを通じて冨田住宅の住環境を安定的に保全してきたことが明ら

かとなった。

キーワード :1)住宅営団,2)大阪支所,3)登記簿4)航空写真,5)住宅地図,

7)敷地分割8)増改築,9)継続居住,10)コミュニティ活動

6)冨田住宅,
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1.麟究の背暴と圏的

住宅営団は,住宅難の打開策として,昭和16年5月

に国の特殊法人として設立され,昭和21年12月に閉

鎖機関に指定されるまでの短い期間ではあったが,住宅

建設を中心に,経営,仲介,資金の貸付,管理人の養成,

技術者の養成,研究など,国の住宅政策の実行機関とし

て全国的に活動を展開した。住宅営団はわが国で初めて

計画的に住宅供給を行うために設立された機関で,国内

に本部(東京)と東京・大阪・横浜・名古屋・福岡・仙

台・広島・高松の8支所がおかれた(閉鎖時)。また国

内だけでなく、当時植民地であった台湾・朝鮮・中国関

東州(大連)にも設立された。

住宅営団大阪支所が建設した住宅地は,兵庫県,大阪

府,京都府,和歌山県の4府県にまたがり,昭和18年

時点での戸数8,194戸は当時の全契約戸数34,907戸の

23%を占め,東京支所の24%についで多い。大阪支所

の建設した住宅地の現状に関しては,広場・公園が高い

割合で設置・整備されていること,事務所店舗併用住宅

の割合が比較的高く,銭湯などの利便施設が多いこと,

隣接地における公共施設建設の割合が高いことなど,住

宅地が成熟していることが明らかにされている。

しかし、大阪支所の建設した105ヶ所の住宅地のうち

実際に所在地が明らかなものは27ヵ所にすぎず、多く

はどこに作られたのか判然としない。

そこで,本研究は,第1に大阪支所が建設した住宅

地の所在地を可能な限り解明することを目的とする。そ

して第2に大阪支所の建設した住宅地の中で,居住者

の住環境に対する評価が高く,住民による住宅の自力的

更新が進み、便利が良く、緑のあふれる住みよいといわ

れる冨田住宅地(尼崎市東園田町2丁R)に着目し,

建設当初から今日に至るまでの住宅地の構成や敷地・住

宅と居住世帯の変容過程を明らかにし,住環境形成にお

いて住宅営団が果たした役割を考察することを目的とす

 る。
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2.大阪支所開発住宅地の調壷方法

資料により判明した住宅営団大阪支所の住宅地名称を

もとに昭和30年代から昭和40年代に発行された住宅地

図、航空写真(昭和22～23年米国空軍撮影)、郷土資

料及び土地台帳の闘覧等を用いて調査した。土地台帳閲

覧の場合、一団地の住宅全戸の土地台帳を閲覧するのが

理想ではあるが無理があるので幾つの所をランダムに閲

覧する方法を取った。

3.大阪支所の概要

住宅営団設立当時の大阪支所の管轄は14県(大阪府、

京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、岡山県、

広島県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高

知県)であった。しかし、昭和17年の住宅営団職制の

改正により8県(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈

良県、和歌山県、徳島県、高知県)に縮小された。そし

て、時局の要請により昭和20年7月には京都、神戸、

福井に、昭和20年9月には和歌山に出張所を設置する

ことになった。

大阪支所の開発した住宅地は『一般会計経営状況調

書』i}1)に示された営団の事業が44ヶ所、同潤会の受

託事業が7ヶ所、戦後復興事業その他が54ヶ所の計

105ヶ所で、大阪、京都、兵庫、和歌山の4府県に分布

する。

本研究では、これまでに位置が特定できている27ヶ

所を除いた残り78ヶ所の位置特定調査を行った。資料

や情報の不足と小規模の住宅地が多いことから、今回位

置特定ができたところは、大阪府14ヶ所、京都府1ヶ

所、兵庫県8ヶ所、受託事業5ヶ所の計28ヶ所である。

28住宅地の戸数は44戸から370戸まで幅広いが、表4-

1に示す住宅戸数は「一般会計住宅経営状況調書」と

「住宅復興調書」の当初の数字であり、現時点の戸数で

はない。現在の所有形態は、個人住宅地が20ヶ所、府

営住宅1ヶ所、県営・市営住宅2ヶ所、私企業所有3ヶ

所等となっている。受託事業の玉造船(株)は、同潤会か

ら事業を引き継いだ時点では大阪支所管轄であったが、

昭和41年広島支所が開設され、岡山は広島支所の管轄

となったため、今回は確認調査を行なっていない。

4.大阪支所による住宅地薯例

41松原

松原住宅地は、現在松原市阿保町の松原市役所、松原

警察署の東側に位置しており、松原市の中心地域にある。

「一般会計経営状況調書」による松原住宅地の経営戸数

は分譲住宅78戸であるが、昭和16年10月31日の朝

日新聞には「分譲賃貸あわせ360戸(ハ、二、ホ3

種)を建てる予定」と掲載されており、大規模の住宅建

設が計画されていたとみられる。このことは、昭和33

図鵡一1.紹秘33年空申写嚢

豪鉦1大販支所の閣発住宅地

     番号住宅地名戸数現住所現でi状況
     1松原78大阪府松原市阿保1丁目個人

     2鴻池新田112東大阪市南鴻池町2丁目個人

     3鴻池新田東大阪市南鴻池町i丁目個人

     4浅香山190堺市東浅香山2丁目個人

     5岸和田2期157岸和田市加守町2丁目個人

     6三宝(3)47堺市山本2丁目個人

     7三榔300守目市西簿通1丁目個人

     8三郷(2)96同1個人

     9宇治245宇治市'r治野神、神明、開町個人

     10大久保i49明イ1市大久保町大久保、個人

     u大久保2尋3明イ浦大久保剛谷八木私企業

     12浜甲子園48西宮市南甲子園1丁目私企業

     13天津100伊丹市天津藤ノ木私企業

     14今津144西宮市浜松原県営イ1宅

     15卜野田48姫路市飾磨区三和田1個人

     i6柴谷共同イ1宅100大阪市イ1之¥1区柴谷2丁日府営イ1宅

     17八尾100八尾市栄町2丁目個人

     18大li220八尾市西の木の本3丁目個人

     19大li村2期158八尾市西の木の本2「目鯛人

     20金田44吹田市金田田1個人

     21白鷺ioO姫路市本町市・個人

     22常く大阪府)130寝屋川市川勝田J、桜木町、・岡1個人

     23伊保184蘭砂市美保ill個人

     24川簡航空機(株)370明イ1市麟1中谷田炉平個人
     25イ1金プロベラ280尼騎市大西陶23丁ロ個人

     26イ1金鰯管200尼麟市南塚目7r日個人

     27塚本270大阪市塚本柏lll2r目市営イ1宅

     28玉造船(株)400岡山県玉野市和田
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年の空中写真でも確認できる。土地台帳によると、住宅

営団は昭和17年2月土地を購入し昭和麗年に分筆し、

個人に売却した。この敷地には纒人向けの営団住宅だけ

でなく、中央に多数のS金属の社宅が立地し、それを

囲む形で営団住宅が配置されていた。

42鴻池覇腰

中河内郡の鴻絶新田は、大阪の豪商として名高い鴻池

善右衛門宗利が開発したもので、宝永2年(1705)に

工事が開始され、大和川付け替え工事でできた新田のな

かでも最大の面積を誇っている瀧)。鴻池新田住宅地は、

成和小学校と産地神社を中心に東と西に位置しており、

大字が東楠風荘と西楠風荘である。営団は、昭和18年

2月鴻池善右衛門から土地を購入し住宅を建設した。そ

の後、昭和25年に分篁を行い、昭和26年頃個人に売

却したところと、昭和26年新扶桑金属に売却し、昭和

30年頃個人に売却したところがある。現在は1戸建を

中心にした住宅街を形成している。(図4-2)
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「一一般会計住宅経営状況調書」による鴻池新田住宅地の

経営戸数は、分譲住宅6戸と賃貸住宅IO6戸、計112戸

である。しかし、昭和22～23年頃の空中写真と昭和36

年度の住宅地図を用いて住宅戸数を算出してみると、東

楠風荘がおよそ4GO戸.西楠風荘ll4戸で相当広い範囲

に大団地を形成していた。
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「一般会計経営状況調書」では堺市浅香山町に分譲宅

190戸を経営した。しかし、空中写真と吉住宅地図から

確認できた住宅戸数は490戸を越える。昭和31年住宅

地図では「クボタ社宅」「南海電鉄社宅」「大阪府職員

住宅」の表記が見られ、現在もそのままである。

営団は昭和17年10月20日に土地登記をし、昭和28

年にはクボタ鉄工所、大阪布、南海電鉄に売却した。こ

の3ヶ所を除いたところは大蔵省の所有地であったが

住宅営団に贈与し、その後個人に売却した。

4尋岸駆田2

「岸和田第2住宅第2期及び第2期附帯設備工事設

計図」には建設戸数が明記されてない。しかし、図面か

ら1戸建分譲住宅が25戸で、乙型2戸建が28棟、ロ

型2戸建22棟、立体4戸建32戸の計157戸を建設し

たと推測される。また、図面にはロ型住宅附属洗い場と

乙型2戸建附属洗い場の位置図が記載されている。洗

い場を隣同士の住宅が共有することにより戦後復興期の

厳しい状況の中で設備の節約し。敷地を効率的に利用し

ようと努力したことが窺える。
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図4-4犀和田第2往宅第2期

昭和22～23年頃の岸和田中心部の空中写真では、宮

前町の団地以外は空地であるが、昭和52年の住宅地図

では岸和田市上野町東地区は設計図面と一致している。

土地台軽に営団の名前はなく、昭和27年3月31日耕

地整理事業が完了し、同年7月24日個人名義になって

いる。これ以前の土地台緩は存在せず状況は不明である。

現在、岸和田第2住宅の分譲住宅は敷地が広くゆっ

たりしているが、立体4戸建住宅は細長い敷地に分割さ

れ一階に駐車場をもつ3階建住宅になっている。

4.5三螺と三郷(2)

北河内郡三郷町(現、守口市)に建設された三郷住宅は、

第2次疎開に備えた空家の確保のため昭和19年9月

図4-5三鱗住宅
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圏鼻§三懲と三鑛幟鶴宅罵辺空中奪真

末完成の予定で3⑪0戸を営団が建設した注3)。

三郷住宅は日本通運社宅約5⑪戸.国鉄宿舎約220戸、

佐竹工業の社宅のみであったが、終戦後.戦災書・引揚

者のための住宅が建設された。三郷住宅地は第1住宅地

(図の左側)と第2住宅地(図の右側)に分かれており、

それにあわせる形で三郷戦災住宅も第1住宅と第2住宅

と称したと見られる。戸数は.第1住宅、第2住宅とも

に乙型2戸建24棟で計96戸である。敷地面積は2,196

坪、建築面積は60⑪坪で。1篠の坪数は12.5坪である。

第1住宅第2住宅ともに昭和24年に分筆して、個人

に売却した。

鑑§学漁

「一般会計住宅経営状況調書」によると、営団は京都

の宇治に分譲住宅245戸を経営した。宇治は民間軍需

企業であった日本レイヨンと国際航業く株)があり、住宅

供給を必要とした。この地域には大きな三つの住宅団地

がある。

宇治野神住宅地は主に6戸建長屋で総戸数はおよそ

騒⑪戸である。団地の中央部に広場が設けられている公

園の南側に理髪部1ヶ所と日本レイヨン社宅購買部が1

ヶ所設置されている。日本レイヨンは昭和5年8月26

日からこの敷地を所有していたが、昭和54年10月5

日宇治市に売却した。

神明住宅地(宮東)は2戸建とユ戸建住宅で構成さ

れており、公園1ヶ所、公民館1ヶ所、浴場が1ヶ所

設置されていた。また、開町は4戸建と3戸建で構成

されており、グラウンド1ヶ所と児童公園が1ヶ所設

置されていた。神明と開町は昭和16年8月現在、日国

工業の所有地であったが昭和30年個人所有となった。

これらの団地はいずれも住宅営団の名は確認できない。

尋ア大久保(図尋遷)

「一般会計住宅経営状況調書」には大久保住宅地が二

つある。一つは243戸の分譲住宅地で、もう一つは

149戸の賃貸住宅地である。大久保町大久保住宅地は、

昭和25年2月神戸製鋼所に売却され、現在個人住宅地

になっている。大久保町谷八木も神戸製鋼所の社宅地で、

社宅売店1ヶ所と児童遊園地が1ヶ所設置されていた。
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図4-8大久保周辺の空中写真
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謬.鍵浜甲子園

住宅営団による浜甲子園の住宅経営戸数は分譲住宅

48戸である。西宮市南甲子園1丁目の甲子園倶楽部甲

子園競輪場の北側に位置するこの住宅地は住友金属社宅

で住宅営団という名前はなく、戸数も資料より1戸多

い49戸であった。

尋9天津

「一・般会計住宅経営状況調書」による天津住宅団地の

経営戸数は分譲住宅100戸である。伊丹市天津藤ノ木

に位置したこの住宅地を住宅営団は昭和25年4月15

日東洋紡織に売却した。

一28一
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尋.憾今津

「一般会計住宅経営状況調書」によると今津住宅団地

の経営戸数は分譲住宅144戸である。昭和36年の住宅

地図では今津周辺に100戸を越える団地は1ヶ所しか

ない。この住宅地は川崎重工業の所有地であったが、現

在は兵庫県営住宅が建てられている。

4.11下野田

「一般会計経営状況調書」による経営戸数は分譲住宅

48戸であるが、昭和22～23年頃の空中写真で確認で

きるのは55戸である。住宅営団は昭和17年9月8日

に土地を登記し、その後昭秘21年個入に売却した。日

本砂鉄社宅と並んで建設している。

4.12柴谷共同住宅

住吉区芝谷町(市電北加賀屋下車)に外地引揚春、戦

災者及び強制疎開者のための賃貸住宅i6e戸を募集した

(朝日新聞、昭和21年7月18日〉。空中写真で確認した

住宅戸数は総374戸で、公園2ヶ所、遊園地2ヶ所、

広場1ヶ所、集会場1ヶ所が設置されている。住宅団地

の北側に三井造船(株)藤永田造船所が位置しており,

土地所有者も藤永田造船所であったが、現在は大陵府営

柴谷住宅が建てられている。

尋.憾八尾

戦災者住宅として中河内郡龍華町安中(近鉄八尾下

車)の山本住宅地に隣接して建設された住宅である。募

集戸数は100戸で、申込資格書は外地引揚蓄、戦災書

及び強制疎開者にして再建業務に従事する書であった

(朝日新聞、昭和21年7月18日)。八尾市史にも「22

年には安中に100戸の営団住宅の建設」と記されている。

土地は大阪府の所有地で昭和3G年個人に売却された。

4縫大正村2期

中河内郡大正村(現在八尾市爵木の本3丁目)八尾飛行

機場の近くに建設された大正村2期住宅は、2戸建57

棟、計114戸であった。第ユ期住宅も存在したと思わ

れるが、その設計図は見当たらない。空中写真の左側が

大正村住宅2期住宅である(図証§)。
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襯5金襲

吹田市の金田町金田住宅は、総戸数艇戸の戦災書住

宅で乙型2戸建42戸と乙型1戸建2戸が建てられた。

営団の敷地購入時期は分からないが.土地台緩によると

営団は昭和鴉～罰年頃櫃人に売潔した。設計図をみる

と戦災書用の住宅敷地の上部は建設済地になっている。

既存の住宅地の小さいスペースでも住宅を建て戦災者の

居住安定を図ろうとしたと考えられる(耀講一勧。

1:驚馨響驚鷲蕊「…/

1警欝離卸L41

 継〆
麟か難金藏盤宅

葬.轄鞘鷺

戦災で全住宅の38磨%を失った姫路市は、1#.4.5年

10月旧城南練兵場跡地に店舗Z#0戸、厚生省標準型組

立簡易住宅婚O余戸など計309戸の戦災者・引揚者用

の応急住宅を建設した。姫路戦後地区をつくる会(姫路

文庫)の「聞き書き・姫路の戦後史」には、「昭和盟

年1月.城南練兵霧の中の住宅に抽選で当たり入居し

た。これが本町68番地の白鷺住宅である。白鷺住宅は

21年末に1期工事として白鷺中学校正門より南くらい

までが先に建ち、2期工事はそれより北側に建った。ト

ントン屋根の(木皮葺)の4軒長屋で、東西に5棟、

南より6列が]期工事.外北に9列ほどが2期工事で

約309軒程であった。…一年くらいすると住宅営団の

ほうから土地は国のもので家だけは買い取って欲しいと

言って来た」との記述がある。住宅建設地は現在姫路市

所有の公園と個入住宅となっている(穏尋一11)。

t〆〆

懸離一瞬藍路援輝迎の望響塚莫
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4.で7常〔大阪府}

寝屋川市内の常住宅については、常住宅移築工事設計

図で住宅戸数は確認できない。『府営住宅のあゆみ』に

よると寝屋川住宅は、「国庫補助賃貸住宅として、初め

て大阪府自体が直接建設した住宅で、住宅営団が舞鶴に

建設していたものの移築であり、4軒長屋である」とし、

間取りを紹介している。また「舞鶴から戦時中住宅営団

が建てたものをばらして寝屋川の堤防敷きに約130戸を

建設したのが府営住宅第1号団地の出現でした」と回顧

している。大阪府所有地の寝屋川堤防敷に建設したこの

住宅はその後個人に売却された。現所在地は寝屋川市の

川勝町、桜木町、幸町である。

            欽藩童玄関便饒    
  

舞入髄      …嗣「齢墨用宝憩3軸       

      就寝嚢牽略鮪響入漏
      .___議

図4-12常住宅平面

418伊保

「一般会計経営状況調書」によると、伊保の経営戸数

は賃貸住宅184戸である。高砂市中島(大字辮才前、

現住所は美保里)に建設され、昭和24年個人に売却さ

れた。空中写真では200戸余が確認でき、「一般会計

経営状況調書」とは少し差がある。

5.受託薯業

大阪支所の受託事業は此花、川騎航空機株式会社、住

友金属工業プロペラ製造所、住友金属工業鋼管製造所、

大阪市営労務者住宅(塚本)、株式会社玉造船所(現、

三井造船株式会社)、財団法人保険協会大阪支部の7件

である～桝)。

所在地が判明している此花住宅以外の6ヶ所の位置を

調査した。ただし、玉造船所は昭和41年管轄が広島支

所に移管したので、リストに載せるにとどめた。

51川蘭航空機株式会社

川崎航空機株式会社独身及労務者共同宿舎管理受託

(第16号試案)は、兵庫県明石市西郊に軍需工場労務

者向け分譲住宅(約400戸)の設計、建設及び管理、

共同宿舎2棟の設計及び建設受託で、建設費予算は約

120万円であった。しかし、住宅営団時報第3fl;一(昭和

17年8月)によると委託契約戸数は370戸となってい

る。明石市藤江中谷住宅地の住宅戸数は270戸(昭和

56年住宅地図)で、受託契約戸数とは差がある。藤江

住宅の北側に位置している(図5-1)。
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圏5-1川麟麟空機盤宅の周辺空申写莫

52誼友金属プeeペラ製造断

住友金属工業株式会社プロペラ製造所の委託契約戸数

は280戸である。昭和32年の住宅地図では住宅280戸

と浴場1戸、売店1戸、理髪店1戸、広場1ヶ所が確

認できる。昭和27年3月19日新扶桑金属(現、住友

金属工業株式会社)が分筆し、その後個人に売却した。

現在住所は、尼崎市大西町2,3丁目である(図5-2)。
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5.3住友金属鋼管製造所

住友プロペラと同じく昭和16年3月28日に契約し

た受託事業で、尼崎市に200戸を建設することとした。

昭和32年住宅地図で確認された住宅は200戸で、浴場

1戸、広場1ヶ所と公園敷地内に倉庫、理髪店等が設け

られている。

この住宅地の右側に住友金属園田寮も建設されており、

バス停留所の名前は住友住宅前となっている。現住所は

尼崎市南塚本7丁目である。住友金属工業60年小史

(昭和32年5月)は、名古屋、兵庫、神崎等の新設工

場においては特に住宅施設を必要としたこと、同潤会に

経営委託して大阪、名古屋及び兵庫県下に住宅約1200

戸の建設を進めたことを述べており、上記のほかにも多

くの住宅が建設されたと考えられる。

6尼崎市冨田住宅

冨田住宅地(図6-1)は,住宅営団大阪支所によっ

て昭和17年に開発され,戸建て分譲住宅87戸(は型

33戸,に型35戸,ほ型19戸)が建設された。

表6-1麗田住宅地の概要

住宅営団は,既存の道路を中心的な道路として活用し,

道路幅を調整しながら碁盤目状の道路及び街区を構成し

た。また,厚生施設として集会所と公園を大通りに面し

た住宅地の中央に設置し,半街区ごとに同じ型式の住宅

を配置した。一見単純だが,単調過ぎない一つのまとま

った住宅地を構成した(図6-2)。

罎一。

纒。灘顯"

口は型(33芦)

[=コに蟹(35戸)

醗翻ほ璽(騰戸)

   住所当時兵庫県川邊郡園田村冨田字神上、シャリ田
   現在兵庫県尼崎市東園田町二丁目

   契約戸数分譲87戸(全て一戸建て)
   住宅型式は型_-33　

   に型35戸

   ほ型一19　

   厚生施設公園、集会所、売店2戸

   規模約25,000痘
   経緯昭和16年12月28日地鎮祭

   昭和17年9月後半第1回展覧会が公
   園にて開催

   昭和17年10月初旬冨田住宅竣工
   昭和17年10月初旬第2回展覧会
   昭和18年1月13日集会所にて住み方

   座談会開催

a

㌻

図6-2住宅地の構成

160-300㎡の敷地に51-71㎡の小規模かつ簡略な平面

の3種類の住宅を建設し,最低限の居住水準を確保した。

「は型」は160～180㎡の敷地に、述べ床面積51㎡の

平屋で、分譲されたものの中では最も小規模な住宅であ

った。3畳間と4.5畳間、6畳間の3部屋から成り、大

半は西南側に入り口を持っていた。

「に型」は4.5畳間と6畳問、6畳間の3部屋から成

るもの、2部屋の3畳間と4.5畳問、6畳間の4部屋か

ら成るものの2種類が分譲された。延べ床面積はどち

らも61㎡(平屋)、敷地は200～250㎡で、中規模の

住宅といえる。

「ほ型」は最も大規模な住宅であり、250～300㎡の

敷地に延べ床面積71㎡の平屋で、3畳間と4.5畳間、2

部屋の6畳問からなる(表6-一一2)(図6-3)。建設当

初の建蔽率は23～30%で日当たりや風通しなどの居住

表6-2蛍団住宅の擬要

     型式敷地面積延べ床面積間取り(畳)建て方
     は型160～180㎡51.0㎡3+4.5+6一戸建て
     に型200～250㎡61.0㎡61.0㎡4.5+6+63+3+4.5+6一戸建て
     ほ型250～300㎡71.0㎡3+4.5+6+6一戸建て

環境を確保したものであった。

図6-1屡田住宅地の位置
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φ

図6-3建設当初の住宅平面

7観究の方法

①住宅地図,地形図,空中写真の分析

②ヒアリング調査

昭和32年の住宅地図と平成19年の住宅地図を比較

し,昭和32年から平成19年まで継続居住していると

考えられる世帯主(全27件)を対象に,ヒアリングシ

ートを配布・回収した(実施期間:2007年11月下旬～

12月上旬)。回収できたものは17件(回収率:63%)

である。ヒアリングシート回収後,10件の世帯主に訪

問ヒアリング調査を実施した(実施期間:2007年12

月上旬～下旬)。

菖冨田住宅地の現状

尼崎市の北東部に位置する阪急園田駅周辺地域は、東

を猪名川、南を名神高速道路、西を神崎橋伊丹線、北を

伊丹市境に囲まれており、概ね、低層を主とする専用住

宅地となっており、大都市近郊の住宅地として良好な住

環境を保全している。

象
腱

翻
翻
場
義
劉
i

写輿融一1罵題住宅地の糠子

欝垂幽
w5懸

鍛舞轡

馨

鋤

写翼8-2緑化の様子

種中高層住居専用地域であり、容積率が200%以下、建

ぺい率が60%以下であり、また、第2種18mの高度地

区に指定され、低層を主とする専用住宅地となっている。

冨田地区の建物用途は、全建物122棟のうち120棟

が住宅である。戸建て住宅は全体の85%以上を占め、

共同住宅は6.30%である(図8-1)。

現在、冨田地区の住宅の敷地面積は100㎡以上が

65%を占めており、比較的大きいといえる。一戸建・

長屋建住宅(持ち家)の1住宅当たりの敷地面積は大

阪10km圏内では102㎡である。

後述するように、住宅地建設当初の敷地は分割されて

おり、現在60～100㎡の敷地は全体の4分の1程度を

占めている。次に多いのが150～200㎡の敷地で、これ

も全体の4分の1程度である(図8-2参照)。

建物階数は、2階建ての建物が全体の86%、1階を

含めると9割を越え、2階建て中心の低層な住宅地とな

っている(図8-3参照)。
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冨田住宅地は、その阪急園田駅周辺地域に含まれ、最

寄り駅である阪急神戸線園田駅から0.7km、JR大阪駅

から7.7kmの距離であり、豊中市と接する約25,000㎡

の住宅地である。また、すぐ西側には都市計画道路であ

る尾崎豊中線、北側には園田西武庫線が通っており、道

路交通の便利もよい。

尼崎市では、猪名川と藻川に囲まれた地域について

「自然と文化の森構想」をかかげているが、冨田住宅地

はこの「自然と文化の森構想」の中央部に位置し、猪名

川自然公園が近隣にあり、また、船詰公園が隣接する自

然環境の豊かな地域である。

冨田住宅の含まれる東園田2丁目の用途地域は第一

9住宅地の構成と敷地数の変移

歳月を経るうちに,周辺では無秩序な宅地開発が進ん

でいるのに対し,冨田住宅地においては,整然とした道

路及び街区構成が維持されており,全住宅が4m以上の

道路に接し,接道状況は良好である(図9-1)。

また,敷地分割により建設当初に比べ敷地数が40%

増加したが、依然として62%の敷地が建設当初のまま

残っており,150㎡以上の敷地が全敷地の半数以上を占

める(図9-2}。
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図9-2敷地数の変移
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10敷地の分割と居住世帯

上記のようなゆとりある敷地の維持に重要な役割を果

たしたのが,継続的に居住している世帯である。営団住

宅建設以降(昭和17年以降)で現存する最古の住宅地図

(昭和32年)と平成18年の住宅地図を比較し,昭和

32年の居住世帯やその子孫が平成18年現在まで何らか

ロ継観屠住世帯回転入世帯

維続居住世帯(n=36)

転入世帯(n=54)

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

匝蜘⊆亘嫌動藪麺頭趣璽些些画迦分割

図10-2敷地面積と居住世帯

の敷地に建つ戸建て住宅の居住者は転入世帯が大半を占

める。他方、150～200㎡、200～250㎡の敷地では、

継続居住世帯の数がそれぞれ6割を越えている。なお、

250rrf以上の敷地では、継続居住世帯、転入世帯が半数

ずつである。

図10-1敷地の分割と居住世帯

の形で居住している世帯を継続居住世帯,それ以外を転

入世帯とする。それぞれについて,敷地分割の状況を示

した(図10-1)。継続居住世帯では83%が敷地分割を

せず,建設当初の敷地を維持している。これに対して,

転入世帯の居住する敷地は34%で分割が行なわれてお

り、4分割やその他の分割といった複雑な分割も行われ

ている。継続居住世帯では分割する場合でも、1件を除

いて2分割しか行なわれておらず、比較的敷地に手を加

えない傾向にある。

結果的に、転入世帯はより敷地面積の小さい住宅に居

住している傾向にある。図10-2を見ると、150㎡未満
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11維続居住世帯の住宅更新

継続居住世帯に対するヒヤリング調査によって住宅更

新の状況についてみてみよう。

11.1住宅更新の時期区分

住宅更新の行われた時期は、時代背景と更新内容から

大きく以下の3期に区分することができる。図11は住

宅の更新とその主な理由を示したものである。

1)第1期(昭和20年～昭和40年)

昭和20年～30年には住宅の更新はほとんど行われて

いないが、昭和30～40年頃には、住宅の増改築が頻繁

に行われた。この時期の増改築は、居室スペースや台所、

浴室の拡張を行う、2階に居室を増築するといった内容

である。増改築の主な理由は、子供の誕生・成長であり、

世帯構成の変化に応じて増改築が行われた。また、昭和

30年代後半になると住宅の建て替えを行う世帯も出て

きた。建替えの主な理由は、建物の老朽化や狭さといっ

た物理的な要因が主なものである。

2)第2期(昭和40年～昭和60年)

この時期には、住宅の建て替えが頻繁に行われた。建

替えの理由は住宅の老朽化や狭さ、使い勝手の悪さなど

住宅の物理的な要因が主たるものである。これは、営団

図11-1住宅更新と主な理由
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住宅が建設されてから20年～40年経過しており、住宅
表11-1住宅更新のパターン

    更新パターン件数
    a増改築のみ{2國尋

    b増改築・建欝えの両方(9)増改築→建欝え3    増改築→建醤え→増改築3

    増改築→建蓄え→建醤え→建暫え1

    建醤え→増改築2

    C建醤えのみ(4)1回2
    2回2

    計17

の老朽化が進んでいたためであると考えられる。子供世

帯との同居や親世帯との同居といった2世帯居住が理

由で住宅の建て替えを行っている世帯もある。

また、この時期に世帯構成の変化や建物の物理的変化

から増改築を行った世帯もある。

第2期が最も住宅の更新が盛んに行われた時期である。

3)第3期(昭和60年以降)

第3期に入ると、第2期と比較して住宅の更新が落ち

着いてくる。この時期の住宅更新の傾向として、2度目

の増改築を行う世帯、1度建替えた住宅を増改築する世

帯などが見られる。2度目の増改築を行う世帯は、建物

全体を更新する傾向がある。住宅更新は子供との同居や

建物の老朽化など様々な理由で行われている。

11,2住宅更新のパターン

住宅更新の行為をパターン化すると、「a増改築の

み」、「b.増改築・建替えの両方」、「c.建替えのみ」

の3種類に分類できる。また、増改築や建替えの回数

や顯序により細かく分類すると7つのパターンが存在

する(表11-1)。

パターンaは、増改築だけを行っているケースであ

るが、2度の増改築により全体的に住宅の更新をしてお

り、営団住宅を世帯構成の変化や建物の物理的変化に対

応して、建物を更新してきたものである。主に昭和30

年後半から昭和50年にかけて増改築が行われているが、

昭和60年以降に増改築を行っている事例もある。

パターンbは、最初の住宅更新である営団住宅の増

改築の内容が小規模で、その後の建替えで住宅を大規模

にしたものが多い。増改築は主に家族の成長や親との同

居など世帯構成の変化に応じて行われている。また、昭

和40年から60年にかけて建替えを行っている世帯が

多く、主に建物の老朽化や狭さ、使い勝手の悪さなど物

理的要因から行っている。

パターンcは、建物の老朽化を理由に建て替えを行う

傾向にある。建替えの時期は、1回のみ建て替えを行っ

ている世帯は昭和50年前後、2回行っている世帯は昭

和30年後半と昭和60年以降に行っている。

さらに、細かい分類を見ると、当初の営団住宅を増改

築をしたものは11件(65%)であり、半数以上にのぼ

る。このうち、建設当初の営団住宅に増改築のみを行い

ながら今Elまで継続居住しているものが4件ある。

また13件(76%)は、少なくとも一度は建て替えを

行っており、当初の住宅を増改築してからさらに建替え

を行ったのが7件、当初の住宅の増改築はしていない

が、建替え後の住宅を増改築したのが2件であった。

建替えのみを行った4件のうち、1回だけ建替えを行

ったのが2件、2回行ったのが2件であった。

11.3更新薯例

次に、「a増改築のみ」、「b増改築・建替えの両

方」について更新過程の事例を挙げたものがそれぞれ図

12、図13である。「c.建替えのみ」については、ヒア

リングによって、住宅の更新過程を把握することができ

なかった。

1)増改築のみをおこなった事例(図11-2)

㊥住宅の更新
○世帯構成の変イ

供の勉強部屋 璽翻憲

4
-
I
N

父・世帯主  ・i購が寝る

世帯主夫蝿が寝る

翻撒薄樋.
㊧2踏に8畳間の増簗⇒

○妹が総婚により転出
る○父が他界
○世帯主が懲婚し、
妻が転入

ダイニング
ッチン

㊧2階北側に洋室
を増簗

㊧1躇東側都分を
コンクリート造
に改築⇒

.1F
O母が他界

洋霊

2F

 嚢が寝る

世帯主が寝る

食豪室

 弟が寝る

圃

1F

A昭i翻26年 B紹和56年

図11-2臨.増改簗のみを行う」窮倒
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この事例の特徴として以下の点を指摘することができ

 る。

第1に大規模な増改築を行う傾向がある。更新パタ

ーンが増改築のみの事例は、住宅を全体的に更新してい

る。2度の増改築で全体を改築しており、建替え同等に

住宅全体が更新されている。1度目の増改築で2世帯住

宅に更新し、2度Rの増改築で営団住宅建設当初のまま

であった東側部分を改築している。

また、増改築前後の住宅の規模に注目すると、1度目

の増改築前後の延べ床面積の増加が著しく、2度目の増

改築前後の延べ床面積の増加が小さい傾向にある。1度

目の増改築前と比べた増改築後の延べ床面積は増改築前

の1.5倍以上となっている。それに対し、2度目の増改

築前に比べた増改築後の延べ床面積の増加は、1度目と

比較して小規模なものとなっている。

第2に間取りにあまり変化がない。増改築のみを行

う事例は、増改築後の間取りと増改築前の間取りにあま

り差がない。営団住宅を適宜増改築しながら、世帯構成

の変化や建物の老朽化、狭さ、使い勝手の悪さといった

物理的要因に合わせて更新してきたといえる。また、営

団住宅の台所とその隣の居室を合わせてダイニングキッ

チンに改築している事例があり、住宅の洋式化が見られ

 る。

営団住宅の間取りと全く変化がみられない事例がある。

増改築後の住宅の東側部分の間取りが営団住宅の間取り

と全く同じで、増改築部分にダイニングキッチンや洋室

といった洋式化がみられる。

2)増改築・建替えの両方を行なった事例(図11-3)

この特徴として以下の点が指摘できる。

第1に、小規模な増改築を行う傾向がある。1度Rの

増改築、すなわち、当初の営団住宅の増改築は小規模で

あり、台所・浴室の拡張、居室の拡張・追加といった範

囲に限られている。増改築後の延べ床面積の増加は、

「a増改築のみ」を行った事例と比較して、小規模であ

る。その後、建替えによって住宅を大規模化しており、

1度目の増改築に比べ、建替えによる延べ床面積の増加

が著しい。1度目の増改築が小規模で、家族構成に対応

できなくなったために建て替えによって住宅を大規模に

する必要があったと考えられる。

第2に建替え後の住宅の間取りが営団住宅に類似し

ているものがある。建替え後の住宅の間取りが営団住宅

に類似しており、営団住宅を世帯構成や時代の流れに対

応させたものとなっているといえる。建替え後の間取り

と営団住宅の間取りの類似点が多く、中廊下型であり、

玄関、便所・浴室、台所、6畳間や南側の廊下の位置が

類似している。一方、リビング・ダイニングキッチンや

洋室、バルコニーなどは営団住宅とは違った変化をして

いる点である。

以上のように、継続居住世帯は,営団住宅を物理的変

化や世帯構成の変化に応じて自主的に更新し,住み継い

できた。物理的変化に応じた更新としては,老朽化によ

る住宅全体の更新,時代に応じた住宅の設備環境への改

善が主に行われた。また,世帯構成の変化に対応した更

新としては,子供の成長への対応や二世帯居住に対応さ

せるための住宅更新が主に行われた。住宅更新によって

一部屋当たりの就寝人数が減少し,空間的ゆとりが生じ,

世帯構成に応じた住まい方が可能になった。

12厚生施設とコミュニティ活動の変化

図12-1は集会所の所有権の変化を図式化したもので

世帯主の衣装部屋

㊧台所L

応接罰食塞室兼一家L
4人の寝室

を拡張⇒

世帯主の衣装部屋

      壷多多ツチ'

                        応間一家4人が覆る

翻建替え⇒

○長男が

次男の書斎動

次男世帯L
4人が寝る

    鞠え睡浴塞駿応縷蜜ダイニングキツチン納戸
            がL一家3人が寝る

台所

次男の書斎
客調

IF

洋

2F

鵬2階に
増築睡⇒

IF

妻が転入世帯主夫婦が寝る
○孫が出生

A.昭和26年 B.昭和30年 C.昭和44年 D昭和55年

図11-3rb増改築・建替え共に行う」肇例
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図12集会所の所有権の変化

ある。集会所と公園は建設当初(昭和17年)から住宅営

団が所有していたが、昭和21年になると、GHQによ

り住宅営団が閉鎖され、集会所と公園は住宅営団の所有

物ではなくなった。その際には、集会所と公園の所有権

を保有することを住民が要請し、受理された。そして、

形式上は選出された4人の住民と新聞社の5者の所有

物となり、それぞれが所有権の5分の1ずつを保有す

ることとなった。所有権を分割したのは、公共的でなけ

ればならない集会所が私的なものとなるのを防ぐためで

あると考えられる。この時点から、集会所と公園が住民

の共有財産となり、コミュニティ活動の拠点としての機

能を以前にも増して果たしていくことになる。しかし、

その後、住民たちは集会所と公園の両方の固定資産税を

払っていくのが困難になり、昭和25年に公園のみを市

に寄付し、それ以来、尼崎市が維持・管理を行っている。

住民たちは集会所も寄付することを考えたが、その場合

は市に使用許可申請をしなければならなくなり、柔軟に

使用することが困難になるため、結局、寄付しなかった。

その後、5つに分割された所有者を住民間でそれぞれ交

代し、集会所が特定の人物の物とならないように配慮し

てきた。所有者が別の地域に転居する際には、所有権を

別の住民に移した。もしくは、そうでなくても意図的に

移すこともあった。この際には、特定の人物の問で所有

権を交代するのではなく、A～Mまでのより多くの住民

の中で交代している。また、集会所は昭和60年頃に改

築されており、住民たちは集会所を更新しながら継続的

に利用してきた。

すなわち、建設当初,様々な地域から移往した互いに

見ず知らずの住民は厚生施設を拠点とした集会や子供会,

盆踊りといった活動を通してコミュニティを形成してい

った。その過程において,住民は集会所の所有権を5

分割し,それらを住民間で交代しながら保有することで,

共有財産として維持してきたといえる。

13まとめ

営団大阪支所の開発した住宅地105ヶ所のうち合計

55ヶ所までが所在等が明らかになった。大阪支所の営

団住宅地の形態的特徴は中山によって一定明らかにされ

ているが、建設当初からの継続居住者を対象とした調査

は始めてである。住宅地の道路・街区の秩序が維持され,

敷地面積のゆとりを生かして,世帯構成や物理的変化に

応じた住宅の更新が行なわれてきた。また,住民が住宅

営団の確保した住宅ストックを工夫して住みこなし,厚

生施設を積極的に活用してきたことが,現在の住環境形

成につながっていることが明らかとなった。

営団住宅の特質が現代まで継承されている例は少ない。

神戸市兵庫区の入江住宅のように数年前まではかなり原

形をとどめていた例もあるが、大多数は建替えによって

まったく別の町になっており、その中に数軒の住宅が面

影をとどめるのみである。大阪支所以外の全国の住宅地

についても、系統的な調査研究がまたれる。
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