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人口減少過程における居住地再編の課題

一郊外とまちなかと の接合の可能性について一

角野 幸博

（関西学院大学教授）

人口減少過程に入り ，大都市圏において存続が危ぶ まれる郊外住宅地が発生 している。 この小論は，関西における郊

外住宅地の成立過程と変容のメカ ニズムを概観したう えで，収縮する都市圏の将来像を示 し，住宅地の再編の方向性及

び課題を，主に郊外住宅地の立場から論じる。再編の手段として， ①周辺の資源を含めたス トック活用 とコミュニテイ

活性化支援策の実施， （~）住み替え支援シス テ ムの整備， ③エリアマネジメントの仕組みづくり を 提案するとともに， ④

都心，郊外，旧集落等とのネッ トワ ーク居住の可能性を探ること を提案している。

キーワード： 1）郊外.2）住宅地3）人口減少の高齢化5）再編.6）都市圏.7）エリアマネジメント.8）住民参加

PROSPECT FOR REGENERATION OF RESIDENTIAL AREA 

IN THE PROCESS OF POPULATION DECREASE 

-Possibility of Networking of Suburbs and Downtowns-

Yukihiro Kadono 

This paper is discussing about the possibility of r巴generationof resid巴ntialarea in Kansai Metropolitan Area. The 

ways to reg巴nerateare as follows; 1) to make the most use of neighboring resources and to promote people’s 

participation in community ,2) to organize support system for trans-housing ,3) to organize area management system 

operat巴dby residents ,4) to promote harmonious coexistence and network of downtown housing, suburban housing and 

rural housing. 

1 郊外住宅地の世代交代と再編の課題

1.1 世代交代する郊外

この小論は，関西における郊外住宅地の成立過程と変

容のメカニズムを概観したうえで，収縮する都市圏の将

来像仮説を示 し， 住宅地の再編の方向性及び課題を，主

に郊外住宅地の立場から論じるものである。

近代以降のわが国では，時期ごとに開発理念を変化さ

せながら，多様な郊外住宅地が開発されてきた＇＂＇'o 開発

から却 －40年経過すると，そこに自らの彦、思で居を定め

た世代（郊外第 1世代）は高齢化 し， 世代交代が始まる c

もちろん戦前に開発された郊外住宅地はすでに世代交代

を経験しているのだが，戦後開発の住宅地の様子はやや

異なるc

戦前に開発された均外住宅地の場合，長子相続制のも

とでは住宅資産がそ のまま子世代に引き継がれることが

多かっただろう 「今よりは子供ーの放が多かったために，

長子でなくとも子世代の誰かが住み続ける nJ能性が大き

かったとも考えられる「こうした住宅地は，戦後に開発

された住宅地との相士、l比較の中で，今も優良住宅地と し

て庁ドldtiされているところが多 く，｛反に子世代が住み続け
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なくとも市場に流通 して新しい居住者が入居する可能性

も高かったのではな いだろう か。また世代交代を重ねる

中で，周辺の市街化や駅前の商業空間化にともな って住

宅以外の用途に転換 したり，敷地規模の大きさによって

は集合住宅化したり した場合も ある。

戦後と りわけ高度経済成長期以降の開発事例では，第

2也ffがその まま 住み続ける可能性は低くなる。立地条

件にもよるが，少子化が進行 したうえに勤務先の百［）合な

どで遠隔地に住 まざるを得ない場合が増え，その結果高

齢化した第 l世代だけが郊外に残る事例が増えるわ

第 l世代のなかには，心身の衰えを気にしながら新し

いライフスタイルを求めて都心や最寄り駅の駅前へ転居

したり ，ケアHきマンシ ョンへの入居を検討したりする

人も現れる。そうした親を抱えて別居する第 2世代も，

親の介護や自らの老後のことを考えて，同居や近居のロJ

能性を探るc ただしそれは第 1世代のと ころへ佐まいを

移すよ りも自らの住 まいまたはその近所に親を呼び寄せ

る場合のほうが多いのではないだろうかの第2世代にと

っては，ふるさとである郊外件宅地をどうすればよ いの

か，世代交代の過科で，双方の世代がとも に頭を悩ませ
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る。その過程で様々な選択肢が生まれる。すべての住宅

地が高齢化，空洞化によって一気に衰退するという単純

なシナリオで説明しきれるわけではない。たとえば親世

代の住居に子供夫婦が入り，親世代は駅前などのマンシ

ヨンに住まうという入れ替わり現象もある。また宅地を

分割して子供世帯を呼び寄せたいと考える親もある 。不

動産業者に転売ののち第三者に分譲することも少なくな

い。ただし駅前に開発された戦前の郊外住宅地のように

商業空間化する事例は少なく，また集合住宅化できるほ

どの規模の宅地は限られる。郊外住宅地としての形態は

残ったとしても，新しい居住者が入居してこない場合は

空洞化が進行し始める。第三者に選択されるほどの魅力

をその住宅地が持ち続けているかどうかが，分かれ目に

なる。

1 .2 再編の課題

郊外住宅地の現状と近未来の課題を指摘する声は，近

年急増している 。高齢化や空地化の実態を紹介する研究

論文や，居住者の不安感を示すアンケート調査結果も数

多い。こうした問題指摘を踏まえて，空地の集約化など

の提案やU ，都心・郊外聞の住み替え意向に関する調査

注目もある。郊外再編のアイデアはこのような個々の住

宅地での対応と，都心・郊外関係の大きなトレンドを理

解したうえでの基本指針を示すことが求められる。

郊外住宅地の変容の特徴をみていると，将来にわたっ

て居住地としての持続可能性が高いところでは，単純な

郊外住宅地からの訣別をもくろんでいるかのように見え

る。まず戦前の郊外住宅地は，市街地の連たんによって

既成市街地の中にと りこまれてしまい，もはや郊外では

ないところが多い O 駅前が商業業務地化したことで，新

しい魅力を作り出したところもある （もちろんその反対

もあるが）。戦後の郊外ニュータウン（以下NTと略す）

では，空家を子育てサロンや高齢者の介護施設にして地

域コミュニティの核にする試みもある。また最寄り駅の

駅前再開発などに合わせて，徒歩圏外の住宅地から駅前

への転居を誘導して新しい近隣生活圏を作る事例もあ

る。さらに公的主体が開発したNTの再生計画では，集

合住宅の建て替えとともに地区センターの再生が大きな

テーマになっている。こうした一連の動きは，「都心と

専用住宅地との広域的依存関係」から抜け出して，職－

住・商の近接性と，多様な世代を含む地域コミ ュニテイ

の再生，さらには地域で自立しうるマネジメントシステ

ムの構築への無意識の志向を示しているようだ。

もちろん「専用住宅地のコロニー（群落）Jとして持

続する住宅地もないではない。優良住宅地としてのブラ

ンド力が確立し，住環境の大きな改変なしに市場に流通

し続ける住宅地である 。そうした一部の住宅地にしても，

敷地の細分化やマンション建設などの誘惑は多い。その
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場合は，地区計画や建築協定など，地権者の合意によっ

て環境を維持しようという選択がある。しかしそうでは

ない圧倒的多数の住宅地は，良好な環境を維持し続ける

ための合意を形成することは難しく，高齢化と人口減少

の流れの中で，持続するための方法を探らざるを得ない。

郊外住宅地の再編は，地方公共団体側にとっても大き

な課題である。開発時点にさかのぼる短期間での同一世

代の急激な人口増加は，常に当該自治体に様々な公共施

設整備や公共サービスのニーズをつきつけてきた。小学

校などに空教室が増える一方で，高齢者用施設の需要が

高まる。さらに居住者の多くが退職と高齢化を迎えるこ

とによって福祉ニーズが増大する。通勤定期や通学定期

の利用者が減少するために，公共交通の経営が苦しくな

る恐れがある一方で，自家用車を運転できなくなった高

齢者の公共交通サービスをどう維持するかという課題も

生まれる。開発後に周囲が市街化調整区域に編入された

ような，基盤整備が十分で、ない住宅地はなおさらである。

逆に，道路や公園が豊かに整備されたもののその後の管

理が行き届かない大規模NTの場合も，公共空間を維持

管理するための負担が大きい。地方財政のひっ迫と，参

画と協働という掛け声のもと，住民に地域の維持管理の

一部を委ねようとする試みもあらわれた。地方行政にと

っても，郊外の再編は地域マネジメント構築の視点を探

るという意味で，重要な課題なのである 。

2 変容のパターン

2.1 空間的変容と人間的変容

どのような理念のもとに開発されたとしても，当初の

姿をそのままとどめている住宅地は数少ない。開発時期

や，都心との距離，住宅地の空間構成，個々の敷地規模，

住宅の質，コミュニテイの質などによって，変容の道筋

は様々である。

筆者は以前に，変容の中身を「空間的変容」と「人間

的変容Jに分けて整理した回）。 前者は敷地の細分化や建

築の建て替えに関することのほかに，住宅地周辺の変化

も含む。また後者は，高齢化や相続，転居などにともな

う居住者の実質的な変化に加え，住民気質やコミュニテ

イへのかかわり方の変化も含む。収縮期の都市圏｛象を探

るために，要点のみを再度掲げることにする。

2.2 空間的変容

( 1）非郊外化

非郊外化とは，丘陵や田園地帯に造成された住宅地の

周囲があとから市街化し 初期の郊外住宅地が一般市街

地の中に埋没してしまうことを意味する。戦前に開発さ

れた住宅地はもちろん，高度経済成長期に開発された住

宅地も，その周囲での寄生的開発を引き起こし，これが

連たんして一般市街地との区別がつきにくくなる。市街
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地が連たんしても，戦前開発の住宅地は，周辺に比べて

敷地規模や緑量の差などによって相対的高級感を獲得し

てきた。しかし圧倒的多数の郊外住宅地では，周辺の市

街化によって自然環境や静けさ等の魅力は減じる。

(2）建て替えと増築

建物の老朽化によって建て替えが発生する。戦前に建

設された住宅の建て替えが進行するのは当然として，昭

和30年代以降に建設された住宅地の変容が顕著である 。

昭和30年代の住宅は，敷地面積の割に延べ床面積が小さ

く，また平屋建てが多かったために，早い時期から増築

が行われている。とくに当初の工業化住宅は，平屋建て

のみであったため， 2階の増築他様々な増築がなされた。

工業化住宅は1970年代には 2階建てが主流となり，品質，

広さとも向上したため入居直後からの増築は少ないが，

築20~30年を経て，建て替えやリフォームの需用が増加

している。建て替えや増築の実態に関しては，近年多く

の報告がなされている刷。

(3）細分化とマンション化

敷地の細分化や集合住宅建設による高密度化は郊外住

宅地の環境を一変させる。筆者は以前からいくつかの戦

前開発の住宅地を事例に，敷地の細分化や集合住宅化の

実態を調査してきた出J。これらの調査によると，敷地分

割やマンション化は，相続や，阪神大震災などの大災害

からの復興過程で急激に起こる。阪神大震災の復興過程

では，敷地を共同住宅化して自らそこに居住する例も多

数あった即＇o

こうした変容の過程で，駅前のロータリー，公園など

を含む街路パターンや，一部の街路樹などがその住宅地

の記憶をとどめる要素として機能することがある（写真

2・1, 2-2）。

個々の敷地内での担保だけではなく，街路パターンや

公共スペースの重要性を示すものであるO

また分割の規模は元の敷地の大きさに左右される。敷

地が数百坪に及ぶ大邸宅の場合は，法的条件さえクリア

すれば，マンション化がすすみやすい。 l即坪強の敷地

では， 5' 6軒のミニ開発住宅となる可能性があるとと

もに子供夫婦との隣居のために敷地を 2分割する例な

ど，多様な選択肢がみられる。ただしその選択肢は敷地

規模ばかりではなく，当該住宅地周辺の地域イメージに

も支配される由）。

(4）商業空間化

土地の利用価値が高まれば，住宅よりも地価負担力が

ある商業施設に変化する可能性が高い。戦前の鉄道会社

によって開発された住宅地は，駅前や駅からの徒歩圏に

立地したため，駅前の住宅地が商業業務空間化すること

が多い。阪急神戸線沿線だけをみても，岡本，甲風園

（西宮北口），武庫之荘など，いずれも駅前住宅地での土

地利用転換が起こっている酢 （写真2・3～2-6）。

(5）低密度化

細分化やマンション化という空間的変容は住宅需用があ

ってのことであり，買い手がつかないま ま放置されてし

まう恐れが，とくに都心から遠い住宅地にはある。立地

条件の悪い住宅地では，需用が停滞する中で，全体の計

画戸数を満たさないままでの空家化が起こっており，公

共サービスをはじめ住宅地と しての整備完了が危倶され

る事例も発生する。高密度化する住宅地が発生する一方

で，低密度化も進行するのである。

写真2-1 写真2・2 現在の雲雀ヶ丘 写真2・3 現在の岡本駅北側住宅t也

現鵬駒跡”柳 ，軸~·‘ー“ ' 
写真2-4 現在の岡本駅南側商店街 写真2・5 現在の申風圏（西宮北口）駅前 写真2・6 現在の武庫之荘駅前
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2.3 人間的変容

郊外住宅地の高齢化や空家化を指摘する声は，昭和ω年

頃から聞かれ，その後も様々な報告がある削）。居住者

の質の変化は，そこで必要とされる社会的サーピスの変

化を引き起こす。とりわけ高齢世帯や独居老人の増加が

近隣社会に様々な影響を及ぼすことは想像に難くない。

介護や食事といった個々の世帯が抱える課題はもちろ

ん，小学校の空き教室の増加や医療費負担の増加など，

行政サーピス面でも多くの課題が発生する。

さらに戸建て住宅地独自の問題として，第 lに，各世

帯に委ねられている庭や外構の維持管理がおろそかにな

ること，第 2に自家用車への依存度が高い住宅地の場合，

自家用車の運転ができなくなると孤立してし まう恐れが

あること等を指摘しなければならない。人口の減少や，

定年退職人口の増加によって パスなどの公共交通のサ

ーピス水準も下がらざるを得ない。

2.4 変容の要因

以上のようなハー ド， ソフト両面における郊外住宅地

の変容要因をとり まとめると以下のようになる出1）。

第 lは，住宅地としての魅力の拠り所を，周辺の自然

環境に依存し過ぎていたことである。そのため周囲が市

街化していく過程で，郊外居住の魅力が消滅していった。

第2は，住宅地内の街路，公園，グリ ーンベルト，各

種施設等の基盤施設が不十分または脆弱であり，建て替

えやマンション化などに伴う高密化あるいは自家用車の

増加に対応し切れなかったことである。

第3は，良好な環境を維持していくための法的枠組を

確立していない住宅地が多いことである。個々の敷地内

の土地利用及び建築デザインが，所有者の自由裁量に委

ねられたために，増築や建て替えの際に景観的混乱が起

きたり，敷地の細分化やマンション化をコントロールで

きなかったり した。

第4は，居住者間での管理運営のルールづくりに積極

的でなかったことである。ルールづく りへの理解と協力

の個人差や，植栽やポケ y トパークの管理，夜間の不法

駐車など，日常的な生活を行うための共同体意識が弱い。

第5は，需要構造が均質であった高度経済成長期以降

は，多様な居住者を時間をかけて受け入れるという販売

戦略を立てづらかったことである。一気に開発され一気

に入居が始まった結果，ライフスタイルの均質化や，高

齢化および世代交代が一斉に進行した。

第6は，需用の停滞と地価下落によって，都心居住や，

より都心に近い位置での住宅開発が発生し，交通面で不

利な状況にある郊外住宅地の競争力が相対的に低下した

ために，売れ残りが発生したり，転売が困難になったり

したことである。

こうした変容は，開発当初に想定されていたサラリー
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する。核家族から高齢世帯への変化，敷地の細分化にと

もなう景観変化や土地利用の混在は，それ以前とは異な

る生活様式を強制することになる。空間的変容と人間的

変容とが同じベクトルで同じ時間をかけて予定調和的に

起きれば問題は少ないのだが，実際はそうではない。空

間と人と のアンバランスは，高齢者の孤立，子供を核と

した地域活動の衰退，福祉ニーズの増大，地区セ ンター

の商業施設の衰退ほか様々な問題を引き起こす。都心に

通勤するサラリーマ ンの核家族世帯のみを想定した均質

な社会構造は，変化に対応しづらい。

生活と空間とのアンバランス（ズレ）は簡単には解消

できない。郊外住宅地の開発当初に意識されていた（ま

ちのイデア加）Jを持続させるためには，強固な意志と

それを支える制度的枠組みが必要である。転居によって

ズレを解消することも可能だが，地域への愛着や経済的

事情がそれを拒み，多くの居住者はそのズレを内包しな

がら住み続けることになる。個々の家族や行政によ って

ズレに対応するには限界がある。コミュニテイ活動の活

性化にも期待しながら，空間と人の両面での再編を模索

することになる。再編の課題はそのズレをどのような方

法で解消するのか，あるいはどう軽減するのかにある 。

3 郊外再編の通時的視点と共時的視点

3.1 通時性と共時性

一口に郊外と言っても ，開発時期および位置によ って

異なる変容過程をたどっており （図与1），近年に開発さ

れた住宅地が，戦前あるいは高度経済成長期前半の住宅

地と同じ変容過程をた どるわけではない。

現在の環境の質を維持したままで生き残るところ，細

分化や高密化などの変容が起きるところ，低密度化を余

儀なくされるところ，住宅地としての維持が困難なとこ

ろなどの差異が顕在化し，その差異を際立たせながら都

市圏が変容していく。したがって郊外の再編を考えるた

めには，個々の住宅地が時代とともにどのように変化し，

その変化を住民がどのように受け止めて対応するのかと

いう通時的視点と，同一都市圏に異なるタイプの住宅地

をどのように共存させるのかという共時的視点とが求め

られる。個々の住宅地の持続可能性を採る視点と，都市

圏全体の見取図を描く視点と言い換えることもできる。

通時的視点においては，住宅地ごとの居住者構成やニ

ーズの変化に応じてどのような地域サービスを実現して

いくのか，さらには今後どのような変化を誘導するのか

が重要な政策課題となる。共時的視点においては， ひと

つの大都市圏内で変容段階の異なる住宅地が同時に存在

しそこで新築住宅や中古住宅が供給され続ける状況を把

握したうえで，都心や中山間地域をふくむ大都市圏の構

成および変容のシナリオを描かねばならない。都市圏間
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の競争が激化する中で，それぞれの居住機能のありょう

も変わってくる。

3.2 親の家をどうするか：通時的視点

高度経済成長期を通じて，郊外の戸建て住宅地は，住

み替え双六の上がりと意識され，その過程がハウジング

チェーンとして理解された。ハウジングチェーンとサラ

リーマン個々のライフデザインとはほぼ対応していた。

しかしながら都市の成熟化とともに，そのような一筆書

き型の住み替えプロセスは多数派ではなくなった。居住

タイプに複数の選択肢があるショットガンのようなシナ

リオが成立する一方で，世代交代と敷地分割とが同時に

起こる細胞分裂のような状況が多数みられるようになっ

た。郊外の戸建て住宅地に到達した成功者達も，それは

住み替え双六の上がりではなく，都心への回帰やシルパ

ーマンションという次のステップを，持ち家を子供世代

にどう伝達するかあるいはどう処分するかという悩みと

ともに考えなければならなくな った。

その過程で，前節で述べたように様々なズレを経験す

る。狭いマンションにくらす子供世代が，ローンをかか

えながら遠隔地の広い戸建て住宅に住む年老いた親の面

倒をみることが常態化している。こうしたズレすなわち

不適合を，微修正しながら不適合として受け入れる試み

も生まれてきてはいる。たとえば独居老人が住む戸建て

住宅を近所の高齢者のサロンとして暫定活用したり，空

家化した住宅をデイケアセンタ ーとして生まれ変わらせ

同
二
「

解体段階

閉

こもる郊外（ブルジョアユートピア）
．健康の希求
・リゾート自害発とのリンク
．クラブ社会
・モダニズム文化

くらす郊外（郊外の中流化）
－土地会社、鉄道会社、区画盤潔
・鉄道沿線での拡大
.i:p産調書級の流入
・企業の土地所有と社宅建般

勧れる郊外（郊外の情報化）
．寵量産後能の混在
・マンション化と宅地細分化
．高級イメージの一人歩き
－阪神大震災後転入者愈犠

たりというような事例である。しかしこうした例が少数

派であることは言うまでもない。活用されないまま放置

される住宅や宅地は今後増える可能性が大きい。短期的

には近隣住民の家庭菜園や駐車場などに使われることも

あるが，制度面での裏付けや支援策があるわけでもなく，

決して安定的な土地利用形態とは言えない。

郊外住宅地の高齢化や人口減少は，生活の利便性を損

ない，行政サーピスのコストを高める。元気な高齢者に

よる地域活動への期待は大きいが，長続きする保証はな

い。特定の住民に頼り切る施策よりも，前期高齢者から

後期高齢者への移行期間すなわちl〔咋程度のサイクルで

次々と地域活動のプレーヤーが登場する状況を生み出す

施策が望ましい。

結局，郊外住宅地が持続するためには，所有と地域活

動の両方が次の世代にうまく引き継がれるこ とが必須条

件になる。子供世代が相続してそのまま住み続ける例は

少数派にならざるを得ず，新住民の転入が不可欠である。

つまり中古住宅市場が成立するための魅力がなければ生

き残れない。

良好な郊外住宅地は，一定程度以上の敷地規模を持ち，

したがって価格も高くなるため若い世帯が購入すること

は困難である。自らの土地を処分したいと考える所有者

にとっては，売れやすい価格帯にすることを願う人が多

い。 しかし，価格を下げるために敷地を分割して購入者

層を獲得することは，短期的には有効であったとしても，

長期的には住宅地としての魅力を自ら減じてしまうこと

くらす郷外（郊外の中流化）
．量的ニーズへの対応
・均質なライフスタイル
．ベッドタウン

くらす郊外（郷外の拡大）
．思辺部の市街化
－質的ニーズへの対応
．織対的な地伎の向上
・司事業主婦層の活動活発化

くらす郊外（郊外の高齢化）
．世代交代
・＊患の老朽化
・R豊住者のiii商事化
・宅地am分化とマンション化
．企業保有地のマンションイヒ

選抜 ハマチナカ化
・5在地、空家増加 11・地元金清酒1t
．管理水準低下
・格差鉱大

超郊外
・通勤時間の限界域
・戸建て持ち家への欲求
－ライフスタイルへのこだわり
．近後住民の世帯分自量

孤立する郊外
・市街化の停滞
．売れ残り

消滅
・t世代交代
．級分化
・マンションイt
．固有性の消滅
・市街地の連鐙

ブランドイt
・住民のプライド
・排他意慾
・iii鍾で取引
．案外部iii

非郊外：新しいライフスタイル
．暫定利用
・不定期利用
．不在地主

自然回帰
・山林化

ムラ化
・｜日；集落との交流
．独自の生活様式

各居住パターンの特性lil~と、流i蚤体制の霊備
書官，心郊外共生システムの開発

図3・1 郊外f主事也の変容
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につながりかねない。多くの場合，敷地分割に反対する

住民と賛成する住民とに二分される。細分化か現状維持

かそれとも土地利用転換かという選択が求められる。

こうした選択は，居住者が存命中にというよりも，世

代交代を契機に問題が顕在化することが多い。つまり不

在家主となる子供世代の行動と責任が問われようとして

いる。商店街の活性化策のひとつとして，「所有と利用

の分離jを掲げることがよくあるが，郊外住宅地におい

ても検討すべき課題である。つまり地価の顕在化を避け

て，利用権のみを流動化することによって，良好な環境

を維持したまま若年層の転入をはかるということであ

る。

3.3 収縮と再編の構図：共時的視点

人口が減少すると，都市圏が収縮するという見方があ

るが，そのプロセスは決して単純で、はない。開発適地が

平地から丘陵地へ拡大し，また宅地需用が減少するなか

で，近年開発される郊外は，永遠に郊外のままである可

能性が高まっている 。中古市場においても売れない住宅

地は極端に値下が りするか，所有者が売却をあきらめる

かである。

人気住宅地では，価格需要に対応するために敷地の細

分化や高密化が進行して，環境の低質化を招く。その一

方で，常に一定規模の新規開発は進められる。市街地は

いっそう薄く広くひろがり，公共サーピスの高コスト体

質は改善されない。

仮に収縮が始まったとしても 収縮後の土地利用につ

いての課題は大きい。造成宅地を山林や農地などもとの

土地利用に復元することは困難である。空地を集約して

積極的な土地利用転換をすすめるという案もあるが，不

在地主が増加するため合意形成が難しく，いくつかの成

功事例が生まれたとしても，都市圏レベルにひろがるこ

とは想像しにくい。

交日外の再編を，ある方向に計画的に誘導することは可

能だろうか。収縮あるいは消滅させるべき場所を行政が

何らかの権限のもとで決定するのは不可能に近い。たと

えそれが行政サービスの効率化につながるとしても。

都市圏全体としての収縮というよりも，開発単位ごと

あるいは集落ごとの収縮が想定される。ただ，郊外住宅

地の場合，個人の生活設計や思い入れ，ローン残債など

がからんで，一次取得者はおいそれとは引っ越きない。

こうして再生する郊外と消滅する郊外，収縮するセクタ

ーと取り残されるセクデーとが分別されながら，都市圏

の再編がすすむ。

つまり郊外の再編は個別の事情にあった特殊解の積み

重ねになりそうだ。収縮のイメージは，必ずしも大都市

や地方都市の都心を中心とする同心円状でもなければ，

衛星都市が島状に散布するわけでもないことに留意すべ

a吐ワム

きである。こうした実態を理解したうえで，個々の団地

の再生計画と並行して，都市圏としての収縮型都市計画

を射程に入れておかなければならない。

3.4 4丸稿期における郊外像

成熟社会の代表的都市像として，コンパクトタウンが

あることに異議はない。快適で便利な日常生活やコミュ

ニティ活動，行政サーピスの効率化からものぞましい。

郊外においても生活施設を駅周辺に集約し，徒歩圏での

生活充足と近隣コミュニティ活性化などの試みは必要で

ある。つまり郊外居住にも，まちなか的な居住スタイル

を実現すべきという主張である。

かと言ってすべての郊外住宅地をコンパクト化できる

わけではない。特に高度経済成長期以降に成立した，鉄

道駅からパスなどによってアクセスしなければならない

丘陵地上の住宅地などでは困難で、ある。そうした住宅地

から住民たちを駅周辺に集めるよう誘導したとしても，

居住地選択というのは，必ずしも合理的な判断には基づ

かない。地域への思い入れや経済的事情によって，個人

と住宅あるいは住宅地との問には常に不適合が起きる。

不適合のなかでの妥協案という答えも用意しておかなけ

れ』まならない。

つまり中山間地域のように疎らに住むスタイルが，郊

外においても残り続けざるを得ない。低密度に暮らしな

がらも一定程度のアメニティを確保する「疎住郊外jと

しての生活スタイルのあり方と，それを実現する都市像，

計画手法についても検討の必要がある。この場合も ，増

加する空地や未利用地を，低密度居住の資源として生か

すことと，そのために不在地主の権利義務を明確化する

ことが不可欠である。

以上のように考えると，収縮期においても持続できる

ける郊外像とは， 11Jまちなか居住の要素を加えてコンハ

クトシティ化できるところ， ｛、主t疎住郊外としての魅力を

確立できるところ， （~ ！優良専用住宅地としてブランド化

できるところに区分できるのではないかと考える。この

うち1l！とつ｝は，鉄道網がつくる葉脈状の才、 y トワークの

結節点として浮かび上がる。また｛訟はそのオ、 y トワーク

の近傍に位置できるとともに，既存集落や農地などと結

び付いた魅力を生かすことが条件となるとろう 。

都市の成長期における住居系市街地の拡大はモ作、イク

状に起こった。鉄道沿線の駅周辺から始まり，まとまっ

た土地を入手できたデベロッハーが飛び地状に開発を行

い，しばらく時をおいてその間隙が開発される。パスア

クセスに頼らなければならないところが先に市街化する

こともあった。

収縮期のシナリオはそのまま逆に進むとは言えない

が，やはりモザイク状に進むのではなし、かと考えるまた

葉脈状のネ y トワークの格差すなわち，鉄道沿線の格差
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も影響を与えることになるだろう 。

4. 再編の方策

4.1 ストック活用とコミュニティの活性化支援

再編のための方策が，土地利用に関する規制誘導だけ

では不十分なことは明らかである。高齢者福祉政策，交

通政策，土地利用および取得に関する税制度など，複合

的な郊外再生政策の立案が求められる。すなわち都市圏

全体の見取図を意識しながら，第 lに個々の居住地固有

の魅力を明示 してストソクの維持・活用方策を示すこ

と，第 2に居住者福祉を実現するコミュニティ支援政策

を実施すること，第 3に住宅地あるいは鉄道沿線として

のプランド化を意識しながら効果的な不動産情報システ

ムと住み替えシステムを確立すること，そしてこれらを

包括するエリアマネジメント体制を確立することと考え

る。

疎住郊外としての存続をめざす場合は，都心に依拠し

ない生活魅力をどのように確立するかが重要である。周

辺の既存集落や地方都市との関係性を強めること，地域

固有の歴史文化や，地域コミュニテイ活動の魅力を評価

し訴えかけるという地道な方策が求められる。

ストック活用の体制づくりはコミュニテイの活性化支

援につながる。ここで言う「ストック jとは建築済みの

住宅のみを指すのではなく， NT内外の緑地や空地，旧

集落の諸資源も含んでいる。これらを住環境の魅力要素

として活用し，これを居住者の交流資源とするとともに，

新規住民への重要訴求項目とする。

先進事例をみると， NT内のスト 7ク活用としては，

①オーフンスペースなどを活用した花結景観の増進と ，

②居住者の交流拠点づくりがある。前者は，空地・ 空家

のガーデニングあるいはファ ーミング用地としての暫定

利用，ガーデニング愛好者が自邸を開放するオーフンガ

ーデン，公園や公共施設を活用した花壇やピオトーフづ

くりが例示できる。後者は，空家を借用した多世代交流

サロンや小規模多機能型ホームの開設，公共施設を活用

した地域交流拠点や地域福祉拠点づくり，公園や小学校

を活用した交流イベント開催などが検討対象となる。

N T外のスト yク活用としては， ①周辺の自然環境の

保全・活用と， （よl農地活用及び農村集落との交流プログ

ラムづくりが検討されるO 前者は， Np Oの育成など環

境教育やレクリエーションの場としての関わりを深める

ための組織づくりが必要である。大規模な広域公園やレ

クリエーション施設があってそこで用意される市民参加

フログラムが居住魅力を高めることがある.＇.ti! •0 後者は

貸し農園や食育フログラムづくりといった農作業と直結

するテーマだけでなく，旧集洛の歴史文化にまで踏み込

んだ体験学習と交流の場づくりが，双方の住民にとって

自らの生活を見直すきっかけになると考える。

ro 
q
L
 

こうしたストックの管理運営については，一部の住民

の献身的な善意に頼るばかりではなく，適切な管理運営

法人を立ち上げなければ持続できない。居住者が適正な

管理運営の必要性を理解し，コストを負担する意思をも

っ必要がある。そのことが専用住宅の集積地であった郊

外NTに就労の場をつくったり，サーピス水準の向上に

もつながったりする可能性がある。

コミュニテイ・自治会活動の活性化支援については，

地域福祉拠点を核としながら，地域防犯や子育て支援体

制と組み合わせることによって，高齢者と子育て世代へ

の訴求力を高める。こうした活動の主体は，現状は元気

な前期高齢者層や専業主婦層に委ねられている。働き盛

りの男性世代や子育て世代の主体的参加への期待は大き

いものの，主体的な参加を義務付けることは現実的では

ない。若年世帯にとっても転入の動機となるような分野

での展開が望まれるものの，当面はリタイア世代や専業

主婦を主たる担い手ととらえ彼ら主体のコミュニテイ

ピジネス化を図るとともに，組織内部の世代交代がスム

ーズに進む仕組みをつくらざるをえないだろう 。そうし

た世代中心の活動を他の世代が理解し，何らかの経済的

負担を担えるような制度作りを検討する方が現実的であ

る。

コミュニティビジネスのテーマとしては高齢者福祉と

子育て支援を軸に，住宅や庭の管理， NT内の空地・空

家や公固などのストック管理があげられる。また空地を

自治会などが借り受け，個人または住民グループに転貸

することもありうる。これらのピジネスは単一のNT内

のみを対象とするのでは需要が限られるため，複数のN

Tや既存集落を含めたエリアビジネスを検討すべきであ

る。

4.2 住み替えシステム整備の必要性

前節の提案は，郊外居住の魅力維持と再発見には役立

つとしても ，居住者を増加させるための能動的方策とま

では言いづらい。持続可能なNTの形成のためには，住

み替えを促進し， タウン外からの転入を積極的に図るこ

とが必要である。しかし転入希望者．仲介業者，地域コ

ミュニティ聞には，住環境に関する情報及び評価にミス

マッ手ングがあり注＇＂，広域からの転入を進めるには，

近隣以外の住民やNT第2世代に対して，当該住宅地の

魅力を正確に伝え，住み替えの優位性を示す必要がある 。

住み替え支援はNT再生の切り札と期待されて，様々

な主体による試みがすでに始まっている。 2006年（平成

18年） 4月に設立された「一般社団法人 移住・住みか

え支援機構（略称JT I : Japan Tra ns-housi暗 Institute)J 
は，シニア層のU・ J ・ Iターンや，郊外から都心のマ

ンションなどへの住み替えを支援するために，マイホー

ムを借 り上げて賃料を保障するO 貸主は安定した賃料を
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得る事ができるとともに，子育て世帯は良質な住宅を相

場より安い家賃で借りることができる。入居者との契約

期間が3年単位であるので期聞が満了すればマイホーム

に戻ることも可能である。しかしながら 2008年（平成20

年）時点の JT Iによる賃貸住宅物件の数は 10～20件程

度にすぎない。耐震性の確保が必要であることや土地・

建物に抵当権などが設定されていないこと， jT Iは宅

地建物取引業者ではないため直接物件を案内することが

できないことなどが課題として挙げられている。

地方公共団体でも，住み替え促進の制度を導入すると

ころが増えている。たとえば横浜市は横浜市住宅供給公

社と協力して， 2006年（平成18年） 10月に高齢者住み替

え促進事業を始めた。高齢者世帯の持ち家を賃貸に出す

代わりに，高齢者向け優良賃貸住宅に優先的に入居でき

る制度である。福岡県では 「あんしん住替え情報パンク」

を発足させ，住み替えに関する様々な相談，適切な住ま

いに関する情報提供を行うために，住み替えパンクに協

力する宅地建物取引業者を「協力事業者」として登録し，

不動産売却などに際して，協力事業者を紹介できる体制

をとる。青森県の住生活基本計画では，「地域活性化の

ための住み替え支援による街なか居住や郊外居住の誘導

等」を挙げており，具体策として，「住み替え住宅情報

パンクの設置と民間事業者との連携による住み替え支援

システムの構築促進jを挙げる。また青森市は，郊外に

住む高齢者世帯を対象に転居希望者を募集し，市がその

住居を借り上げ子育て世帯に転貸する仕組みを進める

等，住み替え支援l土地方都市においても政策課題となっ

ている。

また（財）日本賃貸住宅管理協会は，高齢者の住み替

えを支援するために却03年（平成15年）に「住み替え支

援センタ ーjを設立した。住み替えを希望する高齢者か

らの相談にアドバ イザーが対応し，要望に応じてセンタ

ーに登録した各地の管理会社が高齢者の持家を子育て世

帯等に賃貸するとともに，住み替え先を紹介する。

民間による事例としては，東急不動産の「ア ・ラ・イ

エ」と積水ハウスによる「オーナー住宅買取再生事業」

が知られている 。前者は中古住宅を買取保証して売主の

リスクを軽減するもので，売主の中古住宅を新築住宅並

みに改装して販売 し，一定期間売れない場合は東急がリ

フォーム代込みの販売価格で買い取る。しかしこれも J

T ！と同様に販売物件数は10～20件程度にとどま ってい

る。後者は，過去に販売した戸建やアパートなど180万

戸を対象に，住み替え希望者から独自の査定額で買い取

って改修し，再生住宅に構造躯体と防水に関する 10年間

の品質保証を付加して若年層に販売する事業である。こ

の物件数は 2008年 （平成20年）現在で全国的に約ω件で

ある。

地域NP〔）の事例では，多摩NTで活動する Np Oフ

ハh
u

円

4

ュージョン長池が， NT内で「暮らしの情報センタ ーj

を運営する企画会社と連携し，jT Iの支援を受けてN

T内での住み替え支援を始めた。住み替え希望者には転

居希望地域の住民を「エリアアドバイザー」として紹介

し，有償で地元を案内するサービスを行っている。

千里NTでは Np O法人「千里すまいを助けたい リ

が2005年（平成17年）に設立された。持ち家の管理やリ

フォーム，住み替え先紹介や住み替え後の住宅活用など

の相談窓口を設け，情報提供やサポートを行っている。

住み替え希望者に対しては，売却先の紹介や， Np Oが

一定期間借り上げたうえでの転賃事業を行っている。

このように，公的機関，民間企業， Np Oなど主体は

様々だが，住み替え支援による空地や空家対策と，住宅

地あるいは企業のプランド力向上の試みが始まってい

る。ただしいずれもまだ実績は限られている。持ち家の

資産価値をどう評価し，自 らの生活ピジョンをどう描く

かという覚悟がまだ不十分であるとともに，ピジネスと

しての適正な対価の算定基準もまだ暖昧であり，制度改

善と PRが課題である。

さらにこうした取り組みを超えて， NTのきめ細かい

情報を的確に提供するための，地元コミュニテイ，住宅

情報誌，電鉄会社などの連携が重要と考える。仲介業者

は表層的な地域情報しか把握していないことが多い。自

治会や各種団体，行政，企業などとの協力連携を行いつ

つ，地域に根ざした住宅情報の収集，分析，提供ととも

に，仲介業者やリフ寸 ーム業者の紹介，現地案内人の紹

介なども行うことが望まれる。そこで上記の先進事例を

踏まえて，以下のようにより効果的な相談センターの設

立と，連携システムの確立を提案 したことがある国）。

地元のコ ミュニティ組織は，直接住宅の売買に関わる

ことはないが，地域イベントや活動の実績を活かし，地

域のきめ細かな情報を相談センターに提供する。また転

入希望者の依頼に応じて，生活者の視点からの情報を提

供するとともに， NT内外の魅力や地域への思いを伝え

る。仲介業者は，業務のノウハウを活かし，相談センタ

ーへ売主・買主の情報提供を行い，同時に相談センター

を訪れた転入希望者の紹介を受ける。またセンターから

住宅地情報を得ることにより，地域密着型のきめ細かな

業務が可能になる。住宅情報メディアは，転入希望者が

最初にアクセスする情報媒体であり，広域からの集客メ

ディアとして期待されるが，相談センターを通じて地元

の詳細情報を得る ことによ り，物件情報だけでなく，多

面的な視野からの住宅地情報を提供することが可能にな

る。もちろんセンターには相談についての守秘義務が発

生するため，地域のコミュニティ団体と の明確な組織上

の切り分けが求められる。

実績が示しているように，現在の住み替え支援策はま

だまだ市民に認知されているとは言い難いc そこで制度
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面での課題を探るとともに認知度を高めるために社会実

験を行ってはどうかお叫。実施主体はNT内各自治会と，

可能であれば沿線住宅地自治会も含んだ共同開催とし，

住宅メーカー，デベロッパー，不動産仲介業者，住宅設

備・情報関連業界，造園業界等の協賛を依頼する。住宅

情報誌，交通事業者，地元自治体， jT I，国土交通省

等にも協力を求める。

時期は，夏祭りあるいは春秋の運動会など，様々なコ

ミュニテイイベントが実施される時期に合わせて，約 1

ヶ月間週末のみの連続開催とする。期間中は最寄り駅お

よびNT各地区を結ぶ巡回パスを運行する。また，住宅

情報誌や車内吊り広告，広報誌などでの広報活動を行う。

イベントとしては， ①ガーデンピジット，②町並みコ

ンクール， ③コミュニティ活動団体の発表会，④周辺ミ

ニツアー， ⑤NT内空地での農産物，特産品販売， ＠中

古住宅フェアなどを同時開催する。また地元自治会やま

ちづくり団体の協力を得て，住民の目から見た周辺ガイ

ドツアーや相談会も行う。提案内容の多くはすでに個別

に実施されているものだが，各実施主体が連携してこれ

らを同時期に開催することによって情報発信力が高ま

り，居住者，購入希望者，仲介業者らのニーズとシーズ

をうまく組み合わせられるのではないか。

5. エリアマネジメントの模索

5.1 住宅地のエリアマネジメントとは

前節までの様々な提案の実施主体は，原則的には地域

住民であることが望ましいが 行政との連携が不可欠に

なる。基礎自治体においても ，行財政改革やスモールガ

パメント実現の掛け声のもと，地域のマネジメントのあ

る部分を地元コミュニテイに移管する動きが活発化しつ

つある伽～ そこで郊外住宅地における住民主体のエリ

アマネジメントの可能性と問題点を，兵庫県宝塚市と三

重県名張市の事例を手掛かりに探ってみる。

( 1 ）宝塚市の例

兵庫県宝塚市は1993年（平成5年）にコミュニテイ課

を設置し，老人会や婦人会など地域で活動している諸国

体を小学校区単位で組織化した「まちづくり協議会Jと，

既存自治会との連携によるコミュニティの活性化を目指

した。まちづくり協議会のあり方や組織体制・運営方法

について，あえて市は基準を設けずに地域の裁量に委ね

た。その結果， 1999年（平成 11年）には宝塚市全体を網

羅する20のまちづくり協議会が組織化され，それぞれが

自主的で独立した団体として活動を行っている。

中山台コミ ュニテイはその lつ，中山台NTにつくら

れたまちづくり協議会である。同NTは昭和4D年代に長

尾山系の南斜面に開発された，中山台，中山桜台，中山

五月台の 3つの住区からなる戸建主体の住宅地である。

1991年 （平成3年）に市内最初のまちづくり協議会が

誕生したが，役員が短期間で交代する自治会と，継続性

があるまちづくり協議会との関係は当初はスムーズでは

なかった。 1995年（平成7年）の阪神・淡路大震災を契

機に，活動の一体化の必要性が理解されるようになり，

自治会を議決機関，まちづくり協議会を執行機関とした

「中山台コミュニティ」が再発足した。自治会が持つ組

織力および会費徴収機能と，まちづくり協議会が持つ自

発的な行動力及び専門性の蓄積とが相乗効果を生み出

し，コミュニテイの理想的な体制として注目された。

具体的な取り組み としてはヤシャブシの伐採，コンサ

ートやお祭りなどの主催，パソコン教室などの様々な生

涯学習講座や講演等を行ってきた。また，兵庫県が取り

組む地域総合型スポーツクラブ事業に協力して，中山桜

台と中山五月台の 2地区にそれぞれスポーツクラブ21と

いう地域スボーツクラブを立ち上げた。福祉活動として

は高齢者を対象とした昼食サービスや，廃園となった幼

稚園や小学校の空き教室などを利用したふれあいサロン

などを運営している。また，子育て支援活動としても地

域内で 7つのグループが活動している。これらの活動の

ほとんどは参加費や利用費を伴い， その収益は地域に還

元されるため，中山台コミュニテイは様々なコミュニテ

イビジネスの受け皿になっている。なお，平成16年度

(2004年度）以降は指定管理者としてコミュニティセン

ターの管理運営を受託している。

このように自主的な地域マネジメント活動の萌芽がみ

られるとはいうものの，まちづくり協議会のいずれもが，

慢性的な入手不足に陥っている。一部住民の献身的な貢

献はあるものの，多くの住民にとって理解しづらいもの

になっている。どのまちづくり協議会もボランテイア的

性質が強く運営面での課題をかかえている。

(2）三重県名張市

三重県名張市では，昭和30年代には市域中央部に広大

な住宅地開発が始まり，桔梗が丘NT （結梗が丘）や名

張学園NT （春日丘）など複数のNTが旧集落と共存し

ている。2008年（平成20年）住民基本台帳ベースで人口

は80,915人，高齢化率はすでに20.2%で，さらに2010年

（平成22年）以降は団塊世代が高齢期に入り加速度的に

高齢化が進む事が懸念されている。

市は財政難のために2003年（平成 15年）に補助金制度

を廃止し，「ゆめづくり地域予算制度j と「名張市ゆめ

づくり地域交付金の交付に関する条例」を制定した。公

民館単位であった14地域にそれぞれ「地域づくり委員会J

を設け，ここに使途の限定のない「ゆめづくり交付金」

を交付して，その管理運用を委ねたc

各地域づくり委員会の活動は，松浦らによると，①防

犯パトロールや環境美化等の地域サービス事業， ①花

壇・公園整備等の空間整備事業，①夏祭りなどの親睦事

業， ④従来から行ってきた資源ごみ回収や敬老の日行事

弓
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等の存続事業，⑤その他事務等に区分される注1• l。 ま た

地区によっては，地域予算以外の財源を確保するために，

他の助成金を受けたり，園芸事業や親睦事業などの収益

事業を行っている。

もともと市内には，区長制度に基づく 160の区があり，

行政情報や地元要望の伝達等の役割を果たしてきた。自

治会はおもに区長制度創設以降に造成されたNTで結成

され，基礎住民自治組織として機能してきた。自治会は

地域の任意団体として扱われ行政との直接の関係はない

が，区が併存している地区においては区長が自治会長を

兼ねている場合が多い。区長制度と自治会制度という 2

つの制度に加えて地域づくり委員会が設立されて，市の

自治構造は三層構造になっている 。

2008年（平成20年）に行った自治会元役員へのヒアリ

ングによると，地域組織が三層構造になったために，住

民が仕組みを理解しづらく住民のまちづくり参加の妨げ

になってしまっていること ，人材を育成するシステムが

ないこと，義務的に役目を負っている自治会役員と自主

的なまちづくり活動を行う団体との意識差が顕在化して

いるという。またゆめづくり交付金は，結果的に人口が

多いNT地区への配分が多くなり，交付金の算出方法国）

についても疑問視する声が上がっている。

5.2 体制づくりの可能性

N Tのマネジメントの一部を地元住民に移管する試み

として， 2つの事例に共通する課題は，人材不足と多様

な地域組織の連携不足である。地域に複数の自治組織が

存在していて，体制的には連携iするようになっているが，

意識や体制の差，役員任期の違いによる継続性の差が真

のj車携を困難にしている。

住民の裁量に地域自治を委ねるとはいうものの，財政

難の行政が管理運営を一部の住民に移管してしまったと

批判する住民もいる。 人材の確保は重要な課題であり，

不安定なまちづくり組織に，今後さらに複雑な問題を抱

えていく NTのマネシメントをこのまま全て委ねてしま

うことに限界を感じる関係者も少なくない。持続可能な

郊外コミュニティを育てるためには，住民主導のエリア

マネジメント体制の樹立が必要とはいうものの，一部住

民の善意に頼るのではなく，より組織化された住民組織

と行政との協働の体制確立が必要である。

6 居住地再編の方向性

6.1 まちなか居住との接合

郊外居住は，往々にして都心居住と対比的に扱われる。

円仰いという近代文明の所産は，都市の成長拡大を前

提としており，都心との対比のもとでその役割と魅力が

語られてきた 。本論では，成熟期の郊外モデルが求めら

れていることを論じてきたが 様守な研究者たちの事例

口。つ白

紹介の蓄積から見えてきたのは，成熟期の多くの郊外住

宅地に必要なのは，「まちなか居住」の要素を加味する

ことではないかということである。

まちなか居住の魅力とは，っきつめれば「多様で選択

性のある都市機能への近接性と棺互補完的なコミュニテ

ィjの魅力と言い換えられる。前節までに述べてきた郊

外居住の持続性獲得の政策提案についても，継承されて

きた地域コミュニテイと類似の質のものを，いかにすれ

ば郊外居住に導入できるかを考えたものであるc

すべての郊外が同様の方法でまちなか居住の要素を加

味できるわけではない。疎住都市のイメージを受け入れ

ながら，「多様で選択性のある都市機能への近接性」を

確保することは，情報・流通ネットワークの充実で，あ

る程度は可能で、あろう 。相互補完的なコミュニテイの成

立には，自助努力とともに行政のサポートが求められる。

もちろん戦前から存在する「ユートピアとしての郊タト」

は，少数派ではあるが，今後とも存続するものと考えら

れる。このように郊外自身が今後さら に多様化しながら，

それぞれ存続の可能性を探ることになる。

6.2 都心・旧集落との共生

このことは都心居住の将来像を探るうえでも重要であ

る。地価下落傾向のもとで，都心回帰の動きが活発であ

るとは言うものの，そのモデルとしては超高層のタワー

マンションしかイメ ージされないでいる。そのタワーマ

ンションにしても，関西の場合は，どのような実需に基

づいているのか不明である。郊外からの住み替え層なの

か，単身者層なのか，一般ファミリ一層なのか，ぞれと

も高額所得層の資産保全なのか。おそらくはこれらのい

ずれもが絡’み合っているのだろうが，その混在が新たな

課題を内包させている。近隣コミュニティとの断絶はも

とより，同一マンション内での所得やライフスタイル格

差が日常のコミュニケーシヨンを妨げ，修繕や建て替え

時の合意形成を困難にする。

都心居住には本来，タワーマンション以外にも様今な

形態があるはずである。低層で高密度に暮らす町家居住

や長屋居住はもちろん，オフィスなどのコンパージョン，

併用住宅による職住一体的な居住にも多様なパリエーシ

ョンがある。郊外主要駅前でのマンション建設は，駅前

居住という新たな概念を成立させつつある。

都心居住の表層的かっ一元的な理解を改め，その多様

性とコミュニティ形成に対する考え方を示すとともに

持続可能なマネシメントの仕組みを検討しなければなら

なし、。言い換えれば，都心居住と郊外居住の対立点ばか

りを示すのではなく，共通点を示すことによって，相互

の流動性や共存可能性を示す必要があるということであ

る。これを開発時期や規模，位置が異なる多線な郊外居

住のそれぞれと比較検討したうえで，共通点と補完しう
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る差異を確認する。

田園地域居住の可能性についても，再検討する必要が

ある。農村集落の維持や，秩序ある開発を誘導するため

に，市街化調整区域の回固まちづくりの在り方が検討課

題として浮上している。たとえば都市計画法34条12号に

もとづく「開発許可の弾力的運用Jによって，市街化促

進の恐れのないものについては，都道府県の定めに従っ

て開発許可基準を緩和することができるようになった。

兵庫県では「特別指定区域」と呼んで，たとえば加古川

では手続きや基準を条例で定め，住民参加の田閤まちづ

くりを推進している。集落ごとにまちづくり協議会を設

立し，アドパイザーを派遣したり，ワークショッブを行

うなどして，「まちづくり方針jと「地区土地利用計画」

からなる「田園まちづくり計画」を作成し、これにもと

づいて，「特別指定区域」を指定する。 これは集落の担

い手不足を解消するために，調整区域に新規居住者が家

を建てられるための制度であり，開発許可に関わること

だけでなく，農業，福祉， コミュニティなど多様な分野

の問題を取りヒげ，地域で取り組むべき課題として盛り

込むことをめざしている。集落レベルで総合計画と都市

計阿マスタープランとを，地区住民の選択によって， 一

体的な構想としてとらえることが可能であるO

このように，都心部においても，農村部においても，

新しい居住スタイルの構築とそれをささえる制度設計

が，大きな課題となっている。都心，郊外，田園地帯を

明確に区分して別々の論理でコントロールするのではな

く，これらを連続的にとらえ その中に郊外居住のバリ

エーションを位置づけることが望ましい。

6.3 ネットワーク居住の可能性

言うまでもなく，国の総人口減少によって住宅の総需

要は抑制される。世帯当たり家族数の減少がかろうじて

世；帯数の増加を支えており そのことが住宅需要を引き

続き増大させるように見えるが，彼らはすでにどこかの

家に住んでいて，しかもその多くは今後「相続すべき親

の家Jを持つことになる。「どこに住むべきか」は「今

（親）の住まいをどうするかJとともに考える必要性が

ある。移住・住み替えに関する現在の諸制度は，いずれ

も生存する高齢者の主体性を前提としたものである。今

後は，相続をした子供たちの選択と意思決定を支援する

制度が必要になるだろう 。

新規需要が減少する中で残された可能性は，住宅の質

を向上または転換することである。質の向上とは， l人

当たりの面積を拡大することや，構造，設備の向上をは

かることだけではない。複数の住まい方を経験すること

すなわち 2地域居住やネットワーク居住を実現すること

である。これは各方面で提案されてはいるものの，まだ

アイデアの域を超えてはいない。それぞれの居住スタイ

Q
d
 

q
L
 

ルの魅力と課題を明確にしたうえで，組み合わせること

の効果を具体的に示す必要がある。 しかもそれらの差異

をことさら対比するのではなく，共通性・連続性を意識

する必要がある。日常性と非日常性とが対比されるので

はなく，連続した日常性のなかに，多様な非日常的魅力

が用意されるということである。

ネットワーク居住の実践者は，それぞれのコミュニテ

イにおいて税負担，地域活動，維持管理等の面で責任あ

る行動が求められる。複数の地域またはコミュニティと

まったく別の関係や責任を持つことは多くの市民にとっ

ては負担が大きい。

これを解決するには，すでに何らかの関係，思い入れ

のあるところとのネットワークが有効である。親子問，

知人間のネットワークも活用するという意味で，生まれ

育った故郷（郊外の場合も都心の場合もある）との共生

がもっとも現実的であろう 伽）。

ただし l人の市民が同時に複数の住宅をマネジメント

することは時間的にも経済的にも困難な点が多い。そこ

で複数の市民が複数の住宅のマネジメントにかかわると

いう、利用権をシェアする会員制のリゾー トマンション

のようなシステムが必要かもしれない。

こうしたシステムの推進母体として一般市民や団地の

自治会が直接かかわるのは困難である。個々の住宅地レ

ベルでは前節で述べたようなエリアマネジメントに注力

することが優先されるだろうが，都市圏全体の再編につ

なげるのであれば，デベロ yパーや住宅仲介業者，交通

事業者あるいは観光事業者などの役割が重要になる。特

に交通事業者はネットワ ーク居住によって交通需要が発

生するとともに，沿線のプランド力の向上に大きな役割

をはたすため，中心的な役割が期待される。

このような努力をしたとはしても，都市圏全域で考え

れば，一部の縮減は不可避である。そうしたところでは

撤退のシナリオを描いたり，土地を低密度に利用し低密

度に暮らしたりする方法を探る必要がある。郊外の本来

の魅力を理解する中で，農村的土地利用の可能性まで検

討する必要が生まれる場合もあるだろう。

最も避けるべきは，市場原理のみに委ねて，引き続き

野放図な低密度開発や人気住宅地の土地細分化，マネジ

メントを無視したタワーマンション建設などを続けるこ

とである。足による投票のみに委ねることは，結局住環

境を悪化させ，資産価値を下げてしまう。自分たちが退

場する前に，自分たちで町を支え，次代に引き渡す努力

が必要である。

＜注；＞

注I) 角野（2000' 2006）等による 。

注2) 原田他（2006）等

注3) 石川他（2008）等

注4) 角野（2003) pp34 -3 6 
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注5) たとえば柴田他（2001）によると，開発後10年以内

に203区画中107区画で増築があった。 さらにその後

は増築よりも建て替えが主流となった。

注6) 角野 （2000）では，帝塚山，六麓荘，甲子園，桜井

などの変容実態を一部紹介している。

注7) 小浦他（2002) 

注8) 昭和 12年に阪急が分譲した武庫之荘は，平均敷地規

模が100坪程度であるが，ミニ開発よりも小規模な

集合住宅化が進んでいる。これに対して浜甲子園健

康住宅地（昭和5年分譲）の場合は， ミニ開発化が

主流である。角野（2003, p.36）。

注9) たとえば武庫之荘では，駅前を流れる小川に 17の小

橋がかけられ，独特の景観を呈していたが，駅前の

小橋は沿道の店舗に占有されてしまっている。一方，

岡本の場合は，戦後学生街として発展した経緯もあ

り，駅南側は商業地となっている。角野（2003, 

p.36）。

注10）鳴海らは，子供たちが出て行った後に 改造や増築す

る高齢者の住まいを，「架空家族を待つ家」と呼ん

だ。鳴海（1987) pp.155ー159. また羽曳野市の事例

では，昭和39年に居住を開始した住宅地において，

すでに平成12年時点で633世帯中 201世帯が高齢者を

含む夫婦のみまたは高齢単身者である。浅野他（2001）。

注ll）角野（2003)pp36 -3 7を要約したものである。

注12）角野（2006)

注目）たとえば兵庫県立有馬富士公園は三田市の郊外ニユ

ータウンに近接しており，新｜日住民を対象にした様

々な市民参加プログラムを実施しているの

注14）阪神北地域ニュータウン再生研究会（2006) pp.42 

-16 

注15）向上pp.65-66

注 16）向上pp.68

注17）堤可奈子他（2007)

注18）松浦健治郎｛也 （2008)

注19)l-l地区への交付金は， CD均等割（予算総額5.0 0 0万

円× 30%で14地域）むを人口割（予算総額5β00万円

×70%×地域の人口 市の総人口）の合計金額と定め

ら ~l ている、

注20）地方都市におけるネ y トワーク居住については，山

下（2006）らの報告がある A
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