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コンパクトシティにおける郊外居住の持続可能性とは

北原 啓司

（弘前大学樹受）

コンパクトシティと「まちなか厨主」とは密接な関係にあることから、郊外住宅地の将来像を描かぬまま「縮•jfu を形式泊句に進めよ

うとする地方都市が見受けられる。真のコンパクトシティとは、ライフステージに対応する形で、都市内部で厨主の濁R肢を持てるこ

とが条件であり、しかもそれは、単純に中心部の集合住宅と郊外住宅地の戸建て住宅とを対象と した住み替え施策で対応できるもので

はない。ライフステージに応じた住宅選好の図式をスクランプ、ルさせるような発想と、住民が主体となって地域をマネジメントしてい

く発想があって初めて、郊外住宅地の持続可能性を議論することができ、それこそが真のコンパクトシティなのである。

キーワード： 1）まちなか居住， 2）郊州主宅地， 3）コンパクトシティ，4）住み替え， 5）捌或マネジメント
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1. コンパク トシティと 「まちなか居住」

そもそも私たちは、 何故、 「まちなか居住」という現

象に期待をかけなければならなくなったのか。そこから

本論を始めたい。

1980年代に、我々の上の世代が求めたものは、豊か

な住環境を備えた住宅であった。単に広い家があるだけ

では意味がない。 「庭付き一戸建てj としづ表現がポピ

ュラーになり、猫の額程度の庭よりは、例え通勤時間が

かかっても、子どもとキャッチボールがで、きて、天気の

いい休日にはバーベキューができる、緑豊かな広い庭が

欲しい。英国で誕生した「アメニティ」という概念が、

住環境という言葉と一緒に使われることが多くなった

1980年代は、実は都心からの遠隔地への住宅地の拡大

をそのような言葉が正当化する時代であったと言っても

よい。

一方で、そのような時代の「まちなか居住」は、商業

従事者をのぞいては、仕事の勤務形態が終電に間に合わ

ない等の、やむを得ず都心部に住まざるを得ない人々

（牛見章は、これを居住立地限定階層と名付けた）、そ

して、 「アメニティ」豊かな郊外住宅地にすぐには転居

できない収入階層がとりあえず過ごす居住形態であると

見なされていたのである。

それが、今世紀になって、突然、風向きが変わった。

その要因が、居住とは全く次元の異なる、中心市街地の

衰退にあったことを、今さら説明するまでもないであろ

う。 住宅地が郊外にどんどん拡がっていた 80年代には、

中心市街地は、横浜や仙台に見られるようなショッピン

グモーノレを次々と生み出しながら、＜歩いてもらってお

金を使ってもらう街＞として存在感を増していった。歩

いてもらうついでに、買い物もしてもらおうといったゆ

とりのある発想は、商業地の外部空間を豊かにし、次第

に中心市街地は、居住とはかけ離れた非日常的空間に変

貌していくこととなる。

一方、 90年代のパブ、ル崩壊は、そのようなゆとりあ

る発想から、とにかく効率的に収入を得るというスタイ

ルへと商業者の志向を転換させてしまうのであった。そ

れは、結果的に＜集まってもらって、一気にお金を使っ

てもらう街＞を目標に、大規模駐車場を内包した、複合
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再開発ビノレの建設を後押しすることになった。一方で、

そのよう な巨大な「クジラ」の出現に伴って、 中心商店

街をこれまで支えてきた古くからの専門店が、 「イルカj

のように活き活きと賢く泳ぎ回る姿は、次第に見られな

くなってしまったのである。しかも、大規模駐車場の偏

重は、都心部に比べて大規模な駐車場を自由に、しかも

無料駐車場として設置することができる郊外型のショッ

ピングセンターの存在感を、かえって大きくさせてしま

うだけであった。

21世紀に入って、中心市街地活性化の最後の切り 札

として期待されることとなったのが、 「まちなか居住J

である。＜住んでもらってお金を使ってもらう街＞。90

年代に目指したような都心部の再開発によって、郊外か

らの集客を期待した大駐車場をつくっても、郊外ショッ

ピングセンターには勝てるわけがない。それなら、まち

なかに居住する人々に、生活のついでに（つ）、買い物

してもらおう。ごく当たり前の発想、であるとも言えよう。

しかし、ここに大きな問題が存在している。地方都市

の商業関係者たちは、 「まちなか居住」を中心市街地活

性化の必要十分条件として、過大な期待をかけすぎてし

まったのであった。たしかに、街なかに居住する人々が

増えることによって、中心市街地でお金を使ってもらう

機会は確実に増えることになる。人通りの少なかった中

心市街地の歩道に、賑やかさが戻ってくる可能性もある。

しかし、 f元気な中心市街地には、そこに住みたいと考

える人々がし、る」は真と定義できても、 「街なかに住む

人がし、れば、中心市街地は元気になる」は偽と定義する

しかない。

しかし、そのような本質には敢えて気づかないふり

をして、集合住宅の供給者は、地方都市に次々とまち

なかマンションを供給し続けてきている。これまであま

り集合住宅需要が顕在化していなかった地方都市に対し

て、ここ数年、積極的に開発攻勢をかけ続けている。

「まちなか居住」の進展により中心市街地が活性化す

ると思いたい地元の商業者は、それを傍目で見ながら、

その割には売り上げが増えないという悩みを誰にも言え

ずにいるはずである。 「まちなか居住」の名の下に、地

方都市でもマンションが売れる時代になった、というだ

けなのである。かつて私が文章を書かせていただいた雑

誌で、担当編集者は、このような地方都市でのマンショ

ン建設ブームを、 “こじつけ”の 「まちなか居住」と表

現した。その思い切った表現に驚いた私で、あったが、的

確な表現であろう。

とは言え、けして集合住宅供給者たちが悪いわけでは

ない。企業の論理としては、当然の選択であろう。それ

よりは、企業論理で生み出された「まちなか居住」を、

あたかも中心市街地を救う救世主のように安直に捉えて

しまっている中心市街地の関係者に問題があるように思

えてならない。

一方で、、 住宅行政の担当者の側にも問題がある。90

年代後半から 21世紀にかけて全国各地で策定されて住

宅マスタープランの中心テーマの一つに、確実に「まち

なか居住」は位置づけられていた。そのこと自体は、何

の問題も無い。しかし、それさえやっておけば、 他に問

題はないだろうと考えているとしたら、この「まちなか

居住」ブームを静観している住宅行政担当者の罪は、意

外に大きいと言わざるを得ない。

そしてこのブームに拍車をかけてしまっているのが、

「少子高齢社会」としづ時代である。核家族化が進み、

団塊の世代よりも年上の高齢者たちには、もはや子供夫

婦や孫たちと同居するための住宅の必要性が希薄になり

つつある。雪国では高齢者にとって大変な作業になる雪

かたづけがある。他の諸々のマネジメントが体力の衰え

と反比例するように次第に困難になっていくことになる。

そこで登場するまちなかの新築マンションは、まさに救

いの神であったのかもしれない。

しかし、敢えて厳しい言い方をすれば、 中心市街地活

性化にかこつけて、 「まちなか居住j は、高齢者世帯に

無理強いをしてきてはいないだろ うか。 住宅ローンを払

い終えて、ゆっくりと余生を楽しもうと思っている人々

から多額の現金を吸収して、果たしてそれに見合うだけ

の幸せな生活を街なかに担保できているのか。

そして最後に、最も問題であると思うことは、コンパ

クトシティ政策の誤解が生み出す事象である。

そもそもコンパクトシティ政策には、二つの反論が存

在している。一つは、郊外地域で未だに開発を志向しよ

うとしている人々からの反論である。何故自分たちの開

発を抑制しようとするのか、何故このような不景気な社

会であるにもあるにも関わらず、規制緩和をしてもらえ

ないのか。自動車社会であることをいいことに、都市と

農村部との中間のグレイゾーンに大型商業施設を建設す

るのが何故悪いのか。新幹線の新駅や高速道路のインタ

ーチチェンジのそばに新たな開発を志向して何の問題が

あるというのか。このような人々は、コンパクトシティ

政策に反旗を突きつける。

しかしこのような反論に対しては、都市計画法の改正

等により、ある程度の対抗策が可能となってきている。

すなわちこれ以上の拡大を阻止することは、なんとか確

保されているのである。そもそも、その原因は、コンパ

クトシティを＜縮める都市計画＞だと短絡的に理解して

しまっている人々に問題があると言わざるを得ない。

しかし、二つ目の反論は、より深刻であると言わざる

を得ない。しかも、それは本論の後半の核心である郊外

居住者にも関わる問題である。この反論を突きつける

人々は、前者のように開発行為を実施したいと考える

人々ではない。市民という名のサイレント ・マジョリテ
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ィである。そして、地方都市の場合には、中心市街地の

商業関係者と対立する周辺部の農業関係者という縮図に

もつながる。

「周辺部に大規模店舗をつくれば、便利になるじゃな

いか」、 「うちの団地には、もう除雪車は来ないのでは

ないだろうかj 、 「何故、息子が継いでくれないという

農地を転用させてくれないのかJ、 「商店街ばかり支援

して農業関係者には帰省だらけではないのか」。

そんな疑問や不満は、確実に蓄積されてきている。何

故そのような現象が生み出されてしまうのか。それは、

地方都市の都市政策担当者が本当の意味でのコンパクト

シティ論を十分理解しないままに、 「まちなか居住」を

始めとするわかりやすい関連手法のみに奔走してしまっ

てきたことのツケに他ならないのである。

このような薄っぺらい論理は、自分や家族の将来がか

かっている農業従事者や郊外居住者に対しては、何の説

得力も持ち得ない。今こそ、本当に地方都市で必要なコ

ンパクトシティ論を整理しておく必要があるのではない

だろうか。

2.真のコンパクトシティとの姿とは

ここでは、コンパクトシティの話をしてみたい。それ

は、先述のように、これを多分に誤解している人々がい

るからである。一方で、それを知っていながらビジネス

に活用しようとしている人々も結構いるからである。

そもそもコンパクトという言葉自体が一人歩きしてし

まっている。今さら都市の形態を縮めることなど不可能

なはずなのに、 「縮退都市」などと訳すのが一般的にな

ってしまっている。これからの都市計画の中心コンセプ

卜に、＜縮む＞とかく退く＞などというネガティブな言

葉を使っていいのかという気がする。

“smart shrink，，という表現もよく使われる。shrinlく

という単語には、もちろん 「縮む」という意味がある。

しかし、米国でこの言葉を使用する時、むしろ形態的な

縮小というよりも、 「尻込みする、ひるむ、恐れる、避

ける」といった意味でとられることが通常であるという

事実を知った上で、この言葉の使い方を検討した方がし、

いと思うのである。

自分の住んでいる都市の将来イメージを聞かれた時に、

「尻込みする都市です」などと答える人はいない。かつ

て米国で成長管理施策が登場した時に用いられた言葉は、

“smart growth”であったはずである。 「賢く成長するJ

という意味であれば納得できる。まさに成長をマネジメ

ントしてし、く発想である。しかし、 「賢く縮む」という

表現は、ほとんどの人々に理解してもらえない表現であ

ると言わざるを得ない。

賢く成長するとしづ発想、の本質には、 “sustainable 

development，，という考え方が存在しているはずである。

growthという拡大概念だからこそ、そこに smartな思

考が求められるのではないか。それを、 「賢く縮退するJ

としづ解釈で市民に説明するとすれば、それは、これま

での都市成長の歴史を全く評価しない、ある意味で冷た

い都市戦略に見えてしまっても仕方がないのである。

そんなこともあって、私はコンパクトシティを日本語

で表現する時に、 「成熟都市」としづ表現を使うように

している。津軽に居を移したことが、その大きな要因に

なっている気もする。リンゴはただ実が大きくなってい

くだけではおいしいリンゴにはなり得ない。大きく成長

した後に、実が熟していくプロセスがなければならない

のである。ニューヨークをビッグ・アップルと称したの

とは若干意味は異なるが、まさに現代の都市は、成長を

続けてこれ以上大きくなる必要がなくなっているにもか

かわらず、成長を目指し、いつの間にか味の薄いスカス

カのリンゴになってしまっているのである。蜜のたっぷ

り入った完熟リンゴ。そのイメージでコンパクトシティ

を捉えるべきなのである。

だから、コンパクトシティ＝中心市街地の活性化とい

う単純な図式はそもそも存在していない。都市全体をマ

ネジメントする観点から、どのように力を注ぐことがそ

の都市の成熟につながっていくのかを考えなければなら

ない。 「まちなか居住」は、その一つの有効な戦略には

なっても、コンパクトシティの必要十分条件にはならな

いはずである。

「成長都市」の時代、公営や公団の集合住宅は、大量

の住戸を低家賃で供給するという目的から、都心からは

かなり離れた地価の安い遠隔地につくられることが多か

った。そして、その居住者への公共サービスの必要性か

ら、各都市の公共施設は次第に郊外に配置されるように

なっていくことになる。またその近辺には、各自治体の

供給公社による住宅地が分譲され、賃貸住宅から持家に

転居するという人生の目標像を、賃貸住宅居住者に自の

前で見せ続けてきた。

一方で、マンションは、その利便性を武器に中心市街地

に次々と登場していった。そして、まだ、マンションを所

有するには早いと考える層は、都心の賃貸住宅に面積を

犠牲にしながら住むしかなかった。そしていつの日か、

賃貸居住者から区分所有者にシフトすることを夢見て、

働き続けた。

かくして、郊外の戸建て住宅に住む世帯、公共賃貸住

宅に住む世帯、中心部のマンションに住む世帯、賃貸集

合住宅に住む世帯。それぞれが立地と住宅規模と家賃と

の相関関係によって棲み分けられてきた様相こそ、地方

都市の居住に関わる典型的な特徴であると言ってよい。

コンパクトシティに必要なマネジメントの発想は、こ

の棲み分けの様相を、今一度スクランブ、ルさせることに

あるのではないか。リセットではない。もちろん、今回
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の東日本大地震による大津波の被害を受けた岩手 ・宮

城・福島・茨城等の沿岸地域の幾つかの街は、リセット

と言わざるを得ない状況に追い込まれている。それで、も、

生活や文化の痕跡を、復興計画に何とか活かせないか、

真剣に考えている人々がし、るはずである。

コンパクトシティが必要としているスクランプノレの視

点は、ライフステージという考え方にリンクするものと

して理解して欲しい。個々の世帯のライフステージに対

応可能な居住空間を考える場合、空間で世帯を分けてい

くのではなく、時期で空間を選択していくという発想が

必要になってくる。

とはいえ、これまでも時期で空間を選択していく発想

は存在していた。 しかしそのシナリオは不可逆的なもの

であり、先人はそれを「住宅成り上がり双六」と表現し

たのであった。結婚した若夫婦が公営住宅に入居する。

子ども成長して行くにつれてやや規模の大きい民間賃貸

住宅を選択し、何とか 40代前半までには戸建て住宅を

取得する。ゴールに到達した世帯は、それを老後の保証

として所有し続けてし、く。

ここでいうスクランプツレとは、そのような不動産の所

有と継承といった考え方をいったん認めた上で、 可逆的

事象として再定義し直すことである。一戸建て持家を取

得した世帯は、何故、そのまま住宅を持ち続けなければ

ならないのか。持家から借家に移るというのはポジティ

ブな阿事業としては捉えてもらえないのか。そんな偏見

や先入観をドラスティックに払拭する新たな価値観が成

立しなければ、真のコンパク トシティは成立し得ないの

ではないか。

先述の「住宅上がり双六」には、このような選択肢が

生まれてくることになる。結婚した若夫婦が公営住宅に

入居する。そして、子どもが小学校に入る直前に、郊外

の中古戸建て住宅を取得する。住宅費用はかかるものの、

子どもを育てるための住環境の豊かさを考慮すれば、け

して高くはないと自分に言い聞かせる。 しかし、その子

どもたちが成長して住宅を離れることになる。大きな空

聞を持て余すことになった初老夫婦は、まだまだ、人の

世話にならなくても都市的生活を満喫できそうだと考え

て、まちなかの賃貸マンションに転居する。それまでの

住宅はリフォームをして不動産屋を通じて賃貸住宅とし

て活用する。一人世帯となり、ある程度の介護が必要と

なる場合には、高齢者優良賃貸住宅を経て、最終的に優

良老人ホームへとシフトしていくこともあり得る。

この選択肢に、 「不動産の所有＝人生の目標j という

図式は存在していない。それぞれのライフステージに対

応させながら、上手に空間を使いこなしていく 。そんな

考え方こそが、ストックの時代に、そしてコンパクトシ

ティにおいて必要とされている居住観なのである。

集合住宅に始まって、集合住宅で人生を終える。我々

の上の世代には到底受け入れられなかった居住観であろ

う。しかし、この考え方は非常に合理的である。不動産

価値の上昇を人生の成功と置き換えて進められてきた経

済神話が忽然と姿を消した以上、多様な不動産をライフ

ステージに合わせながら自由に活用してし、く発想を、 一

つの家族単位で、持つことこそ、コンパクトシティに必要

とされるまちなか居住の根底を支える、重要な戦略とな

ると言えそうである。

そこに、本稿の本来のテーマである郊外住宅地の持続

可能性の問題が浮かび上がってくるのである。

3.郊外居住の行く末

90年代にEUが緑書で提起した持続可能な都市の姿

が、①自動車による環境汚染の防止、②緑地を対象にし

た新たな開発の抑制、 ③歴史的文化財の保全、④都市の

持続的な経済発展であったことはよく知られている話で

ある。 この 4本柱を現実的に実行していこうとすれば、

それは、やみくもに拡大を図らずに、ストックを十分に

活用して、なおかつ自動車への過大な依存から決別した

ライフスタイルを選択で、きる都市であり、そしてそれは

経済の縮減を意図するのではなく 、持続可能な経済発展

を伴うものでなければならないということになる。

つまり、コンパクトシティは、郊外居住を非として、

今後何年かかるかわからないが、郊外居住者を街なかに

住み替えさせて、できるだけコンパクトな都市にしてい

こう、などという考え方ではないのである。地価の高騰

や旧来からの権利関係の複雑さの解消から逃避する形で、

対応が容易な郊外の土地に精力を注ぎ続けてきたこれま

での都市計画を、既成市街地の再編集による都市のマネ

ジメン ト戦略に移行させ、郊外地域と中心地域と をライ

フステージの中で上手に使い分けることが可能な、すな

わち選択肢がしっかり用意された都市を目指していくと

いうことなのではないか。

私自身、 10年以上前にコンパクトシティとしづ言葉

と出会った時には、郊外に拡がった居住者を市街地内部

に吸収するような新たな住宅政策の必要性を第一に思い

浮かべたのであった。 しかし、ここ数年の調査によって

得られた結果から、郊外と中心市街地の共存としづ形態

でのコンパクトシティの考え方にたどり着いた。

そのような確信を持つようになったきっかけは、次頁

のグラフである（図 1）。平成 18年に実施した青森市

におけるアンケー卜調査結果から作成したこのグラフは、

調査時点以前5年以内に青森市の中心市街地に建設され

たマンションに転居してきた世帯の内、従前住居が戸建

て持家で、あったサンプルだ、けを抽出して、従前住居の処

分方法について問うたものである。

敢えて街なかのマンションを取得した世帯のうち、従

前住宅を運良く転売ができずに、やむなくそのまま保有

po 
円
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。覧 10覧 20指 30% 40% 50% 60% 70% SOS 90% I 00% 

30車代以下

40車代

50車代

60車代

70車代以上

固とりあえず、そのままにしてある ・息子夫婦や兄弟など、他の章旗に住んでもらっている

口転売または貫貰したいが、そのままの技睦である ロ転暫した

白骨軍として他人に貰している ロその他

図 1 青森中心市街地内のマンション

転居者の従前所有住宅の処分

（平成 18年度都市再生モデル調査より）

している世帯、あるいはそもそも転売する気など無く、

とりあえず保有してしまっている世帯を合計すると、

30%を超える世帯が、住居を結果的に 2つ同時に所有

していることになる。

もちろん、 「とりあえず、そのままにしている」とい

う回答の背景には、いずれ自分の建てた住宅に戻りたい

としづ意識や、離れた地域に居住する直系親族が将来的

に戻ってくるかもしれないという淡い期待が存在してい

るはずである。 “とりあえず”という表現は、まさに先

の見えない辛い状況を物語るものであろう。そのままに

していても、何ら状況に変化は生じない可能性が非常に

高いなかで、 ［とりあえずそのままにしている］しかな

いのである。そしてそれは、潜在的な空き家が郊外住宅

地に次々に生まれていることを物語っているのである。

この調査結果は、大きく二つの問題を苧んでいると思

われる。一つは、残してきた住宅、すなわち従前住宅の

実質的な空き家化がもたらす郊外住宅地の衰退である。

居住人口の減少に伴い、公共施設配置のバランスが崩れ

始め、公共交通サービスのレベルは自ずと低下すること

になる。人が集まる「場所」を持ち得ない、まさに文字

通りの閑静な住宅地となってしまう。

一方で、二つめの問題は、地方都市の中心市街地内部

に、郊外住宅地からの転居者たちは自分たちの「場所」

を持ち得るかという点である。空間的接触を意識的にコ

ントロールした都心部のマンションに郊外住宅地から転

居してきた高齢者にとって、他人とのコミュニケーショ

ンを図る機会は、自動的に飛び込んでくるものではない

はずである。 「定期的に前住地の戸建て住宅に戻り、既

知の隣人たちと茶飲み話をしてくることが一番の楽しみ

である」という回答が、アンケート票最後の自由記述欄

にあったことが、極めて印象的で、あった。

終の棲家を「まちなか居住」にシフトさせて強い覚悟

で移住してきた高齢者世帯を犠牲にする形でこのような

「まちなか居住」を切り札に、中心市街地にテコ入れ

をしている最中に、実は周辺住宅地の空洞化が同時に進

行しているという事実を、 “こじつけ”の「まちなか居

住」は、敢えて問題にしてこなかった。しかし、我々が

本当に目指すコンパクトシティとは、けして郊外居住の

否定ではない。世帯の成長・成熟にともなうライフステ

ージに対応して選択するこ とが可能な答えを、都市の中

に如何に豊かに用意できるかどうかということである。

にもかかわらず、まるで中心市街地活性化の犠牲のよう

に郊外住宅地が薄くなっていくとすれば、その解決無く

して、地方都市の持続可能性は語れない。

ましてや現在の緊縮財政は、郊外居住者にとってまず

まず住みにくい時代の都市政策を推し進めることにつな

がってし、く。例えば豪雪で有名な青森市では、積雪時に

除雪車が稼働する市内の全ての道路の合計距離は、青森

から岡山までの距離に相当するという。前市長は、コン

パクトシティを中心コンセプトに据えた理由を問われる

と、決まってこの除雪費用のことを口にされた。それを

聞いている市民の中に、除雪費用を圧縮するために、コ

ンパクトシティ戦略を推進するという単純な誤解が生ま

れてしまう。あるいはまた、市バスの路線を再編すると

いう局面で、乗降客の少ない郊外部への路線が削減され

ることになると、郊外部が切り捨てられるような印象が

ますます増大していくことになる。そしてそれは、都市

政策に対する反発に変わっていってしまう。

地域の学校が統廃合されたり、文化施設の機能が縮小

されたり、しだいに地域の魅力が低下していく中で、

「それなら、まちなかのマンションもありかJといった

考えが生まれることになる。それが昨今のまちなか居住

ブームの一つの要因にもなっているのである。しかし本

来生活したいのは長く住み続けてきた郊外住宅地のはず

である。そのことが、従前住宅を手放しにくい状況を生

み出している。すなわち、まちなかのマンションが郊外

居住者の流動化を誘引していながらも、郊外部の住宅ス

トックの流動化は必ずしも進んでし、かないことになる。

コンパクトシティ政策の大きな目的に、中心市街地の

不動産を如何に流動化させるかというポイントがある。

しかし一方で、都市全体を考えた場合に、郊外部の住宅

ストックを同様に流動化させることも大きな課題になる

はずである、

とはし、え、地方都市の郊外居住者に、せっかく所有し

た住宅を手放すということのメリッ 卜を自分に言い聞か

せることのできる人々はほとんど存在していない。その

ような状況下で、インセンティブとなるような住み替え

施策に注目が集まっているのである。

住み替えが促進されていく姿は、けっしてコンパクトシ 4.住み替え支援は、地方都市の郊外を救うか

ティが目指す姿ではないはずである。 マイホーム取得を人生の一種のゴーノレとする住宅政策
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を推進してきた我が国にとって、住み替え政策をしてい

くということは非常に大きな方向転換になると思われる。

そもそも、持家政策の中では、住宅を持つことを想定し

ていたとしても、その住宅をいずれ住み替えるというこ

となど想定外であった。住宅を取得した国民のアフター

ケアなどこれまでの国の住宅政策にとっては大きな課題

とはなり得なかったのである。むしろ、持たせることに

奔走した。私が 1994年に弘前大学に赴任して、その時

に委員として参加 した青森県住宅マスタープラン策定委

員会で最初に配布された委員会資料に、賃貸住宅政策の

項は全くなかった。

それが、いま中心市街地活性化に伴う「まちなか居住」

施策と呼応する形で、住み替え支援施策の必要性が急逮

クローズアップすることになったのである。

最初にそれを明らかにしたのは、東急電鉄の「ア ・

ラ ・イエ」であった。

東急田園都市線沿線でかつて自ら分譲した住宅や土地

を買い取り、若年世帯向けにリフォームして再分譲する

事業に乗り出した東急電鉄の記事が、朝日新聞の一面記

事に載ったのは画期的であった（図 2）。他に緊急のニ

ューズがなかったとは言え、このような事象が日本を代

表する新聞の トップ記事として掲載されるというのは、

あまり考えられないことで、あった。

すぐに、東急電鉄へのヒアリング調査を実施してこの

住み替えプロジェクトの内容について資料等を用いてご

説明いただいた。

開発開始から 50年が経過し、当初はテレビドラマの

舞台にもなってもてはやされた高級住宅地のブランドイ

メージを維持すべく、街並みを守りつつ若い世帯を誘致
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するという戦略である。 「ア ・ラ・イエj とは実は、

「新家Jも読みをややフランス語風にしゃれた感覚で表

記したものである。最初に築 10年以上の住宅に居住す

る世帯から住宅を最大 500万円で買い取る。そしてそれ

に最新の住宅設備を取り入れ、リビングを拡大するなど

のリフォームを加え、完成後は土地所有者である従前居

住者と共同で土地建物を子育て世帯に販売するという方

式である。なお、仮に販売できなかった場合には、東急

電鉄が土地を買い取ることになっており 、従前居住者と

してはリスクがない方式である。

新築物件よりは 500～1000万円程度安くなるというこ

とをメリッ トに進めた施策である。実際にこの方法で土

地建物を転売したシニア世帯は 6000～8000万円を取得

し、それを用いてマンション等に転居しているという。

ちなみにこれが成立する一番の要因は、 地価の高さにあ

る。当時で坪 100万円程度で、あったため、 100坪を超え

る土地でこの事業を仕掛けた場合、販売価格が l億円を

確実に超える「中古住宅」となってしまうのであった。

この事業の問題は大きく 3つあると思われる。一つ目

は、地価が高い場所であるから成立しているというメリ

ットである。土地を売って数千万円を取得できるのであ

れば、その後の新たな住居の選択肢は確実に拡がる。け

して住宅を取得せずとも、老後の生活を賃貸マンション

に託しても十分余裕があるはずである。しかし、地価の

安い地方都市では、この方式はほとんど成立し得ないの

である。

もう一つの問題は、我々日本人の中に中古住宅を一億

円もかけて購入するという発想を受け入れら得る人々が

残念ながらそれほどいないであろうということである。

どうせ大きな買い物をするくらいであれば、やや狭くて

も新築物件にしたいという考え方は当然であろう。

最後に 3つめの問題として、この事業は大手の不動産

会社が比較的大規模な団地を分譲したケースであり、こ

のような事業を団地全体で展開していく中で、団地自体

の持続可能性を担保することが可能となるであると見な

せるが、地方都市の場合、これだけの規模の住宅団地を

開発している民間事業者はほとんど存在していない。無

計画なミニ開発がどんどん拡がっていった地方都市では、

このような仕組みは成立し得ない。むしろ、県や市の住

宅供給公社は、そのような対象団地を多数抱えており、

住み替え支援は本来はそこで公的に取り組むべき事業な

のである。とは言え、どの自治体も住宅供給公社を廃止

しているH寺イ忙である。

そこで次に注目すべきものとして、一般社団法人「移

住 ・住みかえ支援機構」のマイホーム借り上げ制度があ

る。これは前述のように、従前住宅の土地の転売資金で

新たな居住空間を取得するとし、う持家→持家という成り

上がり図式の延長ではなく、所有していた住宅を、支援

n
6
 

nL
 

住総研研究論文集No.38, 201 l年版



公抑制揮に轟づくー宜雅也曹貧鼠入
3緩聞に網約の泊由
．体・土地i;子供に栂銭

・J;I質忽惜軍11.l薗鑓
，融1量亀Zし．躍艦徳治色一定拍誼暢司‘
ー3牢蝿に蝿売して再興鞠

図 3 マイホーム借り上げ制度 （移住・住み替え支援機構HP) 

機構に借り上げてもらい、それを賃貸住宅として活用す

るとしづ方式であるが、所有権は変わらない。

50歳以上のシニア世帯の住宅を借り上げ、それを子

育て世帯等に賃貸し、その賃料を受け取るとしづ仕組み

であり、もし仮に借り手がつかなかったとしても支援機

構が賃料収入を保証するというインセンティブ、がついて

いる。この方式であれば、土地の価格が低い場所であっ

ても十分成り立つスキームであり、また、もう一つの狙

いとして、 20年以上が経過した時に人に貸せるくらい

の質の高い住宅をつくるという考え方につながっていく

ものであると評価できる。 「移住 ・住み替え支援適合住

宅制度」と組み合わせることにより、質を高めるために

イニシヤノレコストで割高になった分を賃料収入で回収す

るだけでなく、収入につながっていくという考え方が、

この方式の根底にはある（図 3）。

戸建て持家を時間軸で考えた場合に、これまでにはな

かった有効な資産活用方策として評価できる。これまで

は稀に存在していた持家→借家としづ住宅の履歴を、合

理的で当たり前のプロセスとしてシステムに組み込んで

いる点がこの制度の大きな魅力であると言ってよい。

大垣尚司代表理事へのヒアリング調査を実施した際に

も、米国で一般的な自動車のリース方式を想起させるシ

ステムとして、その可能性に魅力を感じた私である。

しかしこの方式には大きく二つの問題が潜んでいる。

一つ目は、日本人の居住観の問題である。いくら高齢で

住宅のマネジメントが億劫になったとは言え、それを人

に貸して自らは別な賃貸住宅で合理的に住むという発想

が、例えば持家志向の5齢、東北地方で果たして成立する

のかという点である。このような居住観の転換がない限

り、この制度の効果は期待できないはずである。

そしてもう一つの問題は、このようにして住み替え制

度が適用された住宅地の将来像に関する不安である。も

う少し具体的に言えば、地域コミュニティの持続可能性

の問題である。新しい居住者と旧来からの地域居住者と

の関係性が地域の生活の中でどのように育まれているの

か、あるいはそのような新規の若い世帯を想定したよう

な公共サービスを、コンパクトシティを単なる縮退と誤

解してしまうような自治体が、果たして確保することが

できるのかどうかという点である。

もちろん、この制度を生み出した人々にとっては、そ

のような懸念は二次的なものとしてそれほど問題視して

はいないと思われる。それよりは経済的な有利性が制度

活用の引き金になると判断しているはずである。むしろ、

成功事例が次第に拡がっていくことによって、それを活

用したいとしづ世帯が増え、結果的に日本人の居住観が

東北地方であっても変わってし、く可能性があるという部

分を評価すべきだとの擁護意見があるかもしれない。

しかし、この手法が地方都市においてリア リティを持

てるかどうかという懸念を感じざるを得ない私は、平成

20年度文部科学省科学研究費補助金の採択を受け、盛

岡市の郊外団地を対象に、盛岡市都市整備部都市計画課

との共同により、郊外住宅地の持続可能性と住み替え支

援の有効性に関する住民アンケート調査を実施した。

調査対象としては、近年、中心市街地内部におけるマ

ンション立地傾向の強い盛岡市の南西部郊外において、

約 30年の歴史を持つ湯沢団地を選択した。湯沢団地は、

計画戸数 1170戸 面積 63.6haで岩手県住宅供給公社が

開発した住宅団地であり、 253戸の県営住宅も含まれて

いる。昭和 55年から入居が開始されているが、平成 17

年度国勢調査結果によれば、人口 3279人、 1065世帯と

なっていた。

本調査は、戸建て住宅居住者に対して、将来の住み替

え志向等に関する質問を実施することを目的とすること

から、上述の県営住宅居住者を除いた世帯から 50%抽

出により選定された 424世帯に、盛岡市から各町内会へ

の説明会を経た上で、平成 21年 2月 25日～3月 10日

を調査期間として郵送アンケートを実施した。回収数は

255件であり、 60%を超える回収率の高さは、この問題

に関する居住者の関心や不安の大きさを物語るものであ

ると見なせる。

入居開始から約 30年を経過する湯沢団地では、大半

が持家であり、借家居住者は4%しか存在していない。

供給開始の昭和 55年入居の世帯が最も多くなっており、

その後、平成元年前後に再度の入居ピークを迎え、近年

においても若干数の入居が継続している。

その内訳は、 79%が住宅新築入居者であるが、 15%

の中古住宅入居者の存在も軽視できない。また、世帯主

が50歳代以上の世帯が全体の 80%を超えているとい

う事実は、今後のこの団地が、いわゆる限界集落の定義

に向かつて高齢化が進んで、いく可能性の高さを改めて

我々に突きつけることとなった。

家族構成をみると、夫婦二人だけの世帯と、親子ニ世

代の世帯がそれぞれ大きな比率を占めている。

世帯主が 50歳代以上の世帯では、当然、入居してか

ら家族人数が減少している比率が、他と比べて圧倒的に

大きくなっており、その比率は入居期間が長期化するほ

ど増加している。最も気になるこれからの居住志向であ

が、 7割近くが今のまま住み続けていくと回答している。

特に 60歳代以上では8割以上を占め、 リフォームや建
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て替えが必要という回答の比率がそれなりに高くなって

いる 50歳代との違いが明らかとなっている。

ところで、そのような一般的傾向にあって、今後転居

を考えている世帯の最大の理由は、 「雪かきや買い物、

通勤通学などが大変なので、街なかに移りたしリという

ものであった。

回収率 60%を超えた本調査において、私が最も注目

したのは、前述の「移住 ・住み替え支援機構j のマイホ

ーム借り上げ制度が前提としている、マイホームの賃貸

利用の発想、が、果たして所有志向の極めて強い東北地方

において、市民権を得ることができるかという点であっ

た。そういう点で注目すべきは、これまで居住してきた

いわゆるマイホームを、団地からの住み替えの際にどの

ようにするかという回答結果である（図 4）。

「売却して転居の資金にしたしリとの回答が群を抜い

て高くなっている。移住・住み替え支援機構が提供する

住み替え制度は、自分の所有する住宅を売却するのでは

なく、機構が借り上げて、それを賃貸住宅として活用す

るというものであり、回答者の考え方とは今のままでは

結びつきにくいことがわかる。賃貸住宅として活用しよ

うとしづ回答は 6%しか存在しておらず、首都圏に比べ

て、賃貸住宅市場が成熟していない東北地方の特徴がそ

のまま現れていると言えよう。

転居する場合、現在の住まいをどうするか

ロ①そのままにしておく

・②家族や親族に住んで
もらう

ロ③できれば、 一般向けの
貸家として家賃を得たい

ロ④売却して、転居の資金
lこしTこし、

E⑤具体的なことは考えら
れない

図4 転居の際の従前住居の処分方法

しかも、この借り上げ制度を活用した際に、住み替え

先として想定する住まいとして持家を希望する世帯は、

全体の半数以上を占めているという事実がある。すなわ

ち、退職後の持家取得という現実を考えると、マイホー

ムを賃貸住宅として活用して得られる家賃収入だけでは、

この制度の適用はほとんど不可能であるという事実が、

持家志向の強し、地方都市に突きつけられることになるの

である。

自分の所有する住宅を最終的に賃貸住宅として活用し

て、自らはマネジメントの容易な賃貸集合住宅に入居す

るというライフスタイルに対しては、否定的な回答が多

くなっている。首都圏に比べて地価や建設コス トが安い

地方都市の場合、 一生の うちに自分の家を持ちたいとい

う願望は極めて強く、しかも取得した以上はずっと持つ

ことが当然だという考え方からの脱却には、かなりの困

難性があると言わざるを得ない。

そこで敢えて賃貸住宅としての活用の可能性について

尋ねた設問では、 「貸すくらいであれば、売ってしまっ

てすっきりしたしリという回答が4割を占めているもの

の、 「金銭的に有利な賃貸住宅ができるなら、貸すこと

に抵抗はなしリとの回答も 3害ljを超えており、今後の施

策次第では、制度適用の可能性もありそうである。

一方で住み替えを全く考えない世帯に対しての関連設

問で特徴的な点として、 「終の棲家として入居しており、

このまま住み続ける」という回答は、単身世帯で、特に

そのほとんどを占めている。相談する身近な相手がなく、

諦めるしかない世帯が数多く含まれていることが予想さ

れる。たとえ、効果的な住み替え制度が提供されたとし

ても、そのような環境においては、容易に転居の決断が

できる状況にはない。

それは、住み替え制度の活用に効果的な方策につい

ての設問への回答に顕著に現れている。 「資金を低金利

で融資してもらえる」が4割強で最も多いものの、単身

高齢世帯では、転売や賃貸の仲介や中古住宅情報の整備

が効果的であるとの回答がそれを上回っている。

30年前には誰も想定していなかった核家族の世代交

代は、地方都市における郊外住宅地の持続可能性に大き

な影響を与える要因となってきており 、今のままでは、

現状の住み替え支援施策が有効に働く状況にはないこと

が明らかになった。

本研究では、盛岡市の湯沢団地における調査結果が特

殊的なものである可能性もあることから、コンパクトシ

ティ政策を推進している青森市の二つの郊外団地におい

て、新たにアンケー ト調査を実施して、結果を検証する

こととした。対象とした団地は、どちらも青森市の都市

計画マスタープランにおいて、インナー ・ミ ッド ・アウ

ターとし、うゾーニングにおいてアウターに位置づけられ

る典型的郊外住宅団地である。今回の調査では公営住宅

世帯を除いた、幸畑団地 1129世帯、戸山団地 1607世帯

全戸に各町内会のご協力のもとにアンケート票を配布し、

郵送で返送してもらう方法をとった。結果として回収数

は、幸畑団地468（回収率41.5%）、戸山団地 734（回

収率 45.7%）であった。

最初に将来的な住み替え志向の有無についての設問で

は、同じ地域での建て替えあるいはリフォームの希望を

含めると、どちらも 83%の回答者がそのまま今の団地

に住み続けることを希望していることが明らかになった。

盛岡市の湯沢団地にしろ青森のこの 2つの団地にしろ、

利便性等を併せて総合的に判断した場合に、人口減少時

代にあって恵まれた住宅地として評価するには無理のあ

る立地である。しかし、いくら高齢化しているとは言え、

ここまでの高い比率で住み替えを希望しない居住世帯が
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存在しているという事実を、我々はどのように受け止め

ていくべきなのだろうか。

回答の自由記述欄に、 「このような住み替え意向調査

は、コンパクトシティを目指すから我々の住む郊外団地

を犠牲にするという発想ではないのか」という強烈な批

判的コメントをいただいた。郊外団地に居住する方々は

都市計画と自分のライフステージとを連動させるつもり

など毛頭無い。だからこそ、居住者の志向を大事にした

住み替え戦略を検討する必要がある。

もちろん、まだまだ活動的な居住者にとっては「まち

なか居住」というオノレターナティブを用意しておく必要

もある。実際に幸畑団地で 7.2%、戸山団地で 8.5%の

世帯が少数ではあるものの希望している。しかも、現状

では住み替えをリアルに考えることなどできない居住者

であっても、移住・住み替え支援機構による借り上げ制

度についてその概要を学んだ後で、もし制度が使えると

したら使ってみたし、かどうかを尋ねたところ、幸畑団地

で 35.7%、戸山団地で 36.5%が制度活用に前向きな回

答を寄せているのである。とは言え、そのうち幸畑団地

で41.3%、戸山団地で 42.5%の世帯は、戸建て住宅の

新築あるいは新築マンションへの住み替えを希望してお

り、移住 ・住み替え支援機構のマイホーム借り上げ制度

を用いた住み替えでは経済的に不可能であると言わざる

を得ない。

したがって、団地内に居住し続けるしかない世帯が、

どちらの団地にしてもかなり大きな比率で存在していく

ことになるのである。とは言え、幸畑団地で 30.1%、

戸山団地で 28.8%の世帯は、整備されれば住み続けて

もよいがそうでなければ移住したいという意向を見せて

いることに注目しなければならない。コンパクトシティ

政策を短絡的に理解して税金の投与を見合わせていった

場合には、郊外住宅地の空洞化にさらに拍車がかかるこ

とが容易に想像できる。

せっかく住宅を取得しで慣れ親しんだ地域でいつまで

も住み続けたいという志向を、消極的な回答と見なすの

ではなく、どのように地域の住環境整備に活かしながら

郊外住宅地の将来像を描いていくべきなのか。それこそ

が、真のコンパクトシティの実現にとって必須の要件で

あると言ってよい。

都市の成長期に拡大する新興住宅地に居を構えた人々

に対して、これからは「縮まる時代ですから」という説

明で住み替えを促すというのは、けっして得策ではない。

自分たちのライフステージと住宅像を組み合わせて考え

てもらうための様々な取り組みを進めるべきではないだ

ろうか。まさにそれこそが、今必要とされる住教育のは

ずである。盛岡市湯沢団地や青森市幸畑 ・戸山団地で実

施したアンケー ト調査も、実態を知りたいということ以

上に、自分たちの将来に住宅との関わり方を重ね合わせ

-31-

てもらうための手段として実施したので、あった。したが

って、分析終了時に調査対象者にわかりやすい結果報告

書を配布して、じっくりと考えていただくことに大きな

意味がある。以下に、盛岡市湯沢団地のアンケート協力

地区居住者に配布した報告書の最後に，私が書いた一種

のプロポーズとも言うべきまとめの文章を提示する。な

お、青森市の二つの団地への同様の報告書は現在制作中

である。

************************* 
湯沢団地に住まわれている世帯ぬ多くが、子どもさん

の独立による別居や家族の死別などにより、入居時より

も家族人数が減少する経験を経て来ていることがわかり

ました。特に呂立つのは、世帯主が50歳代および60歳

代の世帯です。

今後の往まいの予定をみても、まだ仕事に就いていら

っしゃると患われる世帯主が50歳代の世帯では、 リ

フォームj や f建て替えj といった積極的な動きが必要

であると考えている回答も見られましたが、退職された

方が中心となっているはずの世帯主60歳代以上の家族

の場合は、 f今のまま住み続けていくj という考え方が

強いように感じます。また、国が新しい施策として打ち

出してきた住み替え制度に対する考えにおいても、世帯

主の年代が高くなるに連れて、 fまだ生活に支障がない

場合は、転居はするつもりはなし ＇｝ といった消極的な呂

答になってしまっています。

しかし、多くの方が今のまま住み続けると回答してい

る中で、実は世帯主が高齢化するにしたがって、 f全く

転居を考えていなしそIという回答の比率が少なくなって

いたのも事実です。特に、世帯人数が減少して今一人で

暮らしている方の場合には顕著です。現在は何とか生活

に支障を来すことがないため、まだ現実の問題として捉

えられていなし、かもしれませんが、将来的にはそのよう

な状況に陥る危険性があります。

そのような開題が実際に生じた時に、別居している御

家族のところで同居を始めるにしても、利便性の良い密

なかの住宅に移住するにしても、今住んでいらっしゃる

住宅をどうするかが問題となります。今回のアンケート

でも、転居する気持ちはあるものの、これまでの住宅を

売却することや貸家として活用する方法がわからなかっ

たり、相談する相手もなかなか居ない環境にあって入手

可能な情報も少なく、今のまま暮らすしかないという自

答も目立ちました。

今回のアンケートでご紹介した f住み替え支援制度j

とは、そのような皆さんへの情報を提供して、これまで

往んでいた住宅を借家することにより、定期的な現金収

入を確保しながら密なかなど手'IJ.便性の高い地域に高齢世

帯が移り住み、一方で、子育てに桔応しい環境の良い地

域で一戸建てを他の家族に貸すとしづ仕組みです。これ
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は、ライフステージごとの家族のニーズにあった住宅を

選択してちらって、住宅ストックを活用させていこうと

いう呂的があります。

現在、 B本の人口は年々減少していく中で、それでも

新築の一戸建て住宅への願望は絶え間なく生き続けて来

ました。 しかし、住むべき人々の数は確実に誠ってきて

いるのが、日本の現状です。一戸建て住宅を次々に建て

続けるこれまでの政策から、今や、中古住宅を上手に活

用してして時代の政策に変わりつつあります。そうしな

いと、、気がついたら住み手のいない戸建て住宅が、郊

外の住宅団地のあちこちに生まれていってしまう危険性

があります。

今は、まだ若い世帯も住んでいらっしゃる湯沢団地で

あっても、その傾向はこれから進行していきます。今回

の調査から明らかになったように、高齢者比率も、他の

地域に比べて高くなりつつあります。家族人数は、入居

時に比べて、確実に減少してきています。

アンケートをの回答の中で、空き家について気になっ

ているという声がすでに存在していました。今は、それ

ほど顕在化していませんが、 10年後、 20年後を考える

と、利便性の高い街なかなどに転居する気持ちが大きく

なった時に、今住んで、いる住宅をどうするかお悩みにな

る方々が増えていく可能性もあります。

一方で、これからもずっと湯沢団地に住み続けたいと

考える回答が多い中で、望まれる住環境として挙げられ

た項目について、現状ではかなり不満が大きく、 fもっ

とよくして欲ししリあるいは f改善して欲しいj と§由

記述禰に書き込んで、いらっしゃる方々が結構ありましたe

もちろん、今住んでいらっしゃる皆さんにとって、 住

環境の質の高さを確保することは、とても必要なことで

す。 しかし、何よりも、今後、湯沢田地に移住してくる

人々にとって、 『魅力的な湯扉3とJ思ってもらえるよう

な整備をしていくことが重要であり、そういう意味では

今住んでいる皆さんの生の声はとても貴重な意見になる

はずです。そして、住んでーいらっしゃる皆さんと一緒に

少しでも望まれる住環境に近づくように、環境整備を進

めていくことが必要になるのです。

今は、現実的な問題として自の前に浮き上がってきて

はいませんが、これを機会に自分の御家族の湯沢団地で

の将来の生活像にについて考えてみるのはいかがでしょ

うか。アンケートの最後の自由記述繍に、このような声

がありました。

fアンケートを通して、自分や家族のあり方を考える

必要があると気付いたj （新築 ・50歳代 ・親子）

皆さんも、 このアンケート調査をきっかけに、これか

らの往まいについて考えてみませんか。

まさに本調査の狙し、は、最後に挙げた親子の意見のよ

うに自分たちで考える必要性を訴えるもので、あった。

5.郊外に住み続けられる住み替え支援とは

コンパクトシティ戦略としての「まちなか居住」の推

進とは裏腹に、郊外住宅地が存在感をなくすことを、住

民は望んでいない。そのような状況下にあって、終の棲

家として居住し続けたいという志向に対する住環境整備

施策を続けながら、住み替えによる新住民との新しいコ

ミュニティ形成のためのマネジメント方策が必要になっ

てくると思われる。仮に、若い世帯への住み替えが円滑

に進んだとしても、コミュニティとしての持続可能性は

担保されるものではない。そのような住宅地のマネジメ

ント方策の検討が大きな課題であると言えよう。

郊外住宅地はストックとして単に継続させることに意

味があるのではなく、フローとして生み出されていく住

空間をまな板に乗せない限り、将来像を描く意味はない。

すなわち現役の空間として使い回してし、く発想を、郊外

住宅地に持ち込まなければならないのである。

それは住み替えの既成概念を突き崩す提案である。住

み慣れた地域から離れたくないという考え方は、高齢者

福祉施設の入居の際にも聞かれる声である。郊外住宅地

の歴史と自らの半生をシンクロさせてきた郊外住宅地の

居住者にとって、いつも自宅の窓から見える風景や通り

を歩いている時に香る花の匂いは、ずっと持ち続けたい

財産である。たしかに、家族が多人数の時に取得した住

宅は老朽化して、そして自らの肉体的な衰え、そして家

族の解体によって、すで、にマネジメントが不可能になり

つつあるはずである。しかし、そのことイコーノレ、住宅

を手放し中心部に移住するとし、う選択肢に直接つながる

ものではないことは、青森市の調査結果からも明らかで

ある。

地方の住宅供給公社が開発した住宅団地の場合、分譲

住宅地と隣接して公営住宅団地が形成されているのが一

般的である。地方財政の緊縮ブームの中で、公営住宅施

策は各地で、縮小されている。それは、これまでのような

住宅困窮者に向けた使い勝手の悪い施策として供給され

る住宅を必要としないというだけであって、これからの

都市計画に必要となる公共的な住宅施策（もちろん、賃

貸住宅である）は、むしろ積極的に進めていかなければ

ならない。これまでの公営住宅というカテゴリーに収ま

るものでなく、ニーズにあった公共住宅施策が必要にな

るのである。

こういうケースが地方都市の郊外住宅団地では可能で

あろうか。 30年来居住してきた戸建て住宅で一人住ま

いになってマネジメントに疲れた世帯主が、これを賃貸

住宅として自治体もしくは住宅Np Oに預け、その家賃

を用いて団地内の質の高い賃貸住宅に移り住む。従前住

宅には子育て世帯が優先的に入居できるような賃貸施策

が進められていくことになる。このスキームを可能にす

るための、従前住宅のリフォーム補助。そして新たに高
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齢者が住んでいてくための高専賃の計画的配置。老朽化、

空き家化した公営住宅をPF Iにより高専賃にすること

も想定していく必要がある。団地コミュニティの中でこ

のような年齢階層のシフトを徐々に行っていきながら、

団地内で完結できる住み替え方策をとることができなけ

れば、相当根強し、持家一辺倒の居住観を突き崩すことは

できない。

一方で、単純に住宅政策を進めていくだけでは、郊外

住宅団地の持続可能性を担保することは不可能である。

前述のアンケート調査を実施した盛岡市には、対象とし

た湯沢団地に比べて世帯主の高齢化がより顕著であり、

首都圏のテレビ番組でも紹介されることとなった松園団

地が存在している。そこでは、今後の郊外住宅地を住民

自らがマネジメントしていくためえのヒン トになるよう

な動きが始まっている。それを紹介しながら、本稿の結

びとしていきたい。

岩手県盛岡市に存在する松園団地は、以下の 3つの団

地の複合体として存在している。

【松園ニュータウン｝

－供給主体岩手県住宅供給公社

－規模計画戸数 4651戸、面積 217.Sha 

（賃貸住宅約1050戸）

－入居開始：昭和47年

－人口： 10499人（3937世帯、高齢化率 20.6%) 

［サンタウン松園］

－供給主体：岩手県住宅供給公社

－規模．計画戸数 1700戸、面積 85.lha 

（賃貸住宅約120戸）

・入居開始：昭和61年

－人口 4143人（1371世帯、高齢化率 7.6%) 

［グリーンパーク小鳥沢］

－供給主体：大和ハウス工業側

－規模計画戸数 1000戸、面積 38.2ha 

（賃貸住宅約20戸）

－入居開始：平成元年

－人口 2829人（837世帯、高齢化率 5.1 %) 

この中で、入居開始から既に 40年弱が経過する松園

ニュータウンでは、盛岡市全体の高齢化率を上回る高齢

化と住宅の老朽化、そして空き家化が顕在化し始め、首

都圏のテレビ番組で「お化け屋敷j として紹介される空

き家が出てくるなど、全国で話題になり始めた郊外住宅

団地の空洞化の典型的事例として注目を集めている。

そのような「オールドタウン」で、平成 13年 4月か

ら活動を続けてきている「企業組合ライフサポート・松

園」という住民組織にヒアリング調査を実施した。

高齢化が進展する団地内における様々な生活のサポー

トを会員制で実施する組織である。当時流行しつつあっ

た買い物代行からスタートしたが、高齢者が多いとは言

っても、自分で買い物に行ける人や自分の好きな物を買

いたいという人が多かったため、ニーズがほとんどなく、

やむなく家事代行にシフトさせてスタートした事業であ

った。当初集まった人々は、町内会やPT A、防犯隊、

交通指導員など、それまでも地域活動を行っていた人が

大多数を占めたおかげで、活動は順調に拡大していった

が、知り合いということで逆に仕事を頼みづらいという

問題もあり、一つの壁にぶつかっていた時期があったと

いう。

しかし、現在のような高齢社会の進展は、そのような

問題が気にならなくなるほど深刻化してきており、庭木

の伐採、草取りから始まり、家の中の片付け、飼犬の散

歩といった日常的な家庭での活動の補助から、家の鍵を

や銀行の通帳を預けられ、下校時の子どもの迎えまで任

されるほど信頼が高まってきていたという。

しかし、発足から 10年が経過し、そのような生活支

援業務というよりも、住み替え、リフォーム、家族との

同居、高齢者施設への入居等、住まいに関わる相談が増

大してきたこともあり、昨年6月 30日をもって企業組

合を解散して、新たに専門家、企業、諸団体の協力を得

る形で「まちの応援団」 （団長 川村安平氏）を発足さ

せている。いわて住み替え・居住相談センターと連携し

て、前述の住み替えやリフォームの相談を受けるサテラ

イト分室を団地内に設置し（ふらつと倶楽部）、また空

き家管理サービスも開始している。

活動の中心人物である川村安平氏からいただいた説明

資料には、くあこがれの街 ・松園育て 30年計画＞とい

うタイトルのもとに、今後の松園団地のマネジメントに

関わる様々な業務が提示されている。これまで 30数年

の歴史ではなく、これからの 30年を、街並の環境保

全・景観整備の観点から空き家問題にも対処し、場合に

よっては複数の高齢世帯の同居モデ、ル（ソーシヤノレリビ

ング 30年計画）を提案するなど、高齢化が進展する住

宅団地のイメージに流されるのではなく、団地のこれか

らを前向きに考える取り組みを白らで進めていこうとし

ている。その姿勢は、 ［住むなら松園・暮らすなら松

園・終の棲み家は松園に］というキャッチコピーにも現

れている。

ここで展開される具体的な活動は、 (1）支援ネット

ワーク、 (2）ライフサポート、 (3）孤立化・孤独化防

止、 (4) 24時間緊急支援サービス、 (5）子育て支援

（教育ほか）、 (6）空き家対策（予備軍支援）、 (7) 

ワンコインライフの提案、 (8) 50人接点運動の推進、

(9）寄り合い所の運営・管理、 (10）終の棲家支援、

(11）楽習教室の企画・実施、 (12) u J Iターンの推

進、 (13）まち育て運動の啓蒙、 (14）悪質業者防除シ

ールの配布、 (15）家庭菜園の提案・指導、と多種多様

である。
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「まちの応援団Jが展開している活動は、まさに郊外

住宅団地のマネジメントそのものであると言ってよい。

しかし、このような活動を住民のみに任せておくスタイ

ノレは問題であるとも思われる。何故なら、忍び寄る高齢

化は、活動主体の持続可能性にも影響を与えることが必

至だからである。

本研究室は、平成 21～23年度文部科学省科学研究費

補助金を受けて、 「郊外住宅地のマネジメン卜方策に関

する研究一米国Ms Pの発展的活用の可能性と課題Jを

進めている。本来は、米国でダウンタウン再生手法とし

て高く評価されているメインストリートプログラムを、

敢えて我が国の郊外住宅地のマネジメント方策に活用さ

せようと考えた一番の理由はそこにある。それは、メイ

ンストリートプログラムが、 地域自らが自前のマネージ

ャーを養成していく教育フ。ログラムとして構成されてい

るという点である。高齢化する住民が自らの住環境のマ

ネジメントを組織的に進めていく際に、新たな住民を巻

き込みながら活動を持続させていくことが、住宅地その

ものの持続可能性にもつながっていくはずである。

そもそも、郊外住宅地の高齢者を「まちなか居住」に

向かわせ、そのために発生した空き家に若い子育て世帯

を住まわせようとした住み替え施策は、二つの世代の共

存を根底に置いたものではない。首都圏の大手デベロツ

パーが進めるような団地居住者全体の若返りを目指す手

法とは一線を画す必要があるのではないか。 「まちなか

居住j にシフトしたことにより発生する空き家ではなく、

団地内での賃貸住宅への住み替えから生まれる戸建てス

トックがフローとしての新たな居住者を誘引し、新しい

コミュニティが形成されていく姿こそが、本来、郊外住

宅地に必要なオープンエン ドな形態と言えるはずである。

実際、米国のメインストリートプログラムを支える 8

つの原則として提示されている内容を見ると、 ( 1 ）包

括的なプログラムであること、 ( 2）段階的に進めるこ

と、 ( 3）地域が主体として動かしていくこと、 ( 4) 

行政と住民との協働であること、 ( 5）参加に満足せず

高い質を目指すこと、 ( 6）前向きな変化を起こすこと、

( 7)既存のストックを活用すること、 (8）実現を前

提とすること、となっているが、まさにこれから郊外住

宅地は、この視点をもとにストック再生を進めてし、かな

ければならないのである。

そのためには、 「まちの応援団」のような地域マネジ

メント組織と自治体との協働により、現実的な対応をし

ていく必要がある。そして地域マネジメントそのものが

ビジネスとして成立する姿こそが、一つの目標像になっ

ていかなければならないのである。

これまで進められてきている我が国の住み替え支援施

策は、このようなコミュニティ ・マネジメン 卜の発想よ

りも、以下に合理的に空間を交換させるかという点が中
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心にあったと思われる。しかし、いま必要な考え方は、

住み替えを進めることで、コミュニティのアメニティが

高くなっていくという発想である。そのために必要な施

策は、 「まちなか居住」と郊外住宅地とのこ項対立的な

図式を逆転させるという単純な方策ではなく 、スクラン

ブノレさせながらも持続可能性を高めていくためのマネジ

メントでなければならないということであり、それが可

能になって初めて、我々はその都市のことをコンパクト

シティと称すべきである、と考える私である。
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