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 地区計画を活用したニュータウン再生に関する一考察 

 －若年齢層の新規居住と多様な住宅の建て方の誘導に着目して－ 

Study on Newtown Regeneration by district plan 
 : Focusing on the induction of the new residence of young people and various Residential 

 applications 
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New Town Regeneration, it is necessary that young people are to diversify the age structure of residential areas by 

living in the new. To facilitate a new residence in young people, it is necessary to provide a housing that fits the 

needs of the young people. It is a joint house of detached houses and rent at the appropriate site scale. In this study, to 

target detached New Town(DAIWADANNCHI) of City of Kawanishi in Hyogo Prefecture, to investigate current 

state of DAIWADANNCHI, the new residence of young people, the awareness of residents to the diversification of 

Residential applications. The results analysis, it is an object to obtain a knowledge in order to take advantage of the 

district plans to New Town Regeneration. 
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１.はじめに  

（１）研究の背景と目的 

高度成長期に郊外で開発された大規模な住宅地（以下、「ニュ

ータウン」という。）における少子高齢化、人口減少及び空地空

家などの問題が顕在化して久しい。2015 年 2 月には「空家等対

策の推進に関する法律」が施行され、同年中にニュータウンの再

生に関する法律が検討される（１）など、ニュータウン問題は全国

的な課題となっている。 

半官半民で開発されたニュータウンでは、公的資金を投入し

て共同住宅の建て替えが行われたり、地域の活性化のために行政

が手厚く支援したりする動きがみられる。共同住宅の建て替えが

進むことで、人口が増加に転じたニュータウンもある（２）。 

一方、民間で開発されたニュータウンでは、公的資金の援助

が乏しい。また、とりわけ戸建住宅が主体のニュータウン（以下、

「戸建住宅団地」という。）では、敷地規模が広いため高額物件

となったり相続で問題を抱えたりするなどにより、若年齢層が新

規に居住する街の更新が進みにくい。戸建住宅団地が再生するた

めには、若年齢層が新規に居住して子どもも増加することで、住

民の年齢構成が多様化していく必要がある。そして、若年齢層が

新規に居住するためには、適切な敷地規模での戸建住宅や、住宅

の建て方を工夫して賃貸の共同住宅が供給されることが求めら

れよう。そして、戸建住宅の最低敷地面積や住宅の建て方は、地

区計画でコントロールすることができる。 

自治体が連携して実施する戸建住宅団地の再生（３）は、空家の

貸し出しや地域コミュニティの充実などの取組みはみられるが、

地区計画を活用した敷地規模や住宅の建て方をコントロールす

る動きはみられない。戸建住宅団地での戸建住宅の最低敷地面積

の狭小化（以下、「敷地の狭小化」という。）や戸建住宅以外の住

宅の建て方は、従来から、住環境を悪化させる要因とされてきた。

しかし、戸建住宅団地の再生は、既に取組まれているコミュニテ

ィの充実などに加えて、若年齢層の新規居住を促進させる住宅環

境を地区計画の活用によって整備、創出していく視点が必要と考

える。 

そこで本研究では、戸建住宅団地を対象に、住宅地の現状、

若年齢層の新規居住、住宅の建て方の多様化などに対する住民意

識を探り、戸建住宅団地の再生に地区計画を活用するための知見

を得ることを目的とする。 
（２）既存研究 

ニュータウンの再生に関する調査研究は、2000 年ごろから注

目され始めた１）２）。西山ら３）の大規模な調査研究では、ニュー

タウンを構成する住宅の建て方を共同住宅と戸建住宅に区別し

て、それぞれに対して再生手法が提案されている。とりわけ戸建

住宅団地では、グループホームなどの高齢者を対象とした建築物

を建築するために地区計画の活用を示唆している。 

戸建住宅団地の少子高齢化や建築規制をテーマにした研究に

は数多くの蓄積がある。緩和に関するものでは、野沢ら４）や小

泉ら５）の研究は主に容積率を、立見ら６）の研究は老人福祉施設

のみを対象としており、対象が限定されている。 

 地区計画、要綱及び地域住民による自主ルールに関するもので

は、川崎ら７）や川原ら８）の研究は、いずれも行政主導によるも

のや規制強化を目的としている。さらに、天野ら９）、林崎ら１０）

及び松本１１）の研究は、ルール変更の手続きにおける過程の比較、

行政の視点からの分析、住民が主体となった場合のリーダー論と

なっている。 
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  建築協定の期限切れに伴う更新では、鈴木１２）の研究で、更新

時に制限内容を緩和した事例が紹介されているが、その内容は、

外階段のない二世帯住宅の建設を認めるなど限定的な内容にと

どまっている。 

 地区計画の運用柔軟化と見直しの方向性の研究では、坂口ら１

３）が変更区域の狭小化を懸念する一方で、対象を高齢者福祉施

設としており住宅は扱っていない。 

戸建住宅におけるしゃれ街条例による住環境・景観保全への効

果では、劉ら１４）が地区計画の導入の必要性を示唆しているもの

の、敷地の狭小化や住宅の建て方には言及していない。 

本研究のような、戸建住宅団地に若年齢層の新規居住を促進す

るために、敷地の細分化や多様な住宅の建て方を認める場合の条

件を住民意識から明らかにし、地区計画の活用を模索する視点は

管見の限りではみられない。 

（３）研究の対象と方法 

研究の対象は、宅地開発指導要綱（以下、指導要綱）が全国で

初めて制定された兵庫県川西市の戸建住宅団地に着目する。川西

市のニュータウン（開発面積20ha以上）は、市街化区域の面積

と人口が、それぞれ市域全体の45%と40%を占める。11箇所あ

る団地のうち10箇所が民間による戸建住宅団地となっている。

いずれの団地も1970年前後の最初の入居から40年以上が経過し

ており、少子高齢化が著しい地域も多い。川西市にとって戸建住

宅団地の再生は重要な政策課題となっている。 

本研究では、入居開始が1968年と最も古く、すでに45年余が

経過している大和団地（開発面積172.8ha、計画人口15,000人）

を取り上げる。大和団地は、「川西市ふるさと団地再生協議会」

のモデル地区となり、団地再生に関する調査が重ねられてきたが

有効な政策立案には至っていない（４）。 

研究の方法は、大和団地の住民を対象に、大和団地での少子高

齢化への意識、若年齢層の新規居住、敷地の狭小化及び戸建住宅

以外の住宅の建て方などへの意識調査、分析を行った。 

 

２. 大和団地の概要と建築規制 

表１ 大和団地における建築規制 

住宅の建て方
戸建住宅の

最低敷地面積
（㎡）

紳士協定 全域（～1997年） 172.8 100
1敷地

１戸建住宅
－

１低専 119.5 69.1 150

1中高 4.3 2.5 120

上記以外 5.5 3.2 100

大和東1丁目 29.4 17.0 戸建住宅のみ 165

大和西1丁目
（一部）

4.8 2.8
戸建住宅
長屋住宅

（2戸以下）
150

大和東2・5丁目
（一部）

9.3 5.4 戸建住宅のみ 150

地区計画

種　　別 地　区　名
面積

（ha）

面積の
割合

（％）

建築規制の種別と内容

指導要綱 －

 
大和団地における建築規制（表1）は、３つに大別される。紳

士協定、指導要綱及び地区計画である。 
紳士協定は、「一つの敷地には一つの戸建住宅しか建てられな

い」という販売当時の建築制限であり、戸建住宅以外の住宅の建

て方が規制された。この背景は、開発者が自ら設置した下水処理

プラントの処理能力であった。汚水の計画処理量が決まっていた

ため、住宅の建て方が戸建住宅のみとされた。しかし、1997年

に汚水処理が自前の処理プラントから公共下水道に切り替えら

れ、紳士協定はその役割を終えた。しかし、運用期間が約30年

と長期であったため、現在でも紳士協定を意識する住民がいる。 
 次に、指導要綱（1967年）では、戸建住宅の最低敷地面積が

150㎡に規制されており、土地を分割して生み出される敷地面積

は、150㎡以上を確保しなければならない。したがって、１つの

敷地を2つに分割しようとする場合には、300㎡以上の敷地面積

が必要となる。しかし、300㎡以上の敷地面積を有する宅地の数

は限られる（５）。 
さらに、地区計画は、大和東1丁目（策定面積29.4ha、2006

年）、大和西1丁目（策定面積4.8ha、2008年）及び大和東2，
5丁目（策定面積9.3ha、2001年）の3つの地区で策定されて

いる。大和東1丁目では、戸建住宅の最低敷地面積を165㎡、

住宅の建て方で戸建住宅のみとしており比較的厳しい内容とな

っている。大和西1丁目では、戸建住宅の最低敷地面積で指導

要綱と同じ150㎡、住宅の建て方で共同住宅（戸数2戸以下）

を認める内容となっている。 
このように、大和団地における建築規制は、紳士協定による1

敷地1戸建住宅にはじまり、現在では、指導要綱による最低敷

地面積150㎡、さらに地区計画による上乗せ規制が存在する地

域（大和東1丁目）がある。 
 
３. 大和団地における住宅の建て方の実態 

（１）大和団地と隣接する既成市街地との比較 
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出典：国勢調査を基に筆者作成 

図１ 大和団地の高齢化率と年少人口比率 

大和団地と隣接する既成市街地における高齢化率及び年少人

口比率には、顕著な差がみられる（図１）。高齢化率は、川西市

25.8％と比べると大和団地37％と高く、既成市街地19.4％と低い。

年少人口比率は、川西市13.9％と比べると大和団地で10.2％と低

く、既成市街地16.8％と高い。この両地区は、電鉄の駅を共有し

て隣接し、市街化区域の面積もよく似ているにもかかわらず、こ

のような顕著な違いが生じている。 

大和団地と隣接する既成市街地との比較研究１５）によると、大

和団地では住宅の建て方が戸建住宅に著しく偏重するとともに、

広い戸建住宅の敷地面積が維持されている。一方、高齢化率が低
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 く、年少人口比率が高い既成市街地では、住宅の建て方が多様で

あり、戸建住宅の最低敷地面積は120㎡で大和団地の150㎡と比

べると狭小となっている。つまり、既成市街地は大和団地よりも

住宅の建て方の自由度が高く、戸建住宅の敷地面積も若年齢層の

ニーズにより近いことが伺える。この状況が若年齢層を新規に居

住させる現象を継続して生じさせているという見方ができる。し

たがって、適切な敷地規模の戸建住宅や小規模な共同住宅などの

住宅を供給していくことは、若年齢層の新規居住を促進するため

の方策の一つと考えられる。 

（２）住宅の建て方の実績 
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出典：建築確認台帳を基に筆者作成 

図２ 大和団地全体での建築確認件数 

0

1

2

3

4

20
08
年

20
09
年

20
10
年

20
11
年

20
12
年

20
13
年

20
14
年

20
15
年

6月
末

件数

 
出典：建築確認台帳を基に筆者作成 

図３ 大和西1丁目（地区計画）での建築確認件数 

大和団地の建築規制のうち、地区計画で住宅の建て方を戸建住

宅に限定しているのは、大和東1丁目及び大和東2・5丁目の一

部のみとなっている。その対象面積は、大和団地全体の22.4％
に過ぎない。それ以外では、若年齢層の新規居住を促進させるた

めの、例えば、小規模な共同住宅の建築も可能となっている。し

かし、大和団地での建築確認件数（2011年から2015年6月末

現在）（図２）は、全196件のうち、195件が戸建住宅である。

1件のみ、戸建住宅に保育所が併設された建築物となっている（６）。 
大和西 1 丁目の地区計画では、共同住宅（戸数 2 戸以下）の

住宅の建て方を認めているが、地区計画の策定以降（2008年か

ら2015年6月末現在）の建築確認件数（図３）全12件すべて

が戸建住宅である（７）。共同住宅（2 戸以下）は、地区計画で認

められているにもかかわらず、供給されていないことがわかった。

その理由は改めて検証する必要があろうが、大和団地では、戸建

住宅以外の住宅の建て方が供給される環境にはなっていないこ

とが考えられる。そこで、地区計画を活用して、敷地の狭小化や

戸建住宅以外の住宅の建て方を誘導するための検討を行うため

に住民の意識を把握する必要がある。 

 

４. 住民意識調査 

 
出典：川西市地形図を基に筆者作成 

図４ アンケート配布範囲 

表２ アンケート配布数及び回収状況 

東1丁目 西1丁目 西1丁目 東3丁目 西4丁目 西3丁目

配布数
（全1,200戸）

617 130 70 260 40 83

回収数
（戸）

248 60 36 28

51.4 33.7

回収率（全体）
（％）

38.2

配布範囲
地区計画区域 一般地区

86

回収率
（％） 40.2 46.2

33.1
36.3

 
アンケートの方法は、配布は各戸ポスティング、回収は返信用

切手を同封のうえ郵送とした。アンケートの配布範囲（図４）は、

地区計画がある地区（東1丁目617戸及び西1丁目130戸）と

地区計画がない地区（以下、「一般地区」という。）とした。一般

地区の配布範囲は、駅からの距離に配慮して範囲を定めた。なお、

東2,5丁目の地区計画区域は、駅から遠く販売を開始した時期が

比較的新しいため、本調査の対象から除外した。 
配布総数1,200戸に対し、回収率は東1丁目（地区計画）で

40.2%、西1丁目（地区計画）で46.2%、一般地区（西1丁目、

東3丁目、西3丁目）で36.3%であった（表2）。 
表３ アンケートの内容 

1 回答者の属性

2 少子高齢化への意識

3 若年齢層の新規居住の必要性

4 若年齢層へのイメージ

5 戸建住宅の最低敷地面積への意識

6 小規模賃貸共同住宅への意識

7 小規模賃貸共同住宅を認めたくない理由  
アンケートの内容は、住民の属性、少子高齢化への意識、若年
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 齢層の新規居住の必要性、最低敷地面積や戸建住宅以外の住宅の

建て方への意識などとした（表3）。なお、アンケート結果は、

東1丁目（地区計画）、西1丁目（地区計画）、一般地区の3つ

のカテゴリーを対象に分析した。 
（１）住民の属性 
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図５ 住民の属性 

 住民の属性（図５）では、年齢（同図左上）で60歳以上が70％
から75％、世帯人数（同図右上）で２人以下が56％から70％、

居住年数（同図下段）で20年以上が70％から74％となってい

る。住民の属性としては、長く住み続ける2人世帯の高齢者が

多いという特徴がみられた。 
（２）少子高齢化への意識 

 進行する少子高齢化に対しては（図６）、68％から89％が「若

年齢層の新規居住が必要」と回答した。住民は、少子高齢化に対

して「このまま見守る」「特に関心がない」よりも、若年齢層の

新規居住の必要性を感じていることがわかった。この傾向は、地

区計画地区よりも一般地区でより顕著にみられた。 
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図６ 少子高齢化への意識 

（３）若年齢層の新規居住への意識 
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図７ 若年齢層の新規居住への意識 

 若年齢層の新規居住への意識については、少子高齢化への意識

との関係で示した（図７）。とりわけ「若年齢層の新規居住が必

要」としたうち「積極的に誘導する」が80％以上を占めている。

住民は、若年齢層の新規居住についてその必要性を感じ、かつ、

積極的に誘導するべきとする意識が強いことが明らかになった。

これは、少子高齢化に対する住民の強い危機感の表れといえよう。 
（４）若年齢層へのイメージ 
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図８ 若年齢層へのイメージ（複数回答） 

 若年齢層へのイメージ（図８）では、マイナスイメージ①「ご

み出しなど地域のルールを守らない」14%～21%、②「地域に無

関心」38%～42%などに対して、プラスイメージ⑤「地域が明る

くなる」83%～90％、⑦「分からないことを教えてあげられる」

33%～52％であった。これらの結果から、住民は若年齢層に対

してプラスイメージの方が強いことがわかった。住民は、若年齢

層の新規居住で地域が明るくなるのを期待し、また、子育てなど

の経験を通じて、交流を図ろうとする意識の表れといえる。一方

で、その他の回答では、若年齢層の生活モラルの低さへの指摘が

根強い。この点は、今後、若年齢層の新規居住を推し進めるうえ

での貴重な視点であることを示唆している。 
（５）戸建住宅の最低敷地面積への意識 
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図９ 戸建住宅の最低敷地面積への意識（複数回答） 

戸建住宅の最低敷地面積は、とりわけ住環境の保全の観点から、

比較的厳しく規制されてきた。それだけに敷地の狭小化には、住

民の抵抗感が強いものと推察される。しかし、若年齢層の新規居

住を促進し、住民の年齢構成を多様化していくためには、敷地の
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 狭小化をある程度認め、戸建住宅の規模にも多様性を持たせる視

点が欠かせないと考える。 

戸建住宅の最低敷地面積への意識（図９）では、①「150平方

メートル（市の基準）以上が必要」が65％～75%、②「敷地が

大きいと若年齢層が買えないが仕方ない」が42％～55％となっ

ている。一方、③「若年齢層が購入しやすいように、ある程度小

さくしても良い」35％～53％、④「隣地との離隔の確保など、

環境に配慮できればある程度小さくても良い」47%～65%、⑤「敷

地面積を小さくするルールを検討しても良い」28％～50％とな

っている。①の基準以上の面積が必要という意識が強い一方で、

敷地の狭小化が必要という意識もみられた。 
とりわけ一般地区では、④「環境に配慮できればある程度小さ

くても良い」（65%）と①（65%）が同率となっており、環境に

配慮が必要という条件付きではあるが、敷地の狭小化を認めよう

とする意識が地区計画地区と比べて強い。さらに一般地区では、

②「若年齢層が買えないが、仕方がない」が42％と低く、③「あ

る程度小さくしても良い」の53％、⑤「ルールを検討しても良

い」の50％はいずれも地区計画地区よりも高い割合を示してい

る。したがって、一般地区の方が地区計画地区よりも、若年齢層

を新規に居住させるために、より柔軟に対応しようとする意識が

強いことがわかった。 
なお、その他の回答では、「現在の敷地面積を確保して住環境

を守りたい」「不動産価格が下がっているので敷地の狭小化の必

要はない」など、敷地面積の基準を守るべきとする意識が多くみ

られた。したがって、敷地の狭小化は、「根強い保守派」が「敷

地の狭小化のための条件」を受け入れられるか否かが重要なポイ

ントであろう。そして、今後、若年齢層の新規居住を検討するう

えで、生活モラルと併せて貴重な視点であることを示唆している。 

（６）小規模賃貸共同住宅への意識 

小規模賃貸共同住宅とは、敷地の平均面積（大和東１丁目（地

区計画）241平方メートル、大和西1丁目（地区計画）244平方

メートル、大和西１丁目（一般地区）252平方メートル）（８）で

建築が可能な「階数は２階以下、戸数は４戸以下」と定義した。 
 小規模賃貸共同住宅は、敷地の狭小化とともに、戸建住宅団地

に若年齢層の新規居住を誘導するための重要なツールと考えら

れる。一方で、戸建住宅団地では、住環境の保全を目的として住

宅の建て方を戸建住宅のみに規制されることが多く、また、大和

団地では、自然発生的には多様な住宅の建て方が供給されてこな

かった（第3章第2項）。そこで、小規模賃貸共同住宅を地区計

画の活用によって積極的に誘導することを目的に、住民の意識を

知ることは大きな意味があると考える。 
 アンケート結果（図10）をみると、小規模であっても賃貸住

宅が建つのは「好ましくない」が38％から45％となっている。

賃貸住宅が「建つことも必要」、賃貸住宅を認める条件を「検討

しても良い」を合わせると、45%から61%となり「好ましくな

い」を上回る。さらに、この傾向でも、地区計画地区よりも一般

地区の方がより顕著であった。とりわけ「建つことも必要」23%
は、大和東１（地区計画）の19%、大和西１（地区計画）の15%

を上回っており、ここでも一般地区において柔軟に対応しようと

する姿勢が伺える。 
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    図１０ 小規模賃貸共同住宅等に対する意識 
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図１１ 居住年数と小規模賃貸共同住宅との関係 
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図１２ 新規居住と小規模賃貸共同住宅との関係 

また、「居住年数」と「小規模賃貸共同住宅への意識」との関

係（図11）では、地区計画地区（同図上段）で居住年数が長い

ほど「好ましくない」意識が強い傾向があり、とりわけ大和西1
（地区計画）では居住年数30年以上で「好ましくない」が60%
を超えている。一方、一般地区の「好ましくない」では、居住年

数30年以上の約50％が最も多く、20年以上30年未満では30％
程度に過ぎないという特徴がみられた。 
さらに、「若年齢層の新規居住への意識」と「小規模賃貸共同

住宅への意思」との関係（図12）をみる。「積極的に誘導する」

（60％～79％）の中に、小規模賃貸共同住宅が「好ましくない」

が約40％存在し、若年齢層を積極的に呼び込みたいと考えてい
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 ても、小規模賃貸共同住宅を認めることには慎重であることが伺

える。しかし一方で、「建つことも必要」「検討しても良い」を合

わせると約60％となっており、検討する余地は十分にあるとい

える。 
「自然に任せる」の中では、「好ましくない」が大和東１（地

区計画）約40％、大和西１（地区計画）約80％、一般地区約

60％とバラつきがみられた。いずれにせよ若年齢層の新規居住

に積極的でない住民は、小規模賃貸共同住宅も認めたくない意識

がやや強いといえる。もともと「自然に任せる」の割合は17％
～33％と比較的小さいが、今後、検討していく際には、このよ

うな意識の存在にも留意する必要性が示唆された。 
これらの結果から、小規模賃貸共同住宅への意識は、「好まし

くない」が存在する一方で、「建つことも必要」「検討しても良い」

を合わせると「好ましくない」と同程度、またはそれ以上が存在

し、今後、検討する余地が十分にあることがわかった。 

（７）小規模賃貸共同住宅を認めたくない理由 
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図１３ 小規模賃貸共同住宅を認めたくない理由（複数回答） 

 住民は、若年齢層の新規居住を強く望んでいる一方で、それを

実現するために必要な小規模賃貸共同住宅の建設をなぜ嫌がる

のか。この理由を知ることは、地区計画を活用した団地再生を模

索するうえで大変重要なポイントと考える。 
 アンケート結果（図13）をみると、景観が壊れること、住民

のモラル、これらへの懸念が同程度に存在した。また、地区計画

地区と一般地区との差異はほとんどみられなかった。いずれにせ

よ、住民の30％程度が小規模賃貸共同住宅による景観破壊と新

規居住者の生活モラルに懸念を持っていることがわかった。 
その他では、「賃貸に住む人は永住しない」「住む人が入れ替わ

る」など賃貸住宅の住人が定住しないことへの懸念がみられた。

今後、住宅の建て方として小規模賃貸共同住宅の積極的な誘導を

検討する場合の視点としては、景観をどのように保全するか、賃

貸を含めた新たな居住者とどのように向きあっていくかが重要

な課題となることがわかった。 
（８）住民意識調査のまとめ 

 住民の属性では、大和団地に長く住み続ける 2 人世帯の高齢

者が多かった。住民は、少子高齢化に強い危機感を持っており、

若年齢層の新規居住を求める意識が高く、若年齢層には生活ルー

ルを守らないなどのマイナスよりもむしろ、地域が明るくなるな

どのプラスのイメージが強かった。 
 戸建住宅の最低敷地面積に対しては、現在の基準を守りたいと

いう意識がある一方で、ある程度小さくするために検討する余地

があることが明らかになった。小規模賃貸共同住宅に対しても、

認めたくないという意識がある一方で、建つ場合の条件を検討し

ようとする意識があった。また、居住年数が長いほど認めたくな

い意識が高くなる傾向がみられた。 
 また、地区計画地区と一般地区との違いとしては、一般地区の

方が若年齢層の新規居住をより強く望み、敷地の狭小化に積極的

であり、小規模賃貸共同住宅が建つことをより認めようとする傾

向が強かった。さらに、小規模賃貸共同住宅を認めようとする意

識は、居住年数が少ないほど顕著であった。 
 
５ まとめ 

街の定住人口を増加させるためには、若年齢層を新規に居住さ

せることが必要であり、それを促すためには敷地の狭小化と住宅

の建て方の多様化が不可欠と考えられる。とりわけ小規模賃貸共

同住宅は、大和団地では平均的な敷地面積で建築が可能であり、

敷地の狭小化と併せて若年齢層の住宅の受け皿として供給して

いくことが求められよう。 
 本研究では、これらを検討していく際にいくつかの重要な示唆

を得た。住民の居住年数や地区計画地区と一般地区との違いによ

って嗜好が異なった。したがって、今後、地区計画を検討する会

議体を編成する際には、居住年数や年齢に偏りがないようなメン

バー構成にする必要がある。また、検討に取組む範囲（対象とす

る区域）の設定は、地区計画地区を避け、一般地区から取組む方

が検討を進められやすいこともわかった。 

 さらに、検討する材料としては、敷地の狭小化や戸建住宅以外

の住宅の建て方について、景観をどのように保全していくか、及

び、新規居住者の生活モラルへの対応が重要な焦点となることも

わかった。建物のデザイン、住民同士のコミュニケーションなど、

出来るだけ課題を具体化して議論することが必要となる。これら

は住民や専門家が知恵を出し合えば解決の糸口は必ず見つかる

ものと考えられる。 
一方、これらの検討を進めることは、これまでの閑静な住環境

を保全してきた住民意識とは相反する。これまでの住環境の保全

はその成果を含めて積極的に評価もされてきたことを踏まえる

と、この取組みは困難が予想される。しかし、戸建住宅団地の現

状については、「高齢化社会を地域で加速しているのは異質なも

のを受け入れようとしない自らが招いた結果」とする指摘もある
（９）。戸建住宅団地が改めて「街」として再生するために、既成

市街地にみられるような住民年齢の多様化を実現させるための

住民による前向きな検討を期待したい。 
地区計画の検討が進められ、実現したとしても、それは若年齢

層のための住宅環境という受け皿を準備したに過ぎない。地区計

画で認めたとしても、それをもって敷地の狭小化や住宅の建て方

が多様化するわけではないことも本研究で明らかになった。また、

戸建住宅団地の空家空地の有効利用は、公的資金や行政支援の限

界、相続による所有権の曖昧さ及び個人情報の入手の困難さなど

の理由で容易ではない。したがって、地区計画によるアプローチ
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 と並行して、空地空家の有効活用を実現するための地域ぐるみで

取組める仕組みを構築することが肝要となる。この仕組みの構築

に関しては今後の課題としたい。 

 
補注 
(1) 「ニュータウン再生へ新法」、日本経済新聞、2014.12.4 
(2) 「徐々に建て替え人口回復 千里ニュータウン再生(1)」、日

本経済新聞、2015.4.28 
(3) 7市（大分市、札幌市、盛岡市、長岡市、富山市、堺市及び

久留米市）が2010年6月9日に「ふるさと団地の元気創造推

進協議会」を設立（現在は富山市が脱会し川西市が加盟）し、

団地再生に取組む。大分市Webページ、2015.7.4閲覧。 
http://www.city.oita.oita.jp/www/contents/1303284385265/ 

(4) 「ふるさと団地再生事業」、川西市Webページ、2015.7.4
閲覧。行政担当者ヒアリングによる、2015.7.15 
http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/gyozaisei/12338/furusat
odanchisaiseijigyo.html 

(5) アンケート調査では、「自宅の敷地面積」に対する回答

（n=458）のうち、300㎡以上の敷地は51回答（約11％）で

あった。 
(6)  2012年の建築確認。行政担当者のヒアリングによる。

2015.7.13 
(7) 建築確認台帳から筆者が分析した。 
(8) アンケート結果から筆者が分析した。 
(9) 大月敏雄は、高齢化社会のまちづくりについて、さまざま

な人が住み、いろいろな機能があるなど、「キーワードは多様

性と雑味」と指摘している。建設通信新聞、2014.11.17 
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