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１. 戦後住宅政策の展開

金融公庫法が制定され、翌51年には、低所得

日本における近代的な意味での住宅政策と

者向けに自治体が公営住宅を提供するための

いうものが、いつごろから、どのようなかた

公営住宅法が制定された。そして、1955年に

ちで、取り組まれ始めたのかという点につい

は、都市部の勤労者向けに公的住宅を大量に

てふり返る時、多くの先行研究が、
「同潤会」

供給することをねらいとして日本住宅公団が

の名前をその起点として挙げている。同潤会

設立された。こうして持ち家階層向けの住宅

は、関東大震災（1923年）後の復興を担うた

金融公庫、低所得者向けの公営住宅、都市

め国によって設置された機関である。その同

部の中間層向けの公団住宅という戦後住宅政

潤会が、近代的な住宅政策の起点とされるの

策の３本柱が階層別に整備された（山口・川

は、同潤会によって建設された住宅（アパー

崎 2015 pp.30-33）
。

ト）が、今日のマンションや団地と同様の鉄

この戦後住宅政策の３本柱が大きく見直さ

筋コンクリート造の集合住宅だったからであ

れたのは、2000年前後である。まず、1996年

る。同潤会による住宅建設以前にも、長崎県

に公営住宅法が一部改正された。その主な改

にある小さな島の端島（通称、軍艦島）に炭

正点は、①入居対象階層の切り下げ（収入分

坑労働者やその家族用の７階建ての集合住

位で33％以下から25％以下へ）
、②入居者の

宅が建設されたというような例もあった。ま

収入（応能）や住宅の立地・規模（応益）に

た、1918年の米騒動後に、自治体に住宅担当

応じて家賃を決める応能応益家賃制度の導

部局が設けられ公益住宅の建設が始められた

入、③高齢者・障がい者等に対する入居収入

り、中流階層向けに長期の低利融資を行う住

基準の緩和（裁量階層の導入）
、④民間住宅

宅組合や住宅協会が設立されるという動きも

の借上げ・買取方式の導入の４点であった。

あった。ただし、こうした戦前の住宅政策は、

この中で最も重要な改革点は応能応益家賃制

主に不良住宅の改良や災害復興対策として

度の導入である。従来の公営住宅法では、公

取り組まれたものと言える（山口・川崎

営住宅の建設費用から国の補助金などを除い

2015 pp.22-27）
。

た額を「原価」とした原価主義で家賃を算定

第２次大戦後の住宅政策は、住宅不足への

していた。しかし、地価や建設費の上昇によ

対応から始まった。戦災による焼失、海外か

り原価主義は破綻し、それに代わるものとし

らの引揚げや復員により大量の住宅が不足し

て、入所者の収入や入居者が受ける利益（立

ていた。終戦の1945年８月時点で420万戸の

地や規模）に基づく新たな家賃制度が導入さ

住宅が不足していた。この住宅不足を解消す

れた（砂原 2018 pp.83-84）
。

るために設けられた国の機関が戦災復興院だ

また、大都市周辺部において公団住宅を建

った。また、1950年には、低利で住宅の建設

設・提供してきた住宅・都市整備公団（1981

や購入資金を融資することを目的とした住宅

年に日本住宅公団と宅地開発公団が合併）は、
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表１

出典：山口・川崎

2015

戦後住宅政策の変遷

pp.16-17を参考に筆者作成

1999年に都市基盤整備公団に再編され、さら

り、住宅政策についても、公共（官、行政）

に、2004年には独立行政法人都市再生機構

主導から民間や市場の活用または連携への路

（UR）に組織転換された。公団住宅は家賃が

線の転換があったと言える。

高く、立地が遠く、部屋が狭く、民間のマン
ションとも競合する（民業圧迫）など、多く
の批判にさらされてきた。90年代に入ると、

２. ニュータウンと郊外――その盛衰と再生
前項で描いた戦後住宅政策の形成と終焉

新規の住宅開発は行なわず、既存の賃貸住宅

をめぐる50年間の時間の流れの中には、さま

の建て替えがすでに事業の中心になってい

ざまな社会経済的な出来事があり、その影響

た。さらに、99年の都市基盤整備公団への再

をうけた住宅政策が展開されてきた。オイル

編は、住宅供給を離れて、都市の基盤整備を

ショック、バブル経済やその崩壊、阪神・淡

主な任務とするという組織目的変更の表明で

路大震災と東日本大震災などは、社会経済に

あった（砂原 2018 p.86）
。

大きな影響を与え、人々の暮らし方や生き方

最後に、住宅金融公庫についてであるが、

にも変化をもたらせたと言える。ただし、こ

この組織には元々、民間の金融機関では、個

こでは、戦後のわたしたちの暮らしに最も大

人の住宅を対象にした長期・低利の融資が行

きな影響を与えたものとして高度成長とニュ

われないため設立されたという特徴があっ

ータウンの建設を取り上げることにする。

た。しかし、80年代の後半以降、従来の企業

高度成長が何かについて詳しく説明する紙

への融資が減少してきたこと（企業が株式な

幅の余裕はないが、
高度成長の10数年間（1950

どにより資金を自己調達し始めたため）に伴

年代中頃から70年代初め）
、日本経済は平均

い、銀行は新たな融資先として住宅ローン分

で10％という未曽有の成長を経験した。それ

野に参入してきた。つまり、公庫の事業は民

は、日本という国の姿を根底から変えた（吉

間金融機関と競合することになった。2001年

川 2012 p.3）
。高度成長の主要因は、企業

の閣議決定に基づき、公庫は、融資業務を災

の旺盛な技術革新と、農村から都市への人口

害復興などに限定して、民間金融機関による

移動に伴う世帯数の増加だった。都市に移り

住宅ローン貸付の支援を担うことになった。

住んだ人々は単身もしくは核家族という新し

そして2007年、独立行政法人住宅金融支援機

い世帯を構え、技術革新により低価格を実現

構に再編された（砂原 2018 pp.87-89）
。

させた洗濯機、冷蔵庫、テレビなどの耐久消

こうした住宅政策をめぐる政策転換の背景
には、80年代以降展開されてきた民営化や規
制緩和を志向する新自由主義的な流れがあ

費財を求め、需要（消費）を拡大させた（吉
川 2012 p.77およびp.122）
。
この高度成長と共に膨張した都市の人口
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に、特に農村から都市に流入した新しい住民

以上の歳月が流れ、住人の大半が高齢者とい

に住宅を提供する目的で建設されたのがニュ

う「オールドタウン」になった。ニュータウ

ータウンだった。ただし、日本のニュータウ

ンで育った子どもは、大学進学や就職を機に

ンには、明確な定義がない。国土交通省では、

ニュータウンを離れ、そのことが入居者の高

①1955年度以降に事業に着手、②施工面積

齢化や街の人口減少を加速させてきた。その

16ha以上で、計画戸数1000戸以上または計

他にも、
エレベーターのない住棟の上層階（５

画人口3000人以上、③人口集中地区ではない

階、４階部分）の空室化、室内および住棟、

区域で開発という定義により、全国で2010地

ニュータウン内のバリアフリー化の遅れ、近

区（2011年３月時点）のニュータウンリスト

隣センター（ニュータウン内の商店街）の衰

を挙げているが、それは１つの捉え方にすぎ

退、小中学校の遊休化など、多くの課題を抱

ない。また、ニュータウンに類似した概念に

えている（伊藤ほか 2017 p.144）
。

「団地」があるが、両者の関係（ちがい）も

ただし、ニュータウンの中には再生の動き

不明確である。ニュータウンは、住宅だけで

も見られる。各地からは、NPO法人による住

なく、商業施設や学校、行政機関、公共施設、

宅リフォームや買い物代行サービス（千葉海

公園・緑地など、総合的な都市機能を有する

浜ニュータウン）
、近隣センターの空き店舗

が、団地は、住宅の集合体にすぎないという

を活用した住民交流の場づくり（明石舞子住

整理もあるが、これも１つの捉え方にすぎな

宅）
、団地内循環バスの運行（高蔵寺ニュー

い（金子 2017 pp.29-34）
。

タウン）などの活動が報告されている。また、

定義の問題はさておき、高度成長期に特に
３大都市圏において、急増する人口の受け皿

子育て世代を想定した間取りにリノベーショ

として多くのニュータウンが、公団、公社、

ンした、ひばりが丘団地の事例もある（伊藤

地方自治体、民間などの手によって建設され

ほか 2017 p.145）
。

た。東京の多摩ニュータウン、中部圏の高蔵

また、建て替えの事例としては、多摩ニュ

寺ニュータウン、大阪の千里ニュータウンな

ータウンの諏訪２丁目団地の事例が有名であ

どがその代表である。さて、日本のニュータ

る。1971年に入居が始まった諏訪２丁目団地

ウンには、次の２つの特徴がある。１つは、

では、建て替えの検討が1988年頃から始めら

ニュータウン発祥の地であるイギリスのニュ

れ、長い歳月がかかったものの、2014年１月

ータウンでは、住まいの近くに雇用の場を確

に建て替え工事が完成した。これまでのエレ

保する「職住近接」が目指されたが、日本の

ベーターなしの５階建て23棟640戸が、エレ

ニュータウンでは、住まいのスピーディーな

ベーター付きの11階建ておよび14階建ての７

提供が優先され、また、都心のエネルギーが

棟1249戸に生まれ変わった。ただし、こうし

強く、雇用の場がニュータウン内に少なく、

た事例はまだ少数で、団地の建て替え（マン

ニュータウンの住人は都心への通勤を余儀な

ションの場合も同じ）には多くの困難が伴う

くされる「ベッドタウン」にすぎないという

のが一般的である。立地条件が悪い場合は、

特徴がある（金子 2017 pp.27-28）
。ただし、

事業性が低く、また、入居者の意向のちがい

イギリスのニュータウンにおいても、ニュー

などから合意形成が難しいなどの課題がある

タウン内に雇用の場を確保する「職住近接」
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エレベーターのない住棟の上層階の部屋を、

（山口・川崎 2015 pp.172-173）
。

や「自足性の原則」は、経済情勢をふまえた

住民参加と民間との連携により、大規模な

時々の政府の政策により変化したと指摘する

建て替えが実現したのが、URの多摩平の森

研究もある（西山 2002 pp.126-127）
。

の事例である。ここには元々、URの多摩平

もう１つの特徴は、ニュータウンの入居者

団地（1958 ～ 60年、入居開始）があったが、

像を一定の収入以上のサラリーマン世帯を前

1996年頃から建て替え計画の検討が始まり、

提にしたため、
世代や社会階層が似通った（同

入居者の代表、地元自治体の日野市、URの

質性の高い）人々が多く住むことになったと

三者で勉強会を開催し、建替事業への合意

いう点である。開発当初は20代、30代が住人

形成を図った。その結果、それまで29haの敷

の多くを占めた「若い街」も、開発から50年

地に247棟あった団地は、高層化（13階建て）
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されて11haの敷地の30棟（1528戸）に集約化

改善するため、都市と農村の双方の魅力を併

された。余剰地には、図書館、保育園、大型

せ持った「田園都市（ガーデンシティ）
」の

商業施設、民間事業者による戸建ておよび集

建設を提案し、レッチワースやウェリンでそ

合住宅などが誘致された。また、既存の５つ

れを実現した。同書の魅力は、
「都市と農村

の住棟を民間事業者に貸し出し、子育てや高

の結婚」という新しいタイプのまちづくりの

齢者支援機能を持った多様な住宅に改修し、

コンセプトにあるが、それに加えてもう１つ

運営してもらう「ルネッサンス計画２」とい

の魅力は、住民自身が田園都市の開発を担う

う事業にも取り組んだ。コンペを経て３社の

まちづくり会社の運営に参加するという自治

案（団地型シェアハウス、菜園付集合住宅、

（協同組合主義）的な要素にある（ハワード

サービス付高齢者向け賃貸住宅）が採用され、
「たまむすびテラス」として2011年から入居
が始まった（UR Press 2019）
。

2016）
。現在、日本ではどこの地域でも、
自治会・町内会などの活動は低迷している。
ただし、自治会など地縁のコミュニティの力
は弱くても、同じ趣味（本や音楽）などを共

３. 住宅の「質」と魅力ある暮らし
これまで公共主導から民間や市場の活用ま
たは連携への住宅政策の路線の変容と、戦後

有するテーマ型のコミュニティの活動が盛ん
だという地域は結構ある（筆者の住む東京都
国立市がまさにその例である）
。

住宅政策におけるニュータウンの盛衰と再生

住宅の「質」に話を戻すと、住宅の構造や

の動きなどについて述べてきた。都心部にお

デザイン、レイアウトなどを技術の向上や居

ける再開発などの動きには触れなかったが、

住者のニーズに合わせて改善することは、も

ニュータウンの衰退（郊外からの人口流出）

ちろん住宅自体の「質」を高めることになる。

の背景には、
郊外から都心部への人口移動（都

ただし、それに加えて「まち（住宅地）
」の

心回帰）があり、都心部や湾岸部（ウォータ

魅力を高めることも重要である。近くに話の

ーフロント）などにおける超高層マンション

合う仲間がいる、集まれる場所がある、そん

（タワーマンション）の建設などが要因とし

なことが日々の暮らしを魅力あるものにす

てあったことは言うまでもない。その意味で

る。地縁だけではない多彩な人の交わりによ

は、官と民と並んで、都心と郊外という２つ

り、暮らしを魅力あるものにすること、これ

の軸で、戦後住宅政策の移り変わりを眺めて

が成熟した社会における住宅政策の課題では

きたつもりである。

ないだろうか。

最後に、魅力ある暮らしとは何かという点
について考えたい。総世帯数に対する住宅総
数の割合が１を超え、第１期住宅建設五箇年
計画（1965年）が掲げた「１世帯１住戸」を
実現したのは1968年のことであった。これを
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近代都市計画の祖と呼ばれるイギリスのエ
ベネザー・ハワードは、
著書『明日の田園都市』
の中で、ロンドンの過密と不衛生な暮らしを
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