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高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

１．研究背景
全国の多くの都市が超高齢化と少子化を伴いながら、
人口減少の時代に入りました。大都市東京圏も例外で
はなくあと２〜３年で人口がピークを迎え、急角度で
超高齢化社会に向かうことになります。一方、住宅ス

宅・土地統計調査等）の分析
• 本件に関連する文献の収集、分析
• 本件に関連する研究組織、研究者とのネットワー
ク形成
• 本件に関連する地方自治体、民間企業へのヒアリ
ング

トックの加齢化（＝老朽化）と空家の積み上がりがこ
こ東京圏でも刻一刻と進行しています。20 年に及ぶデ
フレ経済は、住宅の資産価値の維持をも困難にさせて

（２）郊外研究の専門家や識者によるＷＥＢセミナー
上期において、郊外研究に造詣の深い方々による、

きております。経済成長に手ごたえが感じられないな

当財団ホームページ上でのＷＥＢセミナーを開催しま

かで、都市居住の変容の圧力が増していくことで、こ

した。６回のシリーズ・タイトルは「東京郊外居住の

れまで以上に都市居住者の悩みが深くなっていくもの

憂鬱」です。ＷＥＢセミナーの講師は以下の方々です。

と思われます。
公益財団法人ハイライフ研究所は、
「持続可能な都
市居住の実現に向けた知見の獲得、そしてと社会との
共有」をモットーに活動してきており、設立 21 年を迎
えます。当財団は「都市居住の新陳代謝の時代の到

2012 年度は「シングル居住都市の行方」
来」を認識し、
について調査・研究を行いました。2013 年度は郊外部
に視点を移し、高齢化と加齢化のなかでささやかれる
「東京の郊外居住の憂鬱」をテーマに調査・研究を行
いました。

内容は当財団のホームページでご覧いただけます。
◆ 第１回 若林幹夫氏（早稲田大学教育・総合科学学
術院教授）
「郊外居住の憂鬱」→ 2013 年 8 月 14 日配信
◆ 第２回 藤井多希子氏（慶應義塾大学ＳＦＣ研究所
上席所員（訪問）
）
「東京圏郊外の過去、現在、未来」→ 2013 年 8 月

28 日配信
◆ 第３回 江川直樹氏（建築家、関西大学環境都市工
学部建築学科教授）
「団地の再編を考える」→ 2013 年 9 月 11 日配信

2．研究テーマ
（１）東京圏の郊外形成の変遷と、今日的な郊外居住
の状況把握
（２）郊外居住の変容の経済、社会、人口・世帯動向
要因の分析

◆ 第４回 和田雄志氏（公益財団法人未来工学研究所
理事）
「都市高齢者の居場所と出番」→ 2013 年 9 月 25
日配信
◆ 第５回 齊藤広子氏（明海大学不動産学部教授）
「住宅地のマネジメント−住宅地の資産価値を上

（３）郊外住宅のストック＆空き家の動向、ストック活

げる方法を学ぶ」→ 2013 年 10 月 9 日 配信

用、コミュニティ維持、資産価値の持続等の取り組み

◆ 第６回 延藤安弘氏（NPO 法人まちの縁側育み隊

状況把握
（４）郊外における居住関連ビジネスの動向把握

理事）
「郊外で楽しく生き延びる」→ 2013 年 10 月 30 日
配信

３．研究方法
（１）データ分析、資料収集
• 本件の背景を成すマクロデータ（国勢調査、住
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（３）郊外居住関連ビジネスの事業者ヒアリング
目下、郊外で住関連ビジネスがどのような課題に向
き合い、変容しつつあるのかを業界を代表する団体や

CHAPTER

1
CHAPTER
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事業者にヒアリングしました。ヒアリング概要は、本
報告書第４章にて紹介しております。
◆（株）タムラプランニング＆オペレーティング

４．研究成果の開示
（１）年間を通じて行った調査研究の成果は報告書と

高 齢 期 の 居 住とし て目 下 急 拡 大 を 続 け て いる

してとりまとめ（＝当報告書）
、全国の主要図書館や大

「サービス付き高齢者向け賃貸住宅』動向につ

学の図書館に寄贈します。また、当研究所のホーム

いて。
◆（一社）日本住宅リフォーム産業協会
◆ 旭化成ホームズ（株）二世帯住宅研究所
◆ 税理士法人レガシィ

（２）本研究に参加していただいた研究者の方々を呼
んで、当研究所主催で公開セミナーを開催しました。
この様子は小冊子にまとめる一方で、映像収録したも

4

二世帯、2.5 世帯住宅の需要動向

たします。
CHAPTER

リフォーム、リノベーション動向

ページからも当報告書をダウンロードできるようにい

のを当財団ホームページで配信いたします。

もう一つの憂鬱、相続事情
◆ 横浜市建築局
東急電鉄と共同で進めている、これからの持続的
郊外居住をめぐる取り組み
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高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

５．研究体制
◆ 研究幹事

◆ 研究リーダー

髙津 伸司（たかつ・しんじ）／公益財団法人ハイライフ研究所副理事長

服部 圭郎（はっとり・けいろう）／明治学院大学経済学部教授

1963 年東京都生まれ。東京大学工学部卒、カリフォルニア大学バークレイ校環境デザイ
ン学部修士課程修了。民間シンクタンクを経て現職。専門は都市デザイン、都市計画、
フィールドスタディ。主なプロジェクトは、マレーシア新都市サイバージャヤのマスター
プランなど。著書に『ブラジルの環境都市を創った日本人：中村ひとし物語』、
『若者のた
めのまちづくり』、
『道路整備事業の大罪』、
『人間都市クリチバ』ほか、共著に『都市計画
国際用語辞典』、
『都市の鍼治療』ほか。

◆ 研究スタッフ

榎本 元（えのもと・はじめ）／読売広告社・都市生活研究所所長

1961 年愛知県生まれ。広島大学工学部卒業後、中堅広告代理店を経て現職。コミュニ
ケーションの専門家としての立場から、20 年以上、不動産開発・都市開発（大規模集合住
宅・商業施設・複合施設・リゾート開発等）を中心に、まちづくりの開発コンセプトの構
築や商品企画、販売広告戦略など、生活者を街の主軸に捉え、都市暮らしのみらいを予
見しながら、トータルなコンサルティング業務に携わっている。共著『シビックプライド
−都市のコミュニケーションをデザインする』。
高木 克昌（たかぎ・かつまさ）／読売広告社・都市生活研究所チーフマーケッター

1959 年富山県生まれ。成蹊大学経済学部卒業後、デベロッパー勤務を経て現職。デベ
ロッパー時代の知見や経験を生かし、マーケティング分析、商品コンセプト、販売戦略の
構築まで幅広く、クライアントと生活者の両方の視点に立った企画・提案を行っている。
また、少子高齢時代を踏まえ、高齢者向け住宅やシニア世代のライフスタイルについての
調査・研究を行っている。

木村 静（きむら・しずか）／公益財団法人ハイライフ研究所研究員

1980 年北海道生まれ。札幌市でコミュニティ FM のパーソナリティー、TV リポーター、
司会等アナウンス業の傍ら、情報発信によるまちづくりに取り組む NPO で 7 年ほど活動。
ラジオ番組、映像番組の企画・制作、ミニコミ紙の編集、ワークショップ・イベント企画
などを手がける。ボイストレーニングや、リポーター養成講座、映像制作ワークショップ
も行う。女性やマイノリティ当事者からの情報発信、コミュニケーション、まちづくりを
テーマとしている。
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５. ４．郊外住宅開発の需要の喪失
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５. ２．地域的つながりの弱さ

本章では、本報告書のテーマである郊外について、
これまでの歩み、そして現状の問題点などを整理した

くつくられる。郊外とは、場末（les faubourgs）の退廃した子孫な
i

のである

いと考える。
このように郊外というのは、都市に従属する、都市

１．郊外の誕生と成長

より「格下」のもの、として意識されていたことが語
源的に類推される。

郊外の「郊」の字は古代中国では都城の外、また町

ただし、イギリスやアメリカでは郊外住宅地は、都

外れを指す。「郊」の部首のおおざとは邑（むら）を

市の喧噪、不衛生から逃げだし、健康的な生活を送る

指す。また、つくりの「交」は「まじわり」を示す。

場所としての位置づけを有するようになる。世界的に

これより、郊外というのは、邑に属する村外れを意味

みても、郊外住宅地の歴史はそれほど長くない。イギ

していると推察される。

リスのロンドンにおいて都市と田園との中間領域に

郊外 は 英 語 で は サ バ ー ブ で あ る。 こ の サ バ ー ブ

人々が住むようになったのは 19 世紀。産業革命に

（Suburb）は、都市を意味する「urb」に、「補助的」

よって都市が膨張し、都市の生活環境が悪化したこと

を意味する「sub」がついたものである。すなわち、

を契機としている。最初に、過密化した都市から移り

サバーブとは、「都市を補助するもの」
、「都市を補完

だしたのは豊かなブルジョアジーたちであった。この

するもの」という意味を有し、あくまでも都市という

時期の「郊外」は、都心から 10 〜 15km ほどの圏域

系における脇役的な位置づけをイメージさせる言葉で

であり、当時の主要通勤手段である馬車を維持し、使

ある。

う財力のある階層だけがこのような郊外に居住するこ

ii

ドイツ語ではフォーシュタット（Vorstadt）で、こ

とができたのである。具体的にはロンドンのハムス

れも都市を意味する「stadt」に、「前方」を意味する

テッド、リージェント・パークや南のリッチモンドな

vor がついた言葉であり、都市の外縁部といったイ

どだ。

メ ー ジ を 抱 か せ る。 フ ラ ン ス 語 で は、 バ ン リ ュ ー

このような都市で仕事をしつつ、「郊外」で田園的

（banlieue）。これは、上記二つとは概念的にも異なる

な生活をすることは、特に当時、勃興しつつあった中

言葉である。禁止されたを意味する「ban」に「リー

間層のイギリス人の憧れへと繋がっていく。そのよう

グ」などを意味する「lieue」が結合されたこの言葉

な憧れを増長させたのが、デザイナーでもあったウィ

は、城壁都市を取り巻くように設置された、認可され

リアム・モリスであった。モリスは 1871 年にロンド

た商取引以外が禁止された地域を指している。このフ

ンから 16 キロメートルほど離れたところにあるアプ

ランス語には都市との対比としての「郊外」といった

トンという村に、「赤い家」として知られる住宅をつ

観念は含まれていないが、城壁外の地域ということで、

くり、そこに住む。この「赤い家」は、いわゆる「ク

その後、一般的に「郊外」地域を意味するようになる。

イーンズ・アン・スタイル」へと発展し、その後、主

スイス人ではあるが、その後、フランスで活躍する

流となった郊外住宅の様式をつくることになる。モリ

*1

ことになるル・コルビジェは 1957 年の『アテネ憲

スは、さらに 1890 年の著書『ユートピアだより』に、

章』において、次のように述べている。

田園生活の理想を描き、イギリス人の「田園への憧
れ」を高め、郊外のあり方やイギリス都市計画運動に

郊外（les banlieues）は、無計画に、都市とは何ら正常な関係もな

12

iii

大きな影響を与えたと東秀紀は指摘する。

高齢化と加齢化で

CHAPTER

1

理想都市として考えられた田園都市の最初の事例で

として位置づけた。このハムステッド・ガーデン・サ

あるレッチワースが竣工されたのが 1903 年。まだ

バーブは現在では、ロンドン屈指の高級住宅地となって

110 年ぐらいの歴史しかない。そして、このレッチ

いる。

ウェリン・ガーデンシティの開発が始まった。

であったルイス・デ・ソアソンは、住宅をジョージア
調様式に統一させ、大量生産時代に合う画一的な景観

るのだが、それは、ハワードが想定した自立自助型の

をつくりあげる。このソアソンの画一的な住宅景観は、

田園都市ではなく、母都市のベッドタウンである「田

むしろそれ以降のイギリスにおけるニュータウン的な

園郊外」として普及していくことになる。そのきっか

もの、そしてその後、世界中に広まる郊外住宅地を先

けとなったのは、二つの田園都市の設計者の考えであ

取りしたものとなった。

る。エベネザー・ハワードという理想主義者によって

国際田園都市計画協会が設立されたのは 1913 年。

度、同調したレッチワースの空間デザイナーであった

れていたが、1925 年にはニューヨークで開かれ、この

レイモンド・アンウィンは、しかし、1906 年にロンド

時には日本の代表も参加している。この大会は、世界

ン北の郊外住宅地ハムステッド・ガーデン・サバーブ

中に田園都市を広めるうえで大きな役割を果たすが、

を設計する際、
「職場を含む田園都市と異なって」住

その際、ハワードの「自立都市」というコンセプトは

宅地を中心とした計画をする。彼は、それを「田園郊

あまり関心を呼ばず、アンウィンがハムステッド・

外（garden suburb）」と命名し、それを「環境に配慮

ガーデン・サバーブで試みた「田園郊外」というスタ

し、コミュニティ施設を備えた住宅地であり、職場は

イルが広く世界中で受け入れられていく。
日本でも「田園都市」という名前までも借用した渋

レッチワースの住宅地

CHAPTER

写真１

3

最初の十数年間はヨーロッパで年に１度、大会が開か
CHAPTER

考案された「田園都市」というコンセプトに、相当程

都市にあって、住民達は毎日通勤する」ベッドタウン

2

この 2 つの田園都市は、その後、世界的に普及す

また、ウェリン・ガーデンシティの空間デザイナー
CHAPTER

ワースの竣工から 16 年後、第二の田園都市である

4
CHAPTER

5

13

沢栄一が設立した「田園都市株式会社」が、最初に開

同書の中で露伴は、都市と郊外とは明確に分離すべ

発した洗足田園都市では、「豊かな自然に囲まれた庭

きだ、という市内市外分離論を主張している。これは、

付き一戸建て住宅地を郊外に建設し、都心のオフィス

欧米において強く主張され、実践されてきた方策であ

iv

と高速鉄道で結ぶというものであった」し、次に開発

るが、明治以降の日本は 1968 年の都市計画法で市街

した田園調布は、本家の田園都市ではなく、アメリカ

化調整区域の制度がつくられるまで実践されなかった

のサンフランシスコの「田園郊外」であるサー・フラ

ものであった。

ンシス・ウッドを参照としたまちづくりを行っている

このように行政による郊外開発は第二次世界大戦以
*2

ことからも、ハワードと関係のあるものは名称のみ、

前はほとんどみられず、計画的に郊外住宅地を開発さ

という風に捉えられなくもない。

せようとする動きは民間主導で行われる。日本では、

このように世界中に強い影響力を及ぼした「田園都

関西では 1910 年頃、郊外鉄道の沿線人口を増やすた

市」ではあるが、「田園郊外」という母都市のベッド

めに開発が進展する。関東では 1918 年に田園都市株

タウン、もしくは政策的なニュータウンとしての形態

式会社が設立された。

で世界中に広まっていくことになる。

これらの民間主導での開発の多くは、利益追求とい
うよりかは、理想主義に基づいてつくられていった。
田園調布、成城学園、玉川学園、向山、渡辺町などの

２．日本の郊外開発

戦前において開発された郊外住宅地は、理想を優先し

日本の大都市周辺部では、鉄道の発達とともに郊外

て、経営的な観点を後回しにしていた。

へ移り住む人が増え始める。高知県生まれの幸徳秋水

田園調布は計画当初は、富裕層をターゲットにした

は 1908 年に『経済新聞』に「郊外生活」という文章

訳では決してなかった。しかし、結果、渋沢栄一の理

をしたためている。幸徳秋水は、その当時、現在の山

想が具体化したことで、市場が極めて高く評価するこ

v

手線の大塚駅周辺に住んでいた。
幸徳秋水にとって当時は、郊外であった大塚周辺で
の生活は理想郷のようであった。

とになって、現在のような高級住宅地として位置づけ
vii

られることになったのである。
政治学者の原武史は、日本の郊外開発を進めた建設
理念を大きく二つに分類できるとしている。その一つ

今の都会には、人は多し、金は多し、食物は多し、美しき衣服も

は、前述したハワードの田園都市を源流とする「田園

亦た多し、されど人間の活力を養うに最も緊要なる空気と日光には

郊外」的な理念。そして、もう一つはソ連の社会主義

極めて乏し、都会人の吸うは有毒瓦斯と塵埃なり、其光明と温熱と

的な集合団地に強く影響を受けた理念である。ソ連の

は瓦斯燈、電燈、炭火、蒸気に過ぎず、斯くて出来得るほどの人々

集合団地自体も、それがつくられ始めた初期において

は、皆な郊外に向うて走る

は、ハワードの田園都市構想の影響を受けている。し

viii

ix

かし、それはすぐに廉価に大量生産される大型パネル
しかし、それらの郊外は計画的につくられたもので

工法が使用されるようになると、社会主義の平等主義

はなく、幸田露伴はそのような状況が拡大していくこ

の理念をも反映したマスハウジング型の標準住宅が大

とは、
「都の経費を増大させ、郊外を減少させ、郊外

量に建ち並ぶ住宅地へと変容していく。

を都民から遠ざけることにもなる」と 1899 年に書い
vi

た『一国の首都』で批判している。
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そして、前者は戦前における民間による郊外住宅開
発、そして、戦後においては、その DNA をある程

高齢化と加齢化で

CHAPTER

1

度、引き継いだ東急を代表とする民間の不動産会社に

異にするということになる。もちろん、そのように開

よって担われ、後者は戦後において日本住宅公団など

発されたものも、その後の展開をみれば、「郊外化」

によって担われることになる。

されていくのであるが、若林が指摘することは、まさ
に日本の郊外都市の開発が「田園都市」型ではなく、

したものとして、広く人々に活用されているものとし

「田園郊外」型のものであるということを示唆している。

x

このように、日本の郊外開発は、戦前はイギリスの

中産階級が主として居をどこに構えたかという視点か

を強く受けるが、戦後はアメリカの郊外住宅地の影響

ら、東京の郊外化の変遷を分析する考え方である。す

を強く受けることになる。ただし、アメリカの郊外開

なわち、第一山の手は、明治時代に上記の社会階層が

発を模範としつつも、実際の郊外開発ではアメリカと

住んだ本郷界隈に該当する。第二山の手は、明治から

は異なった展開が見られた。それは、おもに公団によ

大正にかけて上記の社会階層が移り住んだ新宿区〜港

る団地の建設である。原武史が指摘するように、「ア

区などに相当する。第三山の手は、大正時代から戦前

メリカでは、団地に相当する集合住宅は、住宅が不足

にかけて西側に伸びた私鉄沿線に開発された上記の社

した第二次世界大戦直後ですら建てられなかった」
。

会階層が移り住んだ住宅地であり、戦前にその基盤が

この指摘は、セント・ルイスのプルイット・イーゴー、

できて戦後に街として成熟していった地域である。私

ハーレムの低所得者向けの高層アパートの団地などを

鉄が延伸する以前は、まったく不便であった世田谷、

無視しており、必ずしも正しくはないが、ただし、そ

杉並、目黒といった山手線の外側に広がっていた田畑、

れらはむしろ、第二次世界大戦後にソ連で大量に建設

牧場などが私鉄の開通とともに住宅地として変貌して

された集合住宅により近似している、という原の指摘

いった。田園調布、成城学園などが第三山手に含まれ

は説得力を有していると考えられる。

ⅻ

*3

そのような中、アメリカの郊外住宅地を最も忠実に

階層が移り住んだ地区であり、多摩ニュータウンや田

再現しようとしたのが五島慶太率いる東急グループが

園都市線沿線などがここに含まれる。

開発した田園都市線沿線であろう。東急は、「集合住

郊外という場所の成立は「通勤」が大きなファクター
xi

であると述べている。近代化のなかで都心に通勤する

宅の建設を制限しつつ、長い時間をかけて丘陵地帯を
ゆっくりと開発し、アッパーミドルの住む一戸建て主

4

社会学の立場から郊外を研究している若林幹夫は、

CHAPTER

る。第四山手は、戦後に街の基盤がつくられ、上記の

3

田園都市のコンセプトを曲解した「田園郊外」の影響

CHAPTER

「第四山の手論」がある。 これは、明示近代化以降、

2

ては、パルコ出版が『東京の侵略』において提唱した

CHAPTER

首都圏での郊外住宅の開発をその時期によって分類

xiii

体の郊外を沿線につくってきた。」

めなくなったときに、最初は既存市街地の外側にマス

に自動車で移動できるよう有料道路を民間で整備しよ

プロ住宅が広がっていき、その後、通勤の交通経路に

うとまで考えた。多摩田園都市線の南町田駅に広がる

沿って住宅地が開発されていく。そのようにして成立

東京急行電鉄が開発したグランベリー・モールは、そ

した場所と、そこにある社会が「郊外」であるという

の外観だけでなく、入っているテナントからしてアメ

のである。この指摘の通りであれば、郊外というのは、

リカの郊外ショッピング・モールと酷似している。こ

イギリスの田園都市ように自立を指向したものとは異

れは 2000 年に開業したのであるが、郊外景観の米国

なり、または戦前の一部の郊外住宅地のように、富裕

化は多摩田園都市が開発されてから 40 年以上経った

層が別荘として住むために開発されたものとは性格を

現在でも、いまだ進展中であることが理解できる。現

15

5

五島は、当初は鉄道ではなく、アメリカ郊外のよう

CHAPTER

サラリーマン層が現れ、それらの人達が都心周辺に住
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在の日本の郊外とは、このような「アメリカ的な郊外

xvi

調が多い。

景観」がつくられていく一方で、その他の郊外住宅地

1990 年代に郊外開発の問題点を指摘し、ビジネス

では、日本公団によるソ連型郊外住宅地、そして、折

界にも大きな波紋を呼んだ報告書に、バンク・オブ・

衷的な山万のユーカリが丘ニュータウンなどがつくら

ア メ リ カ が 発 表 し た『 ビ ヨ ン ド・ ザ・ ス プ ロ ー ル

れていくことになったのである。

（Beyond the Sprawl）』がある。この報告書は、従来

そして、それを在野の郊外研究家の小田光雄は「日

の都市開発のあり方を覆す提案、すなわち郊外への成

本の近代化の果てに出現した現代空間」であると捉え

長拡大という路線ではなく、成長を抑制し、社会資本

xiv

ている。

の充実を図る路線を将来は選択すべきである提案をし
た。その根拠となったのは、カリフォルニア州の郊外

３．アメリカにおける郊 外 批 判と新しい
動き

開発の費用等であり、調査主体の名前をとって「バン
ク・オブ・アメリカ調査」とも呼ばれている。
なぜ、これが大きな波紋を呼んだかというと、その

日本の郊外住宅地の一部は、アメリカの郊外住宅の

結論として、環境的に負荷が高い郊外型開発を続ける

憧れをニーズとしたマーケティングを展開してきて、

ことは長期的にみてカリフォルニアの経済にとって好

それなりの成功を収めたのであるが、そのアメリカの

ましくないと提言しているからである。バンク・オ

郊外住宅地は現地では批判も多い。アメリカにおいて

ブ・アメリカという民間企業で、本来的には郊外にお

郊外を批判した筆頭としては、ルイス・マンフォード

いて不動産開発を展開させた方が少なくとも自分達に

が挙げられるであろう。彼は、1961 年にクルマ社会が

は利益が生じるにも関わらず、その開発がもたらす環

いち早く訪れたアメリカでの郊外について次のように

境の破壊が長期的にカリフォルニアの豊かな生活環境

述べている。

を悪化させ、その結果、経済活動をも落ち込ませてし
まう。そこで、このような短期的には利益を出しても、

現在の郊外体制のもとでは、あらゆる都市機能が自動車道路の例
にしたがう。それはますます摩擦と欲求不満を募らせながら、空間

長期的には損をするという開発の方向性を修正すべき
であると提言したのである。

を食い荒らし時間をつぶす。一方、自動車道度は、速度と伝達の範

カリフォルニアというのはアメリカの中でも極めて

囲を増大するというもっともらしい口実のもとに実際はそれを妨害

ユニークな地域であり、特に環境問題に関しては西海

し、都市の断片を地域圏全体にでたらめにばらまくことによって、

岸のワシントン州とオレゴン州などと同様に極めて敏

たやすく人々が集まったり出会ったりする可能性を失わせているの

感に反応するので、バンク・オブ・アメリカとしても、

xv

である

良好なイメージを形成するための過剰なパフォーマン
スなのではないかと穿って捉えられないわけではない。

これらの郊外批判は、ただしスプロールと混同され

しかし、アメリカにおいて、経済優先の都市・土地開

る点が多い。「郊外」＝「スプロール」＝「無秩序な

発を強引に進めようとしていた側、つまり自治体や住

都市周縁部の開発」であり、秩序だった都市計画され

民と対立しても開発による収益を図っていた側のロ

た郊外開発への批判ではない。むしろ、これらスプ

ジックが変わりつつあることを示した、ある意味では

ロールの課題にしっかりと対処するためには、都市計

画期的な報告書であると位置づけられる。環境優先型

画、都市デザインといった手法しかない、といった論

の都市づくり、地域づくりに関して、住民、自治体そ
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1

して従来は反対勢力であった大企業も同調し、協調す

首都圏でも郊外住宅の売れ行きが悪いことを鑑みても、

る可能性が現れ始めたのである。

供給側の経済性だけでなく、市場側からのニーズも従

アメリカにおいても、郊外型の開発はもはや環境問題

の再開発や駅周辺などの社会資本が既に集積している

といった範疇ではなく経済的側面からも合理性を欠い

利便性の高い場所を優先させることが重要であると考

ていると決断され、その結果が合意を得ているような

えられる。

状況にある。可住地面積が少なく、人口増加圧力が減

アメリカでは、1990 年代頃から、郊外の新しい開発

少した我が国においては、なおさらであろう。実際、

手 法 が 模 索 さ れ 始 め て い る。 こ れ ら の 手 法 は、

図１

2

来に比べて少なくなっている。今後の住宅開発は都心
CHAPTER

この報告書からも推察されるように、土地が広大な

一都三県の人口変化および予測

CHAPTER

3

表 1 一都三県における生産年齢人口の推移予測

CHAPTER

出所：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所予測 2013 年

4

2020

2025

2030

2035

2040

埼玉県

4769471

4514364

4353102

4244344

4083614

3819863

3475717

千葉県

4071255

3802923

3646354

3540991

3397493

3171262

2877866

東京都

8994023

8787939

8652917

8544323

8261191

7770316

7129094

神奈川県

6028484

5796188

5670635

5577640

5375996

5030667

4607133

合計

23863233

22901414

22323008

21907298

21118294

19792108

18089810

出所：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所予測 2013 年
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ニュー・アーバニズムと呼ばれ、東海岸においてはア

地区は、自然要素で領域が定義づけられている。最終

ン ド レ ス・ デ ュ エ イ ニ ー、 西 海 岸 に お い て は ピ ー

的には、1600 住戸の人口 5000 人ほどの住宅地になる

ター・カルソープがその旗手として、多くのプロジェ

計画である。

クトを手がけて世界から大きな注目を浴びる。これら

東京圏においては人口縮退、住民の高齢化といった

は、郊外において自動車依存を減らし、また環境への

観点から、郊外のコンパクト化が提唱されるように

負荷を低減することを企図している。

なっているが、東京において、そのような問題が顕在

ここでは、簡単にアンドレス・デュエイニーの代表

化する以前から、郊外開発をこれまで全世界に先駆け

作であるケントランドの事例を紹介する。ケントラン

て推進してきたアメリカにおいて、環境面、そしてそ

ドは、ニュー・アーバニズムのコンセプトを最初に具

れに伴う経済性といった観点から、郊外開発のあり方

現化したコミュニティとして、開発当時、多くの注目

を是正すべきだという意見が出てきたところは興味深

*4

を浴びた。首都ワシントンから北西に 23 マイルほど

く、また日本においても傾聴すべき考えであると思わ

にある I-270 沿いのガイザースバーグという町に開発

れる。

された新興住宅地である。新しいデザイン＝コンセプ
トを導入しつつも、アメリカの伝統を汲んだ個性ある
オーセンティックな街としての評価が固まりつつある。

４．首都圏における郊外の現状（郊外

マスタープランは、アンドレス・デュエイニーとプレ

の憂鬱）

イター・ザイバーク夫妻が中心となって 1988 年に実

４．１．東京全体の縮退

施したデザイン・シャレットの結果を反映させてつく

かつては地方圏からの人口吸収により拡大した東京

られた。従来の単機能的な郊外型住宅開発とは異なる

圏（一都三県）であったが、今後は、そのような大規

街づくりが実施されている。多様性に富んだコミュニ

模な流入は望むことができず拡大を続けることは難し

ティを形成させるために、住宅も価格、タイプが異な

い。 東京圏の５年ごとの人口増加は、高度成長期に

るものを多く供給し、選択肢を広げ、加えて異なる住

は 300 万人を数えたが、1995 年以降は 100 万人前後

宅が隣接して配置されるよう工夫されている。各々の

と な っ て い る。 そ の 人 口 は 2015 年 の 1390 万 人 を

xvii

ピークに減少し、その後緩やかな減少を始めると考え
図２

高齢者の推移予測

られる（図 1）。

生産年齢人口（表１）の減少はより早期に始まる。
いずれの都県も 2010 〜 2040 年まで一貫して減少を
続けており、1 都 3 県全体でも 2040 年には 2010 年の

3/4 程度になると予測されている。
その一方で、高齢者は増加すると考えられており、

2030 年には 65 歳以上が 989 万人、75 歳以上が 596
万人に達すると予測されている。2010 年の高齢化率は

20.70% で あ り、75 歳 以 上 の 比 率 も 9.05%。 全 国
出所：国立社会保障・人口問題研究所予測 2013 年
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（ 23.02%）よりは低いものの、すでに 21% 以上の超

CHAPTER

1

図３

年代別人口増加地域

高齢社会目前である。

このように首都圏は人口という観点からは縮退に向
かっている。多大な人口の為に整備されたインフラは
CHAPTER

維持が困難になり、個人消費の主体としての生産年齢

2

人口の減少は内需の減少を引き起こし、経済活動の低
xviii

迷につながっていくと予測される。 商業やサービス
業が衰退する中で、増加する高齢者が買い物や介護な
どのサービスをいかに享受できるようにするかといっ
た新たな問題が発生していくであろう。

４．２．東京圏の縮退の地域的差異
上記の変化は東京圏全体に一様に起こっているわけ

出所：国勢調査のデータをもとに筆者作成
CHAPTER

ではない。以下市町村単位に幾つかの指標で見ること
において人口が増加していたことが読み取れる。

1990 年〜 1995 年においては、神奈川県などの西の
①年代別人口増加地域

郊外において人口が増加している自治体はほとんどな

東京圏（一都三県）において 1965 〜 1970 年、1975

く、埼玉でも 50km 圏以北になる。千葉方面では、千

〜 1980 年、1990 〜 1995 年、2005 〜 2010 年におけ

葉ニュータウンを抱える自治体において、北総鉄道が

る人口増加率が高い上位 15 自治体を地図上にプロッ

都心と結ばれたのが 1991 年ということもあり、人口

トした。それを示したものが図３である。

の増加がみられるが、多くは 50km 圏よりさらに遠い

これらから大まかに捉えられる傾向を整理する。

外房線沿線の自治体において人口が増加していること

線、相模鉄道の 30 〜 40km にかけて、そして東京都

は人口が都市圏の外縁部において増加していくという

西部から埼玉にかけての 20 〜 30km にかけて人口が

トレンドが続いていたことが分かる。

4

がみてとれる。1965 年から 1995 年までは、首都圏で

CHAPTER

1965 〜 1970 年にかけては、小田急線、多摩田園都市

増加していた傾向がうかがえる。これらに加え、上尾、

3

で、地域間の差異を分析する。

このトレンドが 21 世紀を迎えると大きく転回する。

八千代といった鉄道交通の利便性の高いところは、距

2005 〜 2010 年において人口が増加した自治体として、

離が遠くても人口増加が高くなっている。

都心の千代田区、中央区、港区、豊島区が挙がる。都
心回帰の現象は、自治体の増加率をみても理解できる。
その他も武蔵小杉の大規模再開発を擁する中原区など

が、 京 成 線 の 沿 線 で あ る 50km 圏 外、 埼 玉 の 40 〜

において人口が増加しており、いわゆる従来的な郊外

50km 圏において人口増加がみられる。都心により近

開発に伴い人口が増加しているのは千葉ニュータウン

い地域でのめぼしい開発は、浦安などの例外を除くと

のある白井市などである。
都市の拡張に伴い、外縁部の人口が増加するといっ

小田急多摩線）があった場所以外は、遠距離の自治体

た半世紀に及ぶ東京圏の拡大パターンが終焉を迎えた
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5

ほぼ終焉を迎え、新たな鉄道開通（例えば 1974 年の

CHAPTER

1975 〜 1980 年にかけては浦安などの特異点もある
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ことが、図 3 からも読み取ることができる。

ろうか。住民基本台帳人口移動報告（ 2012）に従っ
て 2012 年の社会増加率を見る。全体では 0.23% の増

②人口減少

加であり、既述のように域外からの流入の勢いは弱

既述のように、東京圏の人口は 2015 年にピークを

まっていることが分かる。個別の自治体で見ると遠郊

迎え、以後減少を続けると予測されている。自治体レ

外 に 社 会 減 少 が 著 し い 地 域 が 目 立 つ。 狭 山 市

ベルで見ると、すでに減少している地域も多く、2005

（-0.37%）や多摩市（-0.31%）といった大規模な団地

年から 2010 年の間に 1 都三県の 257 市町村のうち

開発やニュータウン開発が行われた地域でも流出超過

88 で人口減少が見られた。ここには農山村地域の他

になっている。また、2011 年の東日本大震災で災害に

に、横浜市金沢区、さらには茂原市、東松山市といっ

対する脆弱性が露見した湾岸部（江戸川区：-0.41 ％

た遠郊外の地域も含まれる。また、人口増加が続いて

など）や東葛地域（松戸市：-0.45% 等）でも減少が

いる地域でもそのスピードは鈍化しており、1990 年か

見られる。

ら 1995 年では全体の 1/3 以上の自治体（ 107/317）

他方、社会増加率が高い地域としてまず目立つのは、

で人口増加が見られたのに対し、2005 年から 2010 年

千代田区（ 2.29%）、中央区（ 2.23%）など都心回帰

では 15%（ 39/257）に留まっている。

が起こっている地域である。これに副都心と呼ばれる

それでは、外からの流入を示す社会増加はどうであ

図４

2005 〜 2035 年の人口増加率

出所：国立社会保障・人口問題研究所予測 2009 年
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ような台東区（ 1.98%）や渋谷区（ 1.44%）が続き、

CHAPTER

1

表２

2010 年販売開始の大規模マンション

598

豊島区

785

ブリリア池袋スカイタワー

江東区

1089

シティタワーズ豊洲

江東区

850

浅草タワー

台東区

693

六本木

港区

625

大井町タワー

品川区

269

プラウドシティ金町アヴェニュー

葛飾区

304

ザ・レジデンス千歳船橋

世田谷区

282

オーベル・グランディオ・ハートアイランド

足立区

250

シティテラス成増

板橋区

243

西東京市

795

グレーシアガーデンたまプラーザ

川崎市宮前区

384

パークホームズグランファースト

川崎市川崎区

303

サンクタス川崎タワー

川崎市幸区

300

横浜オ−ルパークス

横浜市鶴見区

665

クレストシティ

横浜市鶴見区

493

ザ・ハウス港北綱島

横浜市港北区

487

横浜紅葉坂レジデンス

横浜市西区

368

ブランズシティ港南台

横浜市港南区

265

ザ・センターハウス

横浜市都筑区

242

MINASLA 湘南ライフタウン

藤沢市

339

ライオンズ茅ヶ崎

茅ヶ崎市

828

戸田公園

戸田市

923

グランドミッドタワーズ大宮

さいたま市大宮区

941

ハウスカ

ふじみ野市

340

プレミアムプレイス草加松原

草加市

346

小手指タワーズ

所沢市

374

三郷市

207

プラウド新浦安パームコート

浦安市

550

検見川浜レジデンス

千葉市美浜区

379

グランスイートブルー

千葉市中央区

335

柏市

880

パークタワー八千代緑が丘

八千代市

291

クリアヴィスタおおたかの森

流山市

279

シティテラスおおたかの森

流山市

328

ザ・シンボル

TOKYO

ウィーザーガーデン

ヴァーチュ

ザ・レジデンス

アクアグランデ

オブ

ザ・アイランズ

レジデンス

パークシティ柏の葉レジデンス

二番街

5

豊島区

プラウドシティ池袋本町

CHAPTER

アウルタワー

4

712

CHAPTER

中央区

3

勝どきビュータワー

CHAPTER

戸数

2

所在

CHAPTER

名称

xix

出所：角田勝司（ 2010）
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高層マンション立地の地域別割合
③大規模マンション動向
大規模マンションの開発動向を見る。表２は 2010
年に販売開始した 200 戸以上の大規模マンションの
一覧である。
これより、都心やそれに近接した地域に集中してい
ることが分かる。ただし、上述の柏の葉キャンパス駅
（柏市）や流山おおたかの森駅（流山市）といったつ
くばエクスプレス沿線で大規模マンションが建設され
ているなど、郊外においても依然として、大規模マン
ションが開発される傾向がみられる。

④高齢化率
出所：角田勝司（ 2010）
下記の例外を除けば都心から同心円状に 23 区は軒並
み高い。
社会増加率が高い地域には、依然として開発が進む

こうした格差は高齢化率にも反映されており、地域
の持続可能性に大きな影響を及ぼしている。
国勢調査により 2010 年現在の高齢化率を見る。全
体的な傾向を見ると、基本的に都心から離れるほど高
齢化率が高い。しかし、より細かいスケールで見ると、

郊外も含まれる。千葉ニュータウンに位置する印西市

近接していても大きな格差が見られる。例えば朝霞市

（ 1.67%）や港北ニュータウンに位置する横浜市都筑

は 16.71% だが、隣接した新座市は 20.41% である。

区（ 1.03%）などである。
今後の人口増加はどうであろうか。図４は国立社会

このような近接した地域における差は、大規模団地等
の大規模な開発がなされた時点での違いや公共交通

保障 ･ 人口問題研究所（ 2009）の予測に基づく自治

ネットワークの整備の時期で説明されるケースが多い。

体別の 2005 年から 2035 年の人口増加率である。23

東久留米団地やひばりヶ丘団地など昭和 30 年代の巨

区の一部から農山村地域まで様々な地域で減少が予測

大団地を擁する東久留米市（ 23.48%）のように、概

されている。減少のスピードは現在よりも速く、蕨市

ね開発時期の古い地域は高齢化率が高い傾向がある。

や横浜市旭区のように都心から 20km 〜 30km 未満に

23 区内でも北区（ 24.00%）、杉並区（ 23.06%）など、

位置する自治体でも 30 年で 20％を上回る大幅な減少

外縁部の古くからの郊外は比較的値が大きい。この

を見せる地域もある。それに対し、増加が予測されて

ように市区町村単位の差の激しさが特徴であるとい

いるのは都心などの一部の自治体に留まる。郊外にお

える。

ける増加自治体の立地は都心からの方角により大きな

それに対し、近年郊外住宅開発が著しい千葉ニュー

格差があり、東京 ･ 神奈川の近郊外に多い。そのほか、

タウン（印西市 16.12%、白井市 17.92%）、つくばエ

成田市のような核都市も一部に見られる。近郊外では、

クスプレス沿線（守谷市 14.38%、つくば市 16.04%）

都心までの距離が同じであっても、人口増加を続ける

などと、都心回帰の見られる地域（中央区 15.89%、

自治体と減少する自治体の違いがはっきり表れること

港 17.17%）では高齢化率は低い。これは社会増加率

になっていくと予測されている。

の高い地域に対応しているが、移動する層が主に若年

22
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1

層であることにも関係していると考えられる。

住宅開発が進んでいるためであり、一方八千代市は周

か。社会保障 ･ 人口問題研究所（ 2013）の予測に基づ

ある。このように、その背景は異なってはいるが、こ

いて 2010 年から 2030 年の高齢化率の伸びを見た。現

のような開発時期による地域間の違いが、縮退の激し

在の高齢化率と伸びポイントの間の相関係数は 0.25 で

い地域がパッチワーク状に存在する姿として現れて

あり、両者には高い相関があるとは言えない。伸びが

いる。

著しいのは都心から 50km 以上離れた埼玉や千葉の遠

先述の通り現在千葉ニュータウンの高齢化率は低い

郊外地域である。鳩山町（ 20.10 ポイント）
、八街市

が、印西市では 2010 〜 2030 年の間に 14.89 ポイント

（ 17.55 ポイント）
、東金市（ 15.08 ポイント）などで

上昇すると予測されており、今後急速に高齢化すると

ある。しかし、こういった地域でもすぐ近くに伸びの
小さい自治体が存在する。滑川町（ 7.03 ポイント）
、
八千代市（ 6.54 ポイント）などである。滑川町は最近、

いえる。
より小さなスケールを単位とし、将来の人口構成に
ついて親世代と子世代の比から今後の持続可能性を計
CHAPTER

図６

2

辺に比べて早い段階で開発が進んでいたことが理由で

CHAPTER

こういった高齢化の状況は今後どう変化するだろう

都心からおよそ 30km 圏のＨ地域、I 地域

3
CHAPTER

4
CHAPTER

5

出所：藤井多希子（ 2012）
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測する指標として、藤井による世代間バランス係数

る地域、郊外部はベッドタウンとして住居と日常の生

（Generational Balance Index:GBI）が存在する。藤井

活に必要な機能が揃う地域として棲み分けがなされて

は GBI と人口増加率のクロスを見て世代交代のポテ

きた。ドーナツ化と呼ばれるような都心部での人口減

ンシャルを評価している。GBI が高く人口増加もして

少と郊外部での増加はこの役割分担の結果であるとい

いる A 類型が最も世代交代が進みやすく、逆に人口

えよう。高度成長期から安定成長期を経てバブル期に

減少しており GBI も高くない H 類型や I 類型では世

至る人口流入と地価の高騰は郊外の外縁部への拡大を

代交代は困難であると考えられる。図６は H 類型と

引き起こした。

I 類型に着色したものであるが、都心部から 50 ｋ m

しかし、縮退に入り全体の需要増が望めない現代、

以上の地域には H、I の集積が見られる一方で、都心

地価の低下、再開発とそれに合わせた容積率緩和によ

から 30km 圏内では埼玉県の東上線と西武新宿線の中

る都心部でのマンションの供給が進んでいる。かつて

間に位置する所沢市東部、三芳町、狭山市などが該当

は結婚し子供をなし、持ち家を買うというライフコー

するが、それ以外では総じて分散して立地しており、

スを歩む人が多かったが、非正規雇用の拡大等により

xx

局地的な要因の寄与の大きさを物語っている。

単身のまま過ごす者が増加した。単身者は郊外の持ち
xxi

家よりも都心に近い賃貸を好む傾向にある。
⑤地域間格差の状況
従来、都心部は昼間人々が働き情報や娯楽が集積す

図７

首都圏の団地における年齢別人口構成の経年変化

出所：大月敏雄（ 2014）第 25 回ハイライフセミナー講演資料
24

こうした背景のもと、都心やそれに比較的近い郊外
では人口増加や若年層の流入が進み、「働く」だけの

CHAPTER

1

写真２

ユーカリが丘ニュータウン

地域から「住む」ことも兼ねる地域へと変貌している。
より離れた地域では以前ほど「住む」ことに対する需
要が生じず、衰退につながっている。
CHAPTER

５．郊外の将来への展望

2

首都圏における郊外住宅地の現状の課題の背景とし
て、共通するものとしては、次の 4 点が挙げられる。
それらは「画一性」
、
「地域的なつながりの弱さ」
、
「人口
縮小と高齢化」
、
「郊外住宅開発の需要の喪失」である。

計画戸数が約 8400 戸、総計画人口は約３万人として
設定されている。

５．１．画一性
①居住者の画一性

ユーカリが丘ニュータウンは、山万株式会社という

欠如ということが挙げられる。これは、そこに居住し

テーマは「自然と都市機能が調和した 21 世紀の新環

ている人達が、ほぼ年齢構成的にも、年収的にも、ま

境都市」
、現在のテーマは「千年優都」である。千年

た家族構成的にも極めて似通っていて、画一的である

というのは、気が遠くなるような話だが、ユーカリが

ということである。

丘の大きな特徴は、一気に開発せず、未来像を描きな

ける年齢別人口構成の経年変化を示したものである。

れており、新規入居数を年間約 200 戸というペース

この図からも理解できるように、郊外住宅地におい

を維持していることである。さらには、若い世代が新

ては、そこの居住者の年齢別人口が、入居時点で 30

しく入居しやすくなるように、住民に対し、仲介手数

〜 34 歳前後であった層とその子供達の層とが極端に

料を取らず査定額の満額で家を買い取り、ライフスタ

多いフタコブラクダのような形状になっている。

イルに合わせて無理のない住み替えを促進する「ハッ
xxii

このような状況は、事前に予知できることであった

ピーサークルシステム」を実施している。このように

が、多くの民間開発、そして公団による開発は、大規

ユーカリが丘は持続性を強く意識したニュータウン経

模な開発を短期間で施工し、そして、需要がある時に

営を民間企業が行っている。
「千年優都」というテー

一挙に売り切るという販売行動を取った。その結果が、

マ設定には、千年経っても存在している、という山万

図７でみられるような極端な年齢構成の偏りを生じた

の高遠なる理念が伺える。多くの郊外型のニュータウ

のである。

ンが高齢化し、世代交代もすることができず、荒廃し

を生じないために、年間の販売規制をかけ、多様な居

いるのは、例え市場に需要があっても、それに応じた

住者人口を確保しようと努めてきた郊外住宅地もある。

供給をせずに、しっかりと長期的な視野に立って土地

千葉県佐倉市にあるユーカリが丘ニュータウンである。

利用のあり方や開発のスピードをコントロールできた

ユーカリが丘ニュータウンは総開発面積が 248ha、総

からであろう。
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5

つつあるなか、ユーカリが丘だけが若さを維持できて
CHAPTER

ただし、そのような中でも、上記の人口構成の偏り

4

がら少しずつ街を拡げていく方針のもと開発が進めら

CHAPTER

図７は、1979 年に工事が完了した首都圏の団地にお

3

一企業がつくりあげた。1971 年の開発時に掲げられた

CHAPTER

首都圏における郊外住宅地の課題として、多様性の

高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

図8

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

ユーカリが丘ニュータウンの年齢別人口構成の推移

出所：大月敏雄（ 2014）第 25 回ハイライフセミナー講演発表資料、
数字は国勢調査に基づく

図８にユーカリが丘ニュータウンの年齢別人口構成
を示している。これにより、時代の流れに応じて、

住民が高齢化し、自動車での運転に難儀を感じるよう
になると、その生活の質は大きく低下する。

1980 年に入り込んだ層とその子供の層という二つの

石原武政によれば、買い物難民とは「自らの事情と

瘤はみられるが、その瘤とそれ以外の世代とのギャッ

は無関係に、まわりの状況、特に供給側の事情によっ

プが図７でみた郊外住宅地に比べて大きくないことが

て買い物が不自由な状態に追い込まれた人びと」を指

理解できる。

し、①買い物難民の存在②小売り施設の過疎化③コ

このような成長管理の事例は、例えばアメリカでも

ミュニティの弱体化の３つの契機により生み出される

カリフォルニア州のペタルーマ市、コロラド州のボル

という。上の議論に照らし合わせれば、郊外地域はも

ダー市などがあるが、それらはすべて行政指導であ

ともとコミュニティが稀薄であり、全体的な高齢化に

xxiii

る。そのようなことを考えると、この山万の取り組み

より買い物弱者が増加し、地域格差により人口が疎に

は、居住者が画一的な属性に偏るといった多様性の欠

なった地域では小売り施設も減少してしまうという形

如を克服する有効な手段であると考えられる。

で買い物難民が郊外地域で増加する傾向が読み取
xxiv

れる 。
②用途の画一性
郊外住宅地は土地利用の用途においても多様性に欠

また、用途の画一性は低密度の郊外住宅地において
xxv

は、自動車での移動距離を延ばす傾向がある。実際、

けている。その土地利用はほとんどが住居だけとなっ

交通動向を統計でみても、そのような傾向がうかが

ている。

える。

その結果、買い物をする店舗などが住んでいる場所

2008 年の東京都市圏パーソントリップ調査の結果

から離れてしまうことになり、高齢化郊外住宅地にお

を大ゾーン単位で見ると埼玉北部、茨城南部、千葉西

ける買い物難民といった問題が生じる。郊外住宅地の

南部、千葉東部は 1998 年と比べ自動車の利用分担率

多くは、自動車での移動を前提としている。そのため、

が増加しているが、これらはいずれも自動車の分担率
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CHAPTER

1

が５割を超えている。逆に自動車利用分担率が低下し

供や家族の数を決定するという。そして、丘陵地のあ

ている地域の分担率は高くても（千葉市、神奈川）４

る郊外空間は、「クルマ」によってしかその全体像を

割程度である。増加している地域はいずれも都心から

測量することができない、という。 戦前に開発され

離れ、鉄道等の公共交通機関のサービス水準が低い地

た郊外住宅地は、モータリゼーション以前の空間開発

域であり、自動車を選択せざるを得ない状況にあると

がされたこともあり、必ずしもクルマは必要ではない

考えられる。

街のつくりが形成された。しかし、戦後、特に小田が

xxviii

車 分 担 率 は 28.07% で あ っ た。 低 い も の か ら 順 に、

ルマでの移動が前提となるような空間づくり、土地利

ゾーン番号 021（豊島区 5.96%）、023（新宿区 6.45%）、

用が為されてきたのである。そして、それはクルマが

001（千代田区 6.61%）であり、都心や副都心、近郊

運転できない若年層、そしてクルマを運転することが

外の都区内や隣接地域がこれに続く。

難しくなった高齢層にとっては、極めて生活しにくい

同じような性質を持った街の場合、開発年代が新し

2

指摘する 70 年代以降に開発された郊外住宅地は、ク

CHAPTER

より詳しく中ゾーン単位で見る。地域全体での自動

場所となったのである。

い地域の方が自動車依存度が高い傾向にある。例えば
５．２．地域的つながりの弱さ
若林は『郊外の社会学』において、「忘却の歴史と

ニュータウンに位置するゾーン番号 132（横浜市都筑

希薄さの地理のなかにある神話と現実を生きることが、

区）のそれは 31.76% である。現在すでに高齢化して

郊外を生きるということなのだ」と述べている。 郊

いるような開発時期の古い地域は従来から自動車依存

外住宅地は、極めて少数の地主である「原住民」を除

度が低く都市構造も公共交通志向型になっているが、

けば、ほとんどの住民が、そこに移り住んできたもの

開発の新しい地域は自動車にも依存しており将来高齢

である。

化した際により深刻な問題が生じる可能性がある。

xxix

そして、多くの住民は「理想的な郊外住宅」に無理

おいてロードサイドビジネスを普及させていく。ロー

が郊外を舞台に描いた小説『空中庭園』の主人公の家

ドサイドビジネスとは、「広い駐車場を備えた郊外型

族達が「隠し事をしない」というルールを互いに押し

商業施設（店舗）の総称であり、いずれもが 70 年代

付け合うような生活である。それは、お互いに「幸せ

前 半 に 誕 生 し て い る 」。 フ ァ ミ リ ー レ ス ト ラ ン、

な家族」としての一員であることを強制的に演じさせ

ファーストフード、コンビニエンスストア、紳士服専

るような生活である。そのような生活を若林は次によ

門店など、それまで商店街や駅前に位置していた小売

うに語っている。

4

矢理、自分達の生活を押し込める。それは、角田光代
CHAPTER

このような自動車依存型の生活スタイルは、郊外に

xxvi

3

市・稲城市）の自動車依存率は 26.25% だが、港北

CHAPTER

多摩ニュータウンに位置するゾーン番号 082（多摩

xxx

業やサービス業が、郊外に即した形態へと変容して、
高度経済成長期のニュータウンとか団地というのはそれが共同幻

年代には銀行、病院、スポーツ施設なども立地するよ

想として成立していた。どんどん生活は豊かになっていくし、家を

うになり、郊外消費型社会が成立する。そして、その

住み替えることができるし、ともかくそこには幸せのリアリティが

ような郊外スタイルを小田は、「アメリカ的生活様式

あった。「本当は幸せじゃないんだよ」と外から言われればそうかも

だと断言していいだろう」と述べている。
小田は、郊外社会においては「クルマの定員」が子

しれない。でも俺たちは幸せだと思えるようなものを共有できてい
た。それが、高度経済成長が終わった後でだんだんと本当に「幸せ
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xxvii

CHAPTER

郊外において立地していくようになった。さらに、80

芝居」化して、芝居であることもみんなわかっているんだけど、芝

ルスのポルノ産業とそれに関わる人達の話であるが、

居を降りることもできない状態になっている。

ポルノという極めて消費的な産業が発展していたのも
郊外であったのである。郊外での生活の表面的な家庭

郊外における地域的なつながりの弱さは、三浦展が

的幸福がいかにもろいかを見事に表現したのは 1999

『ファスト風土化する日本』において、地方都市とと

年に公開されたサム・メンデス監督の『アメリカン・

xxxi

もに鋭く指摘してきたことである。90 年代、バブル崩

ビューティー』である。ニューヨーク郊外のロング・

壊後に起きたオウム心理教事件、和歌山のヒ素カレー

アイランドと思しき郊外で生活する 42 歳の中年男性

事件、神戸の酒鬼薔薇事件、新潟の少女監禁事件、京

のミッド・ライフ・クライシスを描いた作品である。

都のてるくはのる事件、埼玉の保険金疑惑事件などの

アメリカ郊外で生活する一見、普通の人達の変態的

背景にはことごとくニュータウンや新興住宅地といっ

な嗜好、非社会的な性癖に対しての鋭い描写が得意で

xxxii

た郊外の陰影が落ちていると小田は指摘する。

あるトッド・ソリンズ監督の作品群も興味深い。トッ

田園的な土地が郊外化していく過程でその土地に開

ド・ソリンズ監督自体が、ニュージャージーという

発以前から生活していた住民達の戸惑いや当惑は、立

ニューヨークの郊外を故郷としており、彼の作品は

松和平の『遠雷』や村上龍の『テニスボーイの憂鬱』

「アメリカ郊外の中流階級の暗黒部分」を強調してい

が描いていた。そして、郊外において生活していくう

る。 処 女 作 で あ る『 ウ ェ ル カ ム・ ド ー ル ハ ウ ス 』

えでの息苦しさなどは、三浦しをんの『まほろ駅前多

（ 1995） や『 ハ ピ ネ ス 』
（ 1998）、
『 ア ビ バ 』（ 2004）

田 便 利 軒 』、 桐 野 夏 生 の『OUT』、 岡 崎 京 子 の『 リ

などの作品で、ニュージャージーの郊外を舞台とした

バースエッジ』などに描かれている。『OUT』での主

社会的タブーをテーマとしている。これらの作品は、

人公４人の主婦達は、全員、地域共同体から完全に切

ブラック・コメディの範疇に入るが、鑑賞後、重苦し

断され、孤立して暮らしている。90 年代の郊外が、不

さに支配されるのは、置かれた状態からどのように抜

気味でしかも犯罪のトポスと化していることを見事に

け出せるのかまったく見えない、郊外生活の閉塞感に

xxxiii

描いた作品といえるであろう。しかし、それらの主人
公達は郊外住宅地に否が応でも縛られてしまう主婦と
子供達が対象であった。

xxxiv

息が苦しくなるからであろう。
ただし、アメリカの郊外と日本の郊外との大きな差
異は、後者においては、住民の高齢化が進むことに

これら郊外の問題は、郊外先進国であるアメリカで

よって、昼不在であった父親達が住民となることが新

は、もはや映画、ロック音楽などでは定番的なテーマ

しい現象として生じることであろう。これは、エッ

となっている。ティーンエイジャーの世代から消費主

ジ・シティとよばれる就業機会があるアメリカの郊外

体の生活をする現象を描いたのは、1980 年代のロスア

都市と日本との大きな違いでもある。 今後、昼間は

ンジェルスの裕福な郊外を舞台とした『ヴァレー・

都心で働き、夜、寝るだけ戻ってきていた父親達が定

ガール』である。この映画では「ヴァレー」に住む主

年を迎え、郊外の住民となる。そこでの生活の難しさ

人公とその友達達がショッピングセンターで、ひたす

は重松清の『定年ゴジラ』 に見事に描かれている。

xxxv

*5

ら消費をしまくる様子が冒頭で描かれる。このサン

『定年ゴジラ』においては、似たような境遇の人達が

フェルナンド・ヴァレーは 1997 年のポール・アン

ネットワークを組み、それぞれが抱える課題に立ち向

ダーソンの映画『ブギー・ナイツ』でも舞台となって

かおうとする訳であるが、現実には、そのようなネッ

いる。これは、1970 〜 1980 年代にかけてのロサンゼ

トワークも組めず、問題を一人で抱え込む人達も増え
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1

ていくのではないかと考えられる。

でも、郊外においては「自宅から 2km 行かないとコ
ンビニや商店がないという地域」もあると、本調査で

いくなか、郊外における地域的つながりの弱さは、喫

取材をした横浜市の職員も指摘していた。このような

緊に解決していかなくてはならない課題となるであ

地域において高齢者が住み続けるためには、このよう

ろう。

な不便さを解消するようなサービスが供給されること
が必要となる。東急電鉄のコンシェルジュサービス

体化したコミュニティを支えるための「弱い専門シス

「東急電鉄 住まいと暮らしのコンシェルジュ」のよう

テム」の構築が求められると考えられる。「弱い専門

なものを、いかに東急沿線以外の郊外地においても確

システム」を大江は次のように説明する。

保するかといった課題が今後、顕在化するであろう。

2

大江守之は、このような郊外住宅地においては、弱

CHAPTER

このように、今後、高齢化、人口の縮退が進展して

そして、そのような課題が解消できない高齢者にとっ
弱い専門システムは、まだ現実の社会の中には明確に存在せず、今

て生活しにくい郊外は、近い将来、ゴーストタウンに

後つくりあげていくシステムである。（中略）弱い専門システムは、

なる可能性も高いと考えられる。

弱い専門家と柔軟な育成システム、特定機能を有しないサービスを
行う場、弱い保護と規制、弱い市場システムを持つ仕組みである。

高齢化と人口減少に苛まれる住宅地の例として、ほ
*6

ぼ全戸が公団住宅（赤羽台団地）である東京都北区赤

3

羽台１丁目の人口構成の変化を見る（図９）。
それは、地域のなかの日常的な顔の見える関係性の
中で、人との関係や社会へのつながりを生み出す仕組

1980 年の時点では、30 代から 40 代の親世代と 10

みである。当事者と人格的にかかわり、当事者の持つ

歳以下の子世代の大きな二つの瘤があった。子世代の

潜在的な力を引きだし、当事者同士が協力しつつ問題

山が成人する過程で恐らくは転出し消滅していくのに

を解決することを支援するものである。

対し、親世代の瘤は現在に至るまで存続し、彼らが年

実際、この報告書でも紹介されているが、横浜市と

CHAPTER

xxxvi

を取ると共に地域は急速に高齢化していく。2010 年に

東急電鉄が連携して取り組もうとしている事例なども、
図９

赤羽台１丁目の年齢構成の変化（ 1980 〜 2010）

4

成する試みであると捉えられる。今後、このようなシ

CHAPTER

「弱い専門システム」によって地域的なつながりを形

ステムの可能性がより検証され、また試みが各地で展
開していくことが考えられる。

５．３．人口縮小と高齢化
江崎雄治はその著『首都圏人口の将来像̶都心と郊
外の人口地理学』で、東京圏の郊外は人口減少により、
商店や公共交通などの生活インフラの維持が困難にな
CHAPTER

ること、さらに人口減少が生活環境の悪化をもたらし、
それがさらなる人口減少をもたらすという負のスパイ

5

xxxvii

ラル状態に陥るであろうと指摘している。
比較的、生活環境が優れていると考えられる横浜市

出所：国勢調査
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図 10

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

赤羽台１丁目の人口総数の変化（ 1980 〜 2010 年）

出所：国勢調査

は高齢化率は 51.7% に達する。その間全体の人口も

「二十数年かけても、街の規模はほとんど広がらなかった。バブル景

減少を続け、2010 年の人口は 1980 年のわずか 38.2%

気の頃には、くぬぎ台の地価もそれなりに上がり、ということは都

であり、30 年の間に実に 60 ％以上も減少している

心に近い住宅地の地価はもっとあがり、もう少し好況がつづいてい

（図 10）
。どのコーホートでも多少の差はあれ減少し

れば周辺にマンションが建ち並ぶ風景を目にすることもできただろ

ており、住民の流出が起こっていると推察される。

うが、残念ながら都心の住居をあきらめた人は急行で六駅手前にで
きたニュータウンの公団マンションに吸い込まれてしまい、くぬぎ

高齢化の問題点としては、住宅地はそこに住む人と
違って変化をしないことである。重松清の『定年ゴジ

台までおこぼれは回ってこなかった。雑木林はおそらく二十一世紀
になっても雑木林のままだろう。」

ラ』において、主人公の友人はこの問題を次のように
xxxviii

嘆息する 。

この小説が出版されたのが 1998 年。それから 15
年以上経った今、これら開発が進まなかった郊外住宅

「要するに、どこのニュータウンも、開発の時点ではベストを尽くし
ているんです。」

地は、むしろ、現状維持というよりかは縮小という問
題に直面しつつある。現時点での日本の空き家率は

「ただ、それはあくまでも開発の時点の社会状況や価値観にもとづい

14%。さらに、本報告書でも記述されているように、

たベストなんです。五年で街をつくり変えられるんなら、ずっとベ

相続税法が改正されることで、さらに郊外地における

ストを保てます。でも、街っていうのはそんなものじゃない。住民

不動産処分が大幅に増えていくであろう。郊外におけ

だって歳をとる。エレベータのない古い団地が、いまどんどんゴー

る住宅需要が減少している中、さらに供給が増えると

ストタウンになっているのは、山崎さんだってご存知でしょう！」

いうことで、大幅な値崩れが進んでいくことも考えら
れる。三浦展は、その著書『東京は郊外から消えてい

人口縮小というのは、開発を展開していた時点では、

く！』において、西武新宿線新狭山駅にある大規模団

多くの郊外住宅地が看過してきたことである。上記の

地の 52 ㎡の物件が 390 万円であることを紹介してい

『定年ゴジラ』の舞台となる「くぬぎ台」が、まさに

るが、このような値崩れは今後、さらに広がっていく

そのような住宅地であった。
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xxxix

ことも推察される。

CHAPTER

1

開発過程においては、ポジティブな経済サイクルが

メージを緩和させることが期待できる。これは、前述

働くので行政でなくて民間も事業に参画することがで

した「買い物弱者」の移動手段確保という面からも大

きる。しかし、縮小過程においてはネガティブな経済

きな効果が期待される。

サイクルが働くので、民間が事業に参画することは難

さらに、このコンパクト化を実現させるためには、

り組むことを躊躇する。

とが必要となる。現状では、子供がいなくなるなど家

ただし、既に、そのような対策を取るべき動き出し

族形態が変化したり高齢になり移動性が低下したりし

ている自治体もある。多摩田園都市線を抱える横浜市

ても、生活実態に合わなくなった住居にすみ続けてし

である。

まう傾向がある。これは、住民自身の意思に因る場合

横浜市は、「次世代郊外まちづくり」の基本構想を

も多いだろうが、我が国では中古住宅市場が乏しく売

策定するにあたって、東急電鉄に連携を持ちかけるか

る機会が少ないという問題もある。中古住宅市場を

たちで、
「郊外住宅地とコミュニティのあり方研究会」

徐々にでも拡大させることで、郊外住宅地のコンパク

を立ち上げた。そこでは、高齢化と少子化をキーワー

ト化を推進させることが期待できる。
CHAPTER

ドに、子育て、介護、都市基盤等、色々な切り口で勉

を結ぶことにした。

５．４．郊外住宅開発の需要の喪失
東京圏が縮退し、また郊外住宅開発の需要が都心部

日本第二の人口を抱える横浜市も、今後、人口が減

の高層マンションによって奪われているという状況を

り、税収も減ることが予測される。本報告書でも紹介

前節で指摘したが、もう一つの側面としては、そもそ

されているが、横浜市は「 20 〜 30 年後、人も減り、

も若い世代の持ち家取得が困難になっているとの指摘

税収が減っても成り立つ新しい枠組みをつくるのが行

もある。

政の仕事」であると捉え、そのための方策を東急電鉄、
住民と検討している。

xl

平山によれば、若年層の住宅購入は近年、減少傾向
にあり、世帯主 30 〜 34 歳での持ち家世帯の割合は

市を対象に縮小プログラムの事業を展開した。これは

る。世帯主 35 〜 39 歳でも 60% から 46% へと低下し

縮退に伴う費用、おもに団地の倒壊に係る費用である

ている。この期間、持ち家率はほぼ６割前後で一定で

が、1/3 を連邦政府、1/3 を州政府が負担した。残り

あることを踏まえると、若い世代の住宅購入が困難に

の 1/3 が自治体負担である。この政策のポイントは

なっている状況が推察される。
このような状況が生じているのは、若年層の雇用と

らの供給量を減らすという縮小プログラムと並行して、

所得が不安定になっていることと、晩婚化、未婚化が

都心部に機能を集積させるコンパクト・シティ化も

背景にあると平山は指摘する。

計っている。

4

1983 年 の 46% か ら 2008 年 の 30% ま で 下 が っ て い

CHAPTER

ドイツでは連邦政府が特に旧東ドイツの人口縮退都

供給の人為的な減少であった。また、ドイツではこれ

3

強を重ね、2012 年４月に東急電鉄とまちづくりの協定

2

郊外における定住性の高さという問題をクリアするこ

CHAPTER

しい。一方で行政も財政不足で、そのような事業に取

東京圏における郊外の拡張は、団塊の世代の地理的

が、コンパクト・シティを推進させるための予算措置

の中心部に流入し、その後、家庭を持ち、郊外へと生

を取っているが、これを郊外においても適応させるこ

活の拠点を移すといった地理的移動である。この膨大

とで、郊外住宅地が縮小することによって生じるダ

なるマーケットが郊外へ判を押したように移動したこ

31

5

移動によって推進された。地方から 20 歳前後で東京

CHAPTER

我が国においても、政府は地方都市レベルではある

とによって、郊外住宅地に対する巨大なる需要が生じ

人口縮小が進展していき、高齢化が進んでいく中、東

たのである。

京の郊外はその成長を維持してきた開発圧力を喪失し、

しかし、その郊外で生まれ育った団塊ジュニアは、

潮が引いていくような縮退圧力を受けることになる。

まず家庭を持つといったパターナリズムのライフスタ

そのような状況下において、郊外をいかに持続可能な

イルを取らない。そもそも、団塊世代の親達と違って、

ものとするのか。郊外が抱える問題は小さくない。

自分達は親所有の持ち家に住むという選択肢を有して

これまで指摘したように日本には、大きく分類する

いる。さらに、家庭を持ったとしても、自分達が育っ

と二つの郊外開発パターンがあった。民間事業者によ

た場所よりさらに周縁部の郊外に移動しない。むしろ、

るアメリカ型郊外住宅の開発と、行政サイドによるソ

夫婦共稼ぎのために、より通勤が便利な都心へと移動

連型郊外住宅の開発であった。前者は、まさに住宅と

する傾向さえみられる。平山の分析によると、首都圏

自動車を買わせるための装置として機能をしていたが、

の 30 歳代の既婚女性に関して、フルタイム就業者の

住宅という需要が萎んでいく中、民間事業として郊外

特化係数を市区町村別にみると、それは二つのエリア

開発をする魅力は減衰していく一方である。それに加

において顕著に高く、一つは農林漁業に従事する家族

えて、郊外に生まれた子供達は家を継がない傾向にあ

が多い首都圏の外縁部で、もう一つは都市的職業の共

る。このような子供達の多くは、都心もしくは郊外と

働き世帯が多い東京区部である。その背景を「夫婦と

いっても夫婦の通勤が便利な近距離の郊外に住もうと

もにフルタイム就業の世帯は、その多忙さから、通気

する指向性が高い。

時間の短さと日常生活の利便を必要とし、都心部の住
xli

宅を強く求めている」と平山は分析する。

そして、都心を中心につくられている高層マンショ
ンは、郊外第二世代の新家族の需要に応えている。こ

このように脱成長時代においては、郊外部をさらに

れらマンションが増えていることは、都心における郊

外側に膨張させるだけの推進力はもうほとんど蒸発し

外化と同質であり、郊外というフロンティアがもはや

ているような状況にあるのだ。今後の対策としては、

マーケットにアピールする魅力を喪失した反動として、

新たな郊外住宅地をつくるというのではなく、郊外住

郊外住宅への需要を代替して高層マンションという垂

宅地をいかに維持していくか、またはいかに需要の縮

直の郊外化が進展していると考えられる。水平方向へ

小に応じて、「畳んでいくか」が必要となるであろう。

の発展インセンティブが垂直方向へと転換したとも捉

この「畳み方」はいろいろな痛みが生じることが予測

えられる

されるが、民間では成長しない郊外でのビジネス・モ

そのように考察すると、郊外的なものへのニーズは

デルを提案できても、郊外を縮小させるビジネス・モ

現在にも存在している。ただ、そのニーズに応えてく

デルに積極的に取り組むことは難しいので、自治体が

れるのが、郊外の戸建て住宅ではなく、高層マンショ

しっかりとコントロールしていくことが必要となるで

ンになってしまっているだけだ。後者は前者に比べて、

あろう。

自然アメニティは劣るかもしれないが、交通利便性は
遙かに勝っている。

６. 今後の展望
戦後、東京圏は郊外へと拡張していき、郊外の田畑、
森林は住宅地へと変容していった。しかし、これから

32

つまり、郊外の住の空洞化が進展しているのは、人
口縮小といった需要での減少だけでなく、需要はない
わけではないが、その需要に応えているのが、最近、
供給がめっきり増えた高層マンションとなっているの

高齢化と加齢化で

CHAPTER

1

的確に把握し、それへの対応を現時点でしているかど

で、市場が奪われているという側面もある。
図３でみたように、最近、人口の増加率が高いのは

うかによって生じる。

このような状況を裏付けている。これは、都市が拡張

れがどこに向かうかは、それぞれの郊外地域が自らの

していく過程において、その外縁部において宅地開発

置かれた状況を認識し、現実の問題を解決しつつ、ど

が進み、人口が増加するという長期的トレンドが終焉

う将来を見通すかにかかっている。

したことを示している。そして、多くの郊外において

xlii

しっかりと縮小といった「不都合な真実」を見据え、

は、今後、人口が減少していくと予測されるが、その

また住民のニーズを把握し、本報告書でも紹介した横

度合いは地域によって異なる。つまり、今後は郊外地

浜市のような「縮小に対する」取り組みを積極的に展

域において「勝ち組」と「負け組」とが生じる。そし

開していくことが、生き延びるために必要となるであ

て、その違いは、ユーカリが丘のように将来の推移を

ろう。

2

このように郊外地域は多様化の時代に入ったが、そ
CHAPTER

都心部、もしくは再開発型の開発が進展しているのは

CHAPTER

3
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注釈
*1 外観は煉瓦で、一階に応接間と食堂、台所、洗い場、貯蔵庫、２階に３〜４室の寝室と浴室を持つビクトリアスタイルの住宅。セ
ミ・ディタッチトの住宅も多い。

*3 プルイット・イーゴーは 1954 につくられた住宅団地。日系アメリカ人の建築家ミノル・ヤマサキによる。その団地の意匠はモダニ

2

なかった。

CHAPTER

*2 行政による住宅の開発としては戦前においても同潤会のものがあるが、それらの対象地はほとんどが都心であり、郊外というものは

ズムの影響を強く受けている。しかし、団地はスラム化し、犯罪も多発。入居者は激減し 1972 年に爆破解体されたアメリカの住
宅計画史上最大の失敗であるとされている。モダニズム建築の批判者から、プルット・イーゴーの爆破解体（これは動画でよく流さ
れる）の日は「モダニズム建築終焉の日」とされている。
*4 彼らの代表作として夙に有名なシーサイドはリゾートタウンであり、日常的なコミュニティを形成できないためニュー・アーバニ
ズムのコンセプトがうまく機能しえない。そのためニュー・アーバニズムの試金石としての重要性はケントランドのほうがはるかに
高い。

いる。このニュータウンはオイルショックの頃に分譲されて、昭和一桁あたりの世代が主に買う。90 年代初頭はバブルの地価高騰で、

3

（若林幹夫との対談）
『建築雑誌』第 125 集第 1603 号、日本建築学会、14 頁）。「『定年ゴジラ』は八王子のニュータウンを舞台として

CHAPTER

*5 1998 年 3 月に出版された重松清の長編小説。この小説について重松清は次のように解説している（重松 2010,「郊外に生きるとは」

こどもたちは 30 歳になったが都心には家を買えない。八王子は遠いけど、神奈川とかに行くよりいいだろうということで二世帯住
宅にしたのがけっこう多い。しかし、また都心回帰になって子供がいなくなると、二世帯住宅の一世帯分が空き家になっている家が
結構目立つようになっている」
。
*6 赤羽台団地は、日本住宅公団 ( 当時 ) によって国鉄赤羽駅に近接した台地上に 1962 年に建設された総戸数 3373 戸の団地である。23
区内では初の大規模団地で、スターハウスや囲み配置などの新しい住棟配置が試みられた。現在、赤羽台 2 丁目の部分ではヌーヴェ
ル赤羽台として再生が試みられている。参考：UR 都市機構「都市デザインポータルサイト」http://www.ur-net.go.jp/urbandesign/
CHAPTER

project/danchi1.html/,2014 年 3 月 13 日。
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東京圏の中古マンション
の価格形成とその動向
髙津伸司
1.

マンション市況の変遷概況
(1) 新築マンション
(2) 中古マンション

2.

郊外マンションの価値に関する考察
駅距離別築年別

中古マンション平均坪単価推移
新築マンションの供給立地の変化
(1) 主要都市別新築マンション分譲戸
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(2) 行政区別ストック数と中古事例発
生率の分布
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＜本分析の狙い＞

郊外居住において、高齢化と人口減（少し遅れて

より高まっていかざるを得ない。

到来する世帯数減）という人口動態の変化に重なる

そこで、東京圏分譲マンション市場−なかんずく

ように、住宅のストックの積み上がりと住宅の加齢

中古マンションの価格動向―を分析し、郊外居住の

化が進行することで、住宅の需給か大きく転換して

憂鬱の背景のひとつである郊外立地の不動産の資産

いくことが想定される。戦後初めて直面する東京圏

性 に 関 す る 考 察 を 行 い た い。 郊 外 の 縮 退 は 東 京

の郊外居住の縮退圧力は、郊外立地の不動産価格の

50km 圏の遠隔郊外立地の一戸建て住宅に最も表れ

下押し圧力となって表れてきやすい。

やすいとみているが、一戸建て住宅の分析は余りに

相続コンサルティングの最大手の「税理士法人レ

も固有の要件（街並み〜接道条件等）の価格構成要

ガシィ」によれば、日本人の相続財産の特徴は、不

素が多く市場分析は困難である。ここでは、我が国

動産資産の割合がきわめて大きいことだという。人

の分譲マンションのデータの網羅性で定評のある

生 80 年時代から人生 90 年時代に向けての生活の再

（株）東京カンテイの協力を得て、東京圏郊外の距離

設計が望まれているなかで、不動産資産への依存は

帯別、築年数別のマンション価格動向の把握を試みた。

＜本レポートに使用しているデータについて＞

１．マンション市況の変遷概況

分譲マンションデータはすべて東京カンテイの
データベースに登録されているものを使用

（１）新築マンション
■分譲マンションの供給推移

データ集計対象地域：首都圏（東京都・神奈川県・

日本における分譲マンションの嚆矢は、1956 年の

千葉県・埼玉県）

東京都新宿区四ツ谷の物件とされる。それ以前にも

集計対象：分譲マンション（一部、中古マンション、

大正から昭和の初期にかけて同潤会アパートなどの

分譲賃貸事例を使用）

集合住宅は存在したが、いずれももともとは賃貸物

価格：新築は分譲価格を、中古は売り希望価格を、

件であり、また、広く一般に向けて販売されたマン

各々算術平均して使用

ションは存在しないことから、この 1956 年の物件

単位：価格は万円

賃料は円

面積は㎡

の登場を以って現在に至る「分譲マンション」の歴

期間：分譲マンションデータはともに 2013 年 12

史が始まったと言って良い。つまり現在の販売形態

月末日時点のデータを使用

による分譲マンションは既に 60 年以上の歴史を有
することになる。
ただし、1956 年に分譲されて以降もこの販売形態
および権利形態の集合住宅は東京や大阪など大都市
圏の中心部にごく限られた数しか供給されず、日本
経済が高度成長期を迎えて都市部での労働人口の確
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るまでは供給は本格化していない。分譲マンション

総量規制の導入によって土地神話は崩壊し、価値以

が急増したのは 1972 年の田中内閣による “ 日本列

上に膨らんだ土地価格が一気に暴落したことによっ

島改造論 ” ブームに寄るところが大きい。日本列島

て、住宅需要は大きく冷え込むことになった。バブ

改造論が公表された翌 1973 年には全国の分譲マン

ルピークの 1990 年に約 17 万戸の供給を記録した全

ションは一気に 10 万戸を突破している。同年には

国の分譲マンション供給は、バブル崩壊直後の 1992

第一次オイルショックが発生したことから日本経済

年には一気に９万４千戸まで縮小している。

に混乱が生じ、一旦は供給が減少したものの、1970

資産デフレによってこれまで保有していた不動産

年代後半からは順調に供給戸数が拡大して住宅・都

の価値は大きく下落し、売却を前提とした購入が成

市整備公団（現・都市再生機構）が発足した 1981

立し得なくなったことで、まさしくバブルの精算が

年には全国で 13 万戸超の供給を記録している。

終了したと考えられた 1994 年には、売り手側にも

してのマンションは、都心部から近郊の住宅地およ

は再び拡大に転じる。1994 年には三大都市圏にも地

び郊外方面へと供給エリアが拡大し、ニュータウン

方中核都市にも万遍なくマンション供給が復活した

政策に合致した大型団地の分譲も全国各地で相次い

結果、全国で過去最高となる約 20 万戸もの新規分

だことから、1980 年代においてもマンション市場は

譲が行われた。しかし、1994 年以降も地価は一向に

拡大の一途を辿る。日本の総人口が 1 億 2 千万人を

下げ止まる気配を見せず、資産デフレに対応するか

突破した 1985 年以降は全国で年間 10 万戸を下回る

のように、分譲マンションは利便性に優れた土地や

ことはなく、地価の上昇で優良な資産として認知さ

市街地中心部に供給される傾向が強まり、年を追う

れたマンションはバブルのピークへと向かう 1990

に連れて “ より近く、より安く、より広く ” 供給さ

年に至るまで価格上昇と供給拡大が継続し、1989 年

れることで市場規模を維持していったのである。こ

の消費税導入前には駆け込み需要が発生するなど、

の都心回帰と言われる現象が極まったのが 2000 年

市街地における住宅としては一戸建てを凌ぐ勢いで

で、都市圏の周辺部から６〜７年をかけて都心部ま

分譲され続けた。「住宅すごろく」なる言葉が登場し

で分譲マンションの供給が移動したことにより、都

たのも 1980 年代のことで、土地が継続的に値上が

心部から近郊エリアにかけて数多くのマンションが

りすることを背景として賃貸住宅から中古マンショ

同時期に分譲され、首都圏では 10 万戸超、近畿圏

ンへ、そこからライフステージの変化に合わせて新

４万２千戸、中部圏でも１万戸超を記録した。一方

築マンションを購入して移り住み、最後は近郊の住

地方圏での新規分譲は都心回帰によって頭打ちとな

宅地に一戸建てを購入して安定した老後を送ること

り、2000 年の供給は約 19 万戸超と過去３番目の数に

が典型的な成功モデルとして人生計画の中心に据え

留まっている。

21 世紀に入って以降は、都心回帰から都心一極集
中へと供給エリアの絞込みが始まり、利便性に優れ

けるべく、不動産購入を目的とした融資額の拡大率

た市街地中心部に、居住快適性の高い大型マンショ
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しかし、天井知らずに高騰する地価に歯止めを掛

CHAPTER

られていた。

4

い ” とのコンセンサスが醸成され、マンション供給

CHAPTER

景に、都市型で効率の良い住まいである集合住宅と

3

買い手側にも “ もうこれ以上の価格下落は起きな
CHAPTER

その後も安定的に拡大する景気と労働力需要を背

2

を総貸出額の拡大率以内に留めるという行政指導＝

CHAPTER

保のための住宅政策が必要欠くべからざる状況にな

高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

ン（大規模・タワー型マンション）が相次いで分譲

崩壊、不動産価格はデフレの状況にもどっている。

されることで市場のニーズを牽引し続けた。2005 年

また地域の居住性や行政サービスの違い、さらに

までは相対的に郊外部の分譲マンションが減少した

は供給されるマンションの志向などによって、供給

ために、市場全体はピークアウトを余儀なくされ、

が集中するエリアとほぼ供給が為されないエリアに

供給される総数は徐々に減少したが、東京都には

事実上区分されるようになり、都心回帰期に発生し

2001 年以降も毎年５万戸前後の大量供給がなされて

た “ 面 ” での回帰から地域特性による “ 点 ” 的な回

いる。2002 年２月〜 2007 年 10 月までの長きにわ

帰へと市場が変化していった。2005 年以降は、“ ミ

たって日本の経済は拡大期に入った。69 か月に及ぶ

ニバブル ” によって市街地中心部での地価底入れお

戦後最長の景気拡大は「いざなみ景気」と名付けら

よび反転上昇が本格化し、分譲マンションの供給エ

れたが、賃金も増えず豊かさが実感できない好景気

リアは再び市街地中心部から郊外方面へと転出した。

であったことからエコノミストからは無実感景気、

2008 年のリーマンショック後には立地は再び都心部

リストラ景気と揶揄された。不動産業界では 2006

や湾岸地域を中心の一極集中型に戻った。

年以降は都心部の不動産価格がファンドに組み込ま

すでに居住用の不動産として 60 年を超える歴史

れていく中で、高額になっていくいわゆる “ ミニバ

を有し、バブル崩壊から資産デフレ期の都心回帰型

ブル ”“ ファンドバブル ” という状況となった。すで

供給が終焉を迎えた今、分譲マンション市場はさら

に都市部の地価は底を打ち、世界の中では日本の不

なる変化の時期に差し掛かっている。少子高齢化に

動産は割安な状況となったためである。2008 年まで

よる購入者総数の減少や団塊世代の大量退職による

に首都圏のマンション価格は２割〜３割急上昇した。

ライフステージの変化など、不動産市況に大きな影

しかし 2008 年９月のリーマンショックでバブルが

響を及ぼす経済イベントは今後も数多く控えており、

図1
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分 譲 マ ン シ ョ ン 市 場 で は、 大 規 模・ タ ワ ー 型 マ ン

ンションの価格は上昇を続け、1979 年には首都圏平

ションに次ぐ、居住快適性とコストパフォーマンス

均 が 2,114 万 円（ 坪 単 価 117.9 万 円 ） と 2,000 万 円

に優れた環境配慮型物件の開発が求められている。

の大台を突破している。当時の年収倍率は 5.40 であ

■新築マンションの価格推移（首都圏）

拡大に応じて分譲価格が上昇していった状況が窺える。

気後退期があり、分譲マンションの供給が一時的に

様・設備も大きく異なるが、バブル前とバブル後の

縮小したため価格水準もやや弱含みの推移となった

価格水準などを中心に三大都市圏のデータをみていく。

が、1985 年９月の「プラザ合意（為替相場への協調

1970 年代初頭は、分譲マンション一戸あたりの価

介入の合意）」が契機となり、円高不況を脱するため

格は平均で 1,000 万円に達していなかった。総務省

に実施した低金利政策によって市中に余剰資金が大

統計局「家計調査」の勤労者世帯の実収入（＝税込

量に流入し、不動産が買われて 1986 年以降急激な

収 入 ） か ら 算 出 し た 世 帯 年 収 は 1970 年（ 月 額

価格上昇期に突入した。これが後にバブル景気と言

112,949 円）で 135.5 万円であるから、首都圏分譲

われた時期であり、分譲マンションの価格は首都圏

マンション一戸あたりの 777 万円（坪単価 44.8 万

平 均 で 1986 年 の 2,712 万 円（ 坪 単 価 149.5 万 円 ）

円）という平均価格は年収の 5.73 倍に相当する。一

から翌 1987 年には 4,167 万円（坪単価 246.6 万円）

戸あたりの平均価格が 1,000 万円を突破したのは首

へと 53.7 ％（坪単価ベース 64.9 ％）もの急上昇を記

都圏、近畿圏で 1973 年、中部圏では翌 1974 年であ

録している（図 2）。

3

価値や所得水準が異なり、また分譲された物件の仕

CHAPTER

1980 年前半には円高で推移した為替相場による景

2

新築マンションの分譲価格は、時代によって貨幣

CHAPTER

り、1970 年当時と大きな変化がないことから年収の

る。その後も日本経済の安定的拡大によって分譲マ

図2
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4
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5
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このような地価および不動産価格の暴騰と投機目

回っており、バブル期以降 16 年続いた資産デフレ

的での不動産購入を沈静化させるべく当時の大蔵省

状況からようやく脱した。いわゆる “ ミニバブル ”

が導入したのが総量規制（ 1990 年３月通達）であ

の発生によってマンション価格はにわかに上昇し、

り、不動産購入の源泉として機能していた金融機関

2007 年 に は 首 都 圏 平 均 価 格 が 4,691 万 円（ 坪 単 価

からの融資に一定の枠が設けられたため、分譲マン

224.5 万 円 ） に 上 昇 し た。2008 年 ９ 月 の リ ー マ ン

ションの価格上昇にも歯止めが掛かり、首都圏では

ショックによりミニバブルは終演したが、価格の下

1991 年に 6,159 万円（坪単価 356.1 万円）を記録し

落は生じたものの、ミニバブル前の水準にまでは下

た一戸平均価格が 1992 年には 5,012 万円（坪単価

がっておらず、2012 年には首都圏平均価格は 4,241

284.1 万円）へと 18.6％（坪単価ベース 20.2％）下落

万 円 と 高 止 ま り し た。2013 年 に な る と 消 費 増 税

している。以降もマンション価格は下落の一途を辿

（ 2014 年４月：５％から８％）の影響で駆け込み需

り、1994 年 に は 首 都 圏 平 均 4,295 万 円（ 坪 単 価

要が発生し新築マンションの価格が上昇した。2013

226.4 万円でバブルピーク時の 60 ％前後の価格水準

年の首都圏平均価格は 4,581 万円と前年から大きく

にまで下げている。

上昇している。

1995 年以降も大量の不動産融資が不良債権化した
ままの状態が続き、金融機関が相次いで破綻するな

今後も安定的に価格上昇が継続するかは、政策効

ど経済状況がさらに悪化したため、分譲マンション

果により、景気拡大に伴う所得水準の上昇が発生す

価格が上昇する要因は皆無となり、地価の下落に合

るかにかかっている。分譲マンションの価格は、地

わせてより交通利便性の良いエリアにマンションを

価や金利動向だけでなく建築資材コスト、ニーズの

分譲するという “ 都心回帰型供給 ” によって、緩や

多寡、そして購入対象者の経済状況など様々な価格

かな価格下落基調の中での大量供給が維持された。

決定要因が関連しているために依然として予断を許

分譲マンションの価格水準は年を追うごとに下がり、

さない状況にあるといえる。

1999 年には首都圏平均で 4,000 万円を割り込んで
3,987 万円（坪単価 191.9 万円）を記録している。

（２）中古マンション
■マンションストックの状況

2000 年以降は、価格下落基調が一段と緩やかにな

1956 年以降に竣工した分譲マンション（取り壊さ

り、マンション価格は大底圏に入ったとの観測もた

れたものは覗く）の総数を、1970 年以降積み上げて

びたび為されたが、実際には極めて緩やかな下落基

示している（図 3）。1970 年には首都圏のマンション

調で推移している。2001 年に不動産ファンドの相次

ストック数は 12 万戸に満たないが、その後毎年３

ぐ上場によって不動産証券化ビジネスが本格化し、

〜４万戸程度の竣工実績があって９年後の 1979 年

市場に収益還元価格での不動産購入という新たな指

には 50 万戸を突破している。新築マンション供給

標が定着したため、収益となる賃料水準の高い不動

推移の概況に記した通り、1970 年代半ば以降は安定

産（＝都心部の不動産）から価格が付き始め、この

的な景気拡大によって全国的に労働人口需要が拡大

影響が徐々に拡大するに連れて地価動向は大底圏を

したために、各地に大規模団地が次々と建設され、

脱しつつある状況である。 2006 年の首都圏平均価格

1987 年 に は ス ト ッ ク 数 が 100 万 戸 を 超 え て い る。

は 3,794 万円（坪単価 202.1 万円）で前年水準を上

1979 年以降の８年間で毎年６万戸前後の竣工実績が
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以降も首都圏では 1994 年頃から毎年８〜 10 万戸

が縮小することにはならない。今後は建替え促進を

の竣工があり、全国でも合計 20 万戸超の竣工実績

含め、これら旧耐震マンションを制度的にどのよう

が為されていることからストックの拡大はそのス

にして耐震補強するかがマンション行政における最

ピードを増して 14 年後の 2001 年に 200 万戸を突破

重要課題となる。

3

が竣工し続けることで相対的に縮小するが、絶対数

CHAPTER

あったことになる。

し て い る。 首 都 圏 で は 2013 年 末 の マ ン シ ョ ン ス
トック数は 285 万戸を突破している。首都圏にはマ

※旧耐震世代のマンション：

は , 他の建築種別である一戸建てや賃貸マンション

に対応した耐震設計基準が施行された。旧耐震世代

と比べると高い水準を維持しており、依然マンショ

マンションとは、その日以前に認可を受けて建設さ

ンを住まいとして選択する人が多いことがわかる。

れたマンションをいう。築年数でいえばおよそ築 30

これらのマンションストック数を単なる数値では

年以上のマンションが該当し、補強工事や将来の建

なく現実のものとして捉えた時、これまで数多くの

て替えの計画の必要性が議論されている。旧耐震世

地震によって多大なる被害が発生してきたことを鑑

代マンションは追加投資が避けられず、仲介価格が

みれば、マンションの安全性、耐震性についての課

弱含みに推移することが予想される。

4

1981 年６月１日、マグニチュード８以上の大地震
CHAPTER

ンションストックの半数が集中し、都市部において

題が自ずと浮き彫りになる。全国には “ ※旧耐震世
代の分譲マンション ” が現在でも約 146 万戸所在す

中古マンションの価格推移については、価格事例
の収集を開始した首都圏、近畿圏 1985 年以降、中

ンのシェアは 2013 年末時点で 22.5 ％と依然として

部圏 1988 年以降のデータを掲出している。

高い。このシェア自体は毎年 “ 新耐震マンション ”

5

全分譲マンションストックに占める旧耐震マンショ

CHAPTER

ることが東京カンテイの調査で明らかになっており、

■中古マンションの価格推移（首都圏）

バブルのピークへと向かう 1985 年以降、高騰す
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る地価の影響を直裁に受けたのは新規に分譲される

61.6 ％（坪単価ベース 55.6 ％）の水準まで急落して

マンション ではなく、既に所在していた中古マン

いる。

ションであった。「プラザ合意」を受けて低金利政策

新築マンションの大量供給および都心回帰が始

が 導 入 さ れ た 1986 年 以 降、 都 市 部 に 所 在 す る ス

まった 1994 年以降も、中古マンション価格の下落

トックとしての中古マンションは、専ら投資（投機）

には一向に歯止めが掛からず、近畿圏では 1995 年

の 対 象 と な り、1985 年 に 首 都 圏 平 均 で 2,177 万 円

に 2,850 万 円（ 坪 単 価 136.2 万 円 ）、 首 都 圏 で も

（坪単価 129.2 万円）であった中古マンション価格は

1997 年 に は 2,909 万 円（ 坪 単 価 148.0 万 円 ） と

2 年 後 の 1987 年 に は 4,965 万 円（ 坪 単 価 308.6 万

3,000 万 円 台 を 割 り 込 み、 中 部 圏 で は 1996 年 に

円）と 2.3 倍（坪単価ベース 2.4 倍）に跳ね上がり、

2,000 万円台を割っている。近畿圏ではその後も価

バブルのピークである 1990 年には 5,949 万円（坪

格下落が顕著で、６年後の 2001 年には 1,847 万円

単価 349.8 万円）にまで達した。実に 1985 年の 2.7

（坪単価 86.3 万円）と遂に 2,000 万円台も割り込ん

倍（坪単価ベースも 2.7 倍）の水準である。近畿圏

だ。首都圏では、2000 年まで継続した新築マンショ

においても価格推移の状況は同じで、1985 年当時

ンの都心回帰によって、東京都心部での新築マン

1,819 万円（坪単価 89.7 万円）であった近畿圏平均

ション供給が活性化し、もともと所在していた中古

価 格 は 5 年 後 の 1990 年 に は 5,217 万 円（ 坪 単 価

マンションが価格の受け皿となることで市況がやや

271.4 万円）と 2.8 倍（坪単価ベース 3.0 倍）に高騰

上向いたことから価格下落に歯止めが掛かり、2,400

している。期間が異なるため一律に比較できないが、

万円（坪単価 120 万円）を目安に以降は価格がほぼ

中部圏でも 1988 年に 1,839 万円（坪単価 91.2 万円）

横ばいに推移している。中部圏でも 2001 年以降は

であった中古マンション平均価格は２年後の 1990

1,500 万円をやや下回る水準で緩やかな下落傾向に

年 に は 3,831 万 円（ 坪 単 価 190.5 万 円 ） と 2.1 倍

転じている。

（坪単価ベースも 2.1 倍）に拡大した。東京カンテイ

2006 年には地価の底入れ感が強まり、三大都市圏

に登録のあるデータとしては 1990 年に都心の中古

ともに価格が上昇基調に変化し（首都圏では坪単価

マンションで坪単価約 6,000 万円の事例もあり、い

が上昇）、中古マンション市場においてもバブル以降

かに当時の価格上昇が急激且つ経済合理性を欠くも

16 年もの長きに渡って続いた資産デフレにようやく

のであったかがわかる。

終止符が打たれたが、2008 年にはリーマンショック
後に再び価格が下落している。ただし、価格の主導

バブル期以降は、都心回帰によって立地の優位性

権は依然として新築マンションにあり、今後の新築

を訴求できる新築マンションと、地価下落によって

価格の推移によっては中古マンション価格も再び下

新築マンションと同水準の価格では流通し得ない中

落する可能性も残されているため、 2006 年の価格上

古マンションとで価格格差が広がり、バブル時期に

昇が一時的なものか、それとも持続性のあるものか

購入した物件の売却差損が極大化して不良債権とし

という判断は今後の価格推移を見守る以外にはない。

ての処理が進まず、資産デフレに一層の拍車をかけ

都心部における中古マンション価格が上昇している

たことも事実である。1991 年以降首都圏では一戸平

状況が今後他の地域に波及するかどうかを注意深く

均 価 格 が 毎 年 数 百 万 円 ず つ 下 落 し、1994 年 に は

見る必要があろう。

3,665 万 円（ 坪 単 価 194.6 万 円 ） と 1990 年 当 時 の
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（１）首都圏主要沿線駅距離別築年別中古マンション
平均坪単価推移
山手線のターミナル駅を起点として概ね首都圏を

し、その時代の景況感の影響も強く受けるため、90

4

２．郊外マンションの価値に関する考察

年バブルのような大きな価格上昇期になるとバブル
のピークに向かって価格が上昇する傾向が表れ築年
が経過しているのに価格が上昇する結果が発生する
ことになる。

放射線状に郊外に向かって走る、代表的な沿線 10
しかし、このような特殊な要因を除けば上記に表

㎞圏に存する駅の平均坪単価を築年ごとに求めた

のように、概ね中古価格は築年が経過するごとに下

（図 4）。

落していく。首都圏 30km 圏、40km 圏では築年数が
経過するに従い、50 万円前後の坪単価に収斂してい

坪単価＝平均価格が下落していく傾向となる。しか

く傾向がある。ただし、距離圏が遠くなるほど下落

45

5

中古マンションは一般に築年が進むにつれて平均

CHAPTER

線をピックアップし、各沿線の 20㎞圏、30㎞圏、40

図5

が大きくなる傾向は明確には表れなかった。特に首

移を具体的に見ていきたい。

都圏の 10 沿線では 30 ㎞圏よりも 40 ㎞圏の平均坪単
価が高くなる傾向となっている（図 5）。

①ＪＲ中央線

これは京急本線の距離圏別価格構成が関係してお

図 6 はＪＲ中央線の 20㎞圏、30㎞圏、40㎞圏に位

り、30 ㎞圏の平均坪単価よりも海沿い立地の横須賀

置する駅の築年別の中古マンション平均坪単価であ

エリアを含む 40㎞圏の坪単価の方が高くなるためで

る。中央線の各距離圏別の坪単価推移の特徴は距離

ある。首都圏の 10 沿線のうち 40 ㎞圏の駅を有して

圏に応じて価格水準に差が生じており、築年の変化

いるのはＪＲ中央線、小田急小田原線、東武東上線、

によってこの差がほぼ維持された形でパラレルに推

京急本線の 4 線に限られることも京急本線の影響が

移することである。

首都圏全体に色濃く反映されている要因となっている。

JR 中央線の中古マンションの距離帯別価格推移は、

次に、① JR 中央線、②小田急小田原線、③京急

比較的大きな価格差を持ちながら、価格が下落して

本線について、距離帯別、築年数経過による価格推

いくのが特徴である。ＪＲ中央線は首都圏では最も

図6
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図7

CHAPTER

2

したがって、築年数が経過していっても 20 ㎞圏と

築 40 年では各圏域の平均坪単価が 15 万円の間に

40 ㎞圏の平均坪単価は 90 万円ほどの開きができて

ひしめいており、ほとんど価格差が無い状態である。

いる。

このように価格差が縮小するのは小田急小田原線の

20㎞圏 西荻窪、吉祥寺、三鷹、武蔵境、武蔵小金井

場合、築 25 年以降である。

30㎞圏 国分寺、国立、立川

20㎞圏 百合ヶ丘、新百合ヶ丘、柿生、玉川学園前

40㎞圏 日野、豊田、八王子、西八王子

30㎞圏 町田、相模大野、小田急相模原、相武台前

3

年経過マンションとの坪単価差が小さくなっている。

CHAPTER

メジャーな沿線で人気も高い。坪単価の水準も高い。

40㎞圏 海老名、厚木、本厚木、愛甲石田
②小田急小田原線
小田急小田原線はＪＲ中央線とは異なる傾向と

③京急本線

なっている（図 7）。築 30 年を超えると 20 ㎞圏の物

京急本線の経年変化の仕方は前記２線とは異なっ

件が比較的大きく下落するため、結果として築 40

ている（図 8）。各距離圏は築 25 年前後で一度ほと
CHAPTER

4

図8

CHAPTER

5
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んど差が無い状態に収斂した上で、築 30 年以降に

40㎞圏 金沢八景、追浜、横須賀中央

価格差が広がる動きとなっている。特に 20 ㎞圏と

40 ㎞圏の平均坪単価を示しているのに対して、30 ㎞

３．新築マンションの供給立地の変化

圏の平均坪単価は下落傾向である。30㎞圏と 40㎞圏
の坪単価の逆転現象は前述の通り、40 ㎞圏に横須賀

（１）主要都市別新築マンション分譲戸数のシェア推移

エリアという比較的成熟し人気の高い住宅地がある

新築マンションは “ ミニバブル崩壊 ” 後の市場に

ことや、海沿い立地という付加価値があるためと思

おいて、供給立地を都心部に集中させてきた。その

われる。

ことは東京 23 区の新築マンション分譲戸数のシェ

またこのような街や個性的な立地があるが故に築

アが年々高まり、2009 年には首都圏の過半（ 52.4％）

年を経ても価格が下がりにくい傾向となっていると

を占め、現在では 54.1 ％と更にシェアが高まってい

思われる。

ることからも窺い知ることができる（図 9、図 10）。

20 ㎞圏 神奈川新町、神奈川、横浜、戸部、日ノ出

一方で 2007 年には 4.6 ％のシェアがあったさいたま

町、黄金町、南太田、井土ヶ谷、弘明寺

市が 2013 年には僅か 2.8 ％のシェアとなっているこ

30 ㎞圏 上大岡、屏風浦、杉田、京急富岡、能見台、

とからも、東京都以外の郊外部は中核都市といえど

金沢文庫

も、供給シェアの減少が同時に進行していることも

図9
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図 12

明らかである。千葉市も同様の結果となっている。

る傾向を帯びるのではあるが、インフレ期待の高ま

CHAPTER

図 11

2
CHAPTER

3
CHAPTER

4

このように近年にマンション立地の都心集中が起

りによって都心部のマンション価格が高くなりすぎ

こっている理由として考えられるのは、都心部に潤

ると、価格との折り合いを求めて消費者が郊外立地

沢な中古物件が存在していること、価格の下落とと

を許容していくのがこれまでの市場の推移の歴史で

もに郊外部でマンションを買わなくても都心部で購

あった。

入できる状況となっていること、郊外部では戸建住

マンションは交通利便性を追求した住まい方であ

（２）行政区別ストック数と中古事例発生率の分布
図 11~13 は行政区別のマンションストック戸数に
対する中古売事例の発生率（単位 :％）をまとめたも

そのためマンション供給はもともと都心部に集中す

のである。
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5

り “ 職住近接 ” や駅近物件が好まれる傾向がある。

CHAPTER

宅との競合が起きていること等が挙げられる。

図 13
これらの結果をみると、ほとんどの都市でマン
ションストックから発生する中古事例は 11 〜 15 ％
程度の範囲に収まっていることである。
これは一年に７〜８戸に１戸の割合で中古事例が
発生している計算となる。また、都心の行政区ほど
数値が高くなるという結果にはなっておらず、概ね
どの行政区も同様の範囲内無いに収まっている。つ
まり、行政区が郊外であるか否か、商業性が失われ
ているエリアであるか否かで、中古事例の発生率が
変化する訳ではないことがわかる。
横須賀市を例に取ると横須賀市では 2013 年にス
トックに対して 12.53 ％に当たる 4163 事例が発生し
ていた。この比率は横須賀市よりも都心寄りの横浜
市港南区の 12.88％や戸塚区の 12.58％とほとんど変
わらない値であり、川崎市中原区の 10.01 ％と比べ
るとより事例が多く発生していることになる。
このように中古事例の発生率では、首都圏の通勤
圏から見て郊外に位置する行政区では中古流通が阻
害され売り買いが成立しない傾向になる、とまでは
言い切れない。実態把握のためには、中古マンショ
ンの売り希望価格と買い希望価格の乖離の状況や成
約に至るまでの期間等の把握のフィールドサーベイ
が望まれる。
遠隔郊外の中古マンションは明確な価格優位性が
あり、所得の伸びが緩慢ななかでは今後も一定の需
要に支えられていくものと思われる。価格が安く
なったことで若い世代が流入し、かえって街の活気
が出てきている、などの好循環を生んでいる街も少
なくない。地価やマンション価格が安くなることは
（不動産所有者にとっては大きな憂鬱ではあるが）、
その街にとって必ずしも不都合なこととはいえない。
むしろ郊外でもどのような街の魅力が形成されてい
るのかによって、中古市場が活性化しているケース
（東京都立川市や藤沢市や茅ヶ崎市の例）がある。
先にみたように、郊外の中古マンションの資産性
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は年を追うごとに厳しくなっていくのは避けられな
い、マンション市場全体が都心傾向を強めているか
らといって、中古マンションの郊外におけるマー
ケットがなくなってしまうわけではないことには留
CHAPTER

意したい。

2

4. 付記
戦後の住宅政策において新築マンションの新規分
譲戸数は年々増加し、すでに 600 万戸を超える水準
にある。現在も新築マンションは積極的に供給され
ており、すでに「家あまり」の状況にあるが、日本
は大きな経済変動を数回にわたり経験し、その都度
CHAPTER

立地が郊外化するなど、供給環境の変化を経験して

3

きた。日本住宅公団や各自治体の住宅供給公社は主
として郊外に大型団地を供給し「ニュータウン」を
建設してきた。戦後から 1990 年までの地価の一貫
した上昇から、都心部では地価の高騰が社会問題化
し、一般消費者の購入可能なマンションの郊外化が
進んだ。1990 年のバブル崩壊後、長期デフレ期に入
り、地価が年々下落し、マンション立地の急速な都
心回帰が発生した。このため郊外にある団地や交通

CHAPTER

利便性の劣るマンションの価格が大きく下落した。

4

このような歴史的背景の基で、郊外のマンションの
価値がどのように変化しているのか、データで検証
した。
最後に、新築マンション、中古マンションともに
郊外部での主戦場は首都圏 20km 圏〜 40km 圏まで
であり、縮退の懸念される首都圏遠隔部 50km 圏で
の供給は極めて薄く、本マンション市場分析で郊外
部の縮退の状況を推し量ることには限界があること

CHAPTER

を付記しておきたい。
−以上

5

51

CHAPTER

1
CHAPTER

2

第

4章

3

榎本元・高木克昌・木村静

CHAPTER

郊外居住ビジネス動向
事業者ヒアリング

1. （株）タムラプランニング＆オペレーティング
代表取締役

2.

田村明孝氏

税理士法人レガシィ
代表社員税理士

3.

天野隆氏

横浜市建築局
同課

旭化成ホームズ（株）
二世帯住宅研究所所長
広報室

5.

4

4.

大野紘平氏

CHAPTER

課長補佐（企画部企画課担当係長）大友直樹氏

松本吉彦氏

帯屋博義氏

一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会
（JERCO）
事務局長

米光一朗氏

事務局次長・関東甲信越支部事務局長
まとめ

5

“ 2015 年 ” ターンアラウンド

CHAPTER

相馬康男氏

高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

当研究では、郊外でどのようなビジネスが展開され
ているか、今後展開される可能性があるのかを考察す
るために５つの事業者・行政にヒアリングを行った。
各事業者へのヒアリングの結果と、考察を以下にまと
めた。なお、内容・肩書きは取材日時点のものである。

事業者ヒアリング１
㈱タムラプランニング＆オペレーティング
代表取締役

田村明孝氏
看取りなどサービスの良い施設です。要介護２までは

急増するサービス付高齢者向け住宅の現状
サービス付き高齢者向け住宅（以下、サ付き住宅）

自立に近い生活ができますが、要介護３以上の人は介
護サービスなしでは生活できません。一般的に要介護

は、国交省が自立に近い高齢者に早めの住み替えを勧

３以上で一人暮らしだと介護保険適用の限度額をオー

めるため 300 億円の補助金を出して始まりました。

バーします。特定施設である介護付き有料老人ホーム、

2012 年に８万５〜６千戸が開設し、2013 年 10 月現在

グループホーム、特養、老健に入っていれば包括的ケ

は 12 万６〜７千戸あります。過去の年間高齢者住宅

アが限度額以上でも 1 割負担で受けられますが、サ

開設数と比べると、グループホームで最高２万７〜８

付き住宅の多くは特定施設の指定を受けていないので、

千戸、特別養護老人ホーム（以下、特養）で１万９千

限度額超は全額負担となります。

床、介護付き有料老人ホームでも２万２〜３千床です
から、とても多いです。併設する介護サービス事業に

手厚くないサービス付き高齢者向け住宅の「サービ

資質ある職員が集められず混乱しています。

ス」
サービス付きとは言いますが、ほとんどのサ付き住

自立〜軽介護者対象のサ付き住宅の入居者、実際は約

宅のサービスは手厚くありません。サ付き住宅の開設

３割が中〜重度介護者

登録条件は低いため、包括的介護サービスを提供する

厚生労働省の調査結果は、サ付き住宅入所者の平均

特定施設の指定を受けたサ付き住宅の前身の高専賃

要介護度は 1.8 です。自立入居者は 12.8％、軽介護者

（高齢者専用賃貸住宅）でも５％、現在のサ付き住宅

の要支援１〜要介護２で 54.6％、要介護３が 12.6％、

で３％とわずかです。在宅と同じケアプランを組むサ

要介護４が 9.6 ％、要介護５が 6.1 ％と要介護３〜５

付き住宅が 97 ％もあります。その場合、認知症に

の中〜重度介護者も 28.3 ％です。平均年齢は 82.6 歳

なったら対応するサービスがないため住み続けられま

で、約半分が認知度２を超える、いわゆる認知症の方

せん。そのニーズに答えられるかが選ばれる基準です。

です。通常の自立者向け施設だと平均年齢は 75 〜 78

サービス自体は多様化していて、ごく少数ですが医療

歳なので、82 歳だと自立の方の割合は少なくなります。

との連携、認知症専門、がんの末期患者専門などもあ

包括ケアのできる施設が足りないので、その入居希望

ります。がんの末期患者は退院を求められるケースが

者がこちらに来ているというわけです。

多く自宅療養となりますが、自宅対応できない人の受

ですから、求められるのは、病気や認知症への対応、

54

け皿が足りません。そこでターミナルケア、看取り専

CHAPTER

1

門のニーズがあるというわけです。

事業者は全国でわずか 350 件です。赤字の見込まれ
る事業に企業は参入しません。24 時間体制だと夜間ヘ
ルパーの確保が難しく、人件費も高くつきます。日本

サ付き住宅の平均入居率
サービスの良くないサ付き住宅の入居率は伸びてい

欧では夜間専門労働は一般的です。

66.9％、６〜 12 か月 76.0％、12 か月以上 86.9％、全

サ付き住宅、今後はデッドストックに

体で 76.8％です。入居率９割以下だと赤字ですから、

サービスに特化したサ付き住宅は伸びると思います

開設約 1 年後にやっと軌道に乗る状態です。ただ、

が、それ以外のサ付き住宅は入居者が集まらず、デッ

2012 年８月以降も多数開設されましたから、最近の

ドストックになる可能性も高いでしょう。
ほぼ全てのサ付き住宅で食事は出ますが、求められ

のメッセージ社のアミーユの入居率は当初は開設３か

ているのはその先の介護サービスです。厚生労働省の

月でフル稼働の予定が半年経過後も達成していないも

データでは、サ付き住宅の介護保険サービスの基本は

のも多くなっています。

３つ、①ヘルパーによる訪問介護、②デイサービス利

サ付き住宅と在宅サービスで包括的ケアという「神

で対応できるのは要介護２くらいまでで、要介護３を

話」
。採算が合わず進まぬ実話

超えるとこれでは足りません。さらにその上のサービ
ス（包括ケア）までは用意できていません。定期巡回

りていません。それを整備すべきなのです。サ付き住

がある施設は 5.7％、小規模多機能は 14％です。こう

宅の政策を進めるならば、要介護の方向けに包括的な

いうのを組み合わせれば包括ケアができますが、対応

ケアを受けられる施設を必要な数用意したうえで、今

施設はまだまだ少ない。この基本の３つと食事サービ

病院に通うのが大変な方や、簡単なケアがあれば暮ら

スが今のサ付き住宅の多くです。職員配置も、生活相

せる方向けの住宅を供給すべきと思います。

談員は配置されていますが、ヘルパーができることは
限られていますし、安否確認も緊急通報に頼っていた

ビスを受けるためサ付き住宅を供給し、介護保険で

り、人の手が加わった手厚いサービスがされていない

24 時間定期巡回を組み合わせると包括ケアは上手く

サ付き住宅が多いです。それは採算が合わないからで

いくと思われています。しかし、定期巡回をしている

す。小規模多機能と定期巡回を組み合わせると手厚い

4

特養は整備費や介護コストがかかるので、在宅サー

CHAPTER

日本は先進国と比べて高齢者施設が少なく、現在足

3

用、③ケアマネの事務所があることです。しかしこれ

CHAPTER

入居率は劇的に低下しているでしょう。例えば最大手

2

に よ る と、 開 設 ３ か 月 未 満 44.4 ％、 ３ 〜 ６ か 月

CHAPTER

ません。2012 年 8 月の厚労省のアンケート調査（図 1）

人は北欧と比べて、夜間労働に抵抗がありますね。北

CHAPTER

5

図1

厚生労働省「サービス付き高齢者向け住宅等の実態に関する調査研究」より
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サービスになりますが、採算が合いません。

整えること。それと同時に、認知症が重くなった方向

北欧では継続性の原則が法律で定められていて、高

けの認知症ケア施設をつくり、必要な時に入所できる

齢者は一旦住まいを移したら、そこで介護サービスを

安心感を与えることです。国は必要な数の施設も在宅

受け続けられます。ケアのために住まいを移すことは

介護サービスも整えずに在宅介護を勧めています。国

違法です。認知症が出てもその住まいでケアを受けら

の政策として、手順が違います。

れるのは当然のことです。認知症は生活環境を変える

施設をつくるとお金がかかり、介護保険体制が破た

と悪化します。今の日本で良いとされる、在宅介護の

んすると言いますが、介護保険制度が始まった頃は、

限界は認知症です。認知度２以上になると在宅では無

有料老人ホームなどの民間事業にうまく競争させ良い

理です。しかし受け皿になるグループホームの数は足

商品（施設）が出ていました。それを総量規制でカッ

りていません。グループホームでも認知症ケアがしっ

トし、競争も参入もさせなくしました。公正な競争の

かりできているのは半数です。

場をつくるのが本来の行政の役割のはずです。一方で
サ付き住宅に補助金を出し、つくれつくれと言ってい

国は高齢者の住宅政策の見直しを
日本の高齢者の住まいの問題を解決するためには、
まず要介護の方の受け皿の量をきちんと確保すること。

ます。整備費の補助金よりも所得の低い人への家賃補
助のほうが将来における安心効果が高まると思います。
ニーズに合わない商品をつくっても仕方ありません。

それが整備できてから、在宅の方向けの包括的ケアを

取材日 2013/10/10

事業者ヒアリング２
税理士法人レガシィ
代表社員税理士

天野隆氏

私ども税理士法人レガシィは、相続専門の税理法人
として長くやってきました。
当法人の相続事例は、80 歳代の方が亡くなるケース
が 50％、70 歳代 19％、90 歳代 19％、69 歳以下 12％
です。最も多い 80 歳代では、お子様世代 50 歳代の
持家率は統計上約 80 ％ですが、うちのお客様では約

90 ％です。お父様が亡くなってお母様が一人住まい
になるのは日常茶飯事ですが、問題になるのはお母様
が亡くなったときの二次相続です。

空家が増える郊外の相続事情
この二次相続の時、郊外のお母様の家は不要になり
ます。お子様は皆さん家をお持ちで、50 歳代はすでに
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図2

ライフスタイルができています。例えば田園都市線の
青葉台で一戸建てに住む 50 歳代のサラリーマンの方
はお子様も 10 〜 20 歳代です。溝の口や二子多摩川に
住むお父様やお母様の家に移って一緒に暮らすという
CHAPTER

ことにはなりません。そこでお母様が亡くなられたら

2015 年相続税増税で変わる相続

2

売却か空家になります。

ご自身のための記念館建設で相続税対策

2015 年、相続税が増税になります。今までは一戸

相続税対策として考えられることは、一つは、早い

建てで預金 2,000 万円強では相続税がかかりませんで

うちに親御さんが郊外の家を処分して都心の子供たち

したから、「空家でもそのうち子供たちが住むよね」

の家の近くに移る。しかしそのような動ける高齢者は、

と言えましたが、相続税がかかるようになります。

まだ２割ほどです。普通の 80 歳代の方は 30 〜 40 年

私の分析から作った地図が図 2 です。相続税がか

間引越していないでしょうし、動きにくいでしょう。

赤の部分まで広がります。例に出しているのは二次相

代が最も多いです。相続人予定者は相続問題に気づい

続でお子さんが全員が持ち家だった場合で、一番多い

ています。70 歳代の元気なお年寄りが次に多いです。

ケースです。父が既に亡くなっており、一軒家と約

相続間近の 80 歳代は参加しません。80 歳代の方はメ

2,000 万円を子は母から相続します。配偶者税額軽減

リットがないと動きません。税金対策になり収入にも

が使えず、子供二人は持ち家であるため小規模宅地の

なる賃貸アパートには興味を示すのは 50 歳代です。

評価減も使えない。そうすると今までは非課税でした

80 歳代は、お金は使いきれないので、残るお金には

が今度はかかります。

興味がないわけです。私は「ご自身の記念館を建てま

感覚的に半々位でしたが、今後は売却する人が増え、

き、そこへ行くと幸せになれる居心地のよい、思い出

８：２くらいになるのではないのでしょうか。

の場所としての記念館をつくりましょう」と言うと、
「それならやっても良い」という方はけっこういらっ

売り急ぎを止める相続税の一時建替え
私どもは東急リバブルさんと提携し、相続税の納税

4

しょう」と提案します。「ご本人の写真、記念品を置
CHAPTER

そうなると売却が増えます。今までは売却と空家は

3

私ども税理士法人レガシィのセミナー参加者は 50 歳

CHAPTER

かるのは今までは青の範囲内でしたが、2015 年からは

しゃいます。人は 80 歳代になると、何を残すか考え
ます。お金を残して遺族が揉める話は良く聞きます。

申告期限は 10 か月間なのでお客様は急いで売ろうと

が高いのです。人間の肉体は年をとりますが、精神は

して買いたたかれてしまいます。そこを急がなくて良

皆さん若いです。息子さんから、相続対策するよう親

いよう提案しました。お客様は今これで困っていると

を口説いてくれと頼まれますが、息子さんの望んでい

話したら、東急リバブルさんは対応が早いですね。地

るようには、ほぼ口説けません。80 歳代の心境は世間

域密着型ですので、東急線沿線でも相続税に関するセ

にあまり伝えられていませんね。また、相続税対策に

ミナーを開催しています。

も記念館建設は有効です。預金の 2,000 万円は課税対
象ですが、建物にすると 800 万円分の評価しかなく
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5

今のご自身にとって興味深いものにお金を使う可能性

CHAPTER

資金等の一時建替えという事業をしています。相続の
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なります。しかし相続税が安くなると言っても自分が

あげると、父母世代がお金を使うので経済は回ります。

払う税金ではないから親御さんは動きません。あくま

今回まとめて贈与しても非課税になり有名になりまし

で私たちのテーマは、相続税対策として、ご本人が喜

た。信託銀行さんの顧客が増えるので彼らが提案し、

ぶもの、納得できるものは何かです。

実際増えています。２年間の制度ですがおそらく延長
するでしょう。

お孫さんへの生前贈与で節税
例えば、年に１回家族が集まって、教育資金として

相続税対策に大規模リフォーム

贈与すると、毎年お孫さんの笑顔も見られます。生前

現金資産を減らし、住み心地の良い家になるという

贈与は増えていますが、余裕のある方の多くは以前か

意味で、かなり効果的です。しかし、企業は 80 歳代

ら生前贈与しています。教育費の実費であれば、その

は建替えやリフォームをしないと思っています。もっ

都度の贈与は以前から非課税でした。今回は一括で

と提案できると思います。問題はリフォーム中どこに

10 年、20 年分でも 1,500 万円までは非課税と税務当

住むか、面倒ではないかなどですが、そのソフト面を

局が制度化しました（図 3）。祖父母が孫に教育費を

お子さんが動いて援助してあげるとよいのです。これ
も皆さんが笑顔になれる相続税対策です。

図3

相続税増税での税収増は 2570 億円。背景は消費税増
税のためのインフラ整備
税制改正の背景には、消費税増税のためのインフラ
整備があります。民主党の考えは、消費税増税で低所
得の人ほど生活が大変になる、ならば所得の多い人に
とって厳しい税を用意しなければ、通るものも通らな
いと考えたようです。資産格差の問題があったわけで
す。相続税の税収はたかが知れています。消費税のほ
うがはるかに収入になります（消費税１％増で約 1
兆円増と言われている）
。相続税が課税されるのは、
亡くなる方が年間 120 万人位として、そのうち課税

図4

されるのは 5 万人から 12 万人に増えると推測してい
ますが、相続税収増は 2,570 億円位とたかが知れてい
るはずです。相続税を上げすぎると資産家は海外へい
なくなりますからね。資産家は所得、雇用を生み出す
人です。日本の雇用を創出している人が、海外に行か
れては困りますので相続税はそれほど上げないのです。

CHAPTER

1

税務署には相続税申告のお尋ね書を公正に出してもら

線価×面積なので土地評価は高くなる傾向があります。

いたい

それでは不公平です。先日、日経新聞で「相続税理士

相続税申告義務はあるが申告すると税金ゼロという

の選び方」という記事が初めてマスコミに出ました。

ると、市役所区役所からの連絡で税務署も亡くなった

た不動産評価額が税理士によって違うという情報が出

ことがわかるので納税者へのお尋ね書が届くのですが、

て業界内は大騒ぎです。事実が表に出ただけの話なの

届かない方もいました。これでは不公平です。申告し

ですが。簡単に言うと、税理士によって路線価×面積

てもしなくてもどちらにしてもゼロですし、罰則もな

からマイナスするαの額が違うんですね。図面に書か

いので良いという人が現場にはけっこういらっしゃる

れた線から水が出た場所がわかりますし、駅と駅の中

んですね。これでは正直に申告した人に不公平感があ

間の土地は電車の騒音で、評価額からマイナスできま

ります。中立公平は税制の基本ですので、お尋ね書を

す。私達は相続専門ですからこれは常識です。正直な

きちんと出す機運が高まってきたようです。

ところ、相続専門で日本一の実績をあげられたのもお

2

これまでは税理士なら誰がやっても同じと思われてい
CHAPTER

方がこれから増えます（図 4）。埋葬許可書を申請す

客様の口コミによるものです。土地の評価を法律によ
CHAPTER

国は土地評価の法制化を

り、制度化したほうが良いと思います。

としか書いていません。路線価も通達です。東京国税

3

土地の評価は法制化されていません。法律では時価
経済活性化に無利子国債を

員のみです。もちろん我々税理士も通達を勉強してい

利子国債は良いと思いますね。国債を買えば相続税が

ますが、国民も税理士も法的拘束力のない通達で評価

非課税となるなら納税者は買いますからね。国にとっ

するのは問題があると思います。土地の評価も法制化

ては、とりあえず返さなくてよい借金ですので有効で

が必要です。租税法定主義（租税の賦課・徴収は、必

すよね。国民にお金があって、国にお金がない現状で

ず国民を代表する議会の決めた法律によらなければな

すから、借金といえども無利子で国民から政府にお金

らないという近代税制の基本原則）がありますからね。

が移動すれば、問題がかなり解決すると思います。こ

国会を通していない通達での課税は憲法違反ではない

れは財務省がうんと言わず、今まではなかなか通りま

かと思っています。現状では慣れている税理士だと土

せんでしたが見事な解決策だと思います。

地の評価は下がり、慣れていない税理士だと単純に路

横浜市建築局
課長補佐（企画部企画課担当係長）大友直樹氏
大野紘平氏

『横浜市環境未来都市「持続可能な住宅地モデルプロ
ジェクト」』について
横浜市では環境未来都市計画の主要な事業として
「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」に郊外の特
性の違う４地区をモデル地区に指定し進めています。
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余談ですが、ある自民党の代議士が提案している無

CHAPTER

局、国税庁が出している評価通達で拘束できるのは職
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横浜市では環状２号線の内と外で都心部と郊外部を分
けています（図 5）。４地区は地図（図 6）でみると、
丸印の上から順に、「①青葉区たまプラーザ駅北側地
区」では東急電鉄とパートナーを組んで取組んでいま
す。
「②緑区十日市場周辺地域」では市有地で民間企
業の提案を募り、「③相鉄いずみ野線沿線地域」では
相鉄と、
「④磯子区洋光台周辺地区」では UR とパー
トナーを組んで進めています。
４地区のうち、青葉区での取組みが一番進んでいま
す。都心が近く社宅等もあり、人が入れ替わる地域で

け、研究会を立ち上げました。二子玉川クリエィティ

あるのが要因のひとつだと思います。一番南の洋光台

ブ・シティ・コンソーシアムの郊外版というアイデア

地区は最も高齢化し、ＪＲ根岸線の駅があるにも関わ

でした。IOG（東京大学高齢社会総合研究機構）等の

らず人口も減少傾向です。原因は都心までの通勤時間

力を借り１年程、高齢化と少子化をキーワードに勉強

でしょう。根岸線は各駅停車です。快速がある東海道

会を重ね、2012 年４月、東急電鉄とまちづくり協定を

線は快速停車駅の東戸塚や大船で人口が増えています。

結びました。横浜市としては、人口減少で税収が減り、

人口減少地区には老朽化した市営住宅のある地域も多

公共サービス低下の危機感があります。沿線開発をし

いので、危機感をもって取組んでいます。

てきた東急電鉄も、高齢化で通勤者が減ると運賃収入
も減るので危機感があったと思います。そこで、東急

青葉区たまプラーザ駅北側地区での「次世代郊外まち

沿線の中でも約 6500 世帯、人口約 1 万 5000 人の美

づくり」

しが丘１〜３丁目をモデル地区に「次世代郊外まちづ

2011 年６月、横浜市から東急電鉄に連携を持ちか

図5

くり」基本構想を策定しました。

図6

CHAPTER

1

住民属性は、高級戸建住宅と集合住宅とで違っても、

あると思います。

同じワークショップを
まず、2012 年 10 〜 2013 年３月に５回の「まちづ
くりワークショップ」で住民の意見を聞きました。こ

住民創発プロジェクトでコミュニティビジネス支援
ワークショップと並行して、専門家や大学、学識経

家族構成など属性の異なる様々な方が参加し、課題を

会」
、青葉区の医師会、歯科医師会、介護関係者など

明確にして、新しい役割・事業を考えました。高級住

の専門集団「医療・介護連携の地域包括ケア推進部

宅も、団地や社宅もある地域です。意外だったのは、

会」
、エネルギー及び情報関係の企業（東急電鉄、JX、

戸建住宅地に住む方にも、団地の荒廃は、まち全体の

東芝、日産など）の「スマートコミュニティ推進部

問題になるので団地の活性化を希望する方がいたこと

会」
、「暮らしと住まい再生部会」を立ち上げました。

でした。毎回 20 〜 60 代くらいまで万遍なく 120 〜

このようにして、「次世代郊外まちづくり基本構想

130 人が参加しましたが、多かったのはパワーのある

2013」がまとめられ、「５つの基本方針と郊外住宅地

40 代女性です。我々がターゲットとするまちの担い

の持続と再生に向けた 10 の取組み」が決まりました

住民ヒアリングとワークショップの告知をしながら、

まず 2013 年度は「基本構想の実現に向けた第 1
歩」として８つの取組を始めています。

3

いう方法を使いました。まちのキーパーソンを探し、

（図 7）。

CHAPTER

手が集まりました。人集めには、スノーボーリングと

2

験者、民間企業が集まり「暮らしのインフラ検討部

CHAPTER

の地区に住む方、住みたい方、年齢層、住んだ背景、

地域で活躍する方を紹介してもらいました。キーパー
ソンの方のネットワークは強く、「こんな楽しいこと

図7

があるらしいよ」と口コミで広がりました。
東急電鉄は早い段階から地域とのつながりをつくっ
ていました。住民の多くは「東急（電鉄）が頑張ると
まちの資産価値が上がり、まちが良くなる」と喜んで
CHAPTER

います。私達にとっても有難いことです。まちの魅力

4

を高め、問題解決をするためには民間企業の力が必要
ですし、力を貸してくれる企業には利益を上げていた
だきたいと思っています。そのための規制緩和も考え
ています。
まちの活性化は、子育て中の女性と元気な高齢者
（アクティブシニア）の力を借りることで実現できま
す。そのために子育て中の女性と高齢者のための環境
を整えていきます。保育所を整えることも、環境整備

CHAPTER

のひとつです。柏市で試験的にやっている保育園の保
育士を子育ての先輩である 65 歳以上の方にお願いす

5

る取組みは、労働基準法的には問題があるようですが、
規制緩和も視野に入れると、このような発想の転換も
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図8
すでに動いているのは１の「住民創発プロジェクト」
です。東急電鉄が渋谷ヒカリエにつくったシェアオ
フィスは、コクヨが運営し、電通テックも関わってい
ます。これを参考に、郊外でも起業家やコミュニティ
ビジネスを生み出す仕組みを作ろうとしています。
郊外を「住む」だけではなく、「働く」、
「活動する」
の３つのキーワードで考えています。住むだけの郊外
は疲弊してしまいます。郊外住宅地が就労の場、アク
ティブシニアや NPO などの活動の場になれば交流も
生まれます。すでに住民からは 27 の提案が出ていま
す。地域に配布するニュースレターも地域団体へ受託

ん。タブレット端末は将来的に各家庭で地域情報が受

し、活動団体の財源確保を考えています。将来的には

信でき、医療・見守り、住民掲示板としても使え、住

中間支援組織も住民から出てきてくれたら良いと思い

民の地域参加につながります。

ます。
地域と企業のマッチング、民間企業支援の規制緩和と
エネルギーを見える化する節電プロジェクト、将来的
には地域情報掲示板に

いう新しい行政の役割
また、地域の課題解決方法を民間企業から得たいと、

「地域の節電プロジェクト」は、2013 年７〜９月の

市は企業と住民のマッチングをしています。これまで

３カ月間、協賛企業の協力で、節電した家庭に地域通

の規制や枠組みを変え、新たなルールを作るのが、こ

貨が発行されるものでした。エネルギーや情報関係の

れからの行政の役割であり、民間企業支援方法の一つ

「スマートコミュニティ推進部会」により、HEMS

でしょう。環境未来都市計画は、国が必要に応じて規

（ Home Energ y Management System ）、 CEMS

制緩和を後押しするのが大きな特徴の一つです。国家

（Cluster/Community Energy Management System）

戦略特区案でも、郊外住宅地再生のための規制見直し

と呼ばれる、電気の見える化と、ICT ネットワークの

を国に申請しています。

必要性をＰＲするために行いました。藤沢市の新しい

昭和 43 年築の団地も 1254 世帯あり、その多くの

住宅地では既に取り入れていますが、既存住宅地での

容積は消化しきれていません。団地再生のためには説

ＨＥＭＳ、ＣＥＭＳは難しいと言われています。しか

明がつく範囲で容積率の規制見直しも考えています。

し、省エネをきっかけに情報基盤を張り巡らし、住民

一団地認定制度も今足かせになっている制度のひとつ

の意識改革をしたいと、イッツコムが登録家庭に無料

です。

でタブレット端末を配布しました。夏は１〜３丁目に
限ったので、登録世帯数は残念ながら 250 世帯（約

横浜市独自の住宅政策「よこはま多世代・地域交流型

４％）でしたが、第２弾は 11 〜１月にガスも加えて、

住宅」

ポイントを倍にした「省エネプロジェクト」を目標

そのほかに独自の住宅政策として、公募で「よこは

1500 世帯で行います（図 8）。企業の協賛金で行って

ま多世代・地域交流型住宅」の建設をしています（図

いるプロジェクトなので行政の費用はかかっていませ

9）。第１号として、鶴見区の市有地を定期借地契約
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CHAPTER

1

学研ココファンホールディングス、（株）学研ココ

はないが、横浜市が独自に設けた基準（保育料・保育

ファン、総合地所（株）の４社の共同運営に決まりま

環境・保育時間など）を満たしており、市が認定し助

した。低層部に医療・介護サービス事務所、地域の方

成している認可外保育施設。この実績により横浜市は

の交流スペースを配置し、要介護２くらいまでの高齢

待機児童ゼロを実現。）と同様、ハイグレードなもの

者と、ファミリー世帯が入居する賃貸住宅です。家賃

でなくても、安心して住める住宅に冠をつける方法を

は有料老人ホームより安く、自立型高齢者夫婦だと月

市費を使わずにやっていきます。サ付き住宅でもよい

10 〜 14 万円と厚生年金で支払える金額で周辺相場と

ですが基本は多世代向け賃貸住宅で高齢者は自立型で

バランスをとっています。コンセプトは、主に自立高

要介護２くらいまでを想定するというコンセプトで、

齢者のための住宅ですが、高齢者専用賃貸住宅の、同

ガイドラインをつくっているところです。

じ属性の方だけの住宅、緊急通報システムで管理され
る生活の反省を生かしています。多世代が住み、地域
交流があり、コミュニティが生まれる、人の気配のあ

2

（児童福祉法に定めた保育所、いわゆる認可保育園で

CHAPTER

で進めています。（株）学研ホールディングス、（株）

取材日 2013/10/24

図9
CHAPTER

る住宅がよい。公募の結果、国の補助金を入れてサー

3

ビス付高齢者向け住宅（以下、サ付き住宅）の基準に
なりました。色々なサ付き住宅がありますが、結果的
に求められているのは多世代や地域交流です。緊急通
報システムなどの機械に頼らず、お互いのコミュニ
ティで見守り、支え合うというのがこれからの住宅の
形だと思います。「よこはま多世代・地域交流型住宅」
は、市独自の登録認定制度なので、サ付き住宅でなく
ても基準を満たしていれば認定します。横浜保育室

CHAPTER

4

事業者ヒアリング４
旭化成ホームズ（株）
二世帯住宅研究所所長
広報室

松本吉彦氏

帯屋博義氏

二世帯住宅 + 単身の兄弟姉妹「 0.5 世帯」＝ 2.5 世帯
CHAPTER

住宅
まず「二世帯住宅」とは、当社ではキッチンが世帯

5

別に２つある住宅としており、共用範囲の違いで「独
立二世帯」
、
「共用二世帯」
、
「融合二世帯」の３タイプ
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■ 暮らしが決める二世帯住宅のかたち

■ 2.5 世帯の家族構成

図 11

多摩市などのような都市郊外エリアに二世帯住宅が増
えてきました。ちょうどこの地域の開発時に家を購入
された方の子が世帯をもったということです。郊外の
二世帯住宅に住む方は都心に通勤する方より地域密着
型の生活（地元の学校を出て地元で働く地方公務員な
ど）の方が多いです。

多様化する二世帯住宅
二世帯住宅に住む親世帯の平均年齢は 67 〜 68 歳、

図 10

子世帯は 36 〜 38 歳と 20 年間変わりませんが、年齢
に分けています。
（図 10）この二世帯住宅に単身の兄

層が上にも下にも広がっています。親世帯は 60 〜 80

弟姉妹も同居する + 0.5 世帯の空間を持つ住宅の提案が

歳代まで多様化しています。当初、二世帯住宅の親世

「 2.5 世帯住宅」です（図 11）
。

帯は２人暮らしの標準的な想定でしたが、長寿化で親
世帯の１人暮らし期間も長くなりました。それは 65

二世帯住宅の推移

歳時の平均余命の男女差をみるとよくわかります。

当社の年間約１万棟の契約のうち、賃貸専用住宅を

1970 年には 2.8 歳だったものが、2010 年男性は約 19

除いた戸建住宅の２割強が二世帯住宅です。二世帯住

年で 83.9 歳。女性は約 24 年で 88.9 歳と５年の差が

宅の推移は、1990 年代には３割前後でしたが、少しず

あります（図 12）。昔の親世帯はと違って、今の親世

つ下がり 2007 〜 8 年に２割弱まで落ち、現在はまた

帯は 20 〜 30 年住むことになります。子世帯も晩婚化

増えています。土地の値上がりで住宅取得のハードル

で結婚は 20 代〜 40 代後半位まで多様化しました。

が上がると、親元に住まざるを得なくなり二世帯住宅

そのお子さんの年齢も多様化しました。昔の女性は

が増える傾向がありますが、現在、土地価格は落ち着

25 歳以前に結婚し、38 歳で小学生のお子さんがいま

いているのにも関わらず二世帯住宅が増えています。

したが、今の 38 歳の方のお子さんは保育園に通って

親子同居志向が高まっているのかもしれません。

いたりします。

二世帯住宅が増える地域は、住む人は

入居者の多様化により住宅プランも多様化

最近、武蔵野線沿線の郊外、武蔵野市、西東京市、

64

昔は中学受験が近いお子さんの勉強部屋確保が多

CHAPTER

1
CHAPTER

2

図 12

かったのですが、今はお子さんが小さいので夫婦と同
じ部屋で川の字就寝ができるプランも提案しています。
布団を収納しやすいクローゼットや、間仕切り家具を
使って主寝室もしくは子ども部屋を将来的に仕切れる
広い間取りです（図 13）。

妹のお宅の暮らしが楽しそうで、いわゆるパラサイト

世帯住宅」を発売しました。

3

二世帯住宅調査で訪問した、２世帯＋独身の兄弟姉

「 2.5 世帯同居の実態」という報告書とともに、
「 2.5

CHAPTER

「 2.5 世帯住宅」の背景

図 13

アンケート調査では、0.5 世帯にあたる独身の兄弟
姉妹では姉妹のほうが 63％と多くなっています。（図

そこで、独身の兄弟姉妹を 1 世帯の半分「 0.5」と考

14）。また、二世帯同居以前、例えば 40 代の娘さん

え、
「 2.5 世帯」という家族構成の提案が面白いので

が 60 代の父母と住んでいる場合、娘さんには両親を

はと思いました。ヘーベルハウス入居時の家族構成が

一人で介護しなければならないという不安もあるので、

2.5 世帯の 100 軒以上のプラン分析と、営業担当に間

兄弟姉妹夫婦が同居すると安心でき、結婚して家を出

取り等の経緯を聞き、その後 Web アンケートを行い

るという選択肢も増えます。

CHAPTER

シングル問題のような暗いものではないと感じました。

4

図 14

CHAPTER

5
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図 15

図 17

図 16

フォームする大規模リフォームの需要があります。その２
階の活用プランが図 18 です。賃貸にしたい方、シェアハ
ウスや教室・サークルなどの公共スペースにする方もいま
すが、一番多いのは、代替わり事例です。親世帯が亡く
なり、子世代が次の親世帯となり、その子世代が２階に
また、婚姻率が下がり離婚率も上がっており（図

住むというものです。賃貸住宅は、玄関、壁や敷居、ガ

15）、3 組結婚するごとに 1 組は離婚しています（図

スや電気メーター、表札やポストなど、世帯区別のため

16）。2.5 世帯同居調査の単身者の中では同居の単身姉

投資が必要で、貸り手がつく立地も限られてきます。無

妹の 9％、兄弟では 2％、合わせて 11％が離別者です

条件におすすめできるエリアは、環状 8 号線の内側で

（図 14）
。昔の女性は 35 歳を境に家族形態は変化しな

しょうか。シェアハウスは、現在は建築基準法上の解釈

かったので、そこが家の建て時となりましたが、40 歳

が厳しくおすすめしにくい状況です。法的には、二世帯

以降でも結婚する機会は増え、家の建て時を明確に言

住宅は「住宅」ですが、シェアハウスとなった瞬間に「寄

えなくなりました。結婚の時期が大きく変わっていま

宿舎」になり共同住宅同様の制限がかかります。条例で

すので、単身兄弟姉妹が同居していても、「今が建て

窓先空地の確保など制限が多くなりますので、適合でき

時というメッセージを出そう」という意図がありまし

るケースに限られます。

た。広さは二世帯住宅 + 約５坪ですが、結婚して家
を出ることも想定し子供部屋転用できるよう提案して
います。

２世帯同居でも子世帯が働き続けられる介護保険適用を
政策に望むこととしては、２世帯同居することで要
介護認定がされにくい状況の改善があります。介護保

二世帯住宅のリフォーム需要
１階の親世帯が亡くなって空き、かつて子世帯だった

60 代夫婦が２階に住んでいるお宅では、まず１階をリ
フォームして夫 婦は２階から１階に引越し、２階をリ

66

険予算が独居の高齢者に集中配分されがちですが、少
なくとも子世帯が共働きを維持できるような介護サー
ビスを入れられるようにして欲しいです。
取材日 2013/10/30

CHAPTER

1

図 18
■ リメイク二世帯住宅

CHAPTER

2
CHAPTER

3

事業者ヒアリング５
一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会（JERCO）
事務局長

米光一朗氏

事務局次長・関東甲信越支部事務局長

相馬康男氏

「一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会
（JERCO）
」とは
CHAPTER

リフォーム業界団体は当協会を含めて主に３つあり

4

ます。
① リフォーム事業者が主体となり運営している当協
会「一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会
（JERCO）
」
② 国交省直轄の団体で一般の方から電話相談等を受
ける「公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支

として、技術、経営、販売促進等についての勉強会を

援センター（CHORD）」

しています。今まで一般の消費者の方にはほとんど知

③ 各都道府県や住宅供給公社と、事業者を除く各団

ム推進協議会（リ推協）」です。

窓口を新たに開設しました。
現在の勉強会は、国交省と経産省から省エネへの補

JERCO はリフォーム事業者のスキルアップを目的

熱に力を入れています。
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5

助金が出ていることもあるので、住宅性能、耐震と断

CHAPTER

体で構成されている「一般社団法人住宅リフォー

られていませんでしたが、平成 25 年から消費者相談

高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

■ JERCO ホームページ

図 20

図 19
リフォーム業界と JERCO
リフォーム業界は全体で約６兆円のマーケットと言

急増する中古住宅の流通に早急に求められている建物
検査（インスペクション）、住宅履歴、瑕疵保険制度

われていますが、確認申請制度がないので、推計値で

国交省は今後の住宅の在り方として、新築を増やす

す。そのうち設備入れ替え（維持修繕費）が約６割の

方針を変え、一昨年 3 月、「中古住宅・リフォーム

3.6 兆円となっています。

トータルプラン」を出しました。そこで、中古住宅流

当協会会員約 300 社の平均売上は約３億円で、70 〜

通の問題点が浮き彫りになりました。雨漏り、保険、

80 億円規模が数社ありますが、会員の合計売り上げ

売却時の検査などをきちんとやっていこうという考え

は約 1000 億円と、まだ業界内で声は大きくありませ

です。保険や住宅の履歴を残し、資産価値がわかる建

ん。1000 社の会員を目標にしていますが、ハードルは

物検査の取組として「ジェルコインスペクション制

下げずに絞り込んでいます。協会の会員業者の信頼度

度」を構築し、講座を開いています。国交省のインス

を上げるため優良な事業者会員を確保しながら、協会

ペクションガイドライン検討会にも当協会の副会長が

の認知度を上げる仕組みをつくっているところです。

呼ばれています。

当 協 会 の 会 員 種 別 は 4 つ あ り ま す。 ① 住 宅・ リ

法律では、新築は品確法（住宅の品質確保の促進等

フォーム工事者、②部品・部材の流通業者（商社）、

に関する法律）で、10 分野 32 項目を 5 段階数値で性

③住宅部品・部材メーカー、④税務・法律・コンサ

能評価しますが、中古住宅の流通は、建築事業者より

ル・出版等のサービス業等関連事業者の４つです（図

も宅建事業者・不動産会社が担っています。しかし不

19）。協会の会員には建設業許可、工事保険加入を条

動産会社は概ね建物に対する細かい知識がありません。

件としています。増改築相談員は全国に 18000 人位

国は、検討会を開きましたがまとまらず、結果的に素

いますが、この資格は業界実務経験 10 年以上で、講

人でも簡単にわかる「ひび」などの簡易検査等という

座 受 講 と 試 験 が 必 要 な プ ロ の 資 格 だ と 思 い ま す。

ことに決まりました。ちゃんとしたリフォーム事業者

JERCO 会員なら信頼できるというのを最低レベルの

は、リフォーム時に本来直すべきところも探すため、

目標として知っていただく事がこれからの第 2 段階

以前から現場調査をしてきました。ですから我々はイ

だと思っています（図 20）。

ンスペクションに違和感はありません。今後は消費者
が、不動産業者によってガイドラインを守る所と、守
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1

■ JERCO インスペクションチェックシート

らない所があると知れば、守る所から買うでしょうか
ら、守らざるを得なくなるはずです。本来は、不動産
事業者が重要事項説明の中に検査についても入れれば
よいのですが、残念ながらそうなっていません。現在
CHAPTER

国は、建物検査（インスペクション）、住宅履歴、瑕

2

疵保険制度の３点セットで進めようとしています（図

21）。
中古住宅流通のためリフォームで資産価値を上げよ
国がリフォームした建物の資産価値を上げると考え
方は変わります。現在は 1000 万円のリフォームをし
ても資産価値はそれほど上がりません。土地の資産価
値は建物と比べると落ちませんが、建物は約 20 年経

図 21

と良いのです。現在は中古住宅を買ってリフォームす
るためには土地購入代金とリフォーム代金の２つの

3

が上がるという理由で銀行もローンを組ませてくれる

CHAPTER

てば資産価値はほぼゼロになります。建物の評価価値

リフォームローン制度の充実を

ローンを組まなければいけません。新築は１回のロー

実は、リフォーム工事を発注される方のほとんどが

ンで済むので中古住宅のほうが手続きが面倒です。そ

現金支払です。200 万円の車を現金で買う人は滅多に

のインフラが整えば日本の中古住宅流通も進むと思い

いませんが、200 万円のリフォームをローンで払う人

ます。

はほとんどいません。築 20 〜 25 年ではまだ住宅ロー
ンが終わらず、ダブルローンを組むのはつらいので、
現金のない人は諦めています。現在いくつかの金融機
関は、残っている住宅ローンと合算できるリフォーム

① 施主の年齢は、50 〜 60 才代が中心。

ローンを始めていますが、まだユーザーへの説明が十

② 若年層では相続・中古購入等により入手した住宅のリフォー

分されていません。現在は金利も下がっているので、

ムが多く、50 〜 60 才代は老朽化対応、70 才代以上は高齢化

かなり得です。それが知られると爆発的に発注が増え

対応のリフォームが多い。

ると思います。このような流れは地方銀行から始まる

③ 戸建てでは、500 万円超のリフォームでは、間取り変更、省エ
ネ対応、耐震補強等の実施率が高い。

ので、都市銀行はまだですが、地方銀行は案件対応す
るところもあるので相談の価値はあります。2020 年ま
で国はリフォーム市場規模を 6 兆円から 12 兆円まで

ものが 5 割強、仲介業者がリフォームに関与したのも 5 割と

増やすと言っていますが、金融機関が動けば達成可能

なっている。

だと思います。家電量販店の参入など、かなり市場規

5

ム・紛争処理支援センター発行）

CHAPTER

④ 中古マンションでは、入居前・入居前後にリフォームをした

『増改築相談員テキスト』7 頁（公財）住宅リフォー

4

リフォームの現状を要約すると次のとおりである。

CHAPTER

住宅リフォームの現状

模があると思われています。
取材日 2013/10/30
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まとめ「“2015 年 ” ターンアラウンド」
今回、各方面の事業者の方々に、それぞれの立場か
ら現状の取り組みや課題等を聞くことができました。
その中で、“2015 年 ” こそが、ターンアラウンド、す

せ に な る 相 続 税 対 策。 建 物 の 評 価 額 は、 預 貯 金
（ 100％評価）に比べ約 40％程度の評価となるため相
続税対策として有効
（例）
・老後の快適な暮らしのために、建て替えや大規
模リフォーム。

なわち郊外居住再生への転換期となると強く感じまし

・収入の安定のために、賃貸住宅の併設。

た。では、なぜ “2015 年 ” がターンアラウンドとなる

・思い出や楽しみを残すために、自身（親世帯）

のか、そこからどんな街づくり、暮らしが見えてくる

の記念館（鉄道模型、絵画記念館等）の建設。

のか。そして、どんな新しい郊外居住関連ビジネスが

・直接建物化には繋がらないが、最高 1,500 万円

生まれてくるのか。更にデータを加え、考察して行き

迄の孫への教育資金贈与非課税制度は、子世帯へ

たいと思います。

の経済波及効果も見込め、子世帯・親世帯ともに
メリットが大きい。

2015 年ターンアラウンド（郊外居住再生への転換期）

−税理士法人レガシィ、資料及びヒアリングより−

の要因となる３つのファクト
１．相続税法の改正
２．団塊世代が 65 歳になる（ 1947 年〜 1949 年生）
３．首都圏への人口流入がピークアウト

③リフォーム事業へのインパクト
リフォームのタイミングは 50 代〜 60 代が中心で
約 66％。また工事の目的は「使い勝手・好みの変更、
老朽化への対応」が多いが、また老後に備えた高齢化

2015 年から起こる３つのファクト

対応も 34 ％と主要目的の一つであることから、リ

１．相続税法の改正

フォーム産業において、相続税の改正は追い風となる

改正の骨子：基礎控除の引き下げにより非課税枠が４

（図 22）。

割減となる。
・リフォーム市場活性化への課題
①親世帯の不動産処分が大幅に増える可能性が高まる
（例）
子世帯 50 代・東急田園都市線青葉台駅・家族で

既存中古住宅の流通性を高めるためには、建物検査
（資産価値の保証）、住宅履歴（価値のオープン化）
、

戸建て居住、親世帯 80 代・田園都市線溝の口

瑕疵保険制度（保障制度）の３点セットの整備が必須

駅・母１人で戸建て居住で相続が発生したケース

であること、またリフォームローン制度が充実すれば、

2014 年 12 月まで：基本的に 50 代の子世帯の 80 〜

リフォーム需要の増加が期待できる等リフォーム市場

90 ％は持ち家なので、相続税がかからなければ、当

を取り巻く環境整備の向上が期待される。

分は空家のまま。将来、自分達の子供を住まわせよう

−（一社）日本住宅リフォーム産業協会へのヒアリングより−

か。（空家と売却は半々程度）

2015 年１月から：増税で相続税の対象となる。よっ
て売却等のケースも大幅に増えると想定される。

④二世帯住宅への需要可能性
都心郊外の二世帯住宅は、ライフステージの変化に
より増えてきている。以前は、世田谷、杉並区等の高

② “ 金融資産の建物化 ” で子世帯・親世帯がともに幸

70

級住宅街に家を構えた親世帯の家が二世帯住宅になっ

CHAPTER

1

図 22

CHAPTER

2

■ 平成 24 年度住宅リフォーム実体調査 （一社）住宅リフォーム推進協議会

たが、近年武蔵野市、西東京市等郊外の住宅地開発の

2015 年から起こる３つのファクト

時代に購入した人の子供が世帯を持つタイミングと

２．団塊世代が 65 歳になる（ 1947 年〜 1949 年生）
CHAPTER

なっていることや地域密着（公務員等）、職住近接型

要の中心となっている。
−旭化成ホームズ（株）二世帯住宅研究所へのヒアリングより－

①日本は本格的な高齢化社会への突入
よく “2015 年問題 ” という言葉を耳にするが、これ

3

のライフスタイルのファミリーが郊外二世帯住宅需

は団塊世代（ 1947 年〜 1949 年生）が 65 歳以上にな
る年代のことであり、「 65 歳以上」の人口は４人に１

（所感）

2015 年１月からの相続税法の改正は、
»

郊外部へ相続課税エリアが拡大することにより、

人、そして 2025 年には３人に１人の割合と日本が本
格的な高齢化社会へ突入していく象徴的な時期として
捉えている（図 23）。

郊外住宅エリアの遊休不動産の活性化が見込ま
CHAPTER

れる。
»

朽化した郊外エリアの家屋の再生にも貢献する
と考えられる。
»

図 23

4

資産評価軽減に繋がる金融資産の建物化は、老

■日本の将来推計人口

最高 1,500 万円迄の孫への教育資金贈与非課税
制度は、親世帯、子世帯（孫の親）の関係性が
より円滑となり、結果、郊外エリアでの 2 世帯
住宅等の需要増加を後押しする可能性も見出せる。

「 2015 年の相続税法の改正」は郊外エリアにおいて
CHAPTER

も新たな住宅関連ビジネスのチャンスが到来すると感
じた。

5

国立社会保障・人口問題研究所（平成 24 年１月）より作成
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図 24
■都道府県別の高齢者（ 75 歳以上）人口の推移

②急速に進む都市の高齢化（図 24）
・大都市圏では 75 歳以上は現在の 2 倍に！

2025 年における 75 歳以上の高齢化人口の増加率を
比較すると埼玉で＋ 100％（ 2 倍）、千葉・神奈川・大
阪をはじめ大都市圏では概ね 80 ％前後超の増加の見
込みであり、他の地方都市に比べ高齢化のスピートが
激しい。すなわち、高齢化の進捗は地方都市より大都
市圏が急速に進行することを示している。

・高齢化の課題は、地方や田舎の課題では無く、大都
厚生労働省老健局「都市部の高齢化対策の現状」

図 25

市（しかも郊外部）の課題！
なぜ大都市圏で高齢化が急速に進むのか。東京や大
阪 な ど の 大 都 市 に は、 高 度 経 済 成 長 が 本 格 化した

■要介護等認定の状況

1960 年代以降、地方から若年層が多く移り住んでき
た。その中心は、戦後のベビーブームに生まれた団塊
世代（ 1947 〜 1949 生）であり、都市部で就職し、や
がて家庭を持ち、多くが都市郊外に住まいを構えるよ
うになった。その団塊世代が 65 歳になり、会社を退
職。2015 年にかけて次々に高齢者の仲間入りをする。
その結果、都市とその郊外の高齢化を一気に進めるこ
とになったことが要因と考えられる。

厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）
」
（平成 20 年度より算出）

③高齢化で起きる問題は何か
では、高齢者が多く暮らす地域では、どんな問題が
起きるのか。問題が顕在化するのは、高齢者が 75 歳

図 26

を過ぎる頃からであり、体調を崩すことが多い、買い

■ライフステージによる住まいと暮らしの変化（イメージ）

物に出かけるのが難しい、家の中に閉じこもりがち等、
医療と介護の必要性が急速に高まっていく時期である。
・75 歳を過ぎると、“ 要支援・要介護認定 ” が急激に
増加！（図 25）

◎参考資料
■ライフステージによる住まいと暮らしの変化（イ
メージ）（図 26）

読売広告社都市生活研究所作成
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図 27
■高齢者住宅・施設の総計約 173 万５千人

65 歳前後は子育ての完了した夫婦２人で、“ 暮らし

（内、公的介護施設は 91 万８千人）

を楽しむ ” アクティブシニア世代 “。一方、75 歳を超
えると１人世帯（主に女性）が増加、かつ身体的な不
自由さも加わり “ 人に支えられる暮らし ” に変化。
CHAPTER

2

④日本における高齢者向け住宅の現状について
日本おける高齢者向け住宅・施設の概観を示したの
が図 27 である。価格や介護度によって多種多様なカ
テゴリーが存在している。日本の 75 歳以上の人口は
約 1,658 万人（ 2015 年推計）。対する公的介護施設は、
高齢者住宅への取り組み状況について（東急不動産シニアライフ事業部）

約 91 万８千人。増え続ける 75 歳以上の高齢者の医

より一部修正

療・介護サービスに、公的サービスが十分対応できて
いない状況と言える。

とも在宅ケアの充実を推進している。介護施設（特養
CHAPTER

等）は重度の介護者に限定していく方針。

介護」→「在宅介護」へ
国の高齢者支援に関する施策は、介護施設等の絶対

3

⑤高齢者の増加に対する国の対応、国の施策は「施設
◎参考資料
■在宅医療に関する国民のニーズについて（図 28）

数の不足や可能な限り住み慣れた生活の場にて必要な

60％以上の国民が「最後まで自宅で療養したい」と

医療・介護サービスが受けたいとの国民の意向により

回答。また、
「 40％以上が自宅で介護してほしい」等、

“ 在宅医療・介護サービス ” の考え方にシフト、今後

住みなれた環境で介護や看取りを希望する人が多い。

4

■在宅医療に関する国民のニーズについて

CHAPTER

図 28

CHAPTER

5

厚生労働省

医療・介護推進プロジェクト資料 3 より
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図 29

厚生労働省老健局

⑥地域包括ケアシステムの構築
在宅介護を強力にサポートするのが “ 地域包括ケア

都市部の高齢化対策の現状より（平成 25 年５月）

制度。
注目の “ サ付き住宅 ”。ただし、急増ゆえに課題点

システム ”。住まい・医療・介護・予防・生活支援が

も多い。

一体的に提供され、要介護状態となっても住み慣れた

−（株）タムラプランニング＆オペレーティングへのヒアリングより−

地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

• 急増する戸数に介護サービスのケアが追い付い

を目途としている。ただし、地域包括ケアシステムは、

ていない。よって介護サービスが不十分の施設

市町村等が主体となり地域の独自性に応じて作り上げ

が多く、入居率は低下ぎみ。いずれ淘汰が進む

ていくことが重要となる（図 29）。

と思われる。

• 現状の “ サ付き住宅 ” は、健常者や軽度の要介護
⑦自宅に変わる新たな介護の住まい、サービス付き高

者に向けた住宅というより、老健施設、特養待

齢者向け住宅の動向

2011 年 10 月、慢性的な高齢者向け住宅の不足の切
り札として登場した “ サービス付き高齢者向け住宅 ”
（以下、サ付き住宅）。賃貸型・高額な一次金なし、介
護は外注等、安さと自由さが売りのサ付き住宅。新築
には国の助成もあり、制度発足時から２年で 120 倍
（約 12 万戸）と急増している。

・サ付き住宅は、国土交通省・厚生労働省が所管する
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく
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CHAPTER

1

機者等の代替施設となっている。実際入居者の平

していることから、大都市圏こそ地域包括ケアの構築

均像は、年齢は約 82 歳、要介護度 1.8 と介護付

が急務であると強く感じた。

き有老ホームとほぼ同様の状況。

で自宅で頑張っているのが現実であり、当初の

いう図式には必ずしもなっていない。

３．首都圏への人口流入がピークアウト
東京都では、23 区が 2020 年まで人口増加が見込ま
れるが、多摩地区（郊外）では 2015 年が人口増加の

2

目論見の “ サ付き住宅 ” への早めの移り住み、と

2015 年から起こる３つのファクト

CHAPTER

• 高齢の単身世帯は増えるが、大半はぎりぎりま

ピークと予測されている（図 31）。
（所感）

言うまでもなく、首都圏の経済・社会の基盤を支え

団塊世代の高齢化（ 65 歳以上）による課題は、
»

»

てきた生産者人口の減少と高齢化の進捗は自治体や取
り巻く企業にとっても、大きな社会問題となっている。

齢化問題は地方都市より大都市圏のほうが深刻。

よって、そのような課題にいち早く着目し、郊外住宅

国の高齢者への医療と介護の施策の基本は “ 在

地の再生に取り組んでいる横浜市の事例を改めて検証

宅介護 ”。「地域の高齢者のケアは地域で行う」

する。

CHAPTER

特に団塊世代が多い首都圏での傾向が顕著、高

»

話題のサービス付き高齢者向け住宅は、急増に

横浜市の取り組み①たまプラーザ北地区における「次

介護サービスが追い付かない状況。よって、地

世代郊外まちづくり基本構想 2013」の策定

域包括ケアシステムの充実及び連携が喫緊の課
題となる。

3

地域包括ケアシステムを推進している。

郊外の人口減少に伴う生産年齢人口の減少・高齢化
の進捗は、行政（横浜市）側は税収の減少に伴う公共

以上、団塊世代の高齢化＝ “ 都市の高齢化 ” とリンク

サービスの低下、鉄道会社（東急電鉄）側は、通勤者
図 31
CHAPTER

■東京都の地域別人口の推移

4
CHAPTER

5

人口動向から見た「 2020 年の東京」東京都
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図 32

の減少に伴う運賃収入の減少に繋がるため、“ まちづくり

の３つのキーワードで考える。

協定 ” を結び協働して対処することとした（図 32）。

・計 5 回のまちづくりワーク・ショップ。

−横浜市建築局企画課へのヒアリングより−

・活動内容をニュースレター（図 33）にして住民配布。
・住民創発支援プロジェクト、現在５件・将来的には

横浜市の取り組み②「次世代郊外まちづくり基本構

22 件が活動開始の予定。

想」の実現に向けた活動事例

（例）
・子育て支援・コミュニティづくりのためのカフェ

●住民創発プロジェクト（シビックプライドプロジェ

・地域住民のためのイベント企画

クト）、コミュニティビジネス支援

・地域交流のためのカフェ

住むだけの郊外は疲弊、「住む」「働く」「活動する」

・たまプラーザ商店街による商店街活性化イベント企画

図 33
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図 34

CHAPTER
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・ギャラリー、ワーキングスペースを設けたカフェ

図 35

■「環境」
「エネルギー」「情報プラットフォーム」の
CHAPTER

構築（図 34）
・夏の 3 カ月間、地域企業との協力で各家庭の節電量

2

を計測、商業施設等で使える地域通貨に換算、商店街
の活性化にも寄与。
・イッツコムが登録家庭に無料タブレットを配布。
タブレット端末にて地域情報の受け取り、医療・見
守りに活用。
⇒将来の情報基盤の整備・住民掲示板へ
の布石

■「官」
「民」「業」協業による街づくり
CHAPTER

・住民自治による街の活性化の取り組み。

3

（例）
たまプラーザ周辺の歩行者専用道路の樹木の管理
を少しずつ住民に移管

横浜市記者会見発表資料より

■その他、アイデアや意向
・ベンチに鉄道会社のロゴ、歩行者専用タイルに子供
の手形、企業ロゴ等入れる代わりに、舗装費用は民間
企業が負担する。
・たまプラーザ駅前の団地の建て替えについては、現

代が見守り・支えあう暮らしがコンセプト。
CHAPTER

状容積率は未消化であり、団地再生のため規制緩和が
（所感）

4

必要。

首都圏への人口流入ピークアウトは、
◎参考

»

■よこはま多世代・地域交流型住宅（図 35）
※「次世代郊外まちづくり基本構想」とは別途である

郊外部の人口減少・生産年齢人口の減少・高齢
化の進捗を引き起こしている。

»

中でも横浜市は郊外住宅地の課題解決と再生に

が、横浜市独自の高齢者向け住宅の施策として参照し

着手。「次世代郊外まちづくり基本構想 2013」

たい。

としてまとめている。

・基本構想の「多世代が支えあう元気で豊かなコミュ

»

すなわち、“ 多世代交流 ”“ 地域経済モデル ”“ 地域

・単なる高齢者向け賃貸住宅ではなく、ファミリー世

等意欲的な街づくりを提案・実践している。

帯も入居が可能。子育て支援施設、商業店舗、交流ス

以上、郊外住宅地の活性化に取り組む横浜市の動向に

ペースまで設置する、コミュニティのある住宅。多世

今後も注目していきたい。
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包括ケア青葉モデル ”“ スマートコミュニティ ”

CHAPTER

ニティを創出する」精神と合致。

図 36

所感まとめ
〜ピンチはチャンス！〜

2015 年以降の「郊外」を読み解く３つのキーワード
−郊外居住ビジネスの可能性について−
【キーワード

その１】

「ベッドタウン」⇒「えんがわタウン」
〜都市におけるコミュニティの活性化〜
【キーワード

その２】

「生活圏」⇒「生活経済圏」
図 37

〜「場」に根差したビジネスの発展〜
【キーワード

■ NPO 法人まちの縁側育み隊ホームページ

その３】

「ファミリーハウス」⇒「ソーシャルハウス」
〜「家」の門戸開放。自分の家からみんなの家〜

【キーワード

その１】

「ベッドタウン」⇒「えんがわタウン」
〜都市におけるコミュニティの活性化〜
＜背景＞
従 来 の 郊 外 は ベ ッ ド タ ウ ン と 呼 ば れ た よ う に、
「住む」に特化した画一的な街であった。郊外が活性
化するためには「多機能な街」になっていく必要が
ある。「えんがわ」は「コミュニティハウス」とも
■ 横浜スマートシティプロジェクト

図 38

呼ばれその形態は様々。“ ヒト・モノ・コトの出合う
場 ” と し て 街 の 活 性 化 に 重 要 な 役 割 を 果 た す（ 図

36）。
＜事例＞
ＮＰＯ法人まちの縁側育くみ隊（図 37）、名古屋市
中区錦二丁目地区の活性化のため、“ まちの会所 ” を開
設。住民、有識者、NPO、学生など様々な立場の人が
集い、街の活性化の拠点となっている。

＜ビジネスへの可能性＞
画一的な街から脱却するための施策（特にコミュニ
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図 39

■ IKUMACHI

＜事例＞
エリア単位でエネルギーをつくり・販売するスマー
トシティ（図 38）、地域包括ケアシステム（街の病院

限られたエリア内での取り組みが活性化。 街全体で

でサービス（医療・介護含む）にまつわるモノ（エネル
ティづくり）をビジネス化していく必要性がある。

2

“ 子供を育てよう ” という、まちづくり。生活圏単位

CHAPTER

化）、IKUMACHI（民間街づくり事例）（図 39）など、

ギー含む）とお金のやりとりが活性化する。

（例）
・空き家の活用（商店街の空き店舗、居住者のい
ない個人宅等）

＜ビジネスへの可能性＞

・公共空間、施設の活用（公民館、廃校となった

生活エリア内の経済が活性化していく中で、生活者の

校舎、街のカフェ等）。

快適な暮らしを支援する “ 場 ” に根差したビジネスが

・老若男女誰でも訪れることのできる空間づくり

活性化していく。
CHAPTER

や多世代を住まわせる工夫等

（例）
・宅配ビジネスの進化

【キーワード

その２】

「生活圏」⇒「生活経済圏」

・モービルの多様化（狭いエリア内移動手段。相

3

・地域カード、地域通貨

乗り・１人乗り・簡易等）

〜「場」に根差したビジネスの発展〜
＜背景＞

【キーワード

「生活経済圏」とは、これからの郊外居住の在り方

その３】

『ファミリーハウス』⇒『ソーシャルハウス』

となる「多機能な街」の上位概念にあたる。これまで

〜「家」の門戸開放。自分の家からみんなの家〜

の行政・事業者・市民といった立場の垣根を超え、郊

＜背景＞

■自宅を中心とした半径 30 分圏

活経済圏 ” の概念が個人の家に入りこんだ、いわばパ

4

つ地域独自のビジネスを創発することにある（図 40）。

ソーシャルハウスとは、“ えんがわタウン ” や “ 生

CHAPTER

外居住の活性化のため、連携・協力体制を構築し、か

図 40

CHAPTER

5
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ブリックとプライベートゾーンが共存した住まいのか

り、趣味の会を開催する。

たちとも言える。「家族が暮らす住まい」から「家族

・地域包括ケアシステムの進捗により、住まいの中に

以外と共に過ごす住まい」へと多様な可能性が広がっ

多くの 医療関係者、介護 関係者が入り込む。

ている。
＜ビジネスへの可能性＞
＜事例＞

住まいの中心性が今以上に高まり、家族以外と過ごす

・自宅をホテルにする「Couch Surﬁng（カウチサー

体験、消費、購買が住まいで行われ、それにまつわる

フィン）
」。

ビジネスが発展していく。

・ 作 り 過 ぎ た 手 料 理 を、 近 所 の 人 と シ ェ ア す る

（例）
・おうち○○（おうちパーティ、おうち温泉）

「Casserole Club（キャセロールクラブ）」。

・新たなリフォーム（社交場化、病室化、個人趣

・公民館化する “ ひとり暮らしシニア ” の住まい（自

味化）

宅の一部をコミュニティの場として開放）。

・交流を育む集合住宅（共用部の地域開放、ソフト

・他人と住むシェアハウスが市場を形成。多世代シェ

充実）

アハウスをはじめ様々なシェアハウスが登場。

・ソーシャルリビング（応接リビング、ダブルリ

・自宅を開放、高齢者が集う料理を持ちよって食べた

ビング）

取材協力先・参考文献・資料一覧
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厚生労働省老健局『都市部の高齢化対策の現状』
（平成25 年５月20 日）
「要介護等認定の状況」
『介護保険事業状況報告（年報）
（
』平成20 年度より算出）
厚生労働省
CHAPTER

「ライフステージによる住まいと暮らしの変化」
株式会社読売広告社都市生活研究所
「高齢者住宅の類型」
『高齢者住宅への取り組み状況について』
（2012 年２月23 日）
東急不動産株式会社シニアライフ事業部

2

「在宅医療に関する国民のニーズ」
厚生労働省『在宅医療・介護推進プロジェクト資料３』
「地域包括ケアシステムの姿」
厚生労働省老健局『都市部の高齢化対策の現状』
（平成25 年５月20 日）
「東京都の地域別人口の推移」『人口動向から見た「2020 年の東京」
（
』平成23 年12 月）
東京都
横浜市・東京急行電鉄株式会社
「次世代郊外まちづくり基本構想2013」
『次世代郊外まちづくり通信』
横浜市・東京急行電鉄株式会社（編集・発行）
「家庭の省エネプロジェクト」
次世代郊外まちづくり 家庭の省エネプロジェクト実行委員会事務局
「よこはま多世代・地域交流型住宅」
（平成25 年３月13 日）
横浜市記者発表資料
横浜市記者発表資料
『横浜スマートシティプロジェクト』
（平成22 年８月11 日）

CHAPTER

「吉川南マンションプロジェクト」
株式会社読売広告社

3

「公民館化する“ ひとり暮らしシニア” の住まい」
『山梨日日新聞』
ＷＥＢ版（2013 年12 月14 日）

【ホームページ】
ＮＰＯ法人まちの縁側育み隊：http://www.engawa.ne.jp/

Couch Surfing（カウチサーフィン）：https://www.couchsurfing.org/
Casserole Club（キャセロールクラブ）：https://www.casseroleclub.com/

CHAPTER

4
CHAPTER
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CHAPTER
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5章

3

髙津伸司
服部圭郎（聞き手）

CHAPTER

研究成果を振り返って

第

CHAPTER

4

CHAPTER

5

高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

服部
今回、郊外居住というテーマで色々、研究をやらせ
ていただきました。WEB での＜高齢化と加齢化で進
む都市居住の新陳代謝「東京郊外居住の憂鬱」シリー
*1

ズ・セミナー＞では６名の方に講演いただき、本報告
書の第４章に掲載の５団体への事業者ヒアリングや、
２月に行った第 25 回ハイライフセミナー「郊外に明
日はあるか―持続可能な郊外居住をめざして」など、
とても密度の濃い研究を多面的にすることができまし
たね。
シリーズセミナーでは、最初に早稲田大学の若林幹
*2

夫さんに、郊外問題を社会学的な見地で語っていただ
くことで調査と研究のフレームワークをつくりました。
*3

服部
昨年、本研究に顧問として入られていた三浦展さん
の著書に『東京は郊外から消えていく！首都圏高齢
*8

慶應義塾大学 SFC 研究所の藤井多希子 さんには「捨

化・未婚化・空家地図』 がありましたが、衝撃的な

てられる郊外と生き残る郊外」の差を語っていただき

テーマでしたね。郊外が変化に対してあまり強靱性が

*4

ました。建築家で関西大学教授の江川直樹 先生には

ないという気がします。

ハード面で大規模団地再編の実践的なお話、明海大学
*5

の齊藤広子先生にはコミュニティの不動産をどう生か
すかというソフト面を語っていただきました。未来工
*6

髙津
やはり、データでも郊外ほど高齢化が進み、人口減

学研究所の和田雄志さんは高島平でハード・ソフトの

が始まっていて、空き家率も高いというマクロ的な

両面で実践している取組みを、まちの縁側育み隊の延

データがありますし、見ていても、遠隔地の郊外住宅

*7

藤安弘 さんには名古屋などでのいくつかの成功例を

は、世代替わり…子供たちが家を継いでいないし、外

語っていただきました。とても有意義な研究に関与さ

部からの世帯流入も少なくなっていく傾向にあります。

せていただいて、大変良かったと思います。

結果、人口減と高齢化が進み空き家が増大していきま
す。これは、風景としてもうすでに広がっているわけ

髙津
地方都市では相当前から、高齢化と少子化、人口減
少に苛まれていましたが、ここ数年は大都市圏東京で

ですね。マクロで見ても、ミクロで見ても、どうも郊
外居住、これから厳しい。私たちはそれを「縮退」と
いう言葉であらわしました。

の問題として語られるようになってきました。高齢化
と少子化、そして人口減少は、東京の風景を変えてい
くだろうと考えますが、その場合、おそらく居住の形

服部
昔は郊外に専業主婦モデルがあったと思いますが、

も変わっていくだろう、では一体どう変わるのだろう

現在は共稼ぎ世帯が増えました。すると東京都心から

かと疑問をもちました。そして、都市の中でも郊外に

50km ぐらい離れて住んでいたら、お父さんだけ片道

一番変化があらわれそうだと思い、「郊外居住の憂鬱」

50km 通勤はいいけど、２人が通勤するのは辛いとい

をテーマにしました。

うのがあるのでしょうね。
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CHAPTER

1

服部
そうすると、郊外の憂鬱は、風景としての憂鬱さも
ありますが、住んでいる人にとっても人が減って憂鬱
になってしまうということもあるのでしょうか。
CHAPTER

遠隔地の郊外住宅地には、東京都心へ通勤する給与

2

髙津

生活者のために意識的に開発されたところがあります。
その住宅地を買った人たちには、団塊世代が多かった
と思いますが、その人たちがリタイアメントを迎える
と、都心への通勤から解き放たれ郊外生活に戻ってい

髙津
はい。奥さんが職業を持たない専業主婦世帯と、ダ

きます。そのことを若林幹夫さんは、ハイライフセミ

ブルインカム世帯という共稼ぎの人たちが、戦後、ど

ナーの講演の中で、「純粋郊外生活の始まり」とおっ

ういう割合で推移してきたかを時系列でとったデータ

しゃっていました。40 〜 50km 圏の遠隔地の郊外戸建

があるのですが、1990 年以前は専業主婦の割合の方が

て住宅地は、放っておくとシルバーとペットで埋め尽

高く、主流だったわけですね。

くされてしまうかもしれません。いやしかし、そう

*9

CHAPTER

3

じゃないライフスタイルも、今後郊外で沸き上がって
くるかもしれないという期待もあります。

服部
ちょうどバブルの頃ですね。

服部
はい。ありますね。私が、面白いと思ったのは、縮

髙津

なると、ダブルインカム世帯の方が多くなり、現在は

に、縮退が一様でないという、藤井多希子さんの柏市

ダブルインカム世帯が主流となりました。２人とも都

の豊四季台団地の報告がありましたね。勝ち組、負け

心に通勤するダブルインカム世帯は、遠隔郊外には住

組のような。これは色々、由々しき問題ですよね。距

みませんね。ですから、実は日本の郊外化を支えた背

離で言うと、50km 圏は相当危ないとおっしゃってい

景には、かつて根強くあった、奥さんは家庭に入って

ましたが、30km 圏でも、危ないところや勝ち組、負

家事育児という専業主婦モデルが大きく関わっていた

け組があるということですよね。

4

退という言葉です。先ほど、髙津さんも言われたよう
CHAPTER

ええ。その後、2000 年頃に半々に並び、21 世紀に

のです。都市の高度成長もちょうど重なり、東京に流
入してきた方たちが郊外で子育てをする。旦那はもっ
・ ・ ・ ・ ・

ぱら東京に長い通勤時間をかけて帰っていくというス

髙津
駅から自宅まで二次交通のバス便利用というだけで、

て崩れだしました。ですから、郊外居住の憂鬱は、21

家は第四山の手論で、西側はまだまだ踏んばるが、東

世紀に入ったあたりから、その助走は始まっていたと

は千葉、北は埼玉が大変だと言いますが、そう一概に

見ていいのではないかと思います。

は言えなくて、千葉、埼玉でも立地や、街のたたずま
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5

縮退側に入ってしまうとこともあります。多くの評論

CHAPTER

タイルが確立されていました。それが、2000 年になっ

いによって縮退するところ、しないところが、すごく
まだらに出てくると思います。もっと重要なことは、

髙津
そこまではしていませんが、ちゃんとね、「なんと

縮退の時代になると、人口増加という追い風がないわ

か庵」っていう名前をつけていますよ。自宅から歩い

けですから、格差が必要以上に広がっていきます。成

て行けるところに、もう一つ戸建てを買ったのです。

長している時は、みんな潤いますが、成長しない時代

一年に何回か、友人たちを招いています。

に入ってくると、縮退が進むところと、踏ん張るとこ
ろの差が見えてきやすくなりますね。

服部
今回のシリーズセミナーで、延藤安弘さんが家を開

服部
ただ、一方で、ハイライフセミナーでの大月先生の

放する縁側の話を紹介されていました。「なんとか庵」
は、広く公開すれば、そのような事例になりますね。

*10

お話では、縮退というとイメージ的にはマイナスです
が、縮退を上手く使っている事例もありました。例え

髙津

ば、自宅の隣の空き地が売れ残っていて安いので、も

まだ個々人のレベルでのライフスタイルに留まって

う１区画買って、家庭菜園やお店の経営を始めたりと

いますが、もしそのタウン全体で開放しようとすれば、

いう報告もありましたね。縮退することで不幸になる

その地域の名所になっていくと思いますね。

とも一概に言えないですよね。
服部
髙津

可能性はあるでしょうね。

縮退に直面してしまった入居者は、単純に資産価値
も下落するから厳しいとは思いますが、そこでもう一

髙津

回、郊外の持ち味、素材をより生かし、ライフスタイ

縮退する郊外の住宅地でどういう生活設計をすべき

ルを再設計していけるのではないかと思います。郊外

か考えると、多分に個々人のライフスタイルが関わっ

には土地もあり、結構隙間があって、幅広い生活の選

てきますが、まち全体で、どんなまちにしていこうか

択肢があると思います。人生も 80 〜 90 年と長くなっ

という取り組みも欠かせないですよね。

ていますし。大月先生の言う、同じ住宅地内の空き地
で、新しいコミュニティビジネスをやってみたり、将

服部

来の夢だった趣味の店をやってみたりもできます。実

今回、第４章に掲載した横浜市の「次世代郊外まち

は、私の知り合いにも、空家をもう一軒買って、模型

づくり」という東急電鉄との事例には、先見の明があ

のコレクションを展示して楽しんでいる人たちもい

ると関心しましたね。横浜市のように、郊外を抱えて

ます。

いる自治体が積極的にコミュニティとしてのまちづく
りを考えなければいけないということでしょうか。

服部
博物館みたいですね。それは、近隣の人に見せたり
するんですか。

髙津
郊外の縮退に向かい合い、今後のビジョンを考える
際に、大規模な集合住宅団地なのか、大規模な戸建て
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CHAPTER

1

住宅団地なのかというところにも、大きな枝分かれが
あると思いますね。

髙津
大規模集合住宅団地は、大規模であればあるほど悩
みが深いですね。昔は、大規模なほど、魅力的だと言

服部

り、改善には力仕事が必要ですね。

2

髙津

CHAPTER

それは、処方箋が変わるということでしょうか。

われていたのですが。大規模団地ほど、規制などもあ

服部

ええ。今回の WEB でのシリーズセミナーでは、６

和田さんのアプローチは、なかなか面白かったです

人の先生方に郊外居住の憂鬱をテーマに話していただ

よね。団地の空き室を上手くコミュニティ的な機能を

きましたが、そのうちお二人は明確に大規模集合住宅

もたせて使っていくという。

を取り上げていました。
髙津
服部

ンサルタントを入れて、その蘇生計画に取り掛かってい
ます。一方、郊外の戸建て住宅地は、これからですよ。

3

未来工学研究所の和田雄志さんは高島平団地でしたね。

なっていますから、UR 都市機構は、主たる団地にはコ

CHAPTER

関西大学の江川直樹さんの大阪や神戸などでの事例と、

名だたる大規模団地は、もう放っておけない状態に

髙津
若林幹夫さんや、齊藤広子さんは、戸建て住宅地の

服部
ハイライフセミナーでは、若林さんが、郊外の流山

HOA（住宅所有者組合による管理システム）が必要と

市に住んでいて、バードウォッチングに楽しみを見い

いう意見でした。若林さんは、一所懸命、家を選んだ

だしたというお話がありました。そういう形で、郊外

つもりでも、自分の懐具合との関係でたまたまその郊

の楽しみを見いだしていくような、定年後のくびきか

外に住んでいるというお話で。

ら解放された後も、新しいライフスタイルを上手くつ

合住宅でしたね。実はこの、賃貸の大規模団地の悩み

くっていけるといいですね。これは、団塊の世代に
とって新しいチャレンジになるんでしょうね。

4

江川さん、和田さんは集合住宅。中でも賃貸系の集

CHAPTER

事例でした。齊藤さんは、これからは戸建て住宅の

が一番深いと思います。今回はメインに取り上げませ
んでしたが、実は高齢化と空き家率が一番高いホット
スポットが、大規模な郊外団地です。空き家率にしろ、

髙津
企業に勤めた方は、当該の人事の方も非常に腐心し

高齢化率にしろ、だいたい 40 ％くらいのところが多

たと思いますが、リタイアメントを迎える前の退職準

いと思われます。縮退の最前線と呼んでもよいと思い

備教育が取り組まれています。退職を迎える時が近づ

ます。

いたら、退職後の生活をどうイメージしていくのか、

服部

生懸命考え始める取組みは必要だと思いますね。65 歳
になって、明日から会社に行かなくて良い、では毎日

すが、郊外的な現象が起きているのは、衝撃的ですよね。

何するかと考えるのは、時間がもったいないですよ。
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5

和田さんのお話の、高島平団地は 20km 圏の範囲で

CHAPTER

自分の本当にやりたかったことは何なのか、それを一

高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝

Phase〈Ⅱ〉東京郊外居住の憂鬱

服部
そうですね。そういう人たちが、これから郊外に増
えていくわけですね。

社というくびきから解放された団塊の世代が郊外に住
むようになるというなかで、郊外に関連したビジネス
チャンスも展望できると思います。それは、今回の調
査で事業者にヒアリングしましたね。

髙津
そうです。実は郊外は、よく目を凝らしてみると、

髙津

市町村が色々な文化活動やサークル活動を支援してい

郊外っていっても、まだまだ近場での郊外ビジネス

るんですよ。陶芸クラブ、盆栽、油絵、スケッチ、水

動向の調査でした。ですから、売りに出しても賃貸に

彩、パッチワーク、スポーツ系もあります。スポーツ

出しても、ニーズがある郊外地域のビジネスでしたよ

系は結構、盛況なんですよ。だから、奥さんたちはそ

ね。縮退に直面するであろう遠隔郊外は、そういう

ういうことを知ってるから、地域コミュニティがある

ニーズが急激に薄れているところで、どうするのかと

んでしょう。旦那さんは、これからそういう地域に

いう、これは今後のテーマです。マーケティングを

入っていくわけですから、準備期間は必要だと思いま

やってきた私の立場では、これだけ人口減少、高齢化

すね。考えようによっては悪くはないというより、非

といっても、まだ事業者が深刻に悩む時期には至って

常にラッキー、幸運です。かつて、そのようなライフ

いない。というのは、住宅産業、不動産業にとって重

スタイルをやろうとすれば、極端にいえば２〜３千万

要なのは世帯なんですね。世帯減少は、人口減少の約

円かかったものが、今では不動産価値が下落したこと

５年遅れでやってきますから、まだ郊外はビジネスを

によって、４分の１とか、５分の１でそういう生活を

検討して試行錯誤する時間的猶予があるということです。

実践できるわけですから。
服部
服部
そうですか。でも、そこは先ほどの勝ち組、負け組

確かにそうですね。ただ、人口減少がこれだけ長い
トレンドで続くと、世帯減少もその後起きてきますね。

の話になると思いますね。やはり、良い郊外生活を送
れるところと、そうじゃないところの格差が出てくる
と思います。この格差を決める要因は何でしょうね。

髙津
いずれにしろ、人口減少にしても、世帯減少にして
も、変化があるところにはビジネスチャンスがある。

髙津

たとえば、郊外で開発した後、まったくその世帯変化

もうすでに、その格差は測定できます。今、仲介価

がないところはビジネスチャンスがあんまりないわけ

格がいくらなのかです。仲介価格がいくらになるのか

です。変化があるところでは、ビジネスが出てくる可

ということでポテンシャルが測定されています。自分

能性がありますね。

の生活価値から見て明らかに安いと思ったら、買った
方がいいですね。

服部
今までのモデルで上手くやってきたところは、相当

服部
それは、マーケット側でのお話だと思いますが、会

88

対策を考えないといけませんね。マーケットが減って
いくわけですからね。

CHAPTER

1
CHAPTER

2

髙津

髙津

だ、新規分譲ビジネスであれば、高齢者に特化した駅

て住み替えを行っていくところに、ビジネスチャンス

前の共同住宅や、サ付き住宅の事例がありますね。

を見出しているわけですね。税理士法人レガシィさん

ファミリー向けマンションや戸建て住宅をフローとし

の調査では、相続財産の６〜７割は不動産だったと思

て供給していく事業は、リスクが高いと思います。

います。

服部

服部

3

仲介会社に聞いたところでは、相続が切り口になっ

CHAPTER

新規分譲ビジネスは、なかなか厳しいですよね。た

髙津さんは、住宅のマーケティングをずっとされて

マンション開発も、都心に集中していますよね。第

きましたが、住宅産業は、世帯が減り、これまでのビ

３章のデータを見ても、都心のマンションの供給だけ

ジネスモデルが上手くいかなくなるという変化に対応

が増えている。郊外の需要を、都心が食ってしまって

して何をすべきだと思いますか。

いるのではないかという見方もできます。この都心の
高層マンション建設は、まだまだ続くのでしょうか。
CHAPTER

髙津
髙津

でも、仲介流通部門が相続のコンサルティングをセッ

都心の超高層マンションを買っている人たち生活設

トでビジネス開発していることですね。大手仲介流通

計はどういうものなのか、いまいち読み切れていなの

でも、相続相談会を開いています。相続問題とともに

ですが、データで見れば、やはり 30 代の DINKS と

住宅を流動化・活動化させていく動きが出てきていま

いう、子供のいない共働き夫婦が買っているわけです

すね。

が、将来的にどうなるのでしょう。超高層階で子育て

4

今回、オヤッ、と思ったのは、ディベロッパーの中

をするのか、イメージできませんね。子供を産んだら、
服部

ダブルインカムスタイルが維持できるのかどうか。も

ンサルティングをしないと、住宅もなかなか売れなく

にも相当入っていますから、その支援はすると思いま

なったりするのでしょうかね。

すが、おそらくタワーに居住した人たちは子供を作っ
ても１人でしょうね。旦那さんの協力姿勢が悪いと、
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5

ちろん、子供は社会の財産だという意識は、企業の中

CHAPTER

相続税も高くなるということで、相続税を上手くコ

もう２人目は産めないと思うでしょうし、職場で産休

が購入したそうです。あとの７割は地元の人、例えば、

を２回もとるのはプレッシャーだとか、収入も減ると

地元の自営業や農家の次男、三男の人たちや工場勤務

かで、１人産んで、もういっぱいいっぱいという感じ

者。私達は、郊外住宅地を考えるとき、都心勤務のサ

にならないかと心配しています。子供たちを、少しで

ラリーマンにとってどうなのかっていう視点で見てし

も緑の多いところでのびのびと遊ばせたいと、準都心

まうクセがありますが、現地に行くと、その地域の生

から近場の郊外に、低層住宅に移っていく世帯もある

業の気づきもあるかもしれません。そうすると、縮退

と思いますが。

へのイメージも、もっと豊かなものに変わってくると
思います。

服部
今年度の研究で見えてきた今後の課題は何でしょうか。

服部
消費者も多様であるということですね。たしかに私

髙津
今年辿り着いたのは、この大都市東京でも、郊外部

達は、東京都心勤務のサラリーマンを意識しすぎてい
るかもしれませんね。

から縮退が始まっていく憂鬱感は大きいということで
すが、ここまでは、机上の推論です。しかし、縮退し

髙津

ている住宅地の住民がみんな、悲しそうな顔をしてい

東京在住の研究者は、団塊の世代の人たちは、東京

るわけではないでしょう。結構、してやったりみたい

圏にしかいないんじゃないかと思って話すでしょう。

な人たちもいるわけです。町内会長と一緒に戦略を

地方にもいるんですよ、団塊の世代は均等にいるんで

練っているところもあったりとかね。バックに、中大

す。旭化成ホームズさんの二世帯住宅研究所でも、郊

手の不動産会社がついてリニューアル計画を練ってい

外の二世帯住宅に住むのは地元勤務の人が多かったり、

るところもあったり。行ってみないとわかりませんよ

結構多様だと言っていました。東京中心のマーケット

ね。ひょっとしたら、奇跡的に親子の代替わり居住が

面だけで見ると、郊外の生き様の実態を欠いてしまう

進んでいる郊外住宅があるかもしれません。郊外の縮

んじゃないかと感じています。

退は、多様多彩なあらわれ方をするでしょう。全体に
は厳しいけど、多彩です。2014 年度は、縮退する郊外

服部

をフィールドワークしていきたいと思っています。厳

そういう意味では、バブルの時に作って失敗した郊

しい言い方をすると、生き残っていくところは少ない

外住宅地で、再び脚光を浴びているところはありますか。

わけです。どちらかと言えば、畳まれてしまうところ
が多いと思われますが、それもまた頭で考えだけのも

髙津

のです。大手ディベロッパーが計画的に、きちんと区

私が最近訪れた住宅地では、茨城県阿見町のガーデ

画整理してインフラを整えた戸建て住宅街は、根強い

ンシティ湖南ですね。ここは、今でも綺麗な住宅地で、

人気を保っているのかもしれません。どういう住宅地

その中に住宅が新築中で、若いファミリーがいるわけ

が残っていけるのか、そこが見どころです。それとも

です。こんな良い住宅地は他にないと、若い人たちも

うひとつ。遠隔郊外の大規模戸建て住宅地は、藤井多

いつかそこに家を持ちたいとか、地元の人たちに思わ

希子さんによると、約３割は都心勤務のサラリーマン

れている住宅地もあると思うんですよ。ここは都心か
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*11

CHAPTER

1

ら 50km 圏、ちょうど 52 〜 3km のところです。

うなのか、変化の兆しはあるのかを見て、それを世の
中に伝えていきたいという思いがあります。ご期待く

服部

ださい。

うでもないケースもあるわけですね。そのあたりの、郊

髙津
ええ、本当ですよね。無理矢理、処方箋を出さなけ

服部
はい。今年度はお疲れ様でした。

2

外の縮退を分析し、良い処方箋が出てくると良いですね。

CHAPTER

なるほど、50km 圏以上の郊外は相当危ないけど、そ

髙津
お疲れ様でした。

ればという思いではないのですが、リアルな実態はど

CHAPTER

3

*1 ハイライフ研究所「高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝「東京郊外居住の憂鬱」シリーズ・セミナー」URL：http://www.hilife.
or.jp/wordpress/?cat=137

*2 ハイライフ研究所「高齢化と加齢化で進む都市居住の新陳代謝「東京郊外居住の憂鬱」シリーズ・セミナー」第1 回「郊外居住の憂鬱」
http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=8568
若林幹夫（早稲田大学教育・総合科学学術院教授）

*3 同前、第2 回「東京圏郊外の過去、現在、未来」藤井多希子（慶應義塾大学ＳＦＣ研究所上席所員（訪問））」http://www.hilife.or.jp/
wordpress/?p=8616

*5 同前、第5 回「住宅地のマネジメント」―世界の手法・日本の事例から住宅地の資産価値をあげる方法を学ぼう―齊藤広子（明海大学不

4

http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=8659
部建築学科教授）
」
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*4 同前、第3 回「団地の再編を考える」―大規模公的賃貸 集合住宅団地の再編（再生・更新）―江川直樹（建築家、関西大学環境都市工学

http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=8770
動産学部教授）

*6 同前、第4 回「都市高齢者の居場所と出番」―団地再生から日本の未来が見える―和田雄志（公益財団法人未来工学研究所理事）http://
www.hilife.or.jp/wordpress/?p=8704

*7 同前、第6 回「郊外で楽しく生き延びる」延藤安弘（NPO 法人まちの縁側育み隊理事）」http://www.hilife.or.jp/wordpress/?p=8819
）東京は郊外から消えていく! 首都圏高齢化・未婚化・空き家地図( 光文社新書)』
光文社
*8 三浦展（2012『

*9 第25 回ハイライフセミナー第1 部プレゼンテーション「縮退する郊外はどう生きていくか／若林幹夫（早稲田大学教育・総合科学学
CHAPTER

2014 年2 月14 日
術院教授）
」

5

2014 年2 月14 日
「成熟に向けた郊外居住の戦略／大月敏雄（東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授）
」
*10 同前、

*11 国道125 号線沿いに位置する阿見町南平台にある「都市景観大賞」にも選ばれた自然に恵まれたリゾートの雰囲気を漂わせる住宅街。
人口池や公園、
緑溢れる樹木が街並みづくりを演出している。
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