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団地型分譲集合住宅の再編手法の提案
－さまざまな手法を織り混ぜた汎用性の高い提案をめざして－

はじめに
　大都市圏の近郊に建つ団地型分譲集合住宅が再生
の時期を迎えている。複数の住棟からなる団地型分
譲集合住宅は、単棟型の分譲集合住宅とは異なり、
その再生は複雑かつ困難である。団地型分譲集合住
宅のほとんどは、1960 年代から 1970 年代の高度経
済成長期に、日本住宅公団（現 UR 都市機構）や都道
府県住宅供給公社いわゆる公的事業者により供給さ
れた。4 ないしは 5 階建ての中層階段室型住棟がほ
とんどで、高齢を迎えた居住者（所有者）にとって
は、日常生活に大きな支障をきたしている。供給当
時は中間所得者層の住宅取得に大きく貢献したもの
の、住宅の老朽・陳腐化に伴う再生が社会全体の喫
緊の課題となっている（※ 1）。
　団地型分譲集合住宅の建替えについては、2002 年
のマンション建替え円滑化法の制定や 2003 年の区
分所有法の改正を背景に具体の実現例が見られる。
その事業手法は、等価交換方式（※ 2）によるもの
が一般的である。しかしながら、この方式は、経済
情勢の悪化や人口減少にともなう需要の減退等から、

条件のよい一部の例を除き今後の実現はより厳しいも
のとなることが予想される。高齢等個々でさまざま
な背景を抱えた居住者（所有者）にとっては、再生
にかかる多大な費用負担が難しく、そのことが再生
に向けた合意形成を一層困難なものとしている。長
い時間をかけて育まれてきた居住者どうしの友人関
係等が意見の対立により崩壊を招く例や、事業採算
性が優先されて将来に引き継ぐべき環境ストックを
使い果たす例が生じている。
　関西大学団地再編プロジェクトでは、1970 年代に
日本住宅公団により分譲された京都府内の団地型分
譲集合住宅を具体的な対象とし、再編提案を作成し
た。この提案では、公的賃貸住宅である UR 都市機構
の男山団地や浜甲子園団地での再編提案で得た知見
を基に検討を進めた。全てを建替えとするのではな
く、既存ストック（住棟）の活用や敷地の一部売却、
公道導入等さまざまな手法を織り混ぜた汎用性の高
い提案をめざした。本提案では、さまざまな背景を
抱えた居住者が、全員合意を達成し、将来にわたっ
て個別更新が可能な状態とすることをめざしている。

図 1. 再編後提案配置図（左）　図 2. 再編後提案模型写真（右上）
図 3. 現況模型写真（右下）　現況は、団地とまち（西側戸建て
住宅地）が、団地駐車場により分断されている。
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１．提案の背景
　大都市圏の近郊に建つ団地型分譲
集合住宅の多くは、1960 年代から
1970 年代の高度経済成長期をピー
クに、日本住宅公団（現 UR 都市機
構）や都道府県住宅供給公社いわゆ
る公的事業者により供給された。こ
の時期に分譲された住宅は、4 ない
しは 5 階建ての中層階段室型住棟
がほとんどで、エレベーターは設置
されていない。築年数も 40 年を超
える住宅が多いため、老朽化や設備
の陳腐化、住戸内外のバリアフリー
への非対応といった課題を抱えてい
る。そのため、建設当初からの高齢
を迎えた居住者（所有者）にとって
は、日常生活に大きな支障をきたし
ている。
　団地型集合住宅は、権利者が多い
だけでなく、権利形態や管理方式が
さまざま（例えば全棟一括管理か棟
毎管理かどうか等）である。その再
生に当たっては、単棟型の集合住宅
には無い様々な課題を解決していく
必要があり、合意形成に困難が伴
う。また、団地型集合住宅のほとん
どは、建築基準法第 86 条の「一団
地建築物設計制度」の認定を受けて
いるケースが多い。建替えや増改築
等を行う場合、計画変更の認定を特
定行政庁から受けなければならず、
その際関係者の全員同意が必要であ
る。このように団地型分譲集合住宅
の再生は、非常にハードルの高いも
のとなっている。
　大阪圏でも千里ニュータウンのよ
うに交通至便で、充実した生活利便
施設や教育環境の整った地域に建つ
ものは、等価交換方式（※ 2）によ
る建替え事業が進められている。し
かしながら、事業採算性を重視する
あまり容積率を使い果たし、結果的
には巨大なボリュームの集合住宅が
出現するという事例が多い。長い年
月をかけて育まれてきた緑豊かな住
環境がなくなるだけではなく、その
土地が持つ容積の余裕分までなくな
るといった事態を招いている。結果

的には、将来世代に引き継ぐべき資
産すなわち環境ストックを使い果た
すことにつながっている。
　一方、等価交換方式が成り立たな
い地価の安い郊外地域では、建替え
に際して応分の費用負担が必要とな
る。そのような状況では、区分所有
者の多数が建替えの選択をすること
は、現実的には難しい。居住者（所
有者）各人の背景が異なることは当
然で、再生に向けた合意形成を一層
困難なものとしている。長い時間を
かけて育まれてきた居住者どうしの
コミュニティが意見の対立により崩
壊することが多い。
　以上の背景を踏まえて、関西大学
団地再編プロジェクトでは、1970
年代に日本住宅公団により分譲され
た京都府内の団地型分譲集合住宅
を具体的な対象とし、再編提案を行
なう。既存ストックの活用等さまざ
まな手法を混ぜ、駆使しながら、全
員合意を目指し、長い時間をかけて
育まれてきた居住者どうしのコミュ
ニティと将来に引き継ぐべき環境ス
トックを守ることを再編提案の最大
の趣旨としている。

２．提案の対象地について
　提案の対象となる団地型分譲集合
住宅は、京都府内に 1970 年代中盤
に建設された。この住宅の緑道を挟
んだ隣接地には、UR 都市再生機構
が所有・管理する賃貸住宅団地があ
る。建設後 40 年近くが経ち、近年
建替えに関する議論が進められてい
る。なお、建築基準法 86 条の一団
地認定は、隣接するこの賃貸住宅と
一体的に受けている。提案対象地の
現況諸元は、以下の通りである。

敷地面積：44,730㎡
住棟・住戸数：17 棟・490 戸
構造・規模：RC 造・5 階建て
住戸型式・規模：3DK（57㎡）
駐車台数・総住戸数に占める割合：
391 台（80％）

　なかでも、検討対象地の行政に
よって定められた都市計画や開発指
導による制約として次の 4 項目が挙
げられる。
①高度地区による高さ制限（最高高
さ 15m まで）②総戸数に対する駐
車場及び駐輪場設置台数の確保（駐
車 場 100 ％・ 駐 輪 場 300 ％） ③ 1
住戸当たりの専有面積（60㎡以上）

提案対象地

図 4. 提案対象地の成熟した屋外環境

図 5. 提案対象地現況周辺図

図 6. 一団地認定の状況（提案対象地区
【青丸】だけでなく、他地区【赤丸】も

賃貸・分譲が一体で認定を受けている）
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④公園、緑地または広場の設置（開
発面積の 3％以上）
　なお、今回の検討にあたっては、
これらの制約について緩和を受ける
という前提で検討を進めた。今回の
提案が行政による緩和の検討に資す
ることを優先した。

３．提案の前提となる考え方
１）さまざまな再編手法の駆使
　団地全体の建て替えや高層化によ
る売却床を生み出す手法ではなく、
継続用地や宅地分譲用地（一部商業
用地も想定）を混ぜながら全体を構
想する。それによって、背景の異な
る居住者のさまざまな要望に対応で
き、合意形成につなげることが可能
と考える。
２）適正規模への分割
　団地は、そのほとんどが一団の敷
地に対して住宅またはそれに付随す
る機能のみで構成されている。住棟
の反復配置等によって結果的には大
きな単位となり、更新や管理等の大
きな妨げとなっている。提案では、
自立的かつ同時多発的な更新や居住
者の主体的な参加が可能となる単位

（グルーピング）への分割を検討す
る。
3）公道の導入
　団地を合理的に建設するための特
例としてつくられた建築基準法第
86 条の規定による「一団地建築物
設計制度」のもとでは、住棟毎の修
繕や増築、建替を自由に行うことが
大変難しくなっている。一団の敷地
に公道を導入することにより、自立
的な更新を行ないやすい小規模な敷
地単位（本検討では、最大でも 2 棟
毎に接道が可能）に分割する。
4）空地利用の見直しと新たな土地
の利用
　ほとんどの団地では、その場所の
容積を使い切ることなく余裕を持っ
て計画されている。そうした余裕を
重要な環境ストックとして捉え直
し、現在だけのために全てを使い切
るのではなく、多様性や機能性を備

えるよう将来を見据えた団地構造の
再編のために使う。
5）いきいきとした敷際（沿道性）
の形成
　団地の住棟は道路から後退し、も
しくは背を向け、団地内外の住民に
とって気持ちのよい “ みち ” 空間、
すなわち、まちなみ景観を形成する
という視点に欠けている。これが周
辺市街地との連続性に乏しい大きな
理由である。戸建て住宅地の導入等
によって、沿道性を創出することを
重要視する。
6）周辺環境と相まって形成する景観
　団地はその内側から見ても、外側
から見ても景観的に周辺の市街地か
ら孤立しがちである。周辺の市街地
とは異質な団地景観を改善し、潤い
のある景観や空間を創出するために
も、団地周辺の市街地との連続性の
確保に努める。高層建物だけではな
く、普通のまちのように、低層の戸
建て住宅、中層および高層の集合住
宅を混在させる構成とした。（図 7）

４．検討の進め方
　検討にあたっては、2 名の建築家

（団地再編プロジェクトの客員研究
員及び協力研究員）が計画を担当し
た。研究代表の建築家並びに団地再
編プロジェクトの研究員、客員研究
員の建築家 2 名の参加の元、調整
会議を開催し、意見交換を重ねつつ、
提案をまとめた。

５．提案の諸元について
　再編提案の諸元は、以下の通りで
ある。
建替用地面積：23,290㎡（52％）
継続用地面積：8,690㎡（19％）
宅 地 分 譲 用 地 面 積：10,430 ㎡

（24％）
道路供出用地面積：2,320㎡（5％）
住棟・住戸数：8 棟・410 戸（うち
従前居住者用 300 戸、うち新規居
住者用 110 戸を想定した）
継続用地戸数：100 戸
構造・規模：RC 造・5 ～ 13 階建て
駐車台数・総住戸数に占める割合：
建替え用地内 280 台（68％）うち
当 初 設 置 160 台（39 ％）、 う ち 将
来 設 置 120 台（29 ％）、 継 続 用 地
内 61 台（61％）
内駐輪台数：1,230 台（300％）

６．提案の骨子
１）まず公道を導入し、各ブロックが
個別・更新可能な状態に再編する。（図
8）
・公道の導入に当っては、西側の街
　区（戸建て住宅地）及び新たに導
　入する戸建住宅用地の規模、周辺
　との関係性について、現状団地の
　状況を読み込んだ上で設定した。

図 7. 西側街区（戸建て住宅地）との関係
（上）現況（下）再編後

図 8. 敷地の分割単位。青色の矢印は新
たに導入した公道を示す）
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２）その上で、既存ストックを活か
　しながら、屋外の整備等、居住者
　参加で進めることのできるコミュ
　ニティ領域単位を想定する。
・沿道の 1 棟、もしくは 2 棟～ 3 棟
　（40 戸～ 70 戸）で１つのコミュ
　ニティ単位を想定し、コミュニ　
　ティ空間の視覚化を図る。（図 9）
 ・駐車場については、コミュニティ
　単位どうしの間に設けることを基
　本とし、コミュニティ領域への車
　の侵入を極力抑える。

３）住棟間の空地利用の仕方を見直
　し、集合住宅だけではないまちづ
　くりに寄与する土地利用に転換す
　る。
・西街区側（現在の駐車場部分）　
　を戸建住宅用地へ転換する。この
　転換によって、再生に与する資金
　を生み出すことも期待する。また、
　街区内への戸建て住宅エリアの挿
　入により、さまざまなボリューム
　を混在させることができ、街らし

　い多様性が生まれることも期待で
　きる。
・なお、今回の検討にあたっては、
　駐車台数の確保を優先するのでは
　なく、カーシェアリングの導入に
　より駐車スペースの削減、ひいて
　はコミュニティ活動に資する屋外
　空間（プレイロット）の確保を優
　先した。これは、コミュニティ活
　動の場であり、成熟した豊かな屋
　外空間の継承を目的としている。
　将来的には、必要に応じて駐車台
　数を増やすことが可能となるよ　
　う、プレイロットを暫定扱いとし
　ている。
４）公道に面する部分のアクティビ
　ティを高めるため、沿道性（親街
　路性）を意識したデザインを行う。
・住棟と公道との間の空疎な間（ま）
　を解消するために足し算のデザイ
　ンを心がける。具体的には住棟の
　西側戸建て住宅地の対面側には　
　塀、デッキ等立体構築物を道路際
　に設けて、沿道性を高める。
５）団地の際部分を、引き算と足し
　算のデザインを駆使して周辺地域
　の景観となじませる。
・西側街区に面した部分（現在の駐
　車場部分）の戸建住宅用地への転
　換については、周辺の戸建住宅地
　との連続性の形成に寄与すること
　を意図している。［足し算のデザ
　イン］
・必要なボリュームを均質に配すれ
　ば、高層（10 階建て）による構
　成となる。これを避け、中層（6・
　７階建て）を主体としつつ高層　
　（13 階建て）を混ぜた配置計画と
　し、スカイラインに変化を持たせ
　る。なお、中層主体であれば、工

　期を短縮し、ひいては居住者の仮
　住まい期間の短縮につなげること
　ができる。［（中層棟）引き算 +（高
　層棟）足し算デザイン

（※ 1）団地型分譲集合住宅については、国

土交通省により「団地型マンション再生マ

ニュアル（平成 22 年 7 月公表）」や「マンショ

ンの建替えに向けた合意形成に関するマニュ

アル（平成 15 年 1 月公表）」をはじめとし

たさまざまなマニュアルが用意されている。

（※ 2）等価交換方式については、関西大学

戦略的研究基盤団地再編リーフレット No.91

「経済条件から見た分譲集合住宅（団地）」の

再編方向について」に詳しい。

（参考）分譲集合住宅の建替えにあたって利

用可能な助成や融資、税制特例については、

以下のものがある。

助成：優良建築物等整備事業・都市再生住宅

制度　

住宅金融公庫による融資：都市居住再生融資・

都市居住再生融資における特別償還による融

資　

債務保証制度：マンション建替え時の既存抵

当権抹消資金に対する債務保証・マンション

建替え時の建築物及び敷地の整備費用借入れ

等に対する債務保証

本提案は、江川直樹（関西大学教授、KSDP

プロジェクト代表）、菊田純一（菊田建築計

画研究所、客員研究員）、荒木公樹（空間計

画株式会社、協力研究員）、安原秀（OLA の会、

研究メンバー）、三谷幸司（三谷都市建築設

計室、客員研究員）の協働のもと、そのフレー

ムワークが実施された。

図 9. 想定するコミュニティ単位

図 10. 分譲住宅地と賃貸住宅地を隔て
る緑道


