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Part．Ⅱ：AppearanceoftheSlumAreasinNahaCity，
theActualComditionsandProposalfor
theirImprovement．
TakayukiIKEDA
Synop8HB
●

Principalresultsofthisstudyareasfbllows：

(1)ＡｆｔｅｒＷｏｒｌｄＷａｒｌｌ，ｔｈｅｓｌｕｍａｒｅａｓｉｎＮａｈａｃｉｔｙｈａｖｅｓｐｒｕngfromsuch
Governmentpoliciesas“WARIATETOCHI''(Govemment-AⅡottedLand）ａｎｄ
“KIKAKUJUTAKU',(StandardizedHousesbythe2，，×4'，MethodofCon‐

struction)．

(2)Untiltoday,theformerGovernmentoftheRyukyusandthepresentOkinawa
PrefecturalGovemmenthavehadnopracticalmｅａｓｕｒｅｓｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｓｌｕｍ
ａｒｅａｓ．

(3)InthepastⅡlittleresearchwasdonefortheseslumareas,butinrecentyearsa
fact-findingsurveyofsomeoftheareashasbeencalTiedonsolelyinconnection
withtheMonorailconstructionprojectinNahacity．
(4)Theresultsofthefact-findingofthetypicalslumareasare：

Thereａｒｅ①ｍａｎｙｏｌｄｈｏｕｓｅｓｗｈｉｃｈｄｏｎｏｔｍｅｅｔｔｈeminimumhousing
standards,②manysmallsitesonwhichthehousescannotberebuiltbecausethe

sitesｂｏｒｄｅｒｏｎｔｈｅｎｍＴowroadswhichdonotmeettherequirementsofthe
BuildingLaw,and③manysiteswhichhavenoaccesBtoroads．
(5)Theinhabitantsoftheseareas,mostofwhomhaveleasedthebuildinglotfrom
theirlandowners,havestrongintentiontostaypermaｎｅｎｔｌｙｉｎｔｈｅｓａｍｅａｒｅａｓ
ａｎｄｔｈｅｙｈｏｐeforrebuildingoftheirhouses．
(6)Theresidents，however,cannotrealizetheirhopebecausetheirlandowners
rejecttheirrequesLDuetotheundesirableenvironmentalconditionsandthe
受付：1985年４月30日
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landowners'objection,theirhouses,evenifrebuilt,wouldberegardedasilleHa］
buildings．

(7)Oneofthemeasurestosolvetheseproblems,inmyopinion,willbetoadopta

“JointRebuildingSystem''inwhichagroupofinhabitanLswhohavebeenin
leasecontractwithaspecificlandownerjointlyrebuildtheirhousesontheir
leasedlandMostoftheinhabitantshaveagreedwiththisproposal．

KeyWordB:SlumATeas,WARIATETOCHI(Government-Au0ttedland)，
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はじめに

を探る。

（１）戦後iIl1ilulllIl1jli11djiの寝際史として

不良化宅地区|Ｈ１題を取り上げる意味
沖縄におけるｲ弓瓜|f宅地は戦後に始まった特殊問題

といえる。通常，不良(l;宅地といづた場合は，戦前の
昭和前期から家腿が密集し，その俊の戦災をくぐり抜

１．不良住宅密集地区の
発生と対応
１－１．不良住宅密築地区の発生と法制度
（１）割当ｔ地制度による応急的土地整理

けて残った地区をさすものが多い。この沖縄では，戦

戦後，沖縄の居(i邑地整理は「割当土地」制度によっ

前において老朽家墜が無かったわけではないが，沖孤

て始まる。「割当土地」制度とは「民１１M人収容所から旧

全土を焼土と化した第２次世界対戦の終結によって，

居住地への帰村にさいし，自分の土地に戻れない人々

それまでの家屋のほとんどは一掃され，その後急速か

のために，市町村長や，米軍地区隊長の権限で必要な

つ応急的な復興によって新しい混乱した不良ストック

土地を割当てて，無愉で使用させるという特別制度」

を生みだしてしまったのである。広範囲に残る不良住

（沖縄タイムス社「沖縄大百科辞典」より）とさｵし，

宅地区の存在は，沖縄の住宅問題，市街地整備問題に

1945年10月23日公布の米国海軍軍政府指令第29号「旧

深く関わっており．今日においても，解決をせまられ

居住地移住の計画と方針」に基づく措憧であった。

ている既存市街地の中心的課題となっている。これま

当初，米軍が駐留した那覇市やコザ市の中心部は，

で多くの調査・；|画が不良住宅に対してなされてきた

その後の土地解放に伴って，ほとんどがこの「割当土

が、一向にその整術には至らず，問題解決の難しさが

地」制度によって土地を割当てられ，その結果，土地

うかがえるが，ここで，沖拠の不良住宅地区発生にも

所有者不在のまま新住民が占拠し，家屋を建てること

どって，その原因，対応の流れ等を歴史的に整理し，

となった。その後，土地所有者力:戻り，所有者Iこよる

それに新たな視点からの実態を結びつけてみることが，

割当土地の明渡しが求められ，割当土地居住者とのト

今後の課題解決への糸口を与えるもとになると考えら

ラブルが発生した。このため米虹政府の要請を受け，

αＭ

れる。それはまた，一つの「実際史」としても位傲付

当時の沖縄群島政府は1951年９月「沖縄群島割当土地

けられよう。ｚ）

に閲する臨時処理条例」（通称「割当土地条例｣）をポリ
ｔ２２ｊ

（２）本研究でのアプローチ

定し，これによって割当土地使用楢Iよ「みなす契約」

本研究では，沖縄の不良住宅地区発生の要因を歴史

に麩づく貸借梱として侭き換えられた。その後さらに，

的に明らかにするとともに，実態面とからめて今後の

1955年６月，琉球政府による「沖縄群島割当土地に関

整傭方策を得る。そのため．戦後の不良住宅地区にか

する臨時処理条例の廃止に伴う措圃に閲する立法」（通

かわる法制度の変通，既存の調査，叶画をトレースし、

称「割当土地法｣）において，「みなす申込」「みなす承

問題のスジをとらえる。さらに，那廟市での典型的な

諾」に華づく貸借栂及び期間の法的位腿付けを与えた。

不良住宅地区を取り上げ，そこでの居住越鴎，居住実

復帰後は，借地法上の借地権とされ，今日に至ってい

態，居住意識の横道を明らかにするとともに，従来の

るものである。

ドラスチックな改変を要する再開発的手法のみではな

すなわち，「割当土地」制度は，戦後の応急的居住政

く，居住主体による共同麹替えについてもその可能性

策としてとられた米亟及び市町村による措瞳ではあっ
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表－１戦後沖繩の住宅建設に関わる諸制度の流れ
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＊１「割当土地制度」の始まり
946-1949年で73500戸H駐liH
＊２規格住宅：1946-1949年で73500戸建設

＊３琉球復興金融基金：1951～1959年で78024戸建設
＊４琉球開発金融公社：1960～1969年で16707戸建設

戦後沖縄都市計画の実際史に関する研究：池田
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（２）規格住宅の建設

ペースづくりの「翻当土地」制度とともに，上モノ

づくりの基礎となったのがこの「規格住宅」の建設で
ある。

戦争末期，昭和19年の県人口が約59万人，世裕数は
12万６千世帯であったが，昭和30年の国勢調査によれ

ば，終戦前からの住宅に住む世帯数は２万331世帯であ
るので84％に当る10万戸が滅失したことになる。終戦
とともに，急迫した住宅不足に対処するため，時の噸
一‐‐‐－－－－０Ｉ０ＩＩＩＩＩＩＩｌＩＩＩＬ

Ｉ
規格住宅平面図
屋根：茅葺
壁：板

床：板及び土間
ｕｓ・ＮＡＶＡＬＭＩＬＩＴＡＲＹＧＯＶＥＲＮ・
ＭＥＮＴＯＫｌＮＡＷＡ
ＰＵＢＬＩＣＷＯＲＫＳＤＥＰＴ、

ＳＴＡＮＤＡＲＤＮＡＴＩＶＥｌｌＯＵＳＥ
ＤＲＡＷＮＢＹＨ，ＮＡＫＡＺＡ
ＴＲＡＣＥＤＢＹＨ、ＮＡＫＡＺＡ
Ｎｏｖ、３０．１９４５

政府により，1945年８月から，３年間に７万3,500戸が

建股され,戦災で家を失った人々に無償で供与された。
この住宅は，米国産材木をつかったツー・パイ・フォー
（２Ｘ４インチ）の骨組み，壁と屋根はテント機りの
茅妊で，面積は母屋5.33坪（17.5mP)，廷6.66坪（21.9
,f）の画一的な規格のため「規格住宅」と呼ばれた（図
－１参照)。

この「規格住宅」は，その応急的必要性から先の「割
当土地」で建てられることが多く，今日の不良住宅地
区内の土地配圃及び住宅構造の原型となっている。一
見整形に見える配腿も，狭小さ，また道路整備がほと
んどされない状況での建て込みは，その後の仮般的建

物の老朽化とともに，過密で低水準の不良住宅地区を

形成するに至ったのである。

１－２．住宅趣股間係法制度の流れ
（１）住宅の建設・融資制度

「割当土地」制度，「規格住宅」供与に始まる沖縄の

復興住宅建設は，その後いくつかの融資制度を経てい
る（幾－１〉。1950年には軍政府付令第４号により，沖

綱の産業と住宅の復興に対する長期低利資金の融通が
実現されることとなり，「琉球復興金殿基金」が設けら
れた。この原資は米国の見返資金によるもので，その

図－１規格住宅の平面図

40％が住宅建設資金伜として年利６％,償還期間20年，

・沢村宏明「戦後の沖細の住宅行政」

融資率85％という条件で耐火櫛造の住宅に対し資金の

１９７１．１０「住宅』より

貸付を行ない、1951～1959年度で78.024戸の住宅建設
に寄与した。この制度は1960年度から「琉球開発金融

たが，それが土地所有者不在のまま行われたにも拘わ

公社」に継承され，1969年度までに、さらに16,707戸

らず，根本的な整理，解決をせず，単に「借地樋」と

の個人持家住宅の建設に融資を行った。

して切り換え固定化してしまったことになる。いわば，
既成市街地の中心部の土地基盤が，この応急的かつ表
面的な土地整理によって形づくられたのであり，不良

住宅密集地区を「上もの」と「下もの」に分ければ，
この「下もの」の境界不明、所有・借地栂問題がこの
時点より発生し，「剖当土地」がその原因となったとい
える。

1961年８月，本土の公営住宅法にならって「公営住

宅法」が沖縄でも施行され，主に低所得者層を対顔に
公営住宅の建設に瀞手することになった。
1966年９月には，戦災復興も一段落したことから公

営住宅以外の中堅所得層を対象とし，広域的な住宅供

給と公共用地の取得供給を目的とする「琉球土地住宅

公社」が琉球政府により設立され，当時本土の日本住
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宅公団に近い住宅供給の役割をしてきた。

その後，1969年「(i{宅建設資金融通法」「同制度会il＋
法」も施行され，？!j時本上の住宅金融公liF法の個人住
毛．改良貸付にｲＩｊ野する業務が行われるようになった。
３１

（２）建築・地区蜷備に閲する法制度（表－１）

建築，都市計画に関しては，当時本土の建築基地法
（1950）を受け1952年12月に「建築基地法j，続けて1953

年８月には「都市計画法」が琉球政府により，制定さ
『ｒ打）

オL・内容的には紙とんど同じものが適用ざｵした。しか
しながら，その後，1969年７月に「土地区画雛理法」
（:Li時水上の土地区両整理法と同内容）が制定される

6３

まで不良住宅地区の中心をなしている問題地区である。
しかしながら，前節でも触れたごとく，調査の結果が

実施につながったのは一部の例外であって，改良地区
の対象として取り上げられ詳細鞍実態調査が行われる
のには10年後をまたねばならない。

1971年,翌年の本土復帰を前にして,建設省住宅局，
都市局は４人の住宅調査団を派遣し，沖縄の住宅事構，
住宅建設需要，再開発，地区改良事業需要に関わる実
構調査を行っている。調査の目的は「復帰後本土の住
宅行政制度が適用されることとなった場合の問題点に
ついて鯛遜することと，それぞれの制度に熱づく住宅

までは，地区磯備に関する法制はなく，わずか戦前よ

需要の斌的把撫を行い，これにより昭和47年度の住宅

りの排地整理法をＩＩＢ用して土地整理に当っていた状態

関係予算要求の骨組を形作るという２点」にあった。

であった。従って，この時期（19605）本ﾆﾋで「住宅

（谷口哲彦「沖綱の住宅事悩」1971.10「住宅｣)。その

地区改良法」が制定され，不良住宅地の改善に動き出

中で、地区改良事業の調査対象地区となった地区は，

したにも拘らず，沖縄では，滞っていく不良住宅のス

先の那覇市の調査対験地区と同地区（27ha）にコザ市

トック，それらの密集地区形成に対して何ら手の打ち

の３地区，具志川市１地区を加えたものであった。‘〕，）

ようがなかったのである。一部，任意の土地区画整理

この建設省調査を受けて，本土復帰後の1973年に，

と公営住宅建設を抱き合せて不良住宅地区轆備を獄み

早速，建股省より沖縄県を通して，那覇市と沖縄市（旧

住4）

た地区もあったが，計mii途中で終ｵﾌってしまった。

1970年６月には，当時本土の新都市計画法制定を受

コザ市）へ不良住宅実態調査の委託がなされ，那覇市
は従来の問題地区を再区分した７地区，沖縄市は５地

け，琉球政府「新都市計画法」が同内容で制定されて

区をそれぞれ対象に現地立入調査を行っている。０ｍこ

いるが，その実質的な施行及び運用は，1972年５月の

れらの調査は地区改良事業を前提としたマニュアルに

本土復帰後をもって行われている。⑪

１－３．不良住宅地区整備に関わる鯛査・計画
不良住宅地区整備に関わる調査はその問題を多く抱

基づいたもので，良．不良の判定を含めた本格的な詳
匝Ｏ》

細調査ともいえる。しｶｺしながら，これらの鯛査結果
においても建設省の第２期５ヶ年計画基礎資料には

えている那覇市を中心として1962犀に行われているが，

なったものの，単独ではその後の具体的な進展はなく，

本格的な調査は復帰前後であって，計爾を含めた具体

別途,新たな蕊盤的事業との抱き合せが必要であった。

的検討が始まったのはごく最近のことである（表－２)。

1962年３月，那胴市は樋川，与儀，二中前，松尾，

1980年になると，那覇市での都市モノレール事業計
画が本格的に検討されるようになり，これとの関連で

牧志､蛮屋にまたがる27.2haの地域を対象に住宅形態，

にわかに再開発や地区改良事業が浮かび上がってきた。

環境設備，世帯状況を内容とする実態調査を実施して

モノレールの整鯛に当っては，その基盤となる幹線街

いる。これが，沖縄での最初の不良住宅調査といえる。

路の拡幅整備が不可欠となることから，駅舎周辺整備

その目的とするところは，「不良住宅街の住宅内容、

計画とも合わせて，不良住宅地区の改善整伽が課題と

居住世辮及び腐朽破損の程度を知り，那關市の都市計

なったのである。これを受けて，総合頚務局，沖縄県

画の「ガン」になっている不良住宅地域，すなわちス

及び那覇市は，牧志・安里地区〈1980.2,1981.3)，壷

ラム解消のための基礎的な資料をつくる」（那覇市「不

川地区（1980.3)，牧志第２地区（1982.12）を具体の

良住宅街実態綱査結果概要」1962.3より）ことにあっ

対象地区として従来の居住水準に地区住民の愈向翻査

た。ｓ）

を加え詳細調j2E及び整備計画等の策定を行っている。

１０）２１）１２）１３Ｄｌ４ＩＤ５ＤｌＯＤ

戦後17年を経た当時．すでに那覇市の中心部では応

このうち牧志・安里地区については．住民と接渉段階

急的jbr復興住宅の老朽化が始まり，不良住宅地区が形

に入っており，地区改良事業第１号としての実施が目

成されており，当時の急速な市街化を前にした都市計

前となっている。

画整備・実施に大きな支障をきたしていた状況を示し

他方，モノレール事業計画とは無縁の地区について

ている。調迩対醗と鞍った地区Iま，その後今日に至る

は，何ら手立てを鯛ぜずに残されており，特に那覇市

区５）

戦後沖繩都市計画の実際史に関する研究：池田
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表－２沖縄の不良住宅整備に関わる調査報告癖の概要

調査名
不良住宅実態調査

調査主体
那覇市

年月

概要

1９６２．３

樋川、与儀、二中前、松尾、牧志、壷歴、（１日６区～９区）

にまたがる27.2huの区域を対象として、住宅形式、構造、

世帯人員、設備、給排水、建築年次、職業、土地・建物の
所有等の実態を調査したもの。
沖縄における再開発に

建設省住宅局

1９７１．１０

本土復帰に先立ち、住宅需要把握のための実状調査。住宅

ついて

市街地建築課

｢住宅 」

地区改良珈業の族ｉ１Ｉｉ地として、那綱市の牧志、壷屋、樋川、

与麟、二中11tＬ松尾にまたがる約27haの地区（1962.3郷
覇市鯛査と同じ）と若狭町旭ケ丘公園における戸数､世帯、

鯛造、不良度、職業等の状況を、コザ市の諸見里、胡屋、
上地中之町の３地区及び具志川市の安慶名地区における不
良住宅戸数の状況をそれぞれ把えている。
那剛ｌ市の住宅と居住環

関西大・末吉栄

境

三他

1971.12
「

住宅 」

一般住宅地区と公営住宅団地のケーススタディとして、前
者の中で与儀、樋川地区をとり上げ、居住者のアンケート
によって、建築年代と来住時期、櫛造形式、土地・建物所

有、数地面欄、居住室蘭i楓、居住密度、一人当りタタミ数

等の居住水轤の実態と現住宅iWz価、環境評価、永住意志等
の意識を把えている。

那剛市不良住宅実態調

川l綱市建般部住

通

宅腺

1973.1

建設省→沖縄県よりの調査委託に基いて、７地区（樋川、
松尾、寵屋第１、牧志第１、若狭、斑屋第２、牧志第２）

の計7608戸を対象に、現地立入調査を行ったもの。良、不

良、構造、建築年代、用途、屋根、道路幅風、世帯、職業
等について図で整理している。 国の第２期住宅建設５ケ年

計画事業のための基礎資料となる。

琉球大学工学部紀要第30号，1985年
調査名
.綱而不良、:宗翼熊醗
沖縄市不良住宅実態鯛

調査主体

コザ市建設部

6５

年月

概要

1９７３．３

建設省→沖綱蝿よりの鯛森委託に基いて、５地区（鯖見里、

査

山里、園田、鰯間良、越来）を対象にして、地区現況、不
良度判定、用途、楢造、建築年代、世帯状況等の爽願鯛査
を行ったもの。現況写真つき。

位厩境界不Iﾀﾞ]地域鞍備

総合事務局開発

計画調査

建設部

1９７９．３

壷川、牧志、樋１１１の３地区を対象に、地区現況、市街地塾
傭方針、事業化の基本方針について検討したもの。

沖縄県土木部
牧志・安里地区市街地

総合事務局

整備計画鯛斑

沖縄県・那覇市

1９８０．２

モノレール計画に関連づけて、牧志、安里地区を対象に、

建物用途、階数、構造、建築年次、道路状況、土地所有等
の実態調査をし、混合ピル、改良住宅を中心とした市街地
整備計画を立案している。

モノレール計画に関連づけて、壷川地区を対象に、地区の

壷川地区既成市街地整

総合事務局開発

傭計画調査

建設部

現況（用途、柵造、道路、土地、不良住宅）を整理し、土

沖縄県土木建築

地区画整理、住宅整備（改良住宅)､公的住宅建設のモデル

部

事業を計画検討している。

牧志地区住Hil境整備計

全国市街地再開

画調森

発協会

1980.3

1981.3

牧志地区を対象として、建物現況（用途、鯛造、年次、階

高、建ペイ率、良不良判定）横利関係、地価、家貿等の詳
細な実態調査、並びに、地区住民の意向調査（世帯主の状
況、居住水蝉、満足度、定住志向等）、事業者アンケート

を踏まえ、地区改良住宅、駐車場、公園を中心とした地区
整備計画を検討している。
公営依宅建設環境調査

那覇市

1982.12

牧志第２地区を対醸として、建物現況（用途、楢造、年次、

良不良の判定等）、梅利、地価、都市施設等の詳細厳鬮査
並びに意向調査（住民及び事業者）を行ったもの。

戦後沖縄都rlj;'1画の実際史に関する研究：池111
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表－３地区の概婆

※ネット'よ総敬地lTIi柚、磁蹄率IJmii欄比戸数密度はネット、木巡率は棟数比。

①リ11道とIliiu1にllllまれた面欄a62haの地区である
が，地形に愛化があって，２～１ｍの落遠を有してい
る。

②地区内の道路は仏道のみで形成されており，道
路率は６％，ＩＩＬの迎ｵしる道は袋小路となっている。他
は平均幡劇1.1ｍという極めて挟隙な道路からなってい
る。

③建物用途は,専用住宅59.9％,併用住宅12.8％，
共同住宅13.3％と住宅合計で86％を占めている。住宅
外の建物は，店舗7.6％で，先の併用住宅と合わせれば
約２割が店舗といえる。

④建物樵遺は，木造住宅（平家）が76.8％を占め，

図－２典型地区の位樋

の場合は，樋111,与儀，松尾の地区で，地区改良事業
だけでなく共同的な住宅建て替え事業を含めた方策の
１７，

検討力:必要とざｵLる゜

２．那覇市不良住宅典型地区の
実態と意識
前章の中でも触れたように，那鯛市内で不良住宅地
区は樋川，牧志付近に集中している。そこで，本稿で
は，樋川，松尾，牧志の３地区を典型地区として取り
上げ，居住者の意識を中心にその実態を把える。
２－１．不良住宅典型地区の実態

樋川,松尾,牧志の３地区の位圃及び概要は図－２．
表－３に示すごとくである。以下，地区別にその物的
な特徴を見る。

（１）樋川地区（図－３）

そのうち41.7％はトタン基屋根，18.8％がセメント瓦
屋根．１６％が亦瓦愚根と，かなりが劣怨な水蝋と敬っ
ている。

⑤１棟当りの敷地面積を見ると、木造蝉用住宅で
90㎡と小さい。この内，セメント瓦斑の住宅は86.6㎡
１１７）

と』itも狭小である。

（２）松尾地区（図－４）

①松尾地区は市道に囲まれた2.93haの地区で，地
区内の道路率は，樋川地区と同様に６％と少なく，地
区内道路の平均幅風も１２ｍと狭溢である。
②建物用途は,専用住宅52.4％,併用住宅17.8％、
共同住宅10.5％と住宅合計で80.7％を占めている。

③建物蝋造は，木造が69.5％と他の地区よりは少

な目であるが，内27.4％はトタン野屋根と，22.6％は
セメント瓦屋根，19.5％が赤瓦屋根と水蝋しては同様
に問題を抱えている。

④1棟当りの敷地面楓は99㎡と同様に小さい。

（３）牧志地区（図－５）

①蝋道（国際通り)，市道と安里川に囲まれた2.32

琉球大学江学部紀要第30号，1985年

haの地区であるが，地形のレベル差２ｍ前後と起伏が
ある。

②道路率は７％と低いながらも，他の地lＸよりは

6７

少しあり，地区内道路幅員も1.8ｍと少し上向いている。
しかし，依然として劣悪であることには変りがない。

③建物の用途は，専用住宅が75.2％と多く，併用
住宅7.6％，共同住宅13.1％と合わせて計95.8％とほと
んどが住宅系である。

④建物樹遺は，木造が79.3％，その内トタン蕊屋
根が39.3％，セメント瓦屋根が30.3％，赤瓦が9.7％と
低質である。

⑤１棟当り散地面讃は，専用住宅で99.6㎡，この
内トタン蕊屋根の住宅は89.1㎡とさらに小さい.
２－２．居住者の実態とN平価

それでは，これら３地区における居住者の性格，居

住内容,権利形態，住環境評価,将来志向等について，
居住者意識綱癒の結果より見てみる。
尚，調査は，1982年10月に３地区内の住宅数484件を

対象に留圃直接回収方式で行い，有効回収206件（回収
淀Ｂ）

図－３樋川地区

率42.6％）を得たものである。以下，その特徴を述べ
る。

図－４松尾地区

戦後沖繩都市計画の実際史に関する研究：池lＨ
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柵造

臆機材
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週
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匠一
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トタン疎

その他

凡例

回
薑
回
回
露
圏
■
図

図－５枚志地区

（１）居住者の性格（図－６～図－８）

８％，母子世帯が９％，７人以上の大家族が９％とそ
れぞれ含まれている。

②世帯主の３割近くは,６０才以上の老人で,無職・
定年退職者がｌ／４と最も多い。他は柧々の噸業にま
たがっているが，居住地区から徒歩で通えるという職

経

①居住者の過半数は２世代の３～５人家族で，１

世帯平均3.8人となっているが，老人のみの世帯が

住近接のパターンを示している。

騨雑
樋

松尾
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合』

図－７世帯主の年齢
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図－８世帯主の職業
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③１１t辮の(|：181所ｉｌ｝;よ３割近くが150万｢｢]未満と低
く，犬婦jtN111さのl1i:帯がl1Illlを占めている。

（２）届I1iの内容（bX1-9～図-13）

35％とか’Ｔｌ)狭小過密な状況を示している。
②ｌ１ｌｔ帯.'イリの居室の数は４宝21％，３顎20％，
５篭17％の噸で，２索以下も15％を占めている。111ｔ
帯当りの偶数駐見ても，１１～16.5畳が23％，次いで１７

:lIlInlL､l1F

，１８．１

llト薊91,9

‐１６．９

（iII-71lUrf

、１９４１
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「SＩＵｌ

胡ⅡＩ松尾牧趣Fill｝

図－１１廷床面積

③化篭のiljtWiiは，駁外便所が３割〈貸家の場合は
６Ｗ１１)．くみ取りが５１W１１（同７轍I）と術イヌ面でもⅡljMilが
ある。なお雑排水においては地中へそのまま汚水を浸

IＺ､３
￣

’１２．１１
－３．６－

～22.5慨が22％と，企体的に居住水蝋が低い。

透させているケースも５％存在する。

111゜８

⑩』

①１()O『が未絢の狭小敷地がＬ２をIIjめ，６１)IT1F未満
の極小敬地も22％と多い《，建物延床i､欄も61)m2,k滴が

6９
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１１ルー1651？
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図－１２居室の畳数
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図－９建物の用途
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爵
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（３）樹利形態（図-14～図-17）

①借地梅者が55％，借家梅者が19％と計74％が不
安定な樋利形態となっている。

②土地の取得時期は1945～1954年の間が１／２と
１２０）

図－１０敷地面積

多く，21.4％は「劉当土地」によるとしている。

③建物の取得（建築）時期についても約３割が1954
年以前と古い。
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①過半数は現住宅の改瀞を望んでおり，それは建

①仇宅に対してｿﾞﾉiﾄﾄﾞ(lIliは，狭く糧朽化し，投備も

縛え，増改築がＩ剛を占めている。

ｲ〈便と感じている６Ｊ》が秒い･

②しかしながら，４ＷＩ強は資金不足を，地樅者は

②（１１宅士ルリリ)環境に対しては、蝋の蝋lIf，道の

越築に対十ろ法制限（道路が狭く接道条件が滴たせな

狭さ．公|聡輔:ﾘ)欠hⅡ，火災o)危険．避難U)ｲﾐ没を強く

い等）を（13％)，借地梅者は建替えに際しての地主の

Miじている。

反対（13％）をそれぞれ障害としている。

③他恥今のままで良いとするものも２刺近くお

③)又【ilLhM心Hll8二あるが故の皿効，別物郡の良さ

をⅢ汁IiHiし，また隣人関係もかなI)災い《，

り．侍に地椛澗にその意識が強い。

（５）将飛U)九！(1,1（１列-19～図－２()）
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図－２０改善に際しての障害

３．共同的建替えの可能性

業を除いては考えられず，地区改良事業が適用される

３－１．共同的建替えの提案

ことがあっても部分的な範囲に限定せざるを得鞍い。

今回対蝋と強った不良住宅地区においても，少しず
つではあるが自主的な建替えが見られる。だが，それ

他方，再開発琳業にあっても商業地や幹線街路沿いと
は離れた住居中心の地区では採算上ほとんど成立する

は条件のよほど良い敗地に限られ，結果的には，地区

可能性はないといえる。

周辺の比較的広鯛員の道路に接した敷地で建替えが進

そこで，ここでは、地区に生じている連替えエネル
ギーをより広く共同して行えるような「共同化」「協鯛

み，地区内の「アンコ」に相当する部分が蓮替え不能

あり，既に処替えの済んだ建物もある。これらを含め

化」を前提とした建替えシステムを提案し，地区住民
の意向を探ってみた。「共同化」「協調化」の概念につ
いては，図-21の説明用資料を参照されたいが，簡単

た全体的厳スラムクリアランスというのは，再開発蕊

に述べれば，「共同化」とは複数の敷地を一つにまとめ

区域として残されてしまうことになる。不良住宅の典
型地区といっても，その中には，比較的良好な建物も

7２

戦後沖縄都in計画の実際史に関する研究：池田
（合篭する)，そこに共同ピルをたて，マンションと同

方法にしても．狭小敷地を統合しその連替え条件を満

様な区分所有に分けることをさす。これに対し「協綱

足させるだけでなく、これによって道路拡蝸がＩ１Ｉ能と

化」とは．敷地の区分は変えずに，敵地境界を接して

癒り.地臓の瑠境条件は良好厳もり〕とばる.ｉｕに他の

建物のみ脇綱して一体的な形状で（蝿で1Ｋ分）建てよ

敗地１１ドヘも波及す」しば地ば全体の改鋳にｂ繋がると

うとするものである。これは．腱に，敵地を再分縦し

し、えよう、

ＯＩＯ）

１ｓＯ望《ＤＤ２ＵＤ

て塾形化した後に行うとより効果的である.いずれの
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図－２１共同的建替えの提案

゛居住者アンケート調査より

琉球大学工学部紀要第30号，1985年
３－２．「共同化」「協調化」への反応
「共同化」「協鯛化」の提案に対する住民の反応結果
を整理すると以下のようになる（図-22～図-24)。

（２）共同的建替えの実現性と条件

①「共同化」「協調化」による共同的建替えの実施
については、「やっても良い」8.7％，「条件次第でやっ

（１）「共同化」「協調化」への評価

ても良い」２６２％と計35％がその実現性を支持してい

①「共同化」「協調化」による改善効果のうち、「空

る。

地の確保」「道路の改善」「土地の有効利用」「建築床面

②その場合の条件については，「資金面で有利な融

横の増加」「建築資金の節約」については，「共同化」

資が受けられること」を34％が望み，次いで「所有横

が３割前後、「協調化」が３～４割とともに「良い」と

者だけでなく居住栂利者も参加できること」が31％挙

評価しており，共同的建替えによるメリットが土地利

げられている。これについては借地梅者の回答が多い

用や建築資金の面であると理解している。

②しかしながら，「土地の売買」「建物の売買」「借

7３

ことから当然と思えるが，所有権者の回答も約1／４
含まれており，評価に値する。

家にする］に際しては，「協調化」については３剤iii後

③また,共同的建替えの仲間及び人数については，

が「良い」とするものの、「共同化」では，２Ｗ'1前後が

「親族」が41.2％，「隣人」が34.7％でその人数は，「２

「良くない」として，建てた後の財産,性，転用性に「共

～３人」が40％を占めている。沖繩での居住形態の多

同化」のマイナス面を感じとっている。逆にいえばこ

くは，親族が近接して住む傾向にあり，地区内にも親

の面での「協調化」の有利さを理解しているともいえ

族関係が多いことから．「親族」：「隣人」は近い関係

る。

にあるといえる。

③「共同化」「協調化」を総合的に評価すると，数
人の地主による共同的建替えについては，４３％が賛成
し，特に敷地の楢利形態を変えない「協鯛化」に対し

④共同的建替えに際しての調整機能については，

「公共団体の援助」を期待するものが56％と高く、「組
合を作る」とするのが34％と次いでいる。

て35％が綴同している。

協調化

共同化

回区画函］回□四回
ui場が大きく取れる

土地のｲi効ﾄﾞﾘ用がjiHLら
M1路が改再される

１２杓の規格（117暇や荷さ）
が11先よりた‘<取れる

将来土地の妃買がしやすい
将来1,物の発凹がしやすい

30.6111.9５７．８

5.825.71６８．４

、、
■■■■■

他人に貸しやすい

い･,Ｌ上に雌てるので

岨奥智が安くなる

図－２２「協鯛化」「共同化」のメリット（合計）
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図－２４共同的建替えの笈I剛性

４．
(1)

まとめ
神鋼の既成市街地中心部に梨中して存在する不

良住宅密築地区の発生は，戦後のさし迫三'た復興のも

とでの「劉当I:地」と「規格住宅」という応急的措硬
にその撰囚を求められる。

（２）その１１１で．ｌｉｋ宅建設に対する融資や，公営住宅
の趣般は、薇,丸な巡lRi妙』せてさたが，沈澱していた

不良ストックの改醗に対してIi，一部でのlJi戯的拭み
を除いて,何ら有効な制度的方策を胸じてこなかった６
(3)また，不良住宅地区の実魍への取り組みについ

ても，任意的あるいは住宅需要推測のための基礎資料
として単発的に行われたことはあっても具体のものと
はならず，一部の不良住宅地区がモノレール事業計画
にからめて，関連事業を前提として取り上げられるよ
うに鞍ったのはごく最近のことである。

（４）現実に那剛市の不良住宅典型地区を見ると，高
い不良住宅率（50～75％）があるものの，条件の良い

ところでの建侍えも進み，地区内での辿替え不能散池

畔を固定化しているという深刻な現故が生じている。
（５）当然，居住水噸の悪化は周辺環境へも及び，，P

均而償103,Fという狭小な赦地と道路率６％のIjm路Ｉ
からなるモザイクパズルのようなｉｉｉ御地状態は，櫛jfk，
１MJ災lIliからの太さ広IlIjHnを生じている。
（６）これに鰍する'1;1Ｗ)愈織は，,､j齢椅.ＭＭＩ(lijh:接，

憐人関係等の良さ謀か!)｣宅地への愛蒋，定Iik愈繊が強
く，住宅及び噸境への評価は必ずしも般恐と見ていな
い。他方，それだけ，現建物に対する改警意識は商<，
連替えへの期待も強い。

（７）しかしながら，借地権者や借家人で３／４を占
めるという現実は，不在地権者の反対から改善もまま

ならない状況であり，これに建築基単法の接道後務等
の条件を滴たせないという「二遮のかせ」が趣替えを
拒んでいる。

（８）これらを解淡する一方策としての「共同化」「協

琉球入学Ⅲ学部紀要第30号，1985年

7５

調化」のjtlLij的建替えﾉｶﾞ式の提案に対しては，地樋者
を含めてかなりの理解とiii向きの反応（慨成43％）が

の規制〆躯業制度を行っている。この不良住宅実態調

あり，特に放地の樅利形態変史を伴わないＩ脇iMM化｜

:J;文献２）を参照されたい。

麓もその一鰍として行われたものである。鮮細は，参

に‐沖ては，その爽現性を含めてIlHjい＃14111iが確認さ｣し

６）本格的とはいっても，現地立入りでの観察調査

た。

によるもので，統計的分析・整理や居住者の綱査はな

（９）そ二で、今後，不良住宅地IX改灘に11つては．

多くを,Liぬる(ｌl:地を受け止め，池上[１１位で数fl:の借地

く，図面と写真（那噸市は図面のみ）だけによるやや
大ざっぱなものであった。

をまとめて改灘耀備をする方策を検討すること。その

７）木造老朽住宅のほとんどが90mm前後の敷地であ

際，「協鯛的」葱建替え方式を中心とすることが凋効と

ることから（他の２地区も同様）「割当土地」における

いえる。特に，地lX内では，親族を中心とした隣人と

｣:地規模がほぼこの大きさであったと推定される。

の共同体愈繊が強く，その素地が十分あると考えられ

８〉回収率がやや低いのは，老人が多く，醜み醤き

！`。

を}M来ないものがいること，不在の家が見られること，

圧１０）

（ＩＤまた，趣替えにかかる．融資，道路，公園謀の

過去の{叩に)か鯛避が行われていて，拒絶的な者もいた，

助成・絡臓は無論のこと第３者（公｣(１１１体や糾合）に

葱どによる。

よる調縞機能の碗立が必要とされる。

９）「削当土地」によるものが以外と少ないのは，
相続で代が変わっていること，昔のこととして忘れて

謝辞

しまったもの（回答は不明）もいること，からで，実

本研究のう局，不良住宅典型地区の実態調査につい

際の割合はかなりを占めると考えられる。

ては，琉球大学エ学部建段工学科（現在，㈱国建開発

１０〉既に，松尾地区内において，一部の門中（沖綱

部）の宮城栄治氏より熱,LOな協力を得ている。また，

における親族の巣り）で共同建替えを計画している動

調査に際しては，対象地区の居住者の方々の御親切な

きが見られ始めており，今後の動向が注目される。

２２）

協力をいただいた。記して感謝中上げます。
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