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4 -｢細 君B街 路 ｣ 三十 画 に よ る 細 街 路 の

喜寿 導 整 備 効 果 と 言十 両 手 法 上 の 課 長巨

はじめに

特定の実験施設を持たず 100年の大 計を立 て る都

市計画にとって歴史的事実は唯一の実験場であり.そ

の検証から得られる教訓は現在の都市計画問題並びに

今後の都市計画を展開する上で最も重要な役割を果す｡

戦後の沖縄における都市計画は,外国政府の統治下と

いう特殊状況もあるが.その間の朗連法制史及びその

運用の実態については明らかになっているものが少い.

本研究は,この戦後の沖縄都市計画のうち特に.市街

地整備に係わる事実Iこ焦点を当てながら.その実態的

検証の積み重ねを通 して,戦後沖縄都市計画史の全体

像を明らかにし.かつそれからの教訓を尊びき出して

いこうとするものである｡

今回対象とする首里大中町では. 1960年 よ り中幅

員の道路網を ｢細部街路｣として都市計画決定し整備

を進めている｡同時期に都市計画決定された久茂地.

桜坂の両地区における細部街路計画が部分的であるの

と較ペると.当該地のそれは約 23.2hcの範囲にわた

る面的な細街路整備計画である｡計画決定された当時

は.戦後15年のまだ米国政府統治下の特殊状況にあ

ったとはいえ.細街路整備を都市計画決定によって行

うという.いわば. 1980年 5月の都市計画法及び建

築基準法の一部改正によって創設された地区計画制度

における ｢地区施設｣の概念の先駆的な実例というこ

とができる｡ ここでは,この首里大中町 ｢細部街路｣

計画における細街路形成の効果を実態的に検証するこ

とから,戦後沖縄都市計画の歴史的事実の一部を明ら

かにするとともに,法定都市計画による細街路整備の

問題点,当該地区及び類似手法での地区計画運用上の

課題について検討する｡

1. ｢細部街路｣の都市計画決定

那覇市における ｢細部街路｣は3地区ある｡他2地

区も含めて ｢細部街路｣の都市計画決定に至る経緯,

手順等について概略みておくこととする1.)



1- 1 久茂地町内細部街路

那覇市で最初の細部街路が都市計画決定されたのか

久茂地地区である｡当該地区は久茂地と松尾の町境に

あって.国擦通り周辺の区画整理区域からは除外され

ていた｡

他方.地区内には基があることから,もともと土地

利用が有効に進まず,また道路等の土地基盤が未整備

であった｡このため.地区内の地主より道路整備の要

請が市へ出されていた｡

当時,那覇市では.道路整備が.都市計画上の中心

課題であり.幹線街路に限らず,細街路にあっても必

要があれば都市計画として整備 していく方針であった｡

従って. この久茂地地区での細街路整備の要請が出さ

れると.早速.市では.細部街路の計画を策定 し.

1959年4月23日に行政主席- ｢都市計画細部街路決

定について｣の申請をしている｡同申請における説明

では当該地区での計画決定理由として次のように述べ

ている｡

この計画街路は区画整理地域と未区画巷理地

域とを結ぶ街路で各々巾旦六米である｡この

街路の周辺地域は地盤が高 く,現在のままで

は土地利用価値も低い｡

よって街路計画と並行 して土地利用を図り.

都市を有機的に発展させたい｡

以上の説明に計画決定の理由がよく表われているが,

計画決定に至る重要な契稔は地元住民による要請にあ

ったにも拘らず.文面には見られない｡この後の2地

区にも共通する点ではあるが.都市計画である細部街

路の計画には地区からの要請が実板としてはあっても,

計画策定の表向きの理由とはならないのである｡この

段階での細部街路計画は地区からの発想でなく.あく

まで都市全体からの細部計画として位置付けられる｡

1959年 10月14日行政主席名により久茂地町内細

部街路の都市計画決定は認可され.同年 10月 30日に

市は決定の告示をした｡

1-2 垂足 (桜坂)町内細部街路

続いて細部街路の都市計画決定は,壷星 (桜坂)と

首里大中町で同時に行われた｡

壷屋地区の場合は,防災上の問題発生がその決定に

至る契裁となっている｡これを契機として市と地区住

民との改善婁備に対する話し合いがもたれ.道路整備

の計画が策定された｡

当初は.この道路整備計画の実現に対しては.道路

位置指定によって誘導畢席を進めていたが.その進展

は遅く.また系統的なものとはならないことから.市

としては.当該地区の道路巷備計画を ｢細部街路｣と

して都市計画決定することになったのである｡

都市計画決定は次に述べる首里大中町細部街路と併

せて行っている｡従って,その理由説明.期日につい

ては,次項で触れる｡

1-3 首里大中町内細部街路

いままでの久茂地.壷屋の両地区はいずれも既成市

街地内での細部街路であり,それは道路整備を中心と

する ｢地区改善｣を目的とするものであった｡これに

対 し,郊外地である首里大中町で細部街路が都市計画

決定されることとなったのは,地区住民による ｢地区

整備｣の要諦が大きい｡また.計画決定のペースとな

る土地所有者と土地利用者との一敦が.戦後の土地関

係の権利が不明確であった部野市全休の傾向に対して

当該地では,比較的安定していたということもある.2)
地区内にはバス修理場を中心として.広範囲に土砂

採取場があり,それが.災害発生の問題を持っている

だけでなく.地区の住宅地としての発展を阻害する大

きな要因となっていた｡加えて.地区内には全般的に

道路が未巷備な状況にあったことから,地区住民及び

地区内にあった首里支所より早期の道路養席を中心と

する住宅地整備の要請が出された｡

さて.先に述べたごとく.この首里大中町の細部街

路の都市計画決定は,壷屋地区と併せてなされている｡

1959年6月市議会 に提出された大中町 ･壷屋都市計

画細部街路の提案理由を.やや長い引用だが見てみよ

う｡

那野市においては1956年 に都市計画幹線街

路は決定されたがその進捗状況は撞めて低く

又これ等の幹線街路にかこまれた地域につい

ては道路が少く普及率は一割から三割の程度

であり,そのため道路だけでなくその他公共

施設についてもほとんどなく.都市防災上は

もちろん市民の保健術生面からも非常に悪化

している現状である｡

当該地区の改造或は土地利用の増進をはかる
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ことは単に細部街路のみによって解決される

べきではないが細部街路を指定し.これを施

工実現することは都市改造計画の一環として

極めて重要な事である｡

以上の事から特に早急に指定を必要とする当

該地区についても細部街路の決定をな し土地

利用の増進をはかりたい｡

ここに.那覇市における都市計画細部街路の考え方

の特徴が表われている｡すなわち.①全般に道路登偏

が進まず,それを上回る無計画な市街化に対 して.早

線.細部を問わず道路整備が急務な状況におかれてい

たこと｡②細部街路の計画は ｢都市改造計画の一環｣

として位置付けられ. ｢地区改造｣｢土地利用の増進｣

がその目的にある｡⑨計画決定は ｢特に早急に指定を

必要とする｣地区を使先し,④計画細部街路の ｢施工

実現｣に市は棟極的な行政費任を明らかにしているこ

と.などにその特徴を見ることが出来る｡

首里大中町 ･壷屋 (桜坂)地区の都市計画細部街路

の決定は一1960年 7月22日行政主席名で認可され.

同年 8月3日市はこれを告示した｡

1-4 蔀市計画細部街路における実現性

都市計画決定された細部街路には当然その都市計画

事業としての実現性が問われる｡これについては.吹

の2点において.後退 したといわざるを得ない｡

第-は.当時市は,都市計画決定は全ての (巾負に

拘らず)街路に対 して出来.従って事業化も可能と考

えていたれ 結果としては周知のどとく.都市計画街

路は決定出来ても,一般に巾貞12m以上 (中には8

m以上の場合もあるが)の幹線的街路のみ補助事業と

しては成立 しなかったことである｡従って当然のこと

ながら.細部街笛を事業として実施するには市単独の

財源が必要となった｡

この考え方の背景には,群覇市では.戦後一時的に.

市粂例として個有の都市計画,建築に関する法制を有

していたこと3.)また.法にもとづかない事業にあって

も琉球政府より必要に応じて 補助金を受 け各種事業

(例えは区画整理,街路事業等)を実施していたという

実株を有していたこともある｡この意味においては,

細部街路事業化の可能性は高かったといえるが.次の

状況はこれを全く打消すことになった｡

第二の点は.細部街路の蔀市計画決定後.都覇市に

おける市街化が急速に拡大し.その後の整備需要が基

幹的なもののみに集中し.そのプライオリティが変っ

ていってしまったことである｡この期間より細部街路

は都市計画としての ｢規制｣のみによって道路空間を

確保することにその役割が課され,｢街路｣としての

亜備事業の可能性は無くなったといえる｡

これ らの事業化後退の背景には.細部街路の実現は.

都市計画決定による ｢規制｣だけでも可能であり.道

路空間さえ確保されれば.後に整備の手だては何とで

もなる.という安易な期待がなかったとはいえない｡

1-5 細部街路都市計画決定の方法

この細部街路の都市計画決定の方法については.吹

のような手順で行っている｡

①ます,地元地区の要請を受けて.必要な地区に対

して市は計画の策定にかかる｡

②この場合.地元の要請は参考意見とし.市が単独

で計画策定,告示を行う｡

⑨従って.計画案の説明会あるいは現地での表示等

は行っていない｡

④計画の策定に蕨 しては.1/600の現地測量図を

作成 し,それにもとづいて.細街路の計画図を策

定している｡

⑤細街路の私市計画決定は文面により.公宅で告示

している｡従って図面での告示はしていない｡

⑥市での計画図の閲覧は可能とした｡

このように.都市計画決定としては.細部街路の計

画策定及びその告示方法は.かなり一方的な方法で行

われたといえる｡

ここにおける問題は.①計画策定の段階で地区住民

(土地建物の権利者等)-の説明がなされていないこ

と (計画案への住民意見の反映の欠除),◎計画決定

の告示に図面が記載されず.文面のみで行われている

こと (計画案の地元への周知不徹底).⑧ さらに,細

部街路の配置計画において.現況図は活用 しているも

のの.土地所有との関係 (すなわち公図)は考慮され

ていないこと.Iこある｡

これに対し,評価すべき点は.① 1/600という詳

細な測量図を作成 し,それに基づいた詳細な計画図を

策定 したこと,㊤また.上記のような計画策定及び決

定方法に対 して.地区住民の抵抗もなく,受け入れら

れたという.当時の状況があったこと.であろう｡
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2. 首里大中町内細部街路における細街路形成の実態

とその効果

それでは,首里大中町を例として.都市計画細部街

路による細街路形成の実態及びその効果について検証

してみよう｡ここでは以下の質料をもとに分析 した｡

① 首里大中町内細部街路計画図及び現況図

1/500 (1979)

④ 現況測量図1/餌0 (1960)

⑧ 1/5X)(1965)

④ 首里大中町公EE)1/1200 (1960)

@ v 1/ 500 (1982)

⑥ 航空写真 (モノクロ) (1945)

⑦ 航空写真 (モノクロ) (1970)

㊥ ,･ (カ ラ ー) (1978)

2- 1 細部街路計画の指定状況

表-1.図12に示すととく.首里大中町の細部街

路計画は,巾旦4m.6m.9mの3種類からなり.

各々の計画延長距離は,巾貞4mが 815m,同6mが

1.715m,同9mが767mと,巾員6mが過半(52%)

を占めている4.)

これを指定方法別にみれば.全休としては,既存道

路の拡巾が62.1%と最 も多 く,新設 30.8%,変更

7.1%の順となっている｡詳しくは,巾旦別で.巾貞

9皿の計画街路の全てが拡巾,同 6mは過半 (56.6劣)

図 - 2 首里大中町内細部街路の指定
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が拡巾.これに対して.逆に,巾旦4mは約6割強が

新設と臭っている｡

指定バターンとしてみれば.南北方向の計画街路は

補助幹線的で拡巾によっており.東西方向の計画街路

は区画街路的で新設によるものが多い｡

表 - 1 細部街路計画

(延長距離 :也)

議竺 新 設 拡 幅 変 更 合 計

4m 480.0 308.5 26.5 815.0 (24.7)
(58.9) (37.9) (3.2) (100.0)

6m ,536.5 971.0 207.5 1.715.0 (52.0)(23.3)

(31.3) (56.6) (12.1) (100.0)

9m - 767.5(100.0) - 767.5(100.0)

合 計 1,016.5 2,047.0 234.0 3,297.5

2-2 細街路形成等の実態と動向

1) 道路形成の状況

1960年当時の現況測量鼠1/600と1979年現在の

測量図 (現地調査によって1982年 3月現在に修正)

1/500を比較分析した結果.義-2一図-3に示す

ととく.計画通 り街路が形成した ｢全形成｣は18.5%

と少いが.計画通りの巾負ではないが部分的に形成さ

れた ｢部分形成｣36.6%を含めれば.55%と過半を

占めることと71'り.全体としてはある程度の効果があ

ったということができる.

巾旦別にみれば.巾旦4mの計画街路が点も形成率

が高く.全形成43,3%.部分形成30% と計7割強が

何らかの形状で街路となっている｡巾貞6mとなると

全形成15%.部分形成約50%とやや落ち.巾員9m

となると部分形成が 145削こ過ぎず,残る86%は未形

成とかなり形成率が悪い｡つまり,小巾貞ほど形成率

が高く.大巾月のそれは低いといえる｡

指定方法では,｢新設｣は部分形成が51.6%と多く.

計画通 りにはいきにくいことを示しており,他方 ｢拡

巾｣は形成率が高く.中でも巾貞4mは全んど(92%)

が全形成.巾旦6mは2割強が全形成となっている.

だが.全て拡巾指定である巾旦9mになると全んど

(86%)が未形成となっている｡｢変更｣の場合は.

巾旦6mの約2/3が部分形成.巾旦4mの全てが未

形成といずれも低率である｡つまり.新設はそのまま
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形成されることが少く.拡巾で4mがかなりがんばっ

て全形成の比率を上げているもののその他は部分形成

にとどまっているという傾向がうかがえよう｡

以上の事項から.細部街路では,新設よりも拡巾の

方が形成され易く.しかも小巾負はどその率が高いこ

とがわかる｡これらの傾向は,計画街路実現に対する

土地負担が要歯として大きく働いていると考えられる｡

すなわち.道路用地を部分的に提供する ｢拡巾｣は.

そっくり取 り込まれる ｢新設｣よりも土地の負担が少

く.加えて.それは.小巾員になるほど.その値 (土

地面積)が小さくなるからである｡

表-2 首里大中町細部街路形成状況

(延長距離 :m)

計画 街 路 全 形 成 部分形成 未 形 成 合 計

新設 4m 685 232.0 179.5 480.0

(14.3) (48,3) (37.4) (100.0)

6m 51.5 291.5 193.5 536.5
(9.6) (54.3) (36.1) (100.0)

120.0 523.5 373.0 1,016.5
(ll.8) (51.5) (36.7) (100.0)

紘描 4m 284.5 12.0 12ー0 3085

(92｣2) (3.9) (3.9) (100.0)

6m 206.0 427.0 338.0 971ー0
(21.2) (44.0) (34.8) (100.0)

9m - 108.0 6595 767.5
(14.1) (859) (100.0)

490.5 547.0 1.009.5 2,047.0
(24.0) (26.7) (49.3) (100.0)

変更 4m6m 137.0 26.5(100.0)70.5 265(100.0)207.5

(66.0) (34.0) (100.0)
- 137.0 97.0 234.0

(58ー5) (41.5) (1〔沿.0)

- 4m 353.0 244.0 218.0 815.0(43.3) (29.9) (26.8) (100.0)

⊂コ計 6m 257.5 855.5 602.0 1.715.0

(15.0) (49.9) (35ー1) (100.0)

9Ⅱl - 108_0 659.5 767.5
(14.1) (85_9) (100.0)

610.5 1207.5. 1,479.5 32975
(18.5) (36.6) (44.9) (100.0)



図 - 3 首里大中町内細部街路の形成状況

2) 道路整備の状況

地区における道路の整備状況を見ると (図省略).

全休としては.ほとんどが舗装済となっている｡未舗

装は253m (7.5%),砂利軟が64.m (1.9%)に過

ぎない｡ このことは.地区内の道路が細部街路の形成

の有無に拘 らず,固定化していることを示 している｡

しかしながら,道路と敷地との境界部分の整備内容

について見ると状況は少し変ってくる｡南北方向の補

助幹線的街路の場合がほとんど側溝が設置されている

以外は,排水機能不良.境界不明の道路が多い｡すな

わち,東西方向.その他の道路は,①7●ロック塀,石
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凡 例

摺 58街 路 計 画 *

仙 ■｡ 全 形 成

JW′′〝WL 恭 外 形 成

因 突 出 染 物

痩,フェンスによるもの.②直接住宅の壁面が接 して

いるもの,㊥加えて.舗装がくずれていて境界不明な

もの.等,いずれも一物的には.建築敷地側の範囲を

示していることは判るものの,道路側か ら見れば,そ

の境界 (真直に通っていない).阜傍の質 (縁石,刺

溝なし)において不備な点が多い｡

このような状況にあって,計画街路が形成 された部

分について見ると.部分的に側溝 (U字溝),縁石が

設置されている｡このことは道路形成に供して.その

境界を明確化するような側溝,縁石の設置が計画街路

実現の条件として大 きく働いているともいえる｡



3) 建物の動向

細部街路計画線に対する建物の動 向についてみる

(阻-3.義-3を参照)｡ 表-3は1965年作成の1

/500の測量図と現在 (1982.3)とを比較し.その間

の建物の変化を示したものである｡

表- 3 街路 計画線 と建築

突 出建物 後退建物 合 計

1965年以前 55 67 122
(45.1) (54.9) (100.0)

1965 新築 25 61 86

(29.1) (70.9) (100.0)

増築 5 8 13
(38.5) (61.5) (100.0)

改葬 33 61 94
(35.1) (64.9) (100.0)

年以後 63 130 193(32.6) (67.4) (100.0)

合 計 118 197 315

計画街路線に突出している建物の割合は,計画決定

直後の (1965年) 45.1%から一現在 (1982年 ) の

32.6%- と減 り.特に,新築建物の7割強は計画線

より後退 して建っている｡ この意味においては,建物

の後退は進んでおり,それによる街路空間の確保が形

成されつつあると見ることが出来る｡

だが,全休としては,建物は後退 しても道路として

は十分に形成されておらず.ブロック塀.石垣等が残

存もしくは別途築造されており一ここに,都市計画決

定のみによる細街路整備の大きな問題が存在する (こ

の実態については.次節で実例として取り上げる)｡

街路計画線(こ突出している建物は計画線に少 しかか

っているものが多いが.これは.もとの既存道路に接

して建物が建っていたことによるものであるが.その

中で,新設計画街路線については.計画線間の中央に

建物が建っているものがいくつか白立つ｡それは又,

改築,新築の建物がほとんどである｡このような建物

は法的には遵法建築であり,街路計画と建築指導との

tJ経 が不十分な状況がうかがえる5.)
4) 実例

ここで,いままでの特徴を示すいくつかの実例につ

いて紹介 しよう｡

(a) 道路

まず.道路については,計画通 り拡巾された道路と

して図14がある.､これには.U字溝が設置されてい

る状況がわかる｡図-5は,部分的に拡巾された例で

フェンス工事の際にその側だけが拡巾されたものと思

われる｡

きれいに舗装され,両側にU

字溝が設置されている｡

図 - 4

フェンスの側だけ部分的に拡巾された道路

EZ)1 5

図-6は街路計画線の位置と大きくズレて道路が形

成された例である｡これは,実際は既存道路を整備し

ただけのものであり.既存道の位置を無視した計画線

の設定のまずさの結果ともいえる｡
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図-7と図-8は.道路形成がなされす.あるいは

中途半端な状態 (路地として)で放置されている例で

ある｡未舗装であり.道路境界も不明である｡

図-9は.全く形成 されなかった狭巾員 (2m未満)

の路地である｡この場合においても一路地の両側に,

ブロック塀.生垣がある点に注意｡

図-10は.舗装されている道路であるが.道路と敷

地の境界が不明な例である｡このようなケースの場合

は.いつまでも残存する (従って計画街路としては未

完成のまま)可能性が強いといえる｡

(b)建物･塀

次に街路計画線との関係から建物 ･塀についてみて

みよう｡

図-11は,街路計画線を守って新築された建物で.

計画線とは大きくズレて道路が形成されている
EZl- 6

未舗装の道路.境界も不明
図 - 7
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この場合は.スミ切り部分を含めて.ブロック塀も後

退 している比較的丘好な例である｡これに対 して.図

-12は.建物は計画線より後退 したがブロック塀が突

出している例である｡このケースは最も多い｡

図-13と図-14は.新設街路の計画線に対 して.そ

の中央に新築された例で一明らかに.R･C達の形態を

示 している (つまり,遵法建築)｡このような例は,

この地区内Iこ4件見られる｡

図-15は.ブロック塀が後退 しているまれな例で,

eE]-16は.新築に際 して建物.プロック塀共(こ後退 し

た例 (左)と建物は後退 したがブロック塀は計画線に

突出させた例 (右1とが対比される例である｡この場

令.道路が未舗装でかつ.境界が不明な点に注意｡

計画街路が形成されておらず.未
舗装の路地となっている

図 - 8

巾6mの計画街路であるが,現在は2mにも満
たない路地で.舗装もされていない

図 - 9



道路は舗装されているが道路と敷地との境
界が不明｡ 図 - 10

建物のみは計画線より後 退してい
るが.石垣が大きくはみ出 して いる｡

図 - 12

正面の家が計画線間の中央にある｡

図 - 14
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街路計画線を守って新築された建
物.ブロック塀も後退 している｡

eZ]I ll

街塔計画線間の中央に新築のコン
クリー ト住宅が建てられている｡

図 - 13



計画通 りではないが一多少ブロックが後退
している

図 - 15

5) 土地所有と細部街路

1960年当時の公図 1/1200(図-17)と1982年現在

の公図 (図- 18)を比較 しなが ら.土地所有の状況

と細部街路との関係を見てみる｡

(a)1960年の状況

細部街路が指定された1960年 当時の地区内の土地

状況を見ると,街路計画線の位置と既存道路 (当時の)

あるいは土地所有界 (筆界) とがかな~りズレているこ

とがわかる｡

すなわち,計画線の指定位置は.部分的には公道 と

合わせているが,補助幹線的街路計画線の土地が公道

ではな く.しかも分筆 もされていない (私道でもない

全くの私有宅地)｡また,東西方向に多い公道は計画

線の位置とかなりズレていたり,別途現道 もない (公

図上では道路としても軌道がない)状態で存在 してい

るなど矛盾が多い｡ ここには,地区内の土地状況その

ものの問題とそれを配慮 していない街路計画線の指定

のまずさの問題の 2つがある｡

(b)1982年の状況

1960年より1982年の 22年 間 にか けて.地区内の

土地状況は.土地所有の単位がかなり細分化 したもの

の,その骨格となる公道の位置はほとんど変っていな

い｡むしろ.上述 した1960年 当時の 矛盾をそのまま

引き継いだ形で.より複雑化 した状態と･なっている.

特に,道路については.①公道だが現道のないもの,

@公道だが現道とズレているもの.⑨現道はあるが公

図に記載されていないもの (宅地).④現道はあるが

分筆のみの もの (私道).などである｡

(C)道路形成と土地所有との関係
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左側の建物は計画線に沿って新しくブ ロック塀
を作ったが,反対に右側の住宅は計画線 にはみ
出して ブロック塀を作 り.道路も未 舗装である｡

匿l- 16

それでは,細部街路計画線による道路形成が.この

土地所有の状況とどのような係わりにあるのかについ

て見よう｡ (図省略)

計画線にもとづいて形成 された道路について.その

土地を見ると,もともと.あるいは現在において公図

上の公道となっているものがほとんどであるか.ある

いは,公道 とのつけ換えが可能な (公道とズレた現道

で実質的に代替 している) もののケースか多い｡だが,

拡巾された部分の土地については分筆 されてはいない｡

これらのことは.細部街路計画による道路形成が現

道と一致 した公道.すなわち,指定時において.既存

公道として実態のあった道路の拡巾を中心として実現

していることをさし.逆に,そのような実態のない土

地については.なかなか形成されにくいことを示 して

いる｡加えて一このように部分的ではあるが形成 され

た (拡巾が多い)道路空間にあっても,その拡巾され

た部分の土地が権利上からも道路 として分筆 されると

ころまでいっていない｡すなわち. ここ に,細部街路

という都市計画決定のみ (規制のみ)による道路整備

は,道路空間としてはある程度確保 し得ても.元の狭

巾員の公道を残 しつつ (あるいは少 しは拡巾して) ち.

拡巾部分の土地が分筆されることもないことか ら.7

ロック塀.石垣等により敷地内にとり込まれて しまう

という問題が,i地所肴の状況からもうかかえるのである｡

もうひとつの特徴は.先の実例でもみたように.計

画線間の中央に建物が新築 された場合.その敷地は,

計画線とは無鞘係に別途公道に接 していることである｡

図-19に示すように.この例の場合における敷地は,

計画線通 りに利用 しようとすると一敷地が2分割 され.



図 - 17 地 籍 図 (1960年)

図-18 地籍図 (1982年3月現在)
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かつ小さく,また三角地のような建築不能地を生じて

しまう｡他方,この敷地は,既でに公道 (狭巾員だが

現道でもある)に接していることから,従前のままの

敷地で建築 してしまったと考えられる｡法的にはあく

までも違法建築であるが.建築指卦 こおいても.この

ようなケースの指導は判断に苦 しむところであろう｡

ここには,地区の土地状況を無視した細部街路の指定

問題.及び.それを是正出来なかった計画変更システ

ムの欠除.建築指導の不備が指摘されよう｡

図 - 19 計 声 JA 内 の 建 築 例

3. ｢細部街路｣方式の問題点

ここで.首里大中町を例として見た ｢細部街路｣方

式の問題点について考えてみる｡

3-1 細部街路の特番の整理

ます.細部街路方式のもつ特徴点を整理 してみよう｡

.特徴の第 1点は.細部街路が都市計画決定であること

である｡ この種の細街路誘導.整備手法が.任意の計

画,開発指導としての指導要綱によって行われている

のが｢般である (大阪茨木市.横浜大豆戸町,茨木県

勝田市等)のと較べると,都市計画決定という法的手

段によって細街路整備を誘導 しようとしている点は独

自のものといえる｡ しかも都市計画事業にはもち込ま

れす,計画決定のみの,いわゆる ｢ゆるい規制｣によ

って細街路形成を誘導するという,従来はその実施及

びその効果がな問祝されていた手法でもある｡しか し

ながら.法的規制手法によって細街路形成の計画誘導

を面的に行うという手法は,戦前の市街地建築物法に

よる建築線制度にも通 じる手法であるということもで
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きるOその意味においては,細部街路方式は我が国で

の伝統的な細街路整備手法を受け継 ぐものといえる｡

また.当初にも述べたことく. 1980年 5月 に創設

された地区計画制度における地区施設及びその計画規

制手法の概念は.法的規制による地区施設 (細街路等)

の計画誘導であり,建築線制度,細部街路方式を受け

継 ぐ制度手法なのである｡

第2の点は,細部街路の指定方法にあり一既存道路

を拡巾する拡巾指定が中心となっていること.それは

又.巾員6mの中巾員が中心であることである｡一般

に細街路を面的に整備しようとする場合.既存道路を

利用する場合が多いが,細部街路においても,基本は

既存道路を利用 した拡巾措定が中心となっている｡ し

か しながら,その巾員が6mを中心としている点にお

いては,水準が高い｡つまり.建築基準法で道路要件

とされる最低基準巾貞4mを上回る6mを大巾に採用

していることは.よりその実現が難しいことになる｡

この点に関しては.先にも述べたが,都市計画街路と

しての最低道路巾員は6mとされた建設省道路構造基

準 (当時は案)に準拠 したことによる｡

細街路亜備手法としては,建築基準法においても道

路位置指定制度,二項道路制度があるが,これ らの手

法を用いず,都市計画法による都市計画決定の手法を

採用 したところに.この道路計画水準の設定がある｡

第3の点は.細部街路の指定が行政による一方的な

決定であったことである｡一般的な都市計画決定の鯨

には,公聴会等の手続きを経て決定されるが,細部街

路の都市計画決定に醸しては,地区住民に対して何ら

説明がなされす,ましてや計画策定に住民の意見が反

映されることはなかった｡当時の郡司市における都市

計画決定の方法がこのようであったことから.都市計

画の決定としてはやむを得なかった面もあるが,ここ

における特徴は細部街路計画が,地区からの発想では

なく.行政による基幹的都市計画の一部としての観点

から計画されていることにある｡

3-2 現象の特番

次に.この細部街路方式による細街路形成等の現象

の特徴について整理すると,第1は.計画通り通路が

形成されることは少く.部分的な形成にとどまってい

ることである｡これは.新設指定の場合は.計画巾員

より狭く形成されるか,系統的でなく寸断されて形成



されていること,拡巾指定の場合は.わずかしか広が

っていないことをさすが,その背景には土地の状況を

無視 した計画策定の問題がある｡

第 2は.建物は後退 しても道路としては出来ていな

いことである｡それは.街路計画線に沿って建物は後

退 して建つが一ブロック塀や石垣が.別途計画線内に

突出して設けられることから,結果としては,道路が

形成されていないことになる｡ この現象は,都市計画

決定のみによる細部街路方式のもつ問題を最も良 く示

している｡

第 3点は.遵法建築が許容されていることである｡

数件ではあるが.街路計画線内にR･C造の新築建物

が建っており,その建築敷地は.街路計画線によって

建築不能となる土地が生じること,また別途に按する

既存道路があることから.このような現象が生 じたと

考えられるが.その背景には一計画策定の面と.建築

指導休制の面にまたがった問題がある0

3-3 問題の所在

ここで.いままで出てきた問題点を整理 し.その問

題の所在について考えてみよう｡

第 1の問題点は.細部街路計画の策定及びその決定

方法の問題.いわば ｢指定のまずさ｣がある｡それは,

①地区において既存道路そのものが公園とズレている

という,計画のベースの問題,@地区における公道.

輩界等の土地の状況と街路計画線との整合性がとれて

いない｡ これは.計画性 (実現-向けた)の欠除とも

いえる｡⑨細部街路計画図が公示されず.結果的には

住民-の衆知がなされていないという,Pfiの問題か

ら発生 している｡

第 2の問題点は,整備保障の71-い都市計画決定の問

題である｡それは.①R･C造等の特殊建築の制限の

みで.既得権,増改築.工作物の築造等が許容される

という.規制効果の問題｡②旧道部分の舗装はされた

が.道路敷地の境界確定.側溝.縁石の敷設等の道路

としての確定及び整備がなされない,という道路整備

の問題である｡⑨ さらに.都市計画決定に捺 して1/

5CK)という詳細EZlが作成されたにも拘らず.結果的に

は,計画面.建築指導面.いずれにおいても活かされ

なかったことである｡

第3の問題は.計画行政と建築指導行政との調整機

能の不備である｡ これは.細部街路方式そのものの問

題ではないが.結果的に計画の実現を担保する入れ

その後の計画と建築指導の両行政に求め られ.また.

その休制なくしては.このような詳細な計画規制は成

立 し得ない｡この意味において,大中町で見られた遵

法建築の存在は細部街路方式を支える基本体制の欠除

を露呈 させたものである｡

4.類似手法による地区計画制度運用上の課題

それでは.今後.このような細部街路方式に類似す

る計画手法によって細街路整備の誘導を図るには,ど

のような点が課題となるか.大中町地区における地区

計画制度運用に向けて検討 してみる｡

まず.手掛りのひとつとしては.詳細図を活かすこ

とであるO詳細な計画規制である地区計画運用には,

詳細な計画図の策定は不可欠であることはいうまでも

ない｡大中町における細部街路計画及び現況図が1/

5∞ という詳細性を有 していることは.同地区Iこおけ

る地区計画制度適用の十分なベースがあるということ

ができる｡ただ し,そのままでは今まで見たような問

題の解決にはならないことから.次のような改善.活用

の工夫が必要である｡

①現況と土地の状況との啓合性を持った計画の策定

(計画の修正)をする｡ これについては.現況と公

図とを一致させる計画ベースの整備が前提となるが.

地区計画 と併せて ｢土地の境界整理｣を行う方法も検

討す る必要がある｡また.計画に際して配慮すべき土

地の状況としては,既存道路との接続方法.筆界線に

またがった計画線の指定一及び土地所有単位に対応し

た宅地割 (建築敷地造成)の想定が,戦前の建築線制

度運用の教訓からも重要な点である｡

②計画図を用いたPR｡ 地区からの発想を必要と

する地区計画制度運用には.具休的な姿での理解,協

力が不可欠である｡詳細計画図 (あるいは案)は.常

に地区住民の参画を促すような方法で提示する必要が

ある｡当該地区には.タタキ台としての詳細計画EE)が

存在することから.これを十分PRL.その上で修正

(場合によっては実施) していくことが考えられる｡

⑨現地での表示を明確化する｡ 上記にも関連する

が,策定された計画eE)は,現地において具体的に明示

することが.その後の計画実現への担保としては最 も

重要な出発点となる｡ この場合の表示とは.計画図の

入ったカンパ ンの設置.計画線の指定位置を示す杭

40



(中心杭と後退線上の境界杭の2種を土地.建物の状

況により選択 ).縁石等を設置することである｡

④公図上の土地の分筆｡ 計画の担保lことって問題

となるのは.当事者の認識と共に.それの第三者への

継承である｡地区内の土地が他の手へ渡った場合に,

計画の継承を担保するのlこ最も有効な方法は.計画部

分の土地を分筆 しておくことである｡無論,分筆に要

する費用負担を軽減する措置を講じておくことはいう

までもない｡

⑤計画.指導休制の整備｡ 詳細な計画図の存在は,

その後の計画実現-向けた指導,監察を可能とするO

もちろん上述してきた計画のPR.表示等がなされれ

ば.特別な指導,監察は不要となるかもしれないOだ

がここで.重要なことは.計画の策定とからめて.計

画の実現を促進する計画と建築指導との連絡.調整休

制を整備することである｡

次に,重要な課題となるのは,都市計画決定の意味

を明確にすることである｡本来の都市計画決定の場合

は.用地買収を含めた事業と切り離せない｡それを切

り離 し規制のみで計画を進めるのに都市計画施設とし

ての決定は何の役割を果すのか,再検討する必要があ

ろう｡む しろ,ここでは,求められている細部街路が

都市というよりは地区計画制度における地区施設その

ものをさしていることから,｢地区施設｣-と切り換

えを行うことが計画の策定及びその実施を地区的なも

のへと適合させ,計画と整備対象との矛盾を解消する

ことになる.

しかしながら一単に細部街路を地区施設(こ置き換え

ただけでは計画の実現性は担保されるかというと,不

十分であり,地区計画制度における,開発許可の適合,

道路位置指定の特例.予定道路等の制度手法を運用す

るは無論のこと.加えて.地区レベルでの整備に適合

した.促進,誘導,保全のための.助成.事業手法を

工夫.開発 して併用することが必要である｡それは特

に.①計画策定 (あるいは修正)のためのプランナー

派退あるいは助成.②小範顔で土地の交換分合を可能

とする境界整理制度 (事業).@分筆.登記の助成.

④現地表示のためのカンパン,杭の支給.代行.⑤先

行的道路整備のための借地方式による道路巷備事業.

⑥一定巾貞以上の道路負担に対する補償等といった.

ややソフ トな制度.事業手法が求められる｡

おわりに

本研究を進めるに当っては.那覇市都市計画部長嘉

手納是敏氏を始め.都市計画課より資料提供等の協力

をいただいている｡謝意を表 したい｡

注

1)資料は郭新市都市計画課による｡また関連 して.

嘉手納是敏氏よりの ヒアリングの結果も加えている｡

2)戦後の混乱期にあって,土地の不法使用,ある

いは政府の指示による強制的割り当て使用 (一般に割

り当て土地と呼んでいる)が行われ,本来の地主及び

土地所有界が不明なまま.別途に第3着による土地使

用が既成事実化するという,土地所有者と土地利用者

との不一致が旧既成市街地では一般であった｡

3)戦後.当初は,沖縄での法制については.ニミ

ッツ布告によって日本の旧法 (戦前適用 されていた日

本法)が適用されていたが,行政制度が本土と臭った

ために都市計画法並びに関係法規の適用ができないこ

とから.那覇市では,1950年 8月に都市計画条例.

市街地建築物条例を制定して事業の推進を図っていた

(｢郭覇市の都市計画｣1980より)｡

4)計画街路の幅員6皿が多いことについては.当

時.建設省で道路構造令 (秦)が検討されており.そ

こにおける基準が6m以上となっていることから,こ

れを積極的に採用 したとされている｡

5)都市計画街路計画線内でも許容される建築物と

して.ブロック進が含まれることから.結果的に計画

線-突出する建物はこれによるものが多いが.中には

R･C達も目立っ｡
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5 .戦 後 沖 宰屯 の 住 宅 関 連 法 制 の 変 遷

と 不 良 住 宅 地 区 の 改 善 課 題

はじめに

(1) 戦後沖縄都市計画の実際史として

不良住宅地区問題を取 り上げる意味

沖縄における不良住宅地は戦後に始まった特殊問題

といえる｡通常,不良住宅地 といった場合は,戦前の

昭和前期から家慶が密集し,その後の戦災をくぐり抜

けて戦った地区をさすものが多い.この沖縄では,戟

前において老朽家産が無かったわけではないが,沖縄

全土を焼土と化した第 2次世界対戦の終結によって,

それまでの家屋のほとんどは一掃され,その後急速か

つ応急的な復興によって新 しい混乱した不良ス トック

を生みだしてしまったのである｡広範囲に残る不良住

宅地区の存在は,沖縄の住宅問題,市街地整備問題に

深く関わっており,今日においても,解決をせまられ

ている既存市街地の中心的課題 となっている｡ これま

で多 くの調査 ･計画が不良住宅に対 してなされてきた

が,一向にその整備には至らず,問題解決の難しさが

うかがえるが,ここで,沖縄の不良住宅地区発生にも

どって,その原因,対応の流れ等を歴史的に整理 し,

それに新たな視点からの実態を結びつけてみることが.

今後の課題解決への糸口を与えるt)とになると考えら

れる｡それはまた,一つの ｢実際史｣としても位置付

けられよう｡ 2)

(2) 本研究でのアプローチ

本研究では.沖縄の不良住宅地区発生の要因を歴史

的に明らかにするとといこ,実態面 とからめて今後の

整備方策を得る｡そのため,戦後の不良住宅地区にか

かわる法制度の変遷,既存の調査.計画をトレースし､

問題のスジをとらえる｡さらに,那覇市での典型的な

不良住宅地区を取 り上げ,そこでの居住基盤,居住実

態,居住意識の構造を明らかにするとともに,従来の

ドラスチックな改変を要する再開発的手法のみではな

く,居住主体による共同建替えについてもその可能性

を探るo

1.不良住宅密集地区の

発生と対応

1-1.不良住宅密集地区の発生と法制度

(1) 割当土地制度による応急的土地整理

戦後,沖縄の居住地整筆削ま ｢割当土地｣制度によっ

て始まる｡｢割当土地｣制度とは ｢民間人収容所から旧

居住地への帰村にさいし,自分の土地に戻れない人々

のために,市町村長や,米軍地区隊長の権限で必要な

土地を割当てて,無償で使用させるという持別制度｣

(沖縄タイムス社 ｢沖縄大百科辞典｣より)とされ,

1945年10月23日公布の米国海軍軍政府指令第29号 ｢旧

居住地移住の計画と方針｣に基づ く措置であった｡

当初,米軍が駐留した那覇市やコザ市の中心部は,

その後の土地解放に伴って,ほとんどがこの ｢割当土

地｣制度によって土地を割当てられ,その結果,土地

所有者不在のまま新住民が占拠し,家慶を建てること
丘 l)

となった｡その後,土地所有者が戻 り,所有者による

割当土地の明渡しが求められ,割当土地居住者との ト

ラブルが発生 した｡ このため米軍政府の要請を受け,

当時の沖縄群島政府は1951年 9月 ｢沖縄群島割当土地

に関する臨時処理条例｣(通称 ｢割当土地条例｣)を制
庄2)

定し,これによって割当土地使用権は ｢みなす契約｣

に基づく貸借権として置き換えられた｡その後さらに,

1955年 6月,琉球政府による ｢沖縄群島割当土地に関

する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法｣(過

称 ｢割当土地法｣)において,｢みなす申込｣｢みなす桑

諾｣に基づく貸借権及び期間の法的位置付けを与えた｡

復帰後は,借地法上の借地権 とされ,今日に至ってい

るものである｡

すなわち,｢割当土地｣制度は,戦後の応急的居住政

策としてとられた米軍及び市町村による措置ではあっ
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表- 1 戦後沖縄の住宅建設 に関わ る諸制度の流れ

年度 沖 縄 (本 土)

19451950195519601965197019751980 ･1945.10 ｢旧居住地移住の計画と方針｣ (米軍政府)*1･1946 ｢規格住宅｣配布 (米軍政府)*2･1950 ｢琉球復興金融基金｣設置 *3 (栄 ･1950.5 ｢住宅金融公庫法｣

軍政府) 〝 ｢建築基準法｣

･1950.8 那覇市 ｢市街地建築物制限条例｣･1951.9 ｢割当土地条例｣ (沖縄群島政府)･1952_12 ｢建築基準法｣ (琉球政府)･1953.8 ｢都市計画法｣ (琉球政府) ･1951.6 ｢公営住宅法｣･1954.5 ｢土地区画整理法｣

･1955ー6 ｢割当土地法｣ (琉球政府)･1959 ｢琉球開発金融公社｣設立 *4 (高等弁務官布令)･1961.8 ｢公営住宅法｣ (琉球政府)･1966.9 ｢琉球土地住宅公社法｣(琉球政府)･1969 ｢住宅建設資金融通法｣(琉球政府)ノノ ｢同制度会計法｣ ( // )･1969.7 ｢土地区画整理法｣ ( JJ )･1970.6 ｢新都市計画法｣ ( 〟 )･1972.5 本土復帰 ･1974.4 ｢公団民営 ･1955.7 ｢日本住宅公団法｣･1960.5 ｢住宅地区改良法｣･1966.6 ｢住宅建設計画法｣･1968.6 ｢新都市計画法｣･1969.6 ｢都市再開発法｣賃貸用特定分譲住宅制度1

･1975 ｢居住環境整備事業｣

･1978.4 ｢住環境整備モデル事業｣

･1980.5 ｢地区計画制度｣

*1｢割当土地制度｣の始まり

*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
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規格住宅平面図

足 根 :茅 葺

壁 :板

床 :板及び土間

U.S.NAVALMⅠLⅠTARYGOVERNー

MENTOKⅠNAWA

PUBL】CWORKSDEPT.

STANDARDNATⅠVEHOUSE

DRAWNBY H.NAKAZA

TRACEDBY H.NAKAZA

図-1 規格住宅の平面図

■沢村宏明 ｢戦後の沖縄の住宅行政｣

1971.10r住宅Jより

たが,それが土地所有者不在のまま行われたにも拘わ

らず,根本的な整理,解決をせず,単に ｢借地権｣と

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 ･借地権問題がこの

時点より発生し,｢割当土地｣がその原因となったとい

える｡

(2) 規格住宅の建設

ベースづくりの ｢割当土地｣制度 とといこ,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,世帯数は

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,時の軍

政府により,1945年 8月から,3年間に7万3.500戸が

建設され,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･バイ･フォー

(2×4インチ)の骨組み.壁と屋根はテント張りの

茅葺で,面軌 ま母屋5.33坪 (17.5rrf),延6.66坪 (21.9

m')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

区内の土地配置及び住宅構造の原型となっている｡一

見整形に見える配置も,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,その後の仮設的建

物の老朽化とといこ,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.住宅建設関係法制度の流れ

(1) 住宅の建設 ･融斉制度

｢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,その後いくつかの艶姿制度を経てい

る (表-1)｡1950年には軍政府付令第 4号により,沖

縄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,｢琉球復興金融基金｣が設けら

れた｡この原斉は米国の見返賓金によるもので,その

40%が住宅建設資金枠として年利 6%,償還期間20年,

融斉率85%という条件で耐火構造の住宅に対し棄金の

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

公社｣に継暴され,1969年度までに､さらに16.707戸

の個人持家住宅の建設に融梁を行った｡

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象に

公営住宅の建設に着手することになった0

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

44



宅公団に近い住宅供給の役割をしてきたC

その後.1969年 ｢住宅建設資金融通法｣｢同制度会計

法｣も施行され.当時本土の住宅金融公庫法の個人住
3)

宅･改良貸付に相当する業務が行われるようになった｡

(2) 建築 ･地区整備に関する法制度 (表-i)

建築,都市計画に関しては,当時本土の建築基準法

(1950)を受け1952年12月に｢建築基準法｣,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
ZZ3)

れ,内容的にはほとんど同じものが適用された｡しか

しながら,その後,1969年 7月に ｢土地区画整理法｣

(当時本土の土地区画整理法と同内容)が制定される

までは,地区整備に関する法制はなく,わずか戦前よ

りの耕地整理法を準用して土地整理に当っていた状態

であった｡従って,この時期 (1960.5)本土で ｢住宅

地区改良法｣が制定され,不良住宅地の改善に動き出

したにも拘らず,沖縄では,滞っていく不良住宅のス

トック,それらの密集地区形成に対して何ら手の打ち

ようがなかったのである｡一部,任意の土地区画整理

と公営住宅建設を抱き合せて不良住宅地区立億を試み
tE4)

た地区もあったが,計画途中で終わってしまった｡

1970年6月には,当時本土の新都市計画法制定を受

け,琉球政府 ｢新都市計画法｣が同内容で制定されて

いるが,その実貫的な施行及び運用は,1972年 5月の

本土復帰後をもって行われている｡ )̀

1-3.不良住宅地区整備に関わる調査 ･計画

不良住宅地区整備に関わる調査はその間層を多く抱

えている那覇市を中心として1962年に行われているが,

本格的な調査は復帰前後であって,計画を含めた具体

的検討が始まったのはごく最近のことである (表-2)0

1962年3月,那覇市は横川,与儀,二中前,松尾,

牧志,壷屋にまたがる27.2haの地域を対象に住宅形態,

環境設備,世帯状況を内容とする実態調査を実施 して

いる｡これが,沖縄での最初の不良住宅調査といえる｡

その目的 とするところは,｢不良住宅街の住宅内容､

居住世帯及び腐朽破損の程度を知 り,那覇市の都市計

画の ｢ガン｣になっている不良住宅地域,すなわちス

ラム解消のための基礎的な資料をつくる｣(那覇市 ｢不

良住宅街実態調査結果概要｣1962.3より)ことにあっ

た｡ 5)

戦後17年を経た当時,すでに郡市市の中心部では応

急的な復興住宅の老朽化が始まり,不良住宅地区が形

成されており,当時の急速な市街化を前にした都市計

画整備 ･実施に大きな支障をきたしていた状況を示し
Lt5)

ている｡調査対象となった地区は,その後今日に至る

まで不良住宅地区の中心をなしている間局地区である｡

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な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,沖縄の住宅事情.

住宅建設需要,再開発,地区改良事業需要に関わる実

情調査を行っている｡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

ついて調査することと,それぞれの制度に基づく住宅

需要の量的把堤を行い,これにより昭和47年度の住宅

関係予算要求の骨組を形作るという2点｣にあった｡

(谷口菅彦 ｢沖縄の住宅事情｣1971.10r住宅｣)｡その

中で､地区改良事業の調査対象地区となった地区は,

先の邸朝市の調査対象地区と同地区 (27ha)にコザ市

の3地区,具志川市 1地区を加えたものであった｡ …)

この建設省調査を受けて,本土復帰後の1973年に.

早速,建設省より沖縄県を通して,邦市市と沖縄市 (旧

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

区をそれぞれ対象に現地立入調査を行っている｡ …1こ

れらの調査は地区改良事業を前提としたマニュアルに

基づいたもので,良,不良の判定を含めた本格的な詳
t(6)

細調査ともいえる｡しかしながら,これらの調査結果

においても建設省の第 2期 5ヶ年計画基礎資料には

なったものの,単独ではその後の具体的な進展はなく,

別途,新たな基盤的事業との抱き合せが必要であった｡

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狩り,これとの関連で

にわかに再開発や地区改良事業が浮かび上がってきた｡

モノレールの整備に当っては,その基盤となる幹線街

路の拡幅整備が不可欠となることから,駅舎周辺整備

計画とも合わせて,不良住宅地区の改善整備が課麿と

なったのである｡これを受けて,総合事務局,沖縄県

及び那覇市は,牧志 ･安里地区 (1980.2.1981.3),義

川地区 (1980.3),牧志第2地区 (1982.12)を具体の

対象地区として従来の居住水準に地区住民の意向調査
10)1I)12) 13)14)I5)10)

を加え詳細調査及び整備計画等の策定を行っている｡
このうち牧志 ･安里地区については,住民と接渉段階

に入っており,地区改良事業第 1号としての実施が目

前となっている｡

他方,モノレール事業計画とは無縁の地区について

は,何ら手立てを講ぜずに残されており,特に那覇市
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夷-2 Ml縄 の不良住宅紫麻に関わる調査報告層の概要

調 香 名 調香圭休 年 月 概 要

点住宅実態調75= 那珂市 1962.3 樋川､与偶､二rr.粥､松尾一枚志､帝臥 (lF=lr1巨にまたがる27.2ttaの区域を対象として､住宅形式世村人貝､設備､給排水､建築年次一m業､土地所有等の実態を調布したもの○

建設省(_t宅局 1971.10純における円開発に 本土複帰に先立 ち､住宅雨要杷僻のための実状調

いて 市子3.i地建串押 ｢住宅｣ 地区改良申顎の候捕地 として､那耶TT3の牧志､弔与偶一二中前､松尾にまたがる約27h.10)地区 (19耶Tーi調奈 とFJL:)と若狭tnTJ也ケfTr.公園にJ''ける戸I荷造､不良樫､暇顎等の状況を､コザ市の諸兄男上地中之MTの 3地区及び具志川ffiの安座辛,地区に良住宅戸数の状況をそれぞれ肥えているo

耶市の住宅と居住環WlHT不良住宅軍使調 関内大.末吉栄1971.12一般性宅地区と公営住宅団地のケーススタディと

三他 ｢住宅｣ 者の中で引弟､樋川地区をとり上げ､居住満のアによってー建築年代と来佳時期､構造形式､土地有､敷地両研一居住室両横､居住密度､--人当り等の居住水郷の実態と現住宅評価､環境評価t永の苦諭を肥えている○

那芳郎ri建言号鮒:i=.t!)7.i.ー 建設省-沖糾慨 J:リの耶燕寄託に蒔いて､7地区
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邪 TF T. 調布ニト休 'rr- F=l 概 要

沖縄市不良住宅実態調 コザTrf姥設部 1973ー3 建設省-沖縄県よりの調兼委託に葺いて､5地区 (諸兄:FFI._､

杏 lLJ里､園rfl､軌1nl良､越来)を対象にして､地区現況､不

長座判定､用途､㈹造､建築年代､世帯状況等の実態郡市

を行ったもの○現況写真つきo

位間境界不明地域形節 総合弔群局開発1979.3桑川､牧志､樋川の 3地区を対象に､地区現況､Tfi的ltt18.

計画那燕 姓誰那沖縄県土木部 備7j-針､印章化の井本方針について検討 した-tJの○

牧志 .茸:ql..地区市的地 総fi叩子方局 l980.2 モ ノレール計所に関連づけて､牧志､安91地区を対象に､

折節計丙調布 汁糾爪 .7JIS郡市 雄物川途､階数､榊造､建築年次､道路状況､土地所有等

の実態調査をし､混合ビル､改良住宅を中心 とした市的他

整備計画を立案 している○

fTliJI日出区既liJW了Jlfj地形 総余部所局rlt-J発 1980.3 モノレール計Piにr*I迎づけて､桑川地区を対象に､地区の

齢計画調香 建設部 現況 (用途､捕造ー道路､土地､不良住宅)を範卑 し､ニト_

沖縄県ニト木建築 地区画姫理､住宅難解 (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○

牧志地区住環境雅術計 全国fTi的他門開 】98Ⅰ.3 牧志地区を対象として,建物現況 (用途､捕造､年次､附

両調香 発陥会 高､建ペイ率､艮不良判定)権利関係､地価､家市等o)評

紺な実態調杏､#.ぴに一地区住民の意向調査 (世帯辛-.の'fJl.

況､居住水雅､満足度､定住,志向等)､事業者アンケ- 卜

を粁まえ､地区改良住宅､左は子機､公園を｢flJL､とLfJLfl.区

範術計両を検討 しているo

公常住宅建設相墳調奈 那耶咋 JW2.12 牧志第 2地区を対象として､建物現況 (用途､捕造,年次､

良不良の判定等)､権利､地価､都市施設等の詳細な調斎
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表 - 3 地 区 の 概 要

地 区 地 区 面 棟 道 路 宰 建 物 棟 数 住 宅 戸 数 戸 数 密 度 1棟 当 り 木 造 率
(ネット)ha % 樵 戸 戸/ 敷地面積m' %

樋 川 2.62(1.87) 6.41 187 208 111ー2 100 76.5

松 尾 2.93(1.90) 6.45 191 221 116.3 99 69.5

牧 志 2.32(1.61) 7.22 146 196 121.7 110 79.3

※ネットは総敷地面積､道路率は面積比戸数密度はネット､木造率は棟数比｡

図-2 典型地区の位置

の場合は,樋川,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)

検討が必要とされる｡

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,那覇市内で不良住宅地

区は樋川,牧志付近に集中している｡そこで,本稿で

は,横川,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地区の位置及び概要は図-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) 横川地区 (図-3)

48

① 県道と市道に囲まれた面横2.62haの地区である

が,地形に変化があって,2-4mの落差を有してい

る｡

② 地区内の道路は私道のみで形成されており,道

路率は6%,車の通れる道は袋小路 となっている｡他

は平均幅員1.1mという極めて狭隆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 建物構造は,木造住宅 (平家)カ汀68%を占め,

そのうち41.7%は トタン葺屋根,18.8%がセメント瓦

屋根,16%が赤瓦屋根と,かなりが劣悪な水準となっ

ている｡

⑤ 1棟当りの敷地面横を見ると,木造専用住宅で

90Tdと小さい｡この内,セメント瓦壬の住宅は86.6m2
dE7)

と最t)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,也

区内道路の平均幅鼻も1.2mと狭漆である｡

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 建物構造は,木造が69.5%と他の地区よりは少

な目であるが, 内27･4%はトタン葺屋根と,22･6%は

セメント瓦屋根,19.5%が赤瓦屋根と水準しては同様

に問題を抱えている｡

(彰 1棟当りの敷地面gtは99nfと同様に小さい｡

(3)牧志地区 (図-5)

(》 県道 (国際通り),市道と安里川に囲まれた2.32



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,他の地区よりは

図-3 樋川地区

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 建物構造は,木造が79.3%,その内 トタン壬屋

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｡

⑤ 1棟当り敷地面軌 ま,専用住宅で99.6ml,この

内 トタン葺屋根の住宅は89.1rrtとさらに小さい｡
2-2.居住者の実澱と評価

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,

居住者意識調査の結果より見てみるO

図一4 松尾地区
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構造 屋 根 材 凡 例

フ'コンロ クツ リIク ト追 スラブ屋根 画

赤 瓦 冒
セメン ト瓦 @

ト タ ン 葺 I)

木造 赤 瓦 瓦

セメン ト瓦 盟
トタ ン 葺 ■

図-5 枚志地区

(1) 居住者の性格 (図-6-図一8)

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

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 1/4と最も多い｡他は種々の職業にま

たがっているが,居住地区から徒歩で通えるという職

住近接のパターンを示している｡

2.4 31 3.4 2.9

跡目 松尾 牧志合計
●数字は% (他の図も同じ)

図-6 世帯のタイプ

12 00

t即日 松尾 牧志

図-7 世帯主の年齢

合計

楢川 松尾

図-8 世帯主の職業

汁合志牧
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③ 世帯の年間所得は3割近 くが150万円未満 と低

く,夫婦共働きの世帯が 1割を占めている｡

(2)居住の内容 (図-9-図-13)

① 100m甥 満の狭小敷地が l/2を占め,60rrf未満

の極小敷地 も22%と多い ｡建物延床面梓も60rTf未満が

35%とかなり狭小過密な状況を示しているC

② l世帯当りの居室の数は1室21%,3室20%,

5室17%の順で,2室以下 b15%を占めているc l世

帯当りの号数を見てb,ll-16.5畳が23%,次いで17

-22･5畳が22%と,全体的に居住水準が低い｡

③ 住宅の設備は,屋外便所が 3割 (貸家の場合は

6割).くみ取りが5割 (同7割)と衛生面でも問題が

ある｡なお雑排水においては地中へそのまま汚水を浸

透させているケ-スも5%存在する｡

taH一 松尾

図-9 建物の用途

牧志 合計

Sd川 松尾 牧志 合計

図-10 敷地面研
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39TTf以下

J0--59nT'

60--79mL

80--99TTf

loo-119rTT'

120--L39rTll

L40rTlJu上

不 明

鴇 汁ム
ロ忘牧尾松

図-11 延床面積

105丑以下

u O､165丑

170-22.5t

23.0-27.04

28.0-330t

335t以上

不 明

64川 松尾 牧志 合計

図-12 居室の畳数

溝川 松尾 牧志 合計 地Ni看 借地 僧棄

図-3 便所の場所

(3)権利形態 (図-14-図-17)

① 借地権者が55%.借家権者が19%と計74%が不

安定な権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zL9)

多く,21.4%は ｢割当土地｣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｡



合計

昭和19年以爪

昭和20､24年

昭和25-29年

昭和30-34年

昭和35､39年

昭和40-44年

昭和45-49年

昭和50､54年

昭和55-57年

不 明

2.925.0 0.028.3 a. .321,7

33.30.0
19.114.7 15.1

.′ /.6

7.59 2,も一 6.48.9

り .41, 33.3

頓川 松尾 枚志

図-14 土地の所有関係

跡 目 松尾 牧志 合計

図-15 建物の所有関係

作 東

その他

t即日 松尾 故意 合計

図一16 土地の取得時期

掛目 松尾

図-17 土地取得の手法

+2 十1 0 - 1 - 2

逮均と敬 (イ) 建物はL=く壬政t)十分だと思いますか ＼. ＼

(ロ) 雇のC:さは十分だと思いますか ) >

い 台所､浴室fLどの投書は便利で丁か /,:,-I.r

ー⇒ 世帯fL成f=対 して間取 りは便利ですか /必 ｣

堆 ㈹ 建物.'三宅汚不良化していると,訂.Jます/Jl ( I

(｣ 風通 しや日当りは長いと思いますか ..j4)
(i (ィ) 通勤や連字lこ便利だと思いますか(｡) 商売するのに便frJだ と思いますか T3.≡きニー
宅ま i,l F均 をするの._便flJ.=と思い ますかく1 卓の竪音や挑戦*'スが気 Lー●ささ〒繁7
わ ㈹ 敷地 喝辺の道は十分.'こ広い と取りますか

りの市境 ･じH 住宅 周辺は火災が居 りやすい と思いますか4日 近 くの公武､広場や集会所は十分Tごと思し､ますか桝 的近所 と人目や声.音が気になりますかtリl 旋近所 とはよく付 き合ってtlま丁か(7) 非常時の遺草が不安{ごと思い ま丁か く雫L.､わ(

行政へ 州 道路 を広げ1=り､補蓑する事例 排水iAを投dlする事 メ .)

の要 い 消火栓を投■する事 ( ,''<

-一一一一一秒 11 - ･- 松電 一････････- 故意 合計

図-18 住環境の評価
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(4) 住環境に対する評価 (図-18)

① 住宅に対しての評価は,狭 く老朽化し,設備も

不便 と感じているものが多い｡

② 住宅まわりの環境に対しては,車の騒音,道の

狭さ.公園等の欠如.火災の危険,避難の不安を強 く

感じている｡

③ 反面,乱 し､郡にあるが故の通勤,買物等の良さ

を評価し,また隣人関係もかなり良い｡

(5)将来の志向 (図-19-図-20)

① 過半数は現住宅の改善を望んでおり,それは建

替え,増改築が4割を占めている｡

② しかしながら,4割強は貸金不足を,地権者は

建築に対する法制限 (道路が狭 く接道条件が満たせな

い等)杏 (13%),借地権者は建替えに際しての地主の

反対 (13%)をそれぞれ障害 としている｡

③ 他方,今のままで良いとするものも2割近 くお

り,特に地権者にその意識が強い｡

旭川 松尾 枚志

図 - 19 住 宅 改 善 の 方法

合計 地権者 修地権者

池川 松尾 枚志 合計 地稚者 僧地権者

図-20 改善に際しての障害

3.共同的建替えの可能性

3-1.共同的建替えの捷案

今回対象とな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

は条件のよほど良い敷地に限られ,結果的には,地区

周辺の比較的広幅員の道路に接した敷地で建替えが進

み,地区内の ｢アンコ｣に相当する部分が建替え不能

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

あり,軌 こ建替えの済んだ建物もある｡ これらを含め

た全体的なスラムクリアランスというのは,再開発事
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業を除いては考えられず,地区改良事業が適用される

ことがあっても部分的な範囲に限定せざるを得ない.

他方,再開発事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

可能性はないといえる｡

そこで,ここでは,地区に生じている建替えエネル

ギーをより広 く共同して行えるような ｢共同化｣｢協調

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の説明用梁料を参照されたいが,簡単

に述べれば,｢共同化｣とは複数の敷地を一つにまとめ



(合筆する),そこに共同ビルをたて,マンションと同

様な区分所有に分けることをさす｡これに対し ｢協調

化｣とは,敷地の区分は変えずに,敷地境界を接して

建物のみ協調して一体的な形状で (壁で区分)建てよ

うとするものである｡これは,更に,敷地を再分筆し

て整形化した後に行うとより効果的である｡いずれの

方法にしても,狭小敷地を統合しその建替え条件を満

足させるだけでなく,これによって道路拡幅が可能と

なり,地区の環境条件は良好なものとなる｡更に他の
18)

敷地群へも波及すれば地区全体の改善にも繋がると
19)20)21)
いえよう｡

捷美

あなたの住んでいる地区は､早急に住宅地の改書を計らなければならないため､那q市より火災危険区域とし

て指定されています｡しかし､現実には多くの閉息が有り､全面的な再帥発等の開発は相当の囲fEが予想されま

す｡そのため､住宅地区の改書を進めるためには､地区の住民が中心となって進めなければなりません｡そこで､

私達の捷某として住民が共同あるいは協調して故戸の単位でまとまって建替えを進めることに上って､地区全休

を改善するような方法を考えています｡この捷某に対するあなたの御意見を伺いたいと思います｡

共同化と協訳化

故地と建物について 故地について

建てる｡しかし､ ままか区画笠理を こ

故地について 故地と建物について

闇 一 皿 苧 圃 苧 甘 -[璽
いっしょに草物を 土地の区画はその : 現在の故地と建物 :二つの土地の分 竺HTq.T禦 乞竺て三｡

芸喪 恵f皇蓋 警% Su誓 言空言詣
と2階の半分､Bさん
は2階半分と3階とい
った具合)

建物はそれぞれの して分事する

所有者の故地にあ

る｡

共同化 ･協卸 ヒに1ってどのようにして住宅が改善されるかひとつ例をか 1てみます｡

爪市iI持

現在のままではCDEさん

は前面iE路がないために建

築基拳法や消防法のために

住宅を埋替えることができ

ないかもしれません.

六戸で住宅を埋甘えることを指し合 ABCはいっしょlこ住宅を建てま

い､ます区画楚理 をし､取地内に適 し1=が､それぞれの住宅は自分の

指と広場を作ること::しました｡そ 取地内にあります｡DEFは共同

してABCは協調化､DEは共同化 で住宅 を建て共同駐車場を 1階亡

で建替えることtこしよし1:｡ ロティーに作りました｡

●居住者アンケー ト調査より
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図-21共同的建替えの提案



3-2.｢共同化｣｢協調化｣への反応

｢共同化｣｢協調化｣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124)｡

(1)｢共同化｣｢協調化｣への評価

① ｢共同化｣｢協調化｣による改善効果のうち､｢空

地の確保｣｢道路の改善｣｢土地の有効利用｣｢建築床面

津の増加｣｢建築資金の節約｣については,｢共同化｣

が3割前後､｢協調化｣が3-4割とともに ｢良い｣と

評価しており,共同的建替えによるメリットが土地利

用や建築賓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

家にする｣に際しては,｢協調化｣については3割前後

が ｢良い｣とするものの,｢共同化｣では,2割前後が

｢良くない｣として.建てた後の財産性,転用性に ｢共

同化｣のマイナス面を感じとっている｡逆にいえばこ

の面での ｢協調化｣の有利さを理解しているともいえ

る｡

(卦 ｢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,特に敷地の権利形態を変えない ｢協調化｣に対 し

て35%が賛同している｡

広場が大きく取れる

土地の有効利用が計れる

道路が改善される

建物の規格 (面fJや高さ)

が算先より大きく取れる

将来土地の売声がしやすい

将来建物の売羊がしやすい

他人に斉しやすい

いっしょに建てるので

建築すが安 くfLる

(2) 共同的建替えの実現性 と条件

(9 ｢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

ても長い｣26.2%と計35%がその実現性を支持 してい

る｡

(診 その場合の条件については,｢資金面で有利な融

資が受けられること｣を34%が望み,次いで ｢所有権

者だけでなく居住権利者も参加できること｣が31%挙

げられている｡これについては借地権者の回答が多い

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｡

(卦 また,共同的建替えの仲間及び人数については,

｢親族｣が41.2%,｢隣人｣が34.7%でその人数は,｢2

-3人｣が40%を占めている｡沖縄での居住形態の多

くは,親族が近接して住む傾向にあり,地区内にも親

族関係が多いことから,｢親族｣:｢隣人｣は近い関係

にあるといえる｡

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｡

塩詞化

[至コト良く- ‡回

共同化

巨コ l良く- 1[亘]

図-22 ｢協調化｣｢共同化｣のメリット (合計)
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i-si 扉 iI Ss. gE -!B i -!53 5

樋川 松尾 枚志 合計 地権者 借地作者

図-23 共同 ･協調的建替えの評価

≡ ≡ ≡ ≡ ≡

8-川 松尾 牧志 合71 地Ni舌 借地 借★

図-24 共同的建替えの実現性

4.まとめ

(1) 沖縄の既成市街地中心部に集中して存在する不

良住宅密集地区の発生は,戦後のさし迫った復興のも

とでの ｢割当土地｣ と ｢規格住宅｣ という応急的措置

にその要因を求められる.

(2)その中で,住宅建設に対する融資や,公営住宅

の建設は,着実な進展を見せてきたが,沈澱 していた

不良ス トックの改善に対 しては,一部での任意的試み

を除いて,何ら有効な制度的方策を講 じてこなかった｡

(3) また,不良住宅地区の実態への取 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梁料

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

うになったのはごく最近のことである｡

(4) 現実に那覇市の不良住宅典型地区を見ると,育

い不良住宅率 (50-75%)があるものの,条件の長い

ところでの建替えも進み,地区内での建替え不能敷地

群を固定化 しているという深刻な現象が生 じている｡

(5) 当然,居住水準の悪化は周辺環境へも及び,辛

均面棟103rrtという狭小な敷地 と道路率 6%の ｢通路｣

からなるモザイクパズルのような市街地状態は,衛生,

防災面からの大 きな問題を生 じている｡

(6) これに対する住民の意識は,高齢者,職住近接,

隣人関係等の良さ等から土地への愛着,定住意識が強

く,住宅及び環境への評価は必ずしも最悪 と見ていな

い｡他方,それだけ,現建物に対する改善意識は高 く,

建替えへの期待 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, これに建築基準法の接退去者等

の条件を満たせないという ｢二重のかせ｣が建替えを

拒んでいる｡

(8) これらを解決する一方策としての ｢共同化｣｢協
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詞化｣の共同的建替え方式の提案に対しては,地権者

を含めてかなりの理解と前向きの反応 (賛成43%)が

あり,特に敷地の権利形態変吏を伴わない ｢協調化｣

については,その実現性を含めて高い評価が確認され

た｡

(9) そこで,今後,不良住宅地区改善に当っては,

多くを占める借地を受け止め,地主単位で数件の借地

をまとめて改善整備をする方策を検討することOその

醍.｢協調的｣な建替え方式を中心とすることが有効 と

いえる｡特に,地区内では,親族を中心とした隣人と

の共同体意識が強く,その素地が十分あると考えられ
ZZ10)

る｡

uO) また.建替えにかかる,融資,道路.公園等の

助成 ･整備は無論のこと第 3着 (公共団体や組合)に

よる調整機能の確立が必要とされる｡

謝 辞

本研究のうち,不良住宅典型地区の実態調査につい

ては,琉球大学工学部建設工学科 (現在,㈱国連開発
22)

戟)の宮城栄治氏より熱心な協力を得ている｡ また,

調査に際しては,対象地区の居住者の方々の卸親切な

協力をいただいた｡記して感謝申上げます｡

三主

1) 割当土地による土地面積は,規格住宅の規模

(21.9nf)及び現況土地から推定すれば,その約 4倍

の90Trt前後と思われるが,正碓な資料は見当たらない｡

また,割当土地のプランがあったかについても r現地

でただ線を引いただけ｣と ｢図面らしさものがあった｣

という見方があり,調査中である｡

2) 沖縄群島政府は,1950年11月に設置された沖縄

本島における住民側の統治機構である｡同政府は1952

年4月の琉球政府発足とともに廃止された｡

3) これより先立って那覇市では,1950年 8月に ｢市

街地建築物制限条例｣と ｢都市計画条例｣を制定して

いるが,その内容は戦前の ｢市街地建築物法｣｢都市計

画法｣を抜粋 したものであった｡

4) 那覇市は,1960年代に穂川地区の改善整備に着

手し,土地区画整理を前提とした道路整備と公営住宅

の建設を試みたが,一部の実現に終っている｡この詳

しい実態については別途調査をしており,他の稿にま

とめる予定である｡

5) 戦後の急速な市街化を受けて,種々の都市計画

事業の需要と市街地整備の必要性から,那覇市は独自

の規制,事業制度を行っている｡ この不良住宅実態調

査もその一環として行われたものである｡詳細は,秦

考文献 2)を参照されたい｡

6) 本格的とはいっても,現地立入 りでの観察調査

によるもので,統計的分析 ･整理や居住者の調査はな

く,図面と写真 (那覇市は図面のみ)だけによるやや

大ざっぱなものであった｡

7) 木造老朽住宅のほとんどが90rTf前後の敷地であ

ることから (他の 2地区も同様)｢割当土地｣における

土地規模がはぽこの大きさであったと推定される｡

8) 回収率がやや低いのは,老人が多 く,読み書き

を出来ないものがいること,不在の家が見られること,

過去の何回か調査が行われていて,拒絶的な者もいた,

などによる｡

9) ｢割当土地｣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

しまったもの (回答は不明)もいること,からで.莱

際の割合はかなりを占めると考えられる｡

10) 既に,松尾地区内において,一部の門中 (沖縄

における親族の集 り)で共同建替えを計画している動

きが見られ始めており,今後の動向が注目される｡
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