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地方都市における低層の賃貸共同住宅の立地動向に関する研究
徳島市におけるケーススタディ
Study on location trend of low-rise and rental apartment houses in local cities
A case study of Tokushima City
河島
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One of the problems that has become a social issue in recent years is the vacant house problem due to excessive
supply of common housing. According to the results of housing and land statistics survey conducted in FY2010, the
number of vacant houses in the common housing accounts for 4.71 million units, accounting for 58% of the total.
This is also partly due to the fact that retirement will not proceed at common apartments where the prospect of
utilization is not established. It is considered that grasping the location trends based on the new construction and
retirement of such apartment buildings will help to cope with vacant house issues.
Therefore, in this research, we investigate the location trend of the common housing and clarify the location and
increase / decrease of the common housing. It shows the characteristics of the area and the relation between new
construction and retirement.
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1. はじめに

共同住宅の住戸数は、全体の約 2 割まで増加しているこ

1-1. 研究の背景と目的

と、居住者の満足度は住戸面積、設備、駐車スペースを

近年の社会的課題になっている問題の一つに共同住宅

除き、全体として高くなっていること、中心部に立地す

の供給過多による空き家問題がある。平成 25 年住宅・

る中高層共同住宅の居住者の多くが中心部からの住み替

土地統計調査結果より、空き家数 819 万戸に対して共同

えや、新規転入であり、定住人口の確保に大きく貢献す

住宅の空き家数が 471 万戸と全体の 58％を占めている。

ることが明らかとなった。また、その居住人口が中心市

建築着工統計をみると毎年一定数の住宅の供給が行われ

街地での購買人口にも直接つながっており、中心市街地

ているとわかる。また、人口減少に対して世帯数の変化

の活性化の観点からもその重要性が確認されている。

が横ばいである中で、現状課題として、利活用の目処が

（2）分譲共同住宅の供給形態と立地の時系列変動分析に

立っていない共同住宅で、除却が進まないことがある。

関する研究（中園・弘永・岩本の研究）

共同住宅の新築や除却を踏まえた立地動向を把握するこ
とは、空き家問題対策の一助となると考えられる。

福岡市におけるマンションの多様な形態を時系列分析
することを考慮した分譲マンションの立地条件を明らか

そこで本研究では、共同住宅の立地動向を調査し、小

にしている。スタンダードファミリーの住宅タイプの供

地域ごとの共同住宅の立地と増減を明らかにする。区域

給は、中央ゾーンで減少し、都市の郊外ゾーンで増加し

の特性とそれによる新築・除却の関係性を示す。

た。一方、シングルルーム用の 1 部屋タイプの供給は、

1-2. 既往研究の整理

商業地区と住宅地域で増加した。中央区域には主に 1 室

（1）地方都市中心部での中高層共同住宅の立地動向に関

タイプであるマンションの累積ゾーンが形成され郊外に

する研究（阿部・樋口の研究）

は標準家族向けの住宅タイプが広範囲に配置されている。

地方都市の中高層共同住宅ストックとその推移を確認

以上のことから、本研究ではこれまでの研究の蓄積が

した上で、長岡市を対象とした中心部の中高層共同住宅

少ない低層の賃貸共同住宅についての立地動向を徳島市

の立地動向、住戸所有関係・世帯類型別の日常生活を含

モデルに研究を行なった。

む居住者像と居住意識および入居経緯を把握することに
より、所有関係別の特徴を整理して既存の中高層共同住

2. 共同住宅の分布と増減

宅を評価した。研究の結果、長岡市では中心部の中高層

2-1. 調査・分析の方法

*非会員 徳島大学大学院先端技術科学教育部博士前期課程（Tokushima University）
**正会員 徳島大学大学院社会産業理工学研究部（Tokushima University）
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本研究では2015年の徳島市のＧＩＳ住宅ポイントデー
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タ（1）をもとに、1995 年・2005 年のゼンリン住宅地図か
ら共同住宅のポイントデータを作成した。方法は 2015 年
から 10 年ごとにさかのぼり、新旧年を比較し、新年のみ
にある共同住宅は過去 10 年で新築されたものとした。反
対に旧年のみにあるものは過去10年で除却されたものと
した。
2-2. 共同住宅数の増加
過去に徳島市の共同住宅がどこにどんな規模で分布し
ていたのか知るために、まず 2015 年から 10 年ごとにさ

高層
中層
低層

1995

かのぼって共同住宅数を分析した。各年度の規模別の共

2005

2015

図 1 規模別の共同住宅数（不明を除く）

同住宅数を図 1 に示す。また、図 2 は 2015 年度の共同住

凡例
高層
中層
低層
市街化区域
行政界

図 2 2015 年の規模別の共同住宅の分布
表 1 規模ごとの年別・区域別の共同住宅数

低
層
中
層
高
層

市街化区域

市街化調整区域

計
（件）

1995

472

23

495

2005

1,225

101

1,326

2015

1,772

177

1,949

表 2 分譲・賃貸ごとの判別・区域別の共同住宅数

分

1995

978

17

995

2005

1,551

44

1,595

2015

1,760

51

1,811

1995

132

12

144

賃

2005

235

19

254

貸

2015

294

22

316
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譲

市街化区域

市街化調整区域

計(件)

1995

27

5

32

2005

62

9

71

2015

125

11

136

1995

1,962

57

2,019

2005

3,166

167

3,333

2015

4,018

261

4,279
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宅の規模ごとの分布を示した。
本研究では1～2階を低層、
3～5 階を中層、6 階以上を高層として分析を進めた。
図1 をみると共同住宅数は1995 年から2015 年までで2
倍以上に増加したことがわかる。規模別でみると、中層・
高層が約 2 倍増加したことに比べて低層が約 4 倍増加し
ていた。以上より、共同住宅数は 1995 年から 2015 年に
かけておおむね市街化区域内で中層・高層は一定で増加
し、低層は大きく増加した。一部市街化調整区域内にも
新築されているが、ほとんど低層であり図 2 のようにな
ったことがわかる。
次に規模ごとの年別・区域別の共同住宅数を表 1 に示
す。さらに分譲・賃貸ごとの判別・区域別の共同住宅数

図 3 250ｍメッシュ毎の共同住宅数（1995）

を表 2 に示す。
表 1 より、市街化区域において共同住宅数が 1995 年で
は低層よりも中層の方が多いのに対し、2015 年には低層
の方が中層よりも多くことがわかる。市街化調整区域に
ついては低層の共同住宅数が最も増加しており、その数
は 7 倍以上になっていることがわかる。以上より共同住
宅は 1995 年から市街化区域・市街化調整区域ともに増加
し、中でも低層の共同住宅が最も増加しており、1995 年
では全体の 1/3 程度の割合であったが 2015 年では約 1/2
の割合を低層が占めている。
表 2 をみると、市街化区域では徳島市では分譲よりも
賃貸がはるかに多くその割合は 97％である。分譲の共同
住宅は高層がほとんどで、低層のものはなかった。

図 4 250ｍメッシュ毎の共同住宅数（2005）

以上より徳島市では低層の賃貸共同住宅がこの20年間
で最も増加してきたのである。
2-3. 共同住宅の分布拡大と密度増加
共同住宅の分布密度を明らかにするために 250ｍメッ
シュ毎の共同住宅数を地図上に示した。250ｍ毎の各年の
共同住宅数を図 3･4･5 に示す。また、表 3 に区域別の共
同住宅の立地のあるメッシュ数を示す。
表 3 よりメッシュの数をみると、1995 年 555 個、2005
年720個、
2015年807個でであった。
1995-2005・2005-2015
の増加量に比例してメッシュの数が増加していることか
ら、共同住宅の分布エリアは広がっていることがわかる。
区域別でみると、1995-2005 では市街化区域の方が調整区
域よりメッシュ数が増加しているが、2005-2015 では調整

図 5 250ｍメッシュ毎の共同住宅数（2015）

区域の方が市街化区域よりもメッシュ数が増加している
ことがわかる。

表 3 区域別のメッシュ数

また、図 3･4･5 より、メッシュあたりの棟数が多いメ

市街化区域

ッシュ（1 番濃い緑色）をみると 1995 年 4 個、2005 年 8

市街化調整区域

計

1995

513

42

555

以上のことから、共同住宅の分布エリアは調整区域の

2005

640

80

720

広がり、その中身は市街化区域では過密エリアが広がり、

2015

678

129

807

個、2015 年 9 個とさほど増加していない。

市街化調整区域では分布エリアが広がっているといえる。
2-4. 共同住宅の新築数・除却数の変化
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10 年ごとの共同住宅数の増減量を把握するため新築数
及び除却数を表 4 に示す。
表 4 より、新築数は 1995-2005 の方が 2005-2015 より
多い一方で、除却数も 1995-2005 の方が多いが新築数に
比べると大きな差はない。純増数は 1995-2005 では 1,378、
2005-2015 では 698 となった。
以上のことから、徳島市では 20 年間で除却数は新築数
に比べて少なく、一定数あるのに対し、新築数は減少し
変動していることがわかる。よって、共同住宅の純増数
は新築数による影響が大きいと考えられる。
図 6 250ｍメッシュ毎の共同住宅の新築数（1995-2005）

次に 1995-2005・2005-2015 の 10 年間の 250ｍメッシュ
毎の共同住宅の新築数を図 6・図 7 に示す。区域別の新築
数・除却数のメッシュ数を表 5 示す。
表5 より、
メッシュ数をみると1995-2005 年が591 個、
2005-2015 年が 481 個であった。区域別にみると市街化区
域ではメッシュ数が107個減少しているにもかかわらず、
調整区域では 3 個しか減少していない。これより、新築
数は市街化区域では共同住宅を建てる余地が減少し、調
整区域ではエリアが広がって共同住宅が新築されている
と考えられる。
同様に 1995-2005・2005-2015 の 250ｍメッシュ毎の共
同住宅の除却数を図 8・図 9 に示す。

図 7 250ｍメッシュ毎の共同住宅の新築数（2005-2015）

表 5 よりメッシュ数をみると 1995-2005 年が 169 個、
2005-2015 年が 198 個であった。区域別に見ても、市街化
区域、調整区域ともにそれほど差はないといえる。
以上より、徳島市において共同住宅は市街化区域では
新築数が減少しているが、一方で調整区域では一定数あ
る。除却数については市街化区域、調整区域ともに一定
数あることがわかった。
表 4 10 年ごとの新築数・除却数
1995-2005

2005-2015

新築数

1,771

1,050

除却数

393

352

純増数

1,378

698

図 8 250ｍメッシュ毎の共同住宅の除却数（1995-2005）

表 5 区域別の新築数・除却数のメッシュ数
市街化区

市街化調整区

域

域

計

新築

1995-2005

526

65

591

数

2005-2015

419

62

481

除却

1995-2005

164

5

169

数

2005-2015

192

7

198

3. 土地利用から見た低層・賃貸共同住宅の立地
過去 20 年で低層・賃貸共同住宅が最も多く新築・除却

図 9 250ｍメッシュ毎の共同住宅の除却数（2005-2015）
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されていることがわかったので 3 章では低層・賃貸共同
住宅(以下アパート)にデータを絞り分析を行った。
3-1. 用途地域
12 の用途地域を同種の系統毎に低層住居系・中高層住
居系・混在住居系・商業系・工業系の 5 種類に分けた(2)。
5 種類の用途地域別のアパート数を集計したものを表 6
に示す。

主要幹線道路

増加数をみると、
中高層住居系をのぞいて増加が緩やか
になっている。
1995-2005 で増加率が高いのは、低層住居系、中高層住
居系、調整区域であり 2005-2015 では中高層住居系、調
整区域である。棟数が全体の半分を占めるのは混在住居
系であるが増加率はさほど高くない。
図 10 調査地域徳島市大原町の用途地域

以上より低層住居系は 1995-2005 で多く新築され、
中高
層住居系、調整区域では 20 年間で一定新築され続けてい
る。このことより、アパートの立地が好ましくない低層

1995

住居系や調整区域に一定数の供給があることがわかった。
3-2. 徳島市大原町でのケーススタディ

7件

大原町は図10に示すように主要幹線道路を中心に用途
地域がわかりやすく整備されている。その中で低層住居
系には基本的には戸建て住宅の建築を目的としているが
図 11 をみてもわかるとおり、1995 年からアパートが新築
されている。そこで、低層住居系でのアパートの部屋数、
階数、主要幹線道路までの距離を調査した。調査結果を

2005

表 7 に示す。

46 件

アパートの形式はすべて 2 階建てであり、全 53 件中 43
件が単身者タイプであった。また、部屋数以上に駐車ス
ペースが設けらており自動車利用を前提としたアパート
が建築されている。現地において農地を転用し建築して
いるアパート周辺では戸建て住宅も少なく道路もきちん
と整備されている。しかし、もともと戸建て住宅が多い

2015

地域では少なからず自動車のすれ違いができないほどの

53 件

道路がある。
図 11 をみると、主要幹線道路がある西から東にアパー
トが新築されているのがわかる。表 7 を見ると 1995-2005

図 11 低層住居系における各年アパートの立地

では最も新築された棟数が多く、中でも主要幹線道路か

表 6 用途地域別のアパート数（上段：アパート数、下段：10 年間の増加数と増加率）
低層住居系

中高層住居系

混在住居系

商業系

工業系※

調整区域

計

1995

17

74

300

44

55

23

513

2005

78

238

776

69

135

101

1,397

2015

114

413

1,088

90

173

177

2,055

1995-2005

61 358.8%

164 221.6%

477 159.0%

25 56.8%

81 147.3% 80 347.8%

888 173.1％

2005-2015

36

176

312

21 30.4%

38

659

46.2%

73.9%

40.2%

※工業専用地域・工業地域にはアパートがなかったため、準工業地域のみのデータ。
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ら 300ｍ以内のアパートが合計 35 件で全体の過半数を占

く交通に便利な場所からアパートが建てられていったこ

めている。以上より、低層住居系では農地や空地などを

とがわかった。

交通に便利な場所からアパートが建てられていったこと
がわかる。
表 7 主要幹線道路までの距離毎のアパートの棟数
主要幹線道路までの距離
計
10ｍ
10-100 100-300 300ｍ
以内
ｍ
ｍ
以上
-95
0
6
0
1
7
95-05
4
9
22
4
39
05-15
2
0
5
0
7
計
6
15
27
5
53

補注
(1)2015 年度版 ゼンリン社製建物ポイントデータ 過
去のデータについてはゼンリン社製の住宅地図から
作成した。
(2)用途地域の分け方は低層住居系（第一種低層住居専用
地域・第二種低層住居専用地域）
・中高層住居系（第
一種中高層住居専用地域・第二種中高層専用地域）
・
混在住居系（準住居地域・第一種住居地域・第二種
住居地域）
・商業系（近隣商業地域・商業地域）
・工
業系（工業専用地域・工業地域・準工業地域）とす
る。

4. 結論
研究では共同住宅の立地動向を調査し、共同住宅の立
地と増減を明らかにした。また、区域の特性とそれによ
る新築・除却の関係性を示した。徳島市の共同住宅数は、
1995 年から 2015 年までに約 2500 棟増加していた。
中層・
高層が一定数増加する中で、特に低層の共同住宅が 4 倍
に増加していることがわかった。各年の 250ｍメッシュ毎
の共同住宅数をみると、共同住宅があるメッシュの量が
増加していることから、共同住宅の分布エリアは広がっ
ていることがわかる。また、過密メッシュをみると 1995
年 4 個、2005 年 8 個、2015 年 9 個と増加している。以上
のことから、共同住宅の分布エリアは広がり、その中身
は市街化区域では過密エリアが広がり、市街化調整区域
では分布エリアが広がっているといえる。
共同住宅の新築・除却については、1995-2005 年の新築
数は 1,771 棟、除却数は 393 棟であり純増数は 1,378 棟
であった。2005-2015 年の新築数は 1,050 棟、除却数は
352 棟であり純増数は 698 棟であった。これより、除却は
一定の数おこなわれており、新築数の減少が純増数の減
少に大きく影響を与えていることがわかった。
また、市街化区域では新築数が減少しているが、一方
で調整区域では一定数ある。除却数については市街化区
域、調整区域ともに一定数あることがわかった。
過去 20 年で低層・賃貸共同住宅が最も多く新築・除却
されており低層・賃貸共同住宅（以下、アパート）にデ
ータを絞り分析を行った。用途地域別でみると、棟数が
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全体の半分を占めるのは混在住居系であった。しかし増
加率をみると低層住居系は 1995-2005 で多く新築され、
中高層住居系、調整区域では 20 年間で一定新築され続け
ていることがわかった。
低層住居系では基本的にアパートを建てるのではなく戸
建ての住宅を建てるべきである。そこで主要幹線道路を
中心に用途地域が計画されている大原町の低層住居地域
について調査した。農地や空地などを主要幹線道路に近
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