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木造密集市街地解消を契機とした低家賃住宅の減少と居住支援の課題
- 東京都北区田端地区の事例分析を中心として Decrease of low rent housing by the improvement of densely built-up area and issues of housing support
- The case study of the Tabata area in Kita-ku, Tokyo 大木寧子*・真鍋陸太郎**・村山顕人***
Shizuko Ohki*, Rikutaro Manabe**, Akito Murayama***
The purpose of this research is to clarify the actual situation of decrease of low rent housing due to elimination of
wooden densely built-up area and to seek the housing policy issues and the housing support measures accompanying
it. In the first half, the transition of housing policy in Tokyo Metropolitan Government and the method of housing
environment improvement are reviewed, the position of a privately-owned rental housing is clarified, and the impact
of wooden densely built-up area is examined. After that, in the Tabata area where the land readjustment project was
carried out, the change of the private rental house before and after the project was examined. In the second half, the
merits and demerits of implementation are discussed, and the issue of developing a policy of affordable housing
support within the region are discussed. Based on these results, the basic direction of housing support in the area is
proposed and the issues for gentrification is discussed.
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１．研究の概要
１－１ 研究の背景と目的
我が国では、年収 200 万円以下の低所得者が増加(1)して
おり、年金受給世帯等の増加によりこの傾向は続く見込み
である。また、東京都における世帯年収 200 万円未満の世
帯は東京都全体の 15.1％にのぼり、その７割が借家に住ん
でいる 1)。一方、2016 年 8 月の都営住宅の単身者向けの当
せん倍率の平均は約 51.1 倍と高く、
需要に対して不足して
いるといえる。
東京都の年収 200 万円未満の世帯が負担している月額家
賃は、4～6 万円代が多く、他の収入階層と比較して住居負
担割合が大きくなっている(2)。低所得者層の多くが民営借
家に居住していることから、負担家賃の上昇は不安定居住
への要因になり兼ねない。しかし、公営住宅以外の低家賃
住宅は古い木造アパートであることが多く、防災上危険な
木造密集市街地に多く分布していることが予想される。
そこで本論文では、
東京都北区田端地区の事例を中心に、
木造密集市街地の解消を契機とした低家賃住宅減少の実態
を明らかにし、その上で東京都における低所得者層への居
住支援の実態と課題を考察することを目的とする。
１－２ 既往研究と本研究の位置づけ
木造密集市街地における既往研究は非常に多くあり、朴
(2013)2)によると木造密集市街地の居住環境などの「実態」
に関するもの、事業制度などの「整備」に関するもの、
「ま
ちづくり」のプロセスなどについて研究したもの、GIS や
中間組織などの「支援」ツールについて研究したものに分
類できる。その中で、木造密集市街地解消に伴う居住環境
の変化に関する研究は、住環境整備手法と連携した居住支
援プログラムを模索したもの 3)等があるが、主に従前所有
者に焦点をあてた住み替え・建替えが対象であり、居住支
援が必要な借家人に焦点をあてたものはない。また、開発

前後の変化を追ったものとしては、市街地再開発事業に伴
うジェントリフィケーションの発現について地価の変化や
居住者の職業変化に着目して調査をしたもの 4)等があるが、
民営借家のアフォーダビリティの変化や借家人の動向を調
査したものはなく、ここに本論文の新規性がある。
低所得者向けの住宅供給に関する研究では、欧米主要国
の住宅政策や住宅税制について経済学的側面から明らかに
したもの 5)や都市計画がアフォーダビリティの実現にどの
ような役割を果たしているかを明らかにしたもの 6)等があ
る。近年では、新たな供給手法として市場価格住宅にアフ
ォーダブル住戸を組み込む米国のミクストインカム住宅の
手法と居住環境を調査したもの 7)や、東京都特別区を対象
に民間賃貸住宅の居住環境の悪さを明らかにしたもの 8)等
がある。これらの研究は、諸外国の住宅政策・制度面の研
究や居住環境について調査が主であり、本論文は日本にお
ける公営住宅以外の低所得者向け住宅供給の可能性につい
て論じるものである。
２．東京都における低家賃住宅の課題と本研究の構成
本研究の視点を明確にするため、文献や東京都の資料 9)
から戦後の東京の住宅政策の流れを概観し、統計データと
合わせて低所得者層への居住支援の動向や課題を整理する。
その上で、低所得者層の受け皿となっている低家賃住宅の
多くが木造密集市街地に分布していることを示し、木造密
集市街地解消の影響を整理する。
２－１ 公営住宅の郊外化と新規供給の中止
戦後の住宅政策は階層別住宅対策の体系を基本に金融公
庫による持家融資、公営、公団・公社による住宅供給を主
とした枠組みとして発展してきた。このうち、低所得者層
向けの住宅政策である都営住宅(3)の発展過程を見てみると、
1951 年の公営住宅法の制定以来、東京都では戦災後の住宅
不足の解消を目的に都営住宅の建設を中心に進めてきた。
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1960 年代頃になると、急激な流入人口の増加に対応するた
め、都営住宅の集中的な建設が行われた。1970 年代頃には
都心の業務用地需要の増加により建設用地の取得が困難に
なり、工場跡地や多摩ニュータウンの開発等、都営住宅の
郊外化が進んでいった。その一方、都市部では多くの労働
者の受け皿が足りず、木造の民営借家が供給された。この
ため現在、
都営住宅は 1,900ha の敷地に 26 万戸のストック
があるが、供給・管理についての不公平感、集中的な立地、
居住者の高齢化等の問題が課題となっている。
2002 年、都は新しい「住宅マスタープラン」を制定し、
「公営住宅の建設を中心とした住宅政策を徹底的に見直し、
これまで蓄積してきた社会資本や都市機能を有効に活用し
た住宅政策」への転換を示している。しかし、その後の具
体的な政策議論の場である住宅政策審議会等の答弁記録を
見てみると、実質的には都営住宅の入居基準の見直し(4)に
よる新規供給の中止が主であり、民間賃貸住宅の活用につ
いては高齢者向け優良賃貸の建設費補助に留まっている。
このことから、都営住宅は、新規供給の中止による低所
得者層の限定化と集中的な開発による郊外化により、低所
得者層の受け皿の不足と立地選択性の課題を抱えていると
いえる。
２－２ 低家賃住宅の立地と居住継続の重要性
住宅・土地統計調査 1)によると、東京都特別区の非木造
の民営借家は世帯年収 300～700 万の層が多いのに対し、
木
造の民営借家と公営借家は年収 200 万円未満の層の割合が
多くなっている。木造の民営借家に住む世帯は、約７割を
単独世帯が占めており、若年層と高齢層の居住が多い。持
ち家率は年齢があがるごとに高くなり、持家割合が多くな
るにつれ非木造の民営借家割合が減っていく。一方、木造
の民営借家は世代を通して一定割合存在する。このことか
ら、木造の民営借家には、持家や非木造の民営借家に移行
できない層が一定割合存在することが推測でき、低所得者
層の受け皿として木造民営借家が機能しているといえる。
また、東京都特別区の木造の民営借家の月額家賃は５～
６万円代が多く、その大半は 29 ㎡以下である。一方、非木
造は７～８万円代が多く６万円以下の物件の割合は少ない。
岸岡ら（2012）の調査 8)によると、家賃５万５千円以下の
低家賃住宅は、23 区の西側、東側に集積しており、高度経
済成長期にできた木賃アパートベルト(5)や東京都地域危険
度測定調査による危険地域と重なっていた。
このことから、
低家賃住宅の多くは木造密集市街地に分布しており、防災
上の危険性から解消が求められているといえる。さらに、
牛見（1969）の調査 10)によると、木賃アパートベルトには、
職業、労働条件、所得等の経済的要因によって居住立地が
限定される「居住立地限定階層」の存在が明らかになって
いる。居住立地限定階層の職業は、自営業者層、職人層、
産業労働者層、下層労働者層等が想定され、低所得者ほど
居住地域を限定されてしまう職業についている割合が多い
としている。居住立地限定階層が占める割合は、区部合計
で約 50％であり、住宅需要階層のかなりの部分が立地要因
について非弾力的な選択しかできないといえる。

このことから、1960 年代に遠郊化した都営住宅において、
募集と同時に空家が発生するという事態につながったとい
え、低家賃住宅が多く見られる木造密集市街地の解消にお
いては、高齢者や居住立地限定階層の存在からも、居住継
続のための支援が重要である。
２－３ 木造密集市街地解消に伴う居住支援の状況
木造密集市街地解消事業は、東京都住宅マスタープラン
の中で良好な住宅供給を促進する住環境整備事業の中に組
み込まれているものの、その政策指標は不燃領域率といっ
た防災指標のみとなっており、公営住宅や欧米でみられる
ようなアフォーダブル住宅の供給割合を規定する等の住宅
の供給水準についての政策的指標はない。また、木造密集
市街地解消事業に関連する借家人等の従前居住者への支援
メニューを見てみると住宅市街地総合整備事業による従前
居住者用住宅整備やコミュニティ住宅整備の補助がある。
表－１．東京都住宅マスタープラン特定促進地区における事業
所在区

地区名称

面積

北区

田端地区

８ha

主な計画・整備手法

土地区画整理事業（事業中）
住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（完了）
地区計画（決定済）
公社住宅建替事業
墨田区
東向島・京 266ha 市街地再開発事業（完了）
島・八広地
都市防災不燃化促進事業（一部完了）
区
都市防災総合推進事業（事業中）
防災生活圏促進事業（完了）
住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中）
木造住宅密集地域整備事業（事業中）
地区計画（決定済）
防災街区整備事業（完了）
不燃化推進特定整備地区
台東区
根岸三・
34ha
住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中）
四・五丁目
木造住宅密集地域整備事業（事業中）
土地区画整理事業（完了）
要請型従前居住者用賃貸住宅建設事業（完了）
世田谷区 太子堂・三 81ha
緊急木造住宅密集地域防災対策事業（完了）
宿地区
公社住宅建替事業（完了）
住宅市街地総合整備事業＜拠点型＞（完了）
住宅市街地総合整備事業＜密集型＞（事業中）
木造住宅密集地域整備事業（事業中）
地区計画（決定済）
土地区画整理事業（完了）
不燃化推進特定整備地区

朴(2013)の木造密集市街地解消事業の実施地区におけ
る調査 2)を基に、事業が進捗している地区の中でコミュニ
ティ住宅の整備の実施状況を調べると、34 か所中８か所、
地区の実施面積でいうと 296ha/1328ha≒22％であり、木造
密集市街地解消事業の多くは居住継続のための支援を実施
していないことがわかる。このことから、木造密集市街地
解消事業の推進に伴い、今まで低家賃かつ低水準の民営借
家に入っていた公営住宅の対象である低所得者層の居住の
受け皿の不足と、公営住宅の対象とならない低所得者層の
居住の問題が顕在化することが予想される。
２－４ 本研究の構成
以上の整理から、第３章では、木造密集市街地解消にお
ける低家賃住宅減少の実態を確認するため、木造密集市街
地解消のために土地区画整理事業を実施した田端地区にお
いて、賃貸サイトや住宅地図、登記簿等から家賃や建物、
居住者等の変化を追う。第４章では、従前居住者用住宅整
備等の居住支援を実施した事業について、資料から整備手
法と支援対象を整理し、ヒアリング及び現地調査から事業
後の状況と今後の制度の活用方針等を調査する。以上を受
け、第５章で、低家賃住宅減少による影響と低所得者層へ
の居住支援に向けた課題についての結論を述べる。
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３．木造密集市街地解消による民営借家の変化：田端地区
の事例分析
３－１ 調査対象地の選定と調査方法
1998～2013 年の各区の平均家賃の変化 11)を見ると、足立
区、北区、江東区等の低家賃エリアと千代田区、中央区、
港区等の高家賃エリアの家賃上昇率が大きいことがわかる。
また、同年の木造共同住宅（防火木造を除く）の戸数変化
をみると、低家賃エリアでの家賃上昇は木造共同住宅の減
少と関連があるように見える。
（高家賃エリアでは関連は見
られない。
）
このため、民営借家家賃が区部平均を下回り近年の家賃
上昇率の大きい北区（区部平均が 12％増加に対して北区は
29％増加。
）から、木造密集市街地解消のための土地区画整
理事業を実施した田端地区を本調査の対象とする。
調査項目と調査範囲は以下のとおりである。
（１）調査項目（情報源）
①都市基盤・用途地域の変化（航空写真、事業資料）
②地価の変化（路線価・公示地価）
③建築物の更新状況（国勢調査、住宅地図及び目視、登
記簿謄本等）
④家賃水準の変化（賃貸情報サイト、ヒアリング等）
事業前の家賃については、区画整理事業者で資料を保
管しているものの、個人情報にあたり非開示となった
ため事業地区内外の家賃を比較する。
⑤居住者像の変化（国勢調査、ヒアリング等）
従前借家人の移転情報も個人情報にあたり非開示とな
り追えなかったため国勢調査やヒアリングを基にする。
（２）調査範囲
調査範囲は田端二、三丁目の区画整理事業範囲とする。
国勢調査データは、町丁目単位となり事業外も含むため、
おおまかな傾向を把握するために用いる。田端三丁目の事
業内については、登記簿等を取得し詳細調査を行う。

等の建物があった。大規模な非木造の建物については、移
転不要となるよう換地計画を行い、全体を６ブロックに分
けて移転計画を立て、計 301 棟が建て替えを実施した。
表－２．田端土地区画整理事業概要
名称
施行地区
施行面積
施行者
移転棟数
権利者数
施行期間
換地処分公告日
総事業費
減歩率

東京都市計画事業田端二丁目付近土地区画整理事業
田端一丁目、二丁目、三丁目及び五丁目の各一部
約7.5ha
東京都
301棟
280名
1997（平成9）年度～2021（平成33）年度
2015（平成27）年10月28日
約 226億円
19.04%

３－３ 調査結果
（１）都市基盤・用途地域の変化
施行前は行き止まり道路や狭小道路が多かったが、施行
後は全ての宅地が４ｍ以上の道路に接道し、行き止まり道
路は解消された。地区の中心には、幅員 20ｍの都市計画道
路が整備され、地区内の道路率は 8.3％から 26.2％に上昇
した。
当該地区は主に第一種住居地域で容積率 300％が設定さ
れ、準防火地域となっている。2006 年には、土地区画整理
事業により都市基盤が整備されることに伴い地区計画が決
定された。新設された都市計画道路沿道では高さの最高限
度を 20ｍとし（図－２オレンジ部）
、近隣商業地区と同等
の高さである。また、敷地の最低限度が定められており、
土地の細分化を防いでいる。

図－２.事業後の様子（google 写真を加工）

図－１．調査範囲図（
「田端地区地区計画図」を基に作成）

３－２ 対象地区の概要・事業概要 12)
田端地区では、戦後、都市化の影響を受け、公共施設が
未整備のまま土地の細分化が進行し、木造二階建て住宅を
中心とした密集市街地が形成された。1948 年に田端復興土
地区画整理組合が設立されたが、復興計画が圧縮され、さ
らに組合が途中で頓挫し、権利変動中であった施行地区の
一部を都が引継いだ。
本地区には、200 ㎡以下の木造１、２階建の住宅のほか、
地主の大邸宅、中高層マンション、宗教法人、繊維業工場

（２）地価の変化
東京都主税局の３
年毎の固定資産税評
価によると事業実施
前後において、地区
外は横ばいまたは下
落傾向であるのに対
し、地区内は施行後
上昇している。
【代表地点】
①区画整理地区外
246 千円/㎡
→193 千円/㎡
②区画整理地区内
240 千円/㎡
図－３.路線価の変化
→303 千円/㎡
（
「東京都主税局路線価図」を基に作成）
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（３）建物建替え状況
住宅地図から共同住宅の変化をみると、田端二、三丁目
の事業地区内の共同住宅は 48 棟から 45 棟に減少した。こ
れは同一オーナーの土地がまとまって換地され、規模の大
きなアパートやマンションに建て替わっているからであり、
供給戸数は従前より増加している。
詳細調査地区（図－４参照）では、木造の共同住宅が 16
棟から６棟に減少し、
非木造が３棟から７棟へと増加した。
建物階数は２、
３階が主であるが、
都市計画道路沿いには、
７階建てのマンションが建設された。建替後の建物の延床
面積は 101～200 ㎡が３棟、 201～300 ㎡が４棟、300 ㎡以
上が６棟と従前より若干規模の大きな建物が増加している
が、当該地区の建蔽率は 60％、容積率は 300％であること
から、７階建てのマンション以外は容積を消化していない
ことがわかった。

件の共同住宅の家賃水準を調査した。調査の結果、事業地
区内の家賃水準は非木造の建物の増加や木造の建て替わり
により部屋面積は変わらないが近傍より家賃水準が高くな
っていた。また、部屋面積の大幅な増加は見られず１K や
１LDK 等の単身者向けの住宅が多く供給され、住生活基本
計画の最低居住面積を満たさない 25 ㎡以下のものも供給
されていた。事業担当者へのヒアリングによると従前の借
家人の居室は非常に狭くトイレ等の設備共用のアパートが
多く存在していたことがわかった。また、借家人への補償
金は引っ越し代と近傍家賃との差額を２年間支払うことに
なっており、近傍家賃との差額を支払うケースが多かった
ことから、事業地区内の家賃は不動産の募集にのらないよ
うな非常に低廉なものであったことがわかる。
表－３．事業外と事業内の家賃比較(2017 年「HOMES」より作成)
調査エリア
田端
二丁目
田端
三丁目

事業外
事業内
事業外
事業内

調査数
（棟）
58
47
156
13

木造平均
部屋面積 月額家賃
(㎡)
（万円）
25.16
7.65
25.65
8.34
26.39
7.82
26.25
8.34

非木造平均
部屋面積 月額家賃
(㎡)
（万円）
28.72
8.01
32.61
10.65
33.48
9.11
36.20
10.89

（５）居住者像の変化
国勢調査 13)から田端２、３丁目の事業前後においての居
住者の属性を比較すると、高齢者や 5、60 代が減少し、2、
30 代の単身世帯が増加していた。また、専門的・技術的職
業従事者や事務従事者が増加し、販売従事者や生産工程・
労務作業者が減少し、居住立地限定階層と言われる保安職
業従事者等の割合も減少していた。さらに、自宅や地区内
の職場で働く人が減少し区外への通勤者が増加した。
図－４．詳細調査地区の建物変化（
「平成18、26 年住宅地図」を基に作成）
詳細調査地区においては、事業担当者へのヒアリングか
事業担当者へのヒアリングによると、非木造の中層マン
ら、借家人は全て地区外転出であったことがわかった。地
ションを建設するためには従前建物の補償費のみでは足ら
区外転出した中で、都営住宅へ移転した人は５～６名であ
ず持ち出しとなるため、従前節税対策等で木賃アパート経
った。都営住宅への斡旋は、全都営住宅の中での空きの中
営を行っていたオーナーは高齢者も多く、高額資本を要す
での割当であるため、近傍の都営住宅に入れるわけではな
るマンション投資をしないのではないかとのことであった。
かった。また、生活保護受給者も２～３名おり、近傍で低
合わせて建て替え後の登記簿を見てみると、賃貸併用住宅
家賃の物件を探すのに苦労したとのことであった。
としており、オーナー自身も地区内居住をしていること
がわかった。このため、大規模なマンション建設をしな
い理由のひとつとして
近隣トラブルを避ける
という点もあるのでは
ないかと推測できる。
また、住宅市街地総合
整備事業の建替助成要
図－６.田端二丁目の居住者年齢の変化
件は、
準耐火構造以上、
地上３階建て以上、敷
地面積 100 ㎡以上であ
４．従前居住者用住宅整備の課題
ることから、多くの建
４－１ 調査対象の選定と調査方法
替えは公的助成措置を
低所得者層の受け皿となる公営住宅の直接供給が不足す
受けぬまま進行してい
る中、木造密集市街地解消事業に伴う居住継続支援として
た。
従前居住者用住宅整備の制度がある。本章では、その活用
図－５.木賃アパートの建替え状況
（４）家賃水準の変化
実態と課題を明らかにするため、従前居住者用の住宅整備
（上の写真の出展「田端事業誌」
）
2017 年のHOMES 掲載
を実施した事例を調査する。調査対象は、整備主体毎に住
の田端二、三丁目 274
宅市街地総合整備事業以外も含め３つ選定した。
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４－２ 調査結果(6)
事業の資料等から、地区特性、整備された建物情報、事
業スキームを整理した上で、各事業担当者へのヒアリング

を行い、事業に至った経緯、従前居住者の居住状況、今後
の従前居住者用住宅整備の予定等を調査した。調査の結果
は、表－４のとおりである。

表－４．調査結果一覧
地区名称

墨田区京島３丁目

住宅整備主体

墨田区

最寄駅

事業に至った
経緯

事業概要

土地所有者
敷地面積
建築面積

・京成押上線・東部亀戸線「曳舟駅」
・1983年に東京都の京島地区住環境整備モ
デル事業が開始、1990年から事業主体が区
に変更。大規模な基盤整備事業をせず、連鎖
的な建替えを実施。
・整備事業を展開するにあたって自力で再建
先を探すのが難しい従前居住者が多く、また
高齢者等、生活環境が変わらない方が良いと
考えた。
・従前居住者をコミュニティ住宅に移して、
段階的に用地を確保して道路拡幅を実施。
・区が土地取得から住宅建設、居住者の募集
手続まで行う。
・使用者の収入状況に合わせて家賃を減額。

区有地（補助金を活用して取得）
移管された都営住宅
道路整備の進捗に合わせて取得

台東区根岸３丁目

世田谷区池尻２丁目
住友商事（株）、住商建物（株）、
（株）アール・アイ・エー、東急建設（株）
・JR「鶯谷駅」、東京メトロ「入谷駅」、都電 ・東急田園都市線「池尻大橋駅」
荒川線「三ノ輪橋駅」
・1939年から密集事業開始。防災区画道路の ・太子堂・三宿地区では木密集事業や道路事業
整備が喫緊の課題であった。
が1981年から実施されていたが整備が長期
・高齢の借家人が多いが受け皿となる区営住宅 化。
がなかった。
・近傍の都営池尻二丁目アパートが2004年度
・「防災街区の整備に関する法律」の改正によ に建替えを行い、高層化したことで余剰地があ
りURが従前居住者用住宅整備が可能になっ
り、都有地を活用して木密地域の整備促進を図
た。
る事業を行うこととなった。
UR

・URが区から土地を取得し、個人施行による
区画整理事業を実施。土地所有者や借家人に対
する移転補償は区、道路整備と賃貸住宅の建設
をURで行った。
・区はURから従前居住者用に必要戸数を借上
げ、従前居住者の使用料の差額をURに支払
う。（差額の1/2が国、1/4を都、1/4を区で
負担）

・都計道補助第26 号線の整備に伴う地権者の
移転に配慮した住宅の供給を目的に都営池尻ア
パート跡地を公募により民間事業者へ売却。
・選定は、第１次審査でグループの適格審査や
取組みに関する事項の評価、第２次審査で事業
収支計画を審査し、土地処分は二段階競争方式
とした。

区有地⇒ＵＲに売却

都有地（都営住宅跡地）⇒民間事業者に売却

766.73㎡
434.08㎡（56％）
延床500㎡未満が８棟、500～1000㎡未満 1,454.18㎡（177％）
延床面積
が5棟、1000㎡以上が４棟
構造・階数 RC造が多い
RC造５階建
住宅戸数 1987年から2009年までに17棟173戸建設 34 戸
建
１DK～３DK
1K、1DK 27.82 ～ 40.45㎡
物
・従前居住者の希望等は特段設計に反映させ ・今後、大きな住戸が必要になった場合に備え
概 住宅形式
ていないが、いろいろな間取りを用意。
て戸境壁を取り外して二戸一化できるよう工
要
夫。
・公営住宅程度
・将来的の活用もできるようUR賃貸（中所得
・外観、建築年代等様々なものが多くあっ
者向け）の仕様。分譲タイプにすると全体管理
住宅仕様 た。
費が上がるため賃貸専用とした。

基本家賃
従前居住者用
家賃
入居条件

従前居住者の
居住状況

事業性
財政負担

今後の
活用の予定

・基本家賃は近傍の民間賃貸住宅より低廉で
月額3～6万円代。

・居住者の収入状況に合わせて家賃の減額制
度あり。
・住宅市街地総合整備事業（京島地区、北部
中央地区鐘ヶ淵周辺地区）の権利者。
・収入要件、収入超過者の明け渡し要件はな
し。
・従前居住者専用で一般募集はない。
・ほとんどが入居

9,503㎡
15,829㎡
RC造13階建
185戸
・50～90㎡等を用意しているが70㎡、３ＬＤ
Ｋが中心。

・立地等の需要を鑑み、ハイグレードな仕様
・従前地権者へのアンケートの実施時期が道路
整備計画認可前であり移転補償金の提示がない
中では具体的な希望を聞くことはできなかっ
た。
・従前居住者が居住しなかったものはUR賃貸 ・一般分譲価格は350万円/坪
として募集。
（２ＬＤＫ約4,400万円～、３ＬＤＫ約5,500
（UR賃貸は通常の市場家賃程度で7～10万円 万円～、４ＬＤＫ約7,500万円～）
代。）
・賃貸はなし
・従前居住者用（23戸）家賃は公営住宅法に準 ・先行販売と価格の一部を優遇（販売経費を計
じて計算。
上しない等）
・B路線整備に限った必要最小限のエリアで土 ・都市計画道路補助第26号線の延長440m、
地所有者は代替地に移転したため借家人が対
幅員20mの区間の居住者で希望する人が対象。
象。
・入居条件はなし。用地買収による移転時期と
・公営住宅法の入居対象者に限定。収入基準及 住宅の供給時期を合わせるのが難しく、タイミ
び超過時の明け渡し義務あり。
ングが合わない居住者もいた。
・借家人のほとんどが入居（30人中23人）
・住戸全体の１割以下しか入居せず（６名程
度）

・コミュニティ住宅の維持管理は、区費。破
損部分、不具合部分をその都度修繕。十分な
補修・保全ができているとはいいがたい。建
替え計画は今のところなし。
・維持管理費は、使用料でまかなえている状
況。（収入が高い入居者もいるため、維持管
理費に補填できている）。

・用地費は時価。補助金は建築費に密集事業の
ものを利用。
・URの事業採算性は賃貸終了後の土地活用を
含めて考えている。
・買い取りの場合、継続して区が関与すること
となるので、必要な期間、必要な戸数だけ借り
上げるという方式は区にメリットがある。

・自主退去等により、空室が一定量でてきて
いるため、現在の空室で循環させ、事業を進
捗させていく予定。
・新規建設も民間賃貸の借上げは今後予定は
ない。

・新たに「要請型従前居住者用賃貸住宅」制度
を活用して増やす予定はない。
・区営住宅の供給は、区全体の住宅政策の中で
必要に応じ検討していく。

事業
スキーム図
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・提案内容の履行担保は、土地売買契約の中の
基本協定や推進協議会内での事業進捗状況の報
告があったが、従前居住者への供給戸数の条件
やグレードの条件はなし。
・公募時の土地の最低売却価格の算出にあたっ
ては、従前居住者用住宅整備の内容を加味し減
額していたものの、二段階評価方式をとったこ
とにより提案評価が価格点で逆転可能な仕組み
となっていた。
・木造密集事業への参画よりも、都営住宅跡地
の立地が非常によかったことと、公募が単純な
価格競争だけでなかったことにより参入。
・木密事業への参画は考えてはいない。
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５．結論
５－1．木造密集市街地解消に伴う低家賃住宅減少の実態
３章では、木造密集市街地解消事業を実施した田端地区
において調査を実施し、次のような結果を得た。
①基盤が改善したことにより、建築可能容積の上昇、地価
の上昇が見られ、非木造の中層マンションへの建て替えが
見受けられた。古くからの木造賃貸が建て替わることで低
家賃の住宅が減少し、地区の平均家賃が上昇した。
②事業前後にて、高齢者世帯や 5、60 代の転出が見られ、
単身の 2、30 代の転入が見られた。また、地区内で働く人
が減少し、区外へ通勤する人の割合が上昇した。従前借家
人は建替えに伴い、転出を余儀なくされた。
③生活道路沿いでは木造二階建てや軽量鉄骨三階建て程度
の一部自家自用のアパートを供給されており、建築可能な
容積が十分に消化されているわけではなかった。また、密
集事業の補助は敷地規模や建物の規模・構造要件が厳しい
ことから、個人の建替えでは利用されておらず、25 ㎡以下
のワンルームが多く供給されていた。
５－２．従前居住者用住宅整備の課題
４章では、従前居住者用住宅整備を行っている事業を調
査し、次の結果を得た。
①従前居住者用住宅整備は、長い間事業が進まないエリア
等で、近傍に公有地があった場合に行われることが多く、
従前居住者用住宅の供給規模や数等は事業者の提案にまか
されていた。
また、
公有地を活用した事業であることから、
今後の活用は限定的であり、住宅政策的な観点からよりも
木造密集市街地解消のための一時的な活用であった。
②低家賃の従前居住者向け住宅では、単身者向けの間取り
のニーズが多く見られた。従前コミュニティの維持や低所
得者の居住環境の向上には、グレードや世帯構成をミック
スさせた住宅供給が有効であったが、賃貸と分譲をミック
スさせた供給については、全体の建築工事費が上がってし
まうこと等からデベロッパーは避ける傾向にあった。
③低所得者世帯以外と居住をミックスさせることにより、
家賃収入の面で公共側のメリットが見られた。また、区市
町村の直接供給や借上げ方式については、公共による継続
的な財政支出の懸念から今後の活用の予定はなかった。民
間の活用においては、公有地の価格競争スキームから販売
価格が上がり従前居住者とのミスマッチがおきてしまって
いた。このため、公募条件等できちんと供給する住宅水準
や対象を定め、公有地売却スキームと合わせることが課題
であることがわかった。
５－３ 地域における居住支援拡大に向けての考察・結論
地域における居住支援拡大に向けては、
各章の成果より、
以下の点を今後の検討課題としてあげる。
①地域・地区レベルでの居住の政策の指標の必要性
木造密集市街地解消に伴い、低所得者層の受け皿不足が
顕在化してくることから、住宅政策と連携した居住支援を
行っていく必要がある。木造密集市街地解消事業にあたっ
ては防災指標のほか、地域における住宅供給のアフォーダ
ビリティの指標を設ける等、居住継続支援の制度を推進し

ていく仕組みが必要である。
②個人オーナーのニーズよりも過大な都市基盤整備
木造密集市街地解消のための基盤整備や耐火建築への誘
導等の施策は防災性の観点からは評価できる一方、個人の
建替えにおいては、道路付けの向上や容積率がアップした
こと等の恩恵を受けていないといえる。多くの低家賃住宅
を供給しているのは零歳な個人オーナーであり、過大な利
益を求めないことから、建築コストの緩和に向けた補助要
件の緩和や、地区の未消化容積を活用した住宅供給の誘導
方策等の検討が効果的と考える。
③総合的なセーフティネット構築に向けた取り組み
行政負担の軽減のためには、民間ストック活用に向けた
借上げ制度の拡大や JKK や UR、民間事業者と連携したセー
フティネットの構築が必要である。良質なストック整備及
び行政の負担軽減の観点からも、グレードや世帯構成をミ
ックスさせた住宅整備は重要と考える。
【補注】
(1) 国税庁，民間給与実態統計調査，第３表給与階級別の総括表（累年比
較）によると平成16 年21.7％から平成25 年24.1％に増加
(2) 年収 200 万円、月額家賃６万円と想定した場合、住居費の負担が 40％
となりアフォーダビリティに問題がある。
（米国では住居のアフォーダ
ビリティの定義を 1 カ月の住宅費が家計総収入の 30％以下としてい
る。
）
(3) 東京都における公営住宅は89％が都営住宅となっている。(全国平均は
57％が県営）このため本研究では都営住宅の政策発展過程を整理した。
(4) 公営住宅の入居基準は、1951 年時は収入分位の下位 33％であったが、
1996 年の法改正により、下位25％となっている。
(5) 昭和30 年代当時、木造の賃貸アパートが爆発的に建設され、山手線西
側沿線と京浜東北線沿線部に連担して広がっていった。
(6) 墨田区都市計画部防災まちづくり課へのヒアリング（2018 年1 月、2018
年2 月）
、UR へのヒアリング(2016 年12 月）
、台東区役所都市づくり部
地区整備課へのヒアリング(2018 年2 月）
、東京都へのヒアリング(2018
年6 月)、住商建物株式会社 東京住宅販売部へのヒアリング(2018 年1
月）
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