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木賃 アパー ト密集地域の形成 と変化
‑

豊 島区東池袋地 区を事例 として‑
芝

｢
木賃 アパ ー ト｣ とは ,民間経営に よる木造賃
貸 アパ ー トの略称 である｡戦後 ,特に高度経済成
長期 の人 口集中に よって生 じた住宅難に対応す る
ため ,大都市圏では このアパ ー トが大量に建設 さ
年 の住宅統計調査 に よると,30年代
れた｡昭和 43
に東京都で建設 された住宅数 の うち ,4
6
%が木賃
アパ ー トである｡
しか しなが ら,その多 くは ,老後 の生活費捻 出
の算段 として一 戸 建 住 宅 の裏庭 に建 て られ た も
の ,あるいは平家建ての 2階に教室を増築 した も
のであ った｡ したが って ,住戸は狭小で ,構造の
低質性が指摘 され る｡ 1棟 の中に出入 口 ･階段 ･
廊下 のほか ,台所 ･便所 な どを共有す るケースも
多 い｡ また,都市基盤が貧弱で狭隆な土地に ,密
集 立地 してい ることか ら, 日照 ･通風な どの住居
性能 も低 く,地域全体 の住環境 の悪化 も深刻であ
る｡ さらに,近年 では老朽化が進み ,住宅 として
の質は低下す るい っぽ うである｡
昭和 4
8年 ,量的住宅難は解消 された｡ またオイ
ル シ ョック以降 ,大 都市 圏‑ の人 口集 中 が沈 静
化 ,ベ ビーブーム世代 の世帯形成が ピークを越 え
た こともあいまって ,世帯数 ･住宅数 の伸びは共
に鈍化 した｡ このため ,住宅事情は空室が発生す
る事態に逆転 したのだが ,この空室が多 くみ られ
るのが木賃 アパ ー トなのである｡ これは ,量的余
剰 のほかに,国民の住宅選好水準が質的に向上 し
たため ,低質性 の著 しい木賃 アパー トが淘汰 され
てい る,と考 えるのが妥当であろ う｡
この需要の減少は ,居住者構成 とアパ ー ト供給
者 の経営意識 に多大な影響を与えてい る｡
居住者構成については ,流動階層 と沈殿階層 の
2極分化が挙げ られ る｡流動階層は若年層 と一致
し, 2‑ 3年 で転居 す るケースが多 い｡彼 らに
とって ,木賃 アパ ー トはステ ップア ップの第 1段
防 ,まさに ｢
仮の住 まい｣ なのである｡一方 ,汰
殿階層 は高齢層 と一致す るO高い利便性 のわ りに
家賃が安い｡ しか も,アパ ー ト密集地区では ,諺
備不足を補 う各公共施設 ,あるいは単身者 向けの
食堂 ,雑貨屋 な ど,生活がすべて地区内で済 ませ
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られ るほ どに共同化 ･社会化が進 んでいる｡高齢
者,
特に独居老人に とっては ,
住居性能 を除けば き
わめて生活 しやすい地域 とな っていることが多い｡
供給者に とって ,木賃 アパ ー ト経営はます ます
わ りのあわない ものにな っている 老朽化 の進行
｡

に伴い ,修善 ･改築 の必要性が高 まってい るが ,
もともと最小限の費用 内での生活保障的経営 であ
るため ,建て替 え意欲 は薄 く,またそれだけの財
力を有 していないのが実情だ｡供給者 自身 の高齢
化 も,経営意欲を減退 させ る一因 とな ってい るO
よって ,木賃 アパ ー トの低質化は一層進行 し,そ
れに比例 して需要が減少す る,とい う悪循環を繰
り返す ことになるのである｡
さて,豊 島区はかつて木賃 アパ ー トベル トに属
し,2
3区内で も トップの集積率を誇 ってい った｡
副都心機能 の発展 ･土地の高度利用 ･都市再開発
な どで,年 々その比率は下が っているが ,それで
も昭和 6
3
年で 2
6% と,区民 4人 に 1人が木賃 ア
パ ー ト居住者 とい うのが現状である｡木造賃貸住
宅地区整備促進事業 な ど,建て替 え促進に よる地
区再生を図 っているが ,非常にス ローペ ースで行
われてい る｡それは細分化 した敷地での建 て替 え
は,家主 の合意を得 ることが難 しく,住居機能 の
向上 も達成 されない｡本来は共同建て替 えが望 ま
しいのだが ,所有権が複雑 になるのを嫌 い進展 し
ない ,とい った事情が重な ってい るためである｡
十分な家賃収入が期待できな くなると,経営意識
は ｢
空室をださない ｣方向に向か うOそのため低家
賃でもいいから継続 して住んで くれる高齢者の入居
を歓迎する,といったケースが生 じるのである｡ こ
れは,近年急増 している外国人労働者にもいえるだ
ろう｡副都心で就労する出稼ぎ外国人労働者に とっ
て,木賃アパー ト密集地区は,職場に近い,家賃が
安い,匿名性が保たれる,入居を断られることが少
ないなど,絶好の条件を与えているのである｡
この ように ,現在 ,低質性の著 しい木賃 アパー
トに,社会的弱者が集中す る兆候が現れている.
建て替 え交渉の難行を背景に,今後 ,木賃 アパ ー
トがス ラム色を強めてい くことが懸念 され るO
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