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　阪神高速道路湾岸線を大阪から神戸方面に

進む。淀川を越えるあたりから六甲の山並み

が間近に迫り、いくつもの住宅団地のシルエ

ットが目に入り始める。そのなかでひときわ

異様な姿をみせるのが、芦屋浜シーサイドタ

ウンの高層住宅群である。

　芦屋浜シーサイドタウンは、六甲山を流れ

落ちる芦屋川と宮川の河口を埋め立てて開発

された総面積約125haのニュータウン。阪神

間の住宅需要圧力に対応するために、昭和44

年（1969）に埋め立てが開始、昭和47年3

月に策定された「芦屋浜埋立地構想・計画」

に基づいて工事が進み、昭和54年（1979）

3月に高層地区から入居が始まった。平成15

年7月現在、住民基本台帳ペースで約14，200

人、5，500世帯が居住している。

　この町は、超高層工業化住宅のモデルを試

みたASTM（アステム）、分譲タウンハウス、

コモンをもった戸建住宅など、多様な試みが

なされた実験都市でもあり（図1）、各方面か

ら関心を集めてきた。しかし平成7年置1995）

1月阪神淡路大震災に遭遇し、また全国的な少

子高齢化の波の中で、他のニュータウンと同

様大きな試練に立たされている。この小論で

は、この町の計画面での特徴と現在の姿を紹

介する。

図1芦屋浜の位置と土地利用計画
（昭和57年の販売パンフレットよ

り）。中心部に高層懇懇を配置し、

外縁部にいくに従って中層、低層

住宅を配置したシルエット景観を
意識している
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難毒宅地区鎖騒騒鰯
臨講醐髄　　　麟1雛・懸蒸羅

　埋立地の中央部の20haでは、当時の建設

省が住宅生産の工業化を推進するプロジェク

トのひとつとして提案協議による建設を行な

いたいとの申し入れを行い、建設省、兵庫県、

芦屋市、日本住宅公団（現都市基盤整備公団）、

兵庫県住宅供給公社（以下「公社」）、（財）日

本建築センターの6団体が主催者となって、

事業化コンペが行なわれた。昭和47年2月に

提案募集が行なわれ、翌48年8月に当選案が

発表された。

　全部で127の企業が22グループに分かれて

応募し、新日本製鐵、竹中工務店、高砂熱学

工業、松下電工、松下興産から構成される

ASTM企業連合が当選した。芦屋浜シーサイ

ドタウンといえば、誰もがこの高層住宅地区

の姿をまず思い浮かべる（写真1）。

　計画の特徴を以下のようにまとめることが

できる。個々の住棟は階段室部分を柱、共用

階部分を梁とした巨大な鉄骨ラーメン構造を

採用している。エレベーターはこの共用階に

スキップストップし、停止階から上方または

下方に階段で2階分移動する（写真2）。共用

階は災害時の防災ミニ拠点と位置付けられ、

平時は空中広場として幼児の遊び場や居住者

の立ち話などの場となることが想定された。

しかし実際には、風が強く、後に防風スクリ

ーンが設置されたが、日常的にはほとんど使

用されていない（写真3）。

　住居ユニットはプレキャストコンクリート

で構成され、鉄骨の架構にはめ込むようにつ

くられている。部品部材の標準化が図られる

とともに、住居内に柱型や梁型はいっさい現

れず、居住空間のフレキシビリティの確保が

求められた。

　また高層住宅地区全体を対象に、地域暖房

給湯システムが導入され、地区内の住棟およ

び商業・スポーツ施設（温水プールなど）へ給

湯・暖房の熱供給を行なう（株）芦屋浜エネ

ルギーサービスが設立された（写真4）。

　防災については地区管理センターで住戸内

各室および共用部分の監視制御を行い、火災

信号は消防署へ、エレベーター故障信号はエ

レベーターメーカーのサービス部門に通報さ

れる。ただ火災信号については、年に何度か

警報ベルと消防車のサイレンが街に響き渡る

のだが、いたずらや誤作動もあるものと思わ

れる。

　また芦屋浜全域で真空ごみ収集システムを

整備しており、高層住宅地区では日々のごみ

は、各誌棟の共用階と1階に設置されたごみ

投入口からボトムバルブ室に蓄えられた後に、

1日4回真空ごみ搬送パイプによって埋立地南

東の焼却場に自動搬送される。投入口は施錠

され、居住者は各戸に配布された鍵を使って

随時ごみを捨てることができる（写真5）。

難鱗難漏贈響騨轍謡象搬

角野幸博
（かどの　ゆきひろ）

　1955年京都府生まれ。

京都大学工学部建築学科、

大阪大学大学院工学研究科

博士課程修了。広告代理店

勤務などを経て武庫川女子

大学生活環境学部教授。工

学博士。著書に『郊外の

20世紀』、『近代日本の郊

外住宅地』他。

写真1南側から見た高層住宅地区：中心軸の宮川の前方に

六甲の山並みを望む

写真3　防風スクリーンをつけた空中広場。人影はほとんど

みられない

写真2　巨大な梁と柱。トラス状の梁の中が共用階と空中広

場。居住者は共用階から階段を利用する

騒
写真4　宮川沿いのセンター地区。ショッピングセンター、

エネルギー会社、医療施設などが入る
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写真5こみ投入ロ（戸建て住宅地区）。鍵は各戸で管理する

　統一された外観の高層住宅地区だが、管理

運営上は県営、公社賃貸、公団賃貸、公団分

譲、民間分譲（アステム）に分かれており、

仕様や規模、管理形態が微妙に異なっている。

ただし、公共施設棟、駐車場、集会所などは

四つの事業主体が共有している。なお、この

高層住区の3，381戸の内訳は以下のとおりで

ある。

表1高層住宅地区の内訳

兵庫県営住宅 596戸

兵庫県住宅供給公社による賃貸住宅 595戸

住宅公団による賃貸住宅 991戸

住宅公団による分譲住宅 600戸

民間分譲住宅（アステム） 599戸

合　計 3381戸

　このように、コンペの段階から設計、生産、

販売、管理にいたるすべてのフェーズで、時

代を先取りした試みがなされたわけだが、当

時としては最先端の試みであったものが、震

災や社会環境の変化を経て、見直すべき点、

反省すべき点も明らかになってきている。

灘il畿鞭瞬結∴………1細引

　高層住宅地区の東西両側は、中層住宅地区

として設定された。ともに公社の分譲集合住

宅であり、西側の地区が先行して、昭和55年

度（1980）に分譲を開始した。1戸当たりの

専有面積は、高層住宅地区よりも広く設定さ

れている。計画内容として特筆すべき点は少

ないが、勾配屋根をもち、高架水槽を懇懇に

デザインするなど、景観面での配慮が感じら

れる。

　東側の地区は、昭和61年度（1986）から

分譲が開始され、芦屋浜地区では最後の開発

となった。西側と同様に勾配屋根にブラウン

系統の落ち着いた色彩で、エレベーターは3

家とまちなみ48－2003．9

層ごとに停止するスキップフロアの11階建て

であった。開発は3期に分かれ、1、2期目は

順調に分譲されたが、3期目は阪神淡路大震

災のために事業が遅れ、震災後の平成8年度

に分譲が開始された。しかしバブル経済崩壊

の影響などもあって、多数の売れ残りが発生

し、民間不動産業者に販売委託を行なったり、

価格を下げるなどの措置がとられた。

　第3期の計画にあたっては、高齢者用マン

ションとする等の計画変更案もあったという

が、結局各階にエレベーターを停止させると

いう変更のみで、一般のファミリー向けセン

ションとなった。ところが阪神淡路大震災後、

より駅に近いところで民間分譲マンションの

供給が増加し、立地上の不利に加えてその多

くがオートロックシステムを採用したり、日

勤の管理人を配置したのに比べて管理水準が

低かったことなどが販売不振につながったと

思われる。

　昭和55年度（1980）より、公社によって

全部で475戸のタウンハウスが戸建住宅地の

隣接地区で分譲された。同時期のニュータウ

ンでこれだけ多数のタウンハウスを導入した

のは珍しく、分譲事業としては大きな冒険で

あった。計画当初は約800戸が建設される予

定であったが、その後計画の見直しが行われ、

戸建住宅用地として宅地分譲されたところも

ある。

　2階または3階建てで専用庭を持つ専有面

積110㎡程度の住戸が連続し、玄関先には路

地状の空間がデザインされるなどヒューマン

スケールの良好な共有スペースと相侯って、

独特の景観を形成している（写真6）。

写真6タウンハウスの街並み



鑑腱住宅地区　葉一
審　　繍紹騨　　　蹴　　醒離黍、

　シーサイドタウンの東西両端部と南端は、

戸建住宅地区である。昭和55年度から南部の

潮見町で、昭和57年度から東部の浜風町で、

58年度からは西部の緑町で分譲が開始され

た。土地は公社が分譲し、建築は住宅メーカ

ーの工業化住宅や地元工務店の注文建築が混

在している。1戸当たりの敷地面積は185～

260㎡程度であり、良好な街並みを誘導する

ために、昭和57年5月に兵庫県はハウジング

フェアを実施し、住宅生産振興財団による住

宅祭が開催された。

　良好な街並み形成のモデルとなるよう、住

宅メーカーおよび地元工務店が建設する57戸

の戸建住宅による街並みを市民に公開し、好

評を博した（写真7）。

　この地区の街並みづくりの大きな特徴は、

「巻き込み生垣」を採用したことである。神戸

大学の嶋田勝次教授らの提案によるもので、

道路面だけではなく踏み込みスペースにまで

生垣を回すことによって、庭園感覚の通りの

風景を演出することを目論んだ。生垣の高さ

は道路面から1．8m。下部50c皿の部分には、

六甲山麓の伝統的な街並み構成要素である御

影石玉石積みの石垣を導入している。住戸は

道路面より1段高くなっており、1．8m高の生

垣によって通りを歩く人が内部を覗き込むこ

とができないと同時に、敷地内からは通りを

見通しやすくなっている（図2）。また、カー

ポートの部分は道路からlmの踏み込みスペー

スを設けてタイルやレンガを敷き詰めた。

　土地建物を合わせた最高価格が、公社分譲

では当時全国最高の7，000万円近くになると

いうことで、売り出し前には新聞紙上を賑わ

せたが、民間の物件より割安であったことも

あり、申し込みが殺到した。

　また、浜風町鳶2地区（昭和59年度分譲）

と新浜町（昭和62年度分譲）は、計画当初は

タウンハウス用地であったが、戸建住宅用地

に計画変更された。上述の地区に比べて戸当

たり敷地面積が160㎡と小さめに設定され、

その代わりに共有地（コモン）を設けた。こ

こはRC造の専用車庫や小広場、緑化スペー

スとして活用されている。たとえば新浜町の

場合、69戸で3，000㎡を超える敷地を共有

している（写真8、9）。

　良好な環境と景観を維持するために、戸建

住宅地区では10地区で建築協定を締結してい

ミプライペートスペース

ライベートスペース

セミ’暫ブリ・ノクμ一ス

臨

甜魑揩翌ﾛ　撫
　　セミ’｛プりックスペース

　　　パブリックスノ随一ス　　　　　　　　　’9’

セミブライベートスペース

ブライベートスペース

梓
伽

図2外構部の構成

写真7住宅祭開催地区の現況

写真8　新浜町のコモン。路面はピンコロ石窯。車庫は共有

専用物件である

ミ黙三三

写真9　浜風町のコモン。新浜町のコモンに比べるとやや狭

い感じがする。車庫がよく目出つ
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表2建築協定内容例　芦屋市平成14年11月現在［他に7地区、計10地区で締決されている（芦屋市ホームページより）］

　　　　　　　．二RR’　　耐ニニ
謦阮ｼ称．こ

A
、

芦崖浜ジ」サイドタウン八時；芦

∫n区建築協定、

芦屋湊シ己ザイドタウン薪浜町地区建築協定’

潮見町第1地区建築協定㌦

区域（住居表示街区） 緑町7～10番街区 新浜町4～6番街区 潮見町1τから14番街区

i隣接地を除く）

面積（㎡） 13，818．78 17β81．63 41，255．31

区画 64 69 138

認可 昭和58年10月18日 昭和62年2月17日 平成14年3月26日
期限

ﾄ延長期限

平成5年10月17日

ｽ成15年10月17日
平成9年2月16日

ｽ成19年2月16日
平成24年3月25日

ｽ成34年3月25日
用途等 1区画1戸建　個人専用住宅 1区画1戸建　個人専用住宅 1区画1戸建　個人専用住宅

階数 地階を除く階数は2以下 地階を除く階数は2以下 地階を除く階数は2以下

建ぺい率

O内都計

40％（40％） 50％（50％） 40％（40％）

容積率

n内都計

80％（80％） 100％（100％） 80％（80％）

高さ 最高高さ10m以下

ｬの高さ7m以下
最高高さ10m以下

ｬの高さ7m以下
最高高さ10m以下

協
定
に
よ
る
制
限

各部の高さ ■ 一 当該部分から前面道路の反対側

ﾌ境界線又は隣地境界線までの

^北方向の水平距離に0，6を乗

ｶて得たものに5mを加えたも

ﾌ以下とすること
外壁の後退 一 1m以上　一部緩和あり 1m以上一部緩和あり
門扉 内開き又は開放時に境界線を

zえないもの

内開き又は開放時に境界線を

zえないもの

内開き又は開放時に境界線を

zえないもの
敷地の出入ロ 規制あり 規制あり 規制あり

車出入ロ 道路角きり部分禁止
卿 道路角きり部分禁止

道路側囲障 生垣又はフェンス等

i見とおしのあるもの）

Pm以下の部分緩和

生垣又はフェンス等

i見とおしのあるもの）

Pm以下の部分緩和

生垣又はフェンス等

i見とおしのあるもの）

Pm以下の部分緩和
隣地囲障 高さ18m以下

ｶ垣又はフェンス等

Pm以下の部分緩和

高さL8m以下
ｶ垣又はフェンス等

Pm以下の部分緩和

高さL8m以下
ｶ垣又はフΣンス等

Pm以下の部分緩和
地盤の変更 50cm以下 50cm以下 50cm以下
緑化 努力 努力 なし

その他 一 共有敷地内の建築物の制限

､有通路の目的外使用禁止

ﾗ地境界線から2m以内の開ロ

狽ﾌ構造制限

屋外公告物の規制あり

用途地域 第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第τ種低層住居専用地域

地域地区 第τ種高度地区 第2種高度地区 第1種高度地区

その他 一
璽 建築協定隣接地33区画
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る。協定の内容はほぼ似かよっており、階数、

高さ、外壁後退、敷地出入口、生垣またはフ

ェンスの義務付けと高さ制限などの規定があ

る。また共有地を有する地区では共有地内の

建築物の制限、目的外使用の禁止などがうた

われている（表2）。

　平成7年に1月に発生した阪神淡路大震災

は、芦屋浜にも大きな被害をもたらした。ニ

ュータウンを東西に分ける芦屋川の河口部分

では護岸がずれて川幅が3mも縮まり、歩行

者専用橋が陸地に乗り上げてきた。液状化の

ために各所で地割れや陥没、地盤のずれがお
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こった。その痕跡は現在もいたるところに残

っている。

　とくに大きなショックを与えたのは、高層

住宅の主柱である断面50cm角、肉厚5cmの

ユニバーサルボックス形式の鉄骨柱が水平方

向に真っ二っに破断したことだった。高層住

戸52棟にある672本の主柱のうち53カ所で

破断がおこった。当然のこととして住民はパ

ニックに陥ったが、破断面の2面にそれぞれ

4枚の当て材を溶接して引っ張り強度を回復

させるという補修を行なった（写真10）。震

災後しばらくの間は、居住者が避難した高層

住棟が夜になると真っ暗で不気味なシルエッ

トを投げかけていた。

　中層住宅地区では、地下杭を含め建物本体

に大きな損傷は無かったが、地盤の液状化に



写真10当て材で補修された主柱
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写真11震災復興公営住宅

よって地下に埋設された配管類が切れたり、

逆勾配になるなどの被害が続出した。

　液状化現象は戸建住宅地区やタウンハウス

も襲った。戸建住宅の大半は布基礎を採用し

ていたために不等沈下が発生し、多くの住宅

が傾いた。震災直後は事業主への損害賠償請

求などもあったが、結局ジャッキアップなど

の補修はすべて自己負担で行なわれた。共有

地をもつ戸建住宅地区には各戸毎に専用ガレ

ージがあって傾いたままのものも残っている。

タウンハウスでも傾いた軸承が発生したが、

どの程度の補修を行うかについての合意形成

が困難なところもあったと聞く。

　ニュータウン内の地区公園や近隣公園、グ

ランド、未利用地には多くの仮設住宅が建設

された。芦屋は旧市街地で大きな被害を蒙っ

たが、旧市街地に近い埋立地の多様な空閑地

が仮設住宅建設の受け皿となったのは不幸中

の幸いであった。

騨6磐屋浜地区の開発驚
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　シーサイドタウンの南部では、東西に走る

水路をはさんで、震災前から新市街地建設の

ための埋め立てが進んでいた。面積約125ha、

計画人口9，000人の南芦屋浜である。マリー

ナや人工海浜を整備し、一般の集合住宅や戸

写真12　「あしたも、あしたも、あしたも、あいたい」（作：

イチハラヒロコ）

建住宅をはじめ、クルーザー等の繋留権付き

住宅や、ホテル、商業施設の計画もあった。

　バブル経済の崩壊によって計画変更が余儀

なくされているときに震災が発生し、計画は

さらに変わった。震災復興公営住宅の建設が

決定され、平成10年春に県営住宅414戸、市

営住宅400戸への入居が始まった（写真11）。

短期間での設計施工であったが、すべて高齢

者対応の仕様に加えて、車椅子対応住宅や、

人感センサーと緊急通報装置を備えたシルバ

ー住宅が用意された。また震災の傷がいえな

い高齢者を迎え入れるために、管理運営面で

もさまざまな試みが行なわれた。

　その第一は、慣れない環境での生活を余儀

なくされた高齢者たちをさまざまな面でサポ

ートするために、生活支援員（LSA）の常駐

の場となるコミュニティプラザを集会所機能

に合わせて用意したことである。

　第2は、被災者の心を慰めるとともに震災

の記憶をとどめるための、さまざまなアート

の導入である（写真12、13）。アートの導入

はモニュメントや壁画の設置にとどまらない。

オープンスペースの緑地を「注文の多い楽農

店」と称して、居住者が自ら花や野菜を育て

て楽しむ仕組みを提案し、これもアートと位

置づけた（写真14、15）。共用スペースでの

有志の活動を自由に認めるのか、自治会との

関係はどうするのか等、その後いくつかの間

写真13　「サクリファイス」（作：宮本佳明）。震災で壊れた

護岸をイメージさせるオブジェ

家とまちなみ48－2003．9 57



写真τ4　「注文の多い楽器店」（作：田甫律子） 写真15車椅子でもガーデニングを楽しめるユニバーサル
デザインの花壇

題が発生したと聞くが、今も普通の公営住宅

のオープンスペースとは異なる、にぎやかで

華やかな雰囲気が醸し出されている。

　さまざまな工夫はあるものの、南芦屋浜へ

の人口定着はこれからであり、現時点では高

齢の居住者は不便な生活を強いられている。

とくに日常の買い物は近隣には小規模な店舗

しかないため、徒歩でシーサイドタウンのセ

ンター地区へ行かねばならない。

　また震災復興住宅建設の一環として、公社

は公営住宅に隣接して203戸の分譲マンショ

ンを建設した。しかし震災後、神戸市東部か

ら芦屋市、西宮市では民間分譲マンション供

給が活発化し、駅から離れた立地のマンショ

ンは苦戦している。当地区における公社分譲

マンションも例外ではなかった。

　震災10年近くを経過して、住宅市場の沈静

化が進むなか、南芦屋浜においても、さらな

る計画の見直しが進んでいる。南芦屋浜の事

業主体である兵庫県企業庁は、西端部に定期

借地権付き戸建住宅地区を設定した。無電柱

化や外構部の統一など街並み形成に配慮して、

平成14年に民間住宅メーカーと共同でまず

75戸を売り出し、完売した（写真16）。平成

15年春に入居が始まり、同時期に人工海浜も

完成（写真17）、ヨットハーバーも間もなく

オープンする。

　繋留権付き住宅や集合住宅の大量供給など、

まだ街の成熟には時間を要する。多くの住宅

需要の沈静化が進み郊外ニュータウンの新規

開発が困難な社会情勢のなか、立地優位性と

良好な環境、芦屋および阪神間の地域イメー

ジがあるとはいうものの、計画には慎重を期

さねばならない。

踏舞：幽幽羅翻

　南芦屋浜というこれからの開発用地に隣接

しながら、最初の入居から25年近く経ったシ

ーサイドタウンは今成熟化の時期を迎えてい

る。植栽は大きく成長し、夏にはうっそうと

写真16定期借地権付分譲住宅　無電柱化を実現、南欧風の街並みを売り物とした
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写真17人工海浜
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写真18緑が繁る中央緑道　散歩やジョギングコース

した木陰を、また秋には美しい紅葉を提供し

てくれる。野鳥や昆虫も決して少なくない。

東西に貫く中央緑道（写真18）や海岸沿いの

遊歩道には、早朝から散歩やジョギングの人

が行き交う（写真19）。最近はペット連れの

人がずいぶん目につく。プール、テニスコー

ト、野球グランド、ヨット、カヌーなどのス

ポーツ施設も充実している。

　埋立地ではあるが、旧市街地とは陸続きな

ので、断絶感は少ない。すぐ北側には美術館

や図書館もある。大阪にも神戸にもおよそ30

分圏、交通はいたって便利である。休日には

芦屋川をさかのぼって六甲山登山もできる。

体さえ元気なら、スポーツや文化活動など手

近なところでさまざまな体験が可能である。

　しかしそれでも、さまざまな課題が表面化

してきた。この街にも少子高齢化の波が押し

寄せて、小学校のクラス数は激減している。

コンペの時には話題をさらった高層住宅群は、

今も圧倒的な存在感を示しているが、課題も

多い。5層飛ばしのスキップフロアなので、

エレベーターを使っても2層分上下しなけれ

ばならない住戸も多く、高齢者には酷な環境

である。地域暖房給湯システムはあっても使

用料の問題からか、他の暖房手段を使う家庭

が多い。狭すぎるベイバルコニーには洗濯物

があふれ、エアコンの屋外機を置く場所にも

困るようだ。階段室に屋外機を置く風景が珍

しくない。中層住宅やタウンハウスは大掛か

りな修繕の時期を迎えている。

　タウン内での住み替えも活発である。朝刊

には毎日のように中古住宅の折込チラシが入

る。賃貸住宅から分譲マンションへ、集合住

宅から戸建住宅へという動きが主ではあるが、

子供夫婦に家を譲り自分たちは集合住宅へ転

居するという例も増えてきた。戸建住宅地区

では、高齢世帯が目立ってきた。少数ではあ

るが建て替えの事例も現れてきた。住民の世

代交代が進みつつあるなか、これをいかにス

ムーズに行うかが今後の大きな課題である。
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写真19南芦屋浜地区との間の遊歩道。水路ではボートレースなども行われる
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