
奥玉社宅

日ノ田社宅

玉社宅

造船門

正門

0 100 300 500(m)市街地

玉工場

福利施設

区画整理事業

和田社宅和田社宅

⑦
④

⑤

⑥

①

③

②

①三井玉野病院

②総合運動場

③本館

④三友倶楽部

⑤ドックハウス

⑦本倶楽部

⑧寮

⑥事業青年学校

⑤

⑧

⑧

⑧

玉野における三井造船の社宅供給とその配置計画

沼口　悠太

図 2　1950 年代の三井造船施設配置図　1950 年旧版地図および 1961 年の空中写真より作図

1. はじめに

近代日本では工業化に伴う産業基盤整備によって各

地に工業都市が生み出された。そのような工業都市の

一つである岡山県玉野では，大正期の同地域で創業し

た三井造船株式会社 (以下，「三井造船」と略称 )によっ

て造船所が建設されたほか，自社の従業員に対する福

利施設が整備された。そうした福利施設の一種である

社宅の大量供給が都市形成に大きな影響を与えること

になる。

本稿では玉野を対象とし，三井造船の社宅供給とそ

れによって生み出された社宅の配置計画を分析・検討

する。事例検討を行う社宅は，三井造船が玉野に立地

した大正期から , 軍需企業向けの労務者住宅が大量に

供給される第二次世界大戦の間に建設されたものとす

る。分析は現地調査と資料調査にもとづいており，資

料には社史，国土地理院発行の旧版地図や空中写真，

その他の地図資料，市史などがある。

2. 三井造船玉工場の成立経緯

2.1. 明治期の玉野

　玉野は児島半島に位置する，瀬戸内海に面した地域

である。本稿では 1940 年 ( 昭和 15) に児島郡宇野町と

日比町が合併し発足した，当時の玉野市域を指して玉

野とする。この玉野は沿岸部に開発された塩田と漁業

を主要な産業とし，島嶼と山地に囲まれた天然の良港

を有しており，近世より寄港地として栄えた日比港と，

明治後期に築港された宇野港がある。三井造船が造船

所を建設する日比の玉地区及び和田地区は塩田を有す

るほか，河川と小規模な平野が東西へ伸び，そのうえ

に耕地と小集落が点在するいわゆる寒村であった ( 図

1)。このように，三井造船の造船所が立地するまで産

業基盤は未整備の状況であった。

2.2. 三井造船の造船所建設

　三井造船の前身となる三井物産株式会社は 1917 年

( 大正 6) に造船部を設立した。この造船部が造船所の
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図 1　明治期の玉野　1910 年旧版地図より作図
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図 3　三井造船の従業員数と売上の推移　参考文献 3より作成
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表 1　三井造船の社宅　参考文献3より作成

図 6　玉社宅の住棟配置復原図　1947，1961年の空中写真より作図

図 4　玉社宅配置図　参考文献 1より転載

図 5　1950 年代の玉社宅配置図
参考文献 3と 1950 年旧版地図および 1947，1961 年の空中写真より作図

建設用地として玉野を選定し，1918 年 (大正 7)より塩

田の埋築工事等を順次着工していき，翌年に玉工場を

開設した。その後，造船部は株式会社玉造船所として

独立したのち，1942 年 ( 昭和 17)に三井造船へ改称さ

れた。その間も一貫して同社の拠点は玉工場にあった。

　三井造船は玉工場の建設に合わせて県道を改修した

ほか，各種の福利施設を整備した。第二次世界大戦の

終戦までに整備された福利施設には，来客の接待・宿

泊施設である本倶楽部や，自社の職工教育を行う実業

青年学校，自社の従業員ほか一般市民の診療を行う玉

野三井病院があるほか，職員用の三友倶楽部，工員用

の玉園倶楽部，社宅とともに居住施設として整備され

た寮，船員の宿泊休養施設であるドックハウス，総合

運動場，保育園などがある。

2.3. 施設配置

　三井造船の施設の立地を図 2に示す。玉工場は玉地

区から和田地区にかけて沿岸部に位置し，その中間に設

けられた正門付近には本倶楽部や三友倶楽部，実業青

年学校などが集積し，玉地区側の造船門の周囲に玉野

三井病院，社宅，総合運動場が立地する。このように玉

工場に隣接して多くの福利施設が配置されており，この

福利施設から陸地側の平地に向かって市街地が展開し

た。一方で，社宅や寮からなる居住施設には玉工場より

市街地を挟んだ陸地側に整備されてたものもある。

3. 三井造船の社宅供給の変遷

　三井造船の社宅としては，社史によると戦前戦中期

の玉野において計 1,235 戸が供給されている ( 表 1)。

大正初期には玉工場の建設に合わせて玉社宅などが供

給されたが，以降は 1930 年代後半まで新規の社宅供給

は見られない。1937 年 ( 昭和 12) に玉社宅において社

宅が増設されたほか，戦時下には大量の社宅が供給さ

れた。その代表的な社宅が 1943 年 ( 昭和 18) に計 500 

戸が建設された奥玉社宅と，1944 年 ( 昭和 19) に計

356 戸が建設された和田社宅である。両社宅は社史に

おいて住宅営団施工の社宅として記載されており，営

団の供給実績を記す「一般会計住宅経営状況調書」(住

宅営団，1943) によると，営団広島支所により分譲さ

れたことがわかる。従業員数及び売上の推移を図３に

記すと，創業まもない 1920 年 ( 大正 9) にピークをむ

かえたあとは低水準で推移し，1930 年代半ばより増加
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傾向へ転じる。さらに 1945 年 ( 昭和 20) にかけて従業

員数及び売上ともに急増し，なかでも工員数が著しく

伸びている。1930 年代後半の社宅の大量供給は，こう

した工員数の推移に対応したものだとわかる。

　以下では，最初期の社宅である玉社宅と戦時下に供

給された和田社宅及び奥玉社宅を取り上げ詳述する。

4. 玉社宅

　玉社宅は玉工場の隣接地に，1919 年 ( 大正 9) と

1937 年 ( 昭和 12) の二度に分けて建設された社宅であ

る。図 4 の配置図を比較すると，増築された社宅は，

大正期に供給された社宅の間に建設されたことが分か

る。工員の増加へ対応が求められる中で，既存社宅の

余剰地に建設したものと考えられる。図 5 は 1950 年

代の玉社宅の配置図を空中写真等から復原したもので

ある。住宅地は社宅と寮，浴場，集会場から構成され

ていた。住棟タイプは 2 戸 1 の平屋と 2 階建に分けら

ることができ，それらが敷地の南北に分かれて配置さ

れた。破線部の街区を示した図 6 からは，同様の住棟

タイプであっても向かい合う住棟でその形式が異なる

ことがわかる。これは二度の建設時期で異なる住棟形

式が供給されたためである。したがって，計 4 種の住

棟形式が一団地に建設されたことになり，それらが寮，

浴場，集会所とともに住宅地を構成した。

5. 和田社宅

　和田社宅は 1944 年 (昭和 19) に営団により供給され
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図 7　1950 年代の和田社宅配置図　参考文献 3と 1950 年旧版地図および 1947，1961 年の空中写真より作図

図 8　和田社宅住棟配置復原図　1947，1961年の空中写真より作図

た社宅である。その建設用地は 1940 年 ( 昭和 15) に着

工する組合施行の区画整理事業が実施された和田第二

地区である。図 7 の配置図は整形の街区に整然と並ぶ

社宅と浴場，集会所，生協店舗から構成される。住棟

タイプは戸建の平屋，2戸 1の平屋と 2階建，4戸 1の

平屋に分けることができ，街区ごとに建設された。破

線部の街区を示した図 8のうち，(A) 街区は 2戸 1の 2
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端部を2戸1にすることで敷地の余剰分に対応している。

このような配置は，営団による『300 戸集団標準設計図 

特別級住宅配置図』にも掲載されており，住宅営団が規

格化した配置計画を一部に適用していたと考えられる。 

7. まとめ

　玉野は明治期には産業基盤の整備されていない寒村

であったが，三井造船が立地し産業基盤と福利厚生施

設，特に大量の社宅を整備した。玉社宅は，玉工場の

開設と同時に，それに近接する敷地に建設された。増設

する際には，平地が限られる中で工場に近接すること優

先し，既存社宅の余剰地に増築を行っている。和田社宅，

奥玉社宅は，戦時下の急激な増加する従業員の住宅確

保のために建設された。工場近辺の平地が限られてい

たため，工場から距離のある山間へと住宅建設用地を求

め複数ヶ所に社宅を建設し，同時に各社宅に浴場や集

会所，保育所，生協販売所といった福利施設も整備した。

和田社宅は，整形地に整然とゆとりをもたせて住棟を配

置している。また，複数の住棟タイプを規則的に同街区

内に配置している。奥玉社宅は，河川や斜面地などの

制約の中で，連続建てを多く建設し住戸数を確保した。

その中で，住宅営団の標準設計の住戸を複数タイプ採

用したり，住棟を互い違いにする規格化された配置の工

夫を採用していた。三井造船は増加する従業員数のた

めに住戸数を確保しながら，福利施設や住空間を充実

させることで従業員の定着を図ったものと考えられる。

図 9　1950 年代の奥玉社宅配置図　参考文献 3と 1950 年旧版地図および 1947，1961 年の空中写真より作図
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階建が配置されており，各街区の北側，南側の列にそ

れぞれ 2 種の住棟形式が交互に配置されている。また

(B) 街区は計 5 種の 2 戸 1・平屋から構成されており，

北側では 2 種が交互に，南側では同一タイプが連続す

るとともに，街区の両端にはそれらとは異なる 2 種の

住棟形式が配置された。(C) 街区は計 5 種の戸建・平

屋から構成されており，北側では 3 種が順番に，南側

では 2種が交互に配置された。

6. 奥玉社宅

　奥玉社宅は営団施工の社宅であり，和田社宅と同様

に組合施行で区画整理された奥玉地区に建設された。

図 9の配置図からは，社宅，浴場，集会所，保育所か

ら住宅地が構成されることがわかる。住棟タイプは戸建・

平屋，2 戸 1・平屋，4 戸 1・平屋からなる。玉社宅や

和田社宅とは異なり，住棟の向きは一定ではない。これ

は平地を確保するために，敷地中央に蛇行して流れる

白砂川や南側の斜面地などの地形に対応した街区形状

に沿って住棟を配置したためである。

　住宅営団は建設した住宅地の実態調査のために，住み

方座談会と称した居住者等との意見交換会を各地で実施

した。1943 年 (昭和 18)10 月に奥玉社宅で行われた住

み方座談会によると，奥玉社宅は複数年にかけて住宅供

給を実施しており，住戸タイプには 16，17 年度規格と，

戦中の資材不足から建築資材を減らした 18年度規格が

採用されている。型としては，「ろ型」，「特一」，「特二

型」の記述が確認できる。また図 9の破線部の街区は，

4戸 1の住棟を街区の前後で互い違いに配置し，街区の
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