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住 宅プ ラ ンに お け る家 事 空間 の 検討 （ 第3 報 ） 一家 事 室の 使 わ れ方 と その問 題 点 一

奈良女大家政 今井範子 ○田中理恵 扇田信，聖母女学院短大 深潭久美，松下電工㈱ 橋本良子

目 白勺　：最近 の住宅雑誌で, 「 家事室」や「 ユーテ ィリテ ィ」等 の名 称
で家事作業の

夕 めの独立した スペースを設け たプ ランをよ く見かけるが，そ れら｡は単に余った スペー ス

に設けてあ る場 合が多 く，居 住者にとって 使い 易いも のであ るかど うか疑わしい。 そこで

本研究で は， 現在家事室 のあ る住宅を対象に 聴きとり調査を 行い， 本報で は，プ ランの概

況，利用 状況及び問題点を 探り, 家 事室の有用性をチ ェックするこ とを目的 とする。

ズヌ` 包＆　；第 ４報を 参照

糸吉 艮:　 ①家事室 はそこに含ませ る機能的特色 か･ら，「 洗濯専用ユ ―ティリティ 」

，「 ウ:x.ットな家事室」，「 ド ラ イな,家 事室」 の３つ の型に 分類できる。（「 」内語句は

第 ４報で定義）　 ②住宅購入時， 大半 の主婦 か家事室に何ら かの関心を 寄せており，比較

的年 齢の｡若い30 才代の主婦で その意識が高い。　 ②概して，家 事室はあまり使 われてい な

い の･が現 状であるが,    3 割程度 の家で は，洗濯物 の整理・ア イロ ンかけ・ 繕い物･ ボタン

つけ など， ごく日常的 な作業 を常時 そこで行ってい ることは注目さ れる。 家事室を使わな

い 理由 は，「 狭い」，「 日当り か悪い 」，「 干し場か ら遠い」が大きくあ かってい る。 一

方，「 洗濯専用 ユーテ ィリ ティ」を 除い て， 雨天 の干し場 とし ても家事室 は比 較的よ く利

用さ れている。　 ⑤家 事室 は,    以 上のような日 常の衣料関連’作業 空間として の機 能の他に，

例え ば， ア イロ ンの必 要なも のやクリ ーニングに出す前 のものを ためるなど，家 の中に 散

乱しか ちな物 の整理整頓 のため の緩 衝部分として も有用 である。

D 36 住宅プランにおける家事空間の検討 第i 報）一家事室計画のあり方－
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目的　 琳A 報r は、･& 宅r ラyK 升け る東毒 気・ 型] ＼フ、に（ 浹討 す ると共 に 良 奪卜｡訂
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n 1 1＼ る。個査期 間 は/ﾀ 政 年 川目～＼z月。
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住 宅？ ラクK h'  WX 、”ウェッi･な象 卑室｡』、1`ドライな鼻毒i-i  . 内方 £ カ えてiiバ<f ＼＼そ のと馬わ戴
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