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Abstract 

In this paper, the relationship between Compact City Policy and vacant housing problem of suburban 

housing complex in Aomori City was researched. In 2000s, Aomori was appreciated a representative 

Compact City in Japan. Especially, 'AUGA', a redevelopment building in front of Aomori Station, was 

regarded as symbol of successful story of downtown revitalization plan. Ultimately, management of 

AUGA has been facing a crisis, and it is believed that Compact City Policy failed, nevertheless 

migration to the central area is still continuing. Compact City Policy of Aomori City should be 

estimated once again. In Kobata housing complex, suburb of Aomori, residents were temporary 

oriented toward migration to the central area under the influence of Compact City Policy. However, 

recent years, community activities of the residents has been activated. New residents migrate to the 

Kobata area, and some of them build houses or move to vacant houses. There is a possibility that 

community activities has prompted the migration, and it is necessary to research in detail. 

. 
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１．本研究の目的と背景 

 国立国会図書館のデータベースなどによると，

国内で空き家に関する研究が本格化したのは

1990 年代末である．背景には，人口流入が著しか

った都市の郊外において，この時期から居住者の

高齢化などの問題が顕在化してきた事情があると

考えられる．特に 2010 年代に入り，都市中心部と

郊外，農村部それぞれにおいて，空き家問題が深

刻な社会問題として認識されるようになった（久

保，2014）．2015 年 2 月には空き家の十分な管理

や危険空き家の撤去を目指す「空家等対策の推進

に関する特別措置法」（空き家対策特別措置法）が
 

図１ 青森市と幸畑団地の略図 
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施行されるに至った． 

 空き家をめぐっては，都市計画や公共交通，人

口移動などさまざまな領域に関する論点が発生し

ているが，筆者が居住する青森市においては，市

が掲げるコンパクトシティ１）政策と空き家，特に

郊外の空き家の関連が焦点の一つである．市は

1990 年代に無秩序な郊外開発の抑制や中心市街

地の再生を図るために同政策を打ち出し，1995 年

に市長期総合計画，1999 年には都市計画マスター

プランに明記した（佐藤，2007）．さらに，構想を

具体化する手段の一つとして，地方都市における

中古住宅市場の成熟も狙い，市中心部に住む子育

て世代と郊外の高齢者との間で，ライフステージ

に応じた住み替えを支援するプロジェクトも提唱

された（石郷，2007）．これらの経緯については，

千葉（2006）が検証と論点整理を行っている．た

だ，コンパクトシティ政策は住民から郊外の「置

き去り」と受け止められた面も否めず，議論や対

応に混乱を招いた（大玉・北原ほか，2014）． 

 北原（2011）は，コンパクトシティ政策と郊外

団地居住の関係性や，前述の住み替え支援制度に

ついて，青森市と盛岡市における調査結果に基づ

く検討を行っている．その結果，地価が高く規模

も大きい大都市圏郊外の団地と，規模が小さく冬

季は積雪に見舞われる東北地方の都市郊外の団地

とでは，住み替え支援事業の適合性が大きく異な

るとの結論に至った．さらに，郊外団地に積極的

に居住を望む人や，結果的には居住を余儀なくさ

れる人が多数を占めている実情を報告し，コンパ

クトシティ政策を都市規模の「縮退」と直結させ

ることなく，郊外の団地の暮らしと関連づけて，

持続可能なコミュニティや生活サポート体制を構

築・維持する重要性を指摘した． 

 一方で，空き家問題や人口減少が深刻化しつつ

ある青森市郊外の住宅団地・幸畑団地においても

調査が始まり，単純に住民が転出するだけでなく，

相当数の流入に伴う住民の入れ替わりがあり，ま

た，新築の家が確認されるなど，住民の流入・流出

やその背景は，非常に複雑な構図にあると推測さ

れる（櫛引・菅ほか，2014）． 

 これらの研究をふまえて，本研究においては，

青森市におけるコンパクトシティ政策と，郊外の

住宅団地の空き家について，あらためて関係性を

考察することを目的とする．具体的には，以下の 3

点を試みる．まず，直近のデータ整理や市役所，関

係団体への聞き取りを通じて，同政策の展開と現

状を確認する．次に，上記の住み替え施策のモデ

ル的な存在だった幸畑団地において，住民らへの

聞き取りを通じ，コンパクトシティ政策に対する

認識や住民の転出入，空き家の状況の概要を把握，

整理する．さらに，これらの結果に基づき，コンパ

クトシティと郊外の住宅団地の空き家問題をめぐ

る構図や論点，課題の整理を行う． 

 

２．青森市のコンパクトシティ政策 

 本章では，青森市のコンパクトシティ政策の誕

生から直近に至る経緯と論点，特徴を概観する． 

 

2.1 主な経緯 

 倉田（1999）の論考によると，都市政策として

のコンパクトシティの検討は，日本でも遅くとも

1970 年代初めには始まっていた． 

その後，広く人口に膾炙し，地域政策のキーワ

ードとなった契機は，青森市と富山市による「コ

ンパクトなまちづくり」を掲げた都市政策および

中心市街地活性化の取り組みだった．2006 年の

「まちづくり三法」改正を経て，両市はともに

2007 年 2 月，改正中心市街地活性化法に基づく活

性化基本計画の第 1 号認定を受けた． 

 青森市の副市長などを務めた佐藤健一氏の講演

録によると，認定当時の市長・佐々木誠造氏は，就

任した 1989 年時点で，既に「コンパクト・シティ」

語を選挙公約に用いていた．背景には，中心市街

地から郊外への公的機関・商業施設の移転と人口

流出，世界有数の豪雪都市である同市における，

市域の拡大に伴う除雪費用などのコスト急増とい

った事情があった．市はコンパクトシティ構想を

核として長期総合計画と都市計画マスタープラン

を策定した．なお，住宅地の開発に際し，青森県住

宅供給公社と市の間に方針の違いが存在し，市が

開発抑制を求めた事例についても，佐藤氏は言及

している（佐藤，2007）． 

 同プランは「雪に強い都市」「高齢，福祉社会に

対応した都市」「環境調和型の都市」「災害に強い

都市」「効率的で快適な都市」を基本方針として定

め，無秩序な市街地の拡大抑制と中心市街地の拠

点性向上，既存ストックの有効活用，都市機能の
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集約化・複合化などを図るとした． 

 この目的を達成するため，市街地に「インナー」

「ミッド」「アウター」の「三層構造」のエリアを

設定し，「ウォーカウブルタウンの創造」を掲げて，

インナーの重点整備，ならびにミッド，アウター

の開発抑制・計画的整備を打ち出した（青森市都

市整備部都市政策課，2005）＝図 2． 

 2001 年 1 月には中心市街地の活性化を象徴す

る事業として，JR 青森駅前に，市場と商業テナン

ト，市民図書館などが入居する再開発ビル「アウ

ガ」がオープンした．2006 年 2 月には同じくマン

ションと医療施設，商業施設が入居する「ミッド

ライフタワー」が完成し，まちなか居住者や中心

市街地の通行者数といった指標も改善がみられた

（佐藤，2007）． 

 2005 年版の中小企業白書に，青森市がコンパク

トシティ先進事例として取り上げられ，佐々木氏

が国土交通大臣の諮問機関・社会資本整備審議会

の都市計画部会委員に就任した時期から，同市は

富山市とともに脚光を浴びるようになり，全国各

地からの視察も相次いだ．２） 

 2005 年度には弘前大学地域共同研究センター

と青森市などが，2006 年度には青森市が内閣官房

都市再生本部事務局の「全国都市再生モデル調査」

の対象に選定され，高齢者のまちなか移住と子育

て世代への安価な住宅提供のシステム構築に向け

て，中古住宅市場の現状やニーズの調査の検討が

行われた． 

 

2.2 新幹線駅との関連性 

 青森市のコンパクトシティ政策で際立つ特徴の

一つは，市中心部から約 4km 西方の石江地区に位

置する東北新幹線・新青森駅周辺の区画整理事業

と「コンパクトなまちづくり」整合させようと試

みてきている点である． 

 武田（2014）によれば，市は基本方針として，

石江土地区画整理事業（施行面積 46.2ha）によっ

て整備される新青森駅周辺地区について，中心市

街地地区などと並ぶ四つの都市拠点の一つと位置

づけるとともに，「大規模な商業施設，業務施設の

導入は行わず，中心市街地等との役割分担等を基

本視点とした土地利用誘導と青森らしさを象徴す

る景観誘導」を目指しながら，津軽地域を視野に

入れた「広域交流の玄関口」にふさわしい地区を

形成するとしている． 

 具体的には，石江地区を「比較的新しい市街地

や将来的な市街地化需要の受け皿」として期待す

る一方で，駅周辺は「緑豊かな玄関口として整備

を行い，魅力ある緑の公共空間を創出し，交通拠

点機能の充実を図る施設整備を行う」「新幹線利用

者や周辺地区を含めた地区住民の利用に供するた

め，観光，宿泊，産業，公共公益施設等の土地利用

を図る」と方針を提示している． 

 富山市の「富山市環境未来都市計画」（2012）が

代表するように，コンパクトシティは一般的に，

自動車の利用抑制と公共交通の整備を前提として

いる．日本交通政策研究会の研究プロジェクトの

報告書（2014）のように，公共交通網を，最も身

近なバス停留所からＬＲＴ（次世代型路面電車シ

ステム）駅，鉄道駅から成るピラミッド状の階層

構造でとらえ，頂点に新幹線駅を置いて，他の中

核的都市との接続性を視野に入れた検討例もある． 

 ただ，富山市の事例や同研究会の想定は，あく

までも，市中心部に新幹線駅が立地しているケー

スである．青森市のように，郊外に新幹線駅が立

地した場合，駅や高速鉄道の機能とコンパクトシ

ティ形成をどう関連づけるか，直感的にはかなら

ずしも明快でない．また，現実問題として，新青森

駅前の利活用は，市が想定した通りに進んでおら

ず，市民の間にも批判や幻滅が存在する（櫛引，

2015a）． 

 

2.3 中心市街地活性化策の進展と混迷 

 

図 2 青森市が設定したエリア 
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 青森市のコンパクトシティ構想は，もっぱらア

ウガなどの中心市街地活性化策が注目される一方，

前述のように「郊外切り捨て」との批判も浴びた．

北原（2013）はその背景について，コンパクトシ

ティの理念が単純に，郊外への大規模ショッピン

グセンター立地の抑制施策と認識され，一方では

中心市街地の活性化をうたったことから，政策全

体が中心市街地の商業者のための施策と誤解を招

いたと指摘している． 

 そのアウガは 2008 年 5 月，経営危機に陥って

いる事態が表面化した．３）さらに，市の対応が進

展しないまま，翌 2009 年 4 月の市長選では，5 選

を目指した佐々木氏が新人の鹿内博氏に敗れた． 

 鹿内氏は，佐々木氏が進めていた JR 青森駅の

駅ビル計画を白紙化４）するなど，中心市街地での

新事業展開に抑制的とも取れる姿勢を示した． 

 アウガの経営がさらに悪化し，市の対応も二転

三転する中で，青森市を「コンパクトシティの先

進例」とみなす空気は急速に薄れた．５）６） 

 一方で，国はこの間，都市再生特別措置法を 2014

年に改正し，市町村マスタープランの高度化版と

なる「立地適正化計画」の策定を自治体に求めた

（国土交通省，2015）．この際，目指すべき方向性

として，「多極ネットワーク型コンパクトシティ」

の理念を提示した．持続可能な都市経営の確保を

目的に，都市構造を俯瞰した上で住宅や医療，福

祉，商業施設等の誘導および公共交通の整備を行

うことをうたい，高齢化と人口減少を背景に，国

が一層，まちのコンパクト化に傾斜を強めた形に

なった． 

 なお，国はコンパクトシティ構想をめぐって「都

心への一極集中」「すべての人口の集約」「居住者

や住宅の強制的・短期間の移転」といった誤解が

生じていたとし，「多極型」「すべての人口集約で

はなく，人口集約で一定エリアの人口密度を維持」

「強制ではなく誘導による集約」といった方向性

を明示した．青森市と同様の混乱や反発が一定程

度，各地で発生し，国が苦慮していた様子がうか

がえる． 

 このような流れの中で，青森市のコンパクトシ

ティ構想はインパクトを失いながらも，市として

継続以外の選択肢はなく，現在も長期総合計画の

核と位置づけられている．2016 年度に策定予定の

立地適正化計画についても，国の意向に沿って策

定作業を進める方針を示している（青森市，2014）． 

 

３．地元の現状と認識 

 本章では，2016 年 2 月に青森市内で実施したヒ

アリングの結果および提供を受けたデータに基づ

き，市内の現状を確認するとともに，地元の各当

事者の現状認識および今後の意向について整理し，

確認する．ヒアリング先は青森市役所，青森県宅

地建物取引業協会（青森県居住居住支援協議会），

幸畑団地地区まちづくり協議会である． 

 

3.1 青森市の住宅および空き家の状況 

青森市への聞き取り調査に際し，市住宅まちづ

くり課が住宅・土地統計調査から抜粋したデータ

の提供を受けた．後述するように，地区ごとのデ

ータが存在しないため，このデータを再構成し，

青森市全体について住宅および空き家の状況を概

観する． 

図３に青森市内の住宅総数と空き家数，世帯数

の推移を示した．住宅総数は 1993 年の 101,520 戸

から増加を続け，2008 年には 38％増の 139,940

戸に達したが，2013 年には 135,570 戸と減少に向

かった． 

世帯数も 1993 年以降，増加基調にあるが，2003

年から 2008 年にかけては住宅総数が世帯数を上

回り，供給過剰の状態に至った．しかし，2013 年

には住宅総数が減少する一方，世帯数が微増を続

けたため，世帯数が，住宅総数をわずかに上回っ

ている． 

このような推移の中，空き家数は一貫して増加

しており，1993 年の 10,430 戸から，2013 年には

20,830 戸へと倍増した．詳しくは後述するが，青

森市の把握しているところでは，この 7 割程度が

アパートを含む賃貸住宅という． 

図 4に 2008年と 2013年の空き家の内訳を示し

た．別荘などの二次的住宅が減る一方，他の賃貸

用と売却用，用途が定まっていない「その他の空

き家」はいずれも増加した． 

また，図 5 には住宅全体に占める空き家率の推

移を示した．1993 年の 10.3%から，20 年間に

15.4%まで増えている．ここで，売買や賃貸といっ

た流通を想定していない「その他の空き家」を「非

流通空き家」としてみると，集計が始まった 2003



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.17, No.2, 26-42, March, 2016 

30 

 

年には 3,400 戸だったが，2013 年には 5,870 戸ま

で増え，空き家総数に占める割合も 21.5%から

28.2％まで，住宅総数に占める割合も 2.6%から

4.3%へと増えている． 

ここで，住宅や空き家を持ち家と賃貸用住宅に

区分すると，動向がやや異なる．図 6 に持ち家の，

図 7 に賃貸用住宅の空き家率や内訳を示した． 

前述の通り，市内の住宅総数は 2008 年をピー

クに減少へ転じ，持ち家の総数も 2013 年までに

2,770 戸減少した．内訳をみると，居住世帯がある

持ち家が 3,060 戸，二次的空き家数は 270 戸減っ

た．一方で売却用の空き家は 240 戸，非流通空き

家（「その他」の空き家）は 320 戸増えている．そ

の結果，持ち家全体に占める非流通空き家率は

7.1%まで上昇した． 

同市一円の景観を観察すると近年，空き家のみ

ならず，更地が急速に増加している．この数字は，

その変化を裏付けている．全体的には，居住者が

いなくなった空き家は相当数が除去されている様

子がうかがえる．特に二次的空き家は，実数は少

ないものの 6 割以上減っている．半面，売却用空

き家や，用途が決まらないままの空き家がじわじ

 

図３ 青森市の住宅数と世帯数の推移 

 
図４ 青森市の空き家の内訳と変化 

 

図５ 青森市の空き家率の推移 

 
図６ 持ち家の空き家状況と推移 

 

図７ 賃貸用の家の空き家状況と推移 
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わ増加していることが分かる． 

 なお，全世帯数に対する，居住世帯のある持ち

家数の割合は，2003 年には約 67%だったが，

2013%には 56%に減少し，持ち家に住む世帯は実

数，割合とも減っている． 

 賃貸住宅の動向を確認すると，総数は 2003 年

から 2008 年にかけて４,550 戸増加したものの，

2013 年には 4,480 戸減り，ほぼ 2003 年の水準に

戻った．しかし，2003 年と 2013 年を比較すると，

居住世帯のある家が 7.5%，3,000 戸減る一方で，

空き家数は 27.7%，3,070 戸増えた．その結果，空

き家率は 22.4%から 28.5%へと上昇しており，借

家の需要自体が大きく減少している状況をうかが

わせる． 

 持ち家と賃貸用の数字を総合すると，青森市内

は世帯数の微増が続いているものの，それは住宅

のニーズにつながっていない．居住者がいなくな

ることに伴い，持ち家の除去が進む一方，全体的

には売却用や賃貸用の住宅供給も過剰傾向にあり，

さらには「売るに売れない」「貸すに貸せない」住

宅も増えている． 

 ここで，ひと言で「空き家」といっても，その状

況は様々だが，所有者はもちろん，住民にとって

切実なのは，腐朽・破損によって景観を損なった

り，近隣に危険が及んだりする空き家である．図 8

に，青森市内の空き家総数と，腐朽・破損のある空

き家の数，および腐朽・破損率を示した．2008 年

には空き家総数 19,940 戸に対し，腐朽・破損のあ

る空き家は 4,910 戸，空き家の腐朽・破損率は

24.6%で，住宅総数に対する腐朽・破損空き家の割

合は 3.5％だったが，2013 年には空き家総数

20,830 戸に対して腐朽・破損空き家は 7,530 戸と，

わずか 5 年で 1.5 倍に増えた．腐朽・破損率は

36.1%まで上昇し，住宅総数に対する割合も 5.6%

に達した．空き家の 3 戸に１戸，住宅の 20 戸に 1

戸が腐朽・破損している計算になる． 

 2008 年と 2013 年のデータについて，空き家の

内訳別に腐朽・破損の有無を比較したのが図 9 で

ある． 

 まず，二次的住宅については，前述のように空

き家の総数が減っているだけでなく，腐朽・破損

のある空き家がゼロになった点が注目される．調

査の性格上，皆無になったと即断はしがたいが，

所有者や管理者に，除去を含む適正な管理の意思

や資金面の余裕がある状況を反映していると推測

される． 

 賃貸用は空き家数と腐朽・破損空き家数とも最

も多い．5 年間に総数が増えるとともに，腐朽・破

損のある空き家も 1.7 倍になり，腐朽・破損率は

10.6 ㌽もの上昇をみた．賃貸用と銘打ちながらも，

そのままでは供用が困難な家が増えていることに

なる．一方，売却用は，全体で 240 戸の増加に対

し，腐朽・破損のある空き家は 80 戸の増加をみて

いる．売却が実現しないまま腐朽・破損が生じた

家，もしくは腐朽・破損があるにもかかわらず売

却用と位置付けられている家が増えている形であ

る． 

 「その他の空き家」は，総数は賃貸用の 4 割程

度だが，腐朽・破損率は 2013 年時点で 42.4%と半

数に迫り，状況は最も深刻である．2008 年から

2013 年の間に総数では 320 戸増加したのに対し，

 

図８ 腐朽・破損のある空き家と割合 

 

図９ 腐朽・破損のある空き家の内訳 
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腐朽・破損のある空き家は 580 戸増加しており，

用途が決まらないまま，腐朽・破損が進む家が増

加傾向にあることが分かる． 

 青森市の公表データによれば，住民基本台帳人

口は減少が続く半面，世帯数は 2015 年時点でも

漸増が続いている．しかし，高齢・単身世帯の増加

傾向や，高齢者が各種施設に入居している状況を

考慮すれば，住宅需要はほぼ飽和状態にあり，住

宅が供給不足に陥ったり，需要に転じたりする事

態は考えにくい．一方で，既存の住宅は，用途が決

まっていないものはもちろん，賃貸用や販売用も

腐朽・破損が進んでいる状況が，各種の数字から

明らかになった． 

 

3.2 青森市役所の認識 

 青森市役所による施策の現状と認識については，

都市政策課，住宅まちづくり課，商店街振興課の

担当者が合同でヒアリングに対応した．以下，そ

の概要をまとめる．７） 

 

◎コンパクトシティ政策と市の現状に対する基本

的認識 

 まず，コンパクトシティ政策は市として，市長

交代後も維持していることをあらためて確認でき

た． 

 都市構造の骨格としては，従前通り，中心市街

地地区と新青森駅地区，市中心部の南側に位置す

る旧国鉄の「操車場跡地」，さらに合併した旧浪岡

町の浪岡駅周辺地区を 4 都市拠点と位置づけ，中

心市街地地区については，これらの中核としての

機能を想定している＝図 2 参照． 

 ただし，市民の間には依然，「コンパクトシティ

＝一極集中」の誤解が根強いとの現状は把握して

おり，今も「コンパクトシティ政策が推進されれ

ば除雪車が来なくなる」という形で政策を理解し

ている人もいるという．背景には，佐々木氏がコ

ンパクトシティ政策導入の必要性について，除雪

コストを理由に挙げた経緯があると受け止めてい

る． 

市としては，住民がたとえ 1 人の地区でも除雪

は継続しており，無秩序に郊外が広がると行政の

効率性が失われることの一例として，除雪費用を

引用したにすぎないと位置付けている．基本的に

は，中心市街地地区に機能を徐々に移していく必

要があるとの認識に立ちながらも，郊外住民の感

情に配慮しつつ，「郊外には郊外の役割があるので

切り捨てはしない」との立場をことあるごとに強

調しているという． 

 なお，近年は，中新町地区の「センター」「ウエ

スト」両地区でマンション建築を核とした優良建

築物等整備事業などが進展しているが，これらに

対して国費を充当できる点でも，コンパクトシテ

ィ政策の採用は非常に重要だったと総括している． 

 一方で，現実問題として，コンパクトシティ政

策の明示後も，同市南部の浜田地区などに新たな

商業施設と住宅地が開発された．市としては，こ

れらの地区が開発の限界線である「ミッド」エリ

ア内に位置することから，開発需要に応じつつ，

政策としての有効性は損なわれていないとの認識

に立っている．その理由として，市が枠を区切っ

たエリア内で開発を完結させている点，さらには

既に住宅地が分布している地域よりも市中心部に

近く，除雪や水道管，雨水管の設置といったコス

ト増も限定的である点を挙げた． 

 佐藤（2007）が指摘した，住宅地をめぐる県住

宅供給公社と市の政策の不一致については，県立

図書館や県立中央病院，県立青森工業高校が市中

心部から郊外へ移転した例を挙げて，県には県民

全体を受益者とする立場があることから，市とは

必ずしも個別事業の方向性が一致しないケースが

出てくる，との認識を示した． 

 

◎コンパクトシティ政策と空き家対策 

 本研究の焦点となる空き地や空き家の活用をめ

ぐっては，空き家対策特別措置法のガイドライン

が，庁内横断的な組織を設けて対策を講じるよう

求めているものの，青森市は 2016 年 2 月現在，

庁内の議論が煮詰まっていない． 

例えば，住宅や街づくりは都市整備部の管轄だ

が，空き家を集会所や町会事務所として活用する

ケースなら市民協働推進課（市民政策部），危険空

き家の担当は危機管理課（総務部），民泊なら経済

部となる．さらには空き家を活用した移住促進の

取り組みが派生するなど，空き家の用途によって

課題がさまざまな担当部課にまたがる．空き家関

連の施策を総括する課や組織がないとスムーズな

連携が難しいとの認識は抱いている． 

空き家に関するデータは，総務省の住宅・土地
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統計調査を抜粋したデータをまとめてあるほか，

危機管理課が危険空き家に関する状況を把握して

いる．このほか，水道部の閉栓データも，戸建て住

宅分については入手しているが，個別に居住の有

無や，空き家か否かを確認するには至っていない．

また，2016 年 2 月時点では，外部に公表できると

ころまで，各種資料の整理が進んでいない． 

 コンパクトシティ政策と空き家問題の接点につ

いては，既に設定してある「インナー」「ミッド」

「アウター」それぞれのエリアについて，政策の

軸足を整理している段階である．立地適正化計画

とのリンクについても今後，議論の整理が必要な

状況にあるという． 

 空き家問題については，空き家バンクの設立も

一つの対策と認識してはいる．ただ，住宅まちづ

くり課が把握する範囲では，市内の空き家のうち

７割がアパートを含む賃貸住宅であり，腐朽・破

損していない持ち家の空き家は約 3,300 戸と，空

き家全体の 2 割程度にとどまる．このため，空き

家バンクの有効性は限定的だと位置付けている．

さらに，特にアパートについては賃貸契約で生計

を立てている住民がいたり，それぞれのケースで

資産価値としての考え方があったり，先祖代々の

家だったり，多様な事情を抱えている．中心地と

郊外とを問わず，空き家の所有者と連絡が取れな

い事例も多い上，上記のようなケースで所有者の

判断を強制的に変えさせることも妥当でなく，行

政が積極的に何らかの対策を講じにくい環境にあ

ると認識している． 

 

◎郊外の住宅の状況について 

前述のように，郊外に住む高齢者のまちなか移

住と子育て世代の郊外への住み替え支援策は大き

く進展せず，青森市の第２期中心市街地活性化基

本計画はその要因として「高齢者が所有している

住宅改修費の問題」と記している． 

その詳細について尋ねたところ，現実には対象

とできる物件が確保できなかったことが最大の要

因だったとの回答を得られた． 

もともと，住み替え支援事業は市独自の仕組み

ではなく，一般社団法人移住・住みかえ支援機構

（JTI）の「マイホーム借上げ制度」の活用を想定

していた．この制度は，安定した資産運用や空き

家の有効活用を兼ね，同機構が仲介して，持ち家

を売却することなく長期間，貸し出す仕組みの構

築を目的としている． 

しかし，建築から年数を経た住宅の場合は耐震

診断や劣化診断が条件となり，検査費用は所有者

の負担となる．さらに，診断結果に問題があった

場合は，所有者の自己負担で改修した上で，貸し

出すことが要件となる． 

青森市によると，住みかえ支援機構は低廉な融

資制度も整備している．しかし，同市においては

ほとんどの場合，相当額の初期投資が必要となる

ことから，貸し出す意欲のある人がいても，実現

に至らなかった． 

つまり，北原（2011）が指摘したように，マイ

ホーム借り上げ制度自体に，豪雪・地方都市であ

る青森市での適合性が低い可能性がある． 

一方，借り手の側からは，現在も毎月 1 件程度，

照会があり，需要はない訳ではないが，結果的に

は制度の活用実績につながっていないという． 

住み替え支援事業が進展をみない状況下で，市

としても，郊外への住宅新築が進んでいる実態は，

定性的には把握している．住宅まちづくり課は，

家の新築に伴う住居表示の申請を担当しており，

例えば幸畑団地については 2015 年度だけで 10 軒

程度を受理した．ただし，対象が「丁目」の住居表

示地域に限定される上，数値の公表を想定してい

なかったため，経年的な変化などを整理できてお

らず，地区別の集計まだ実施していない． 

 

◎中心市街地の状況について 

 前述のように，アウガの経営破綻はそのまま，

青森市の中心市街地活性化策やコンパクトシティ

政策の失敗と受け止められがちである．しかし，

市としては，長島地区に複合商業施設アオモリク

ロスタワー「ア・ベイ」が建設され，あるいは同市

古川地区のビル群が「青森まちなか温泉・青森セ

ンターホテル」として再生した事例，さらには松

原地区からアウガに入居した青森市民図書館の利

用者数・貸し出し図書数が大幅に増加した事実な

どを根拠に，一定の成果を挙げているとの認識に

立っている． 

中心市街地の活性化に関する施策の評価指標は，

中心市街地活性化計画で採用した夜間人口の伸び

と歩行者量を踏襲している．市全体の人口が減少

して 30 万人を割る中，中心市街地地区の夜間人口
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がこの数年，3,500 人前後で横ばいもしくは微増

となっていることから，市としては，住宅政策や

中心市街地活性化の視点からも，一定の効果が得

られていると評価している．開発事業や融資制度

による店舗の誘導によって，中心市街地の空き地・

空き店舗率も改善してきた．ただし，歩行者量が

一時，著しく減少したため，必ずしも満足すべき

状態とは考えていない＝図 10． 

 中心市街地は，アーケードや融雪装置などの整

備を背景に集合住宅のニーズが高く，中新町「ウ

エスト」地区は新築のマンションが 1 カ月で完売

するなど，高齢者を中心にマンション需要が高い

状況が続いている． 

だが，空き店舗は改善に向かっているものの，

活用がスムーズに進まない事例も多い．市が把握

している範囲では①老朽化②所有者に賃貸の意思

がない③所有者が所在不明④権利関係が複雑で解

決困難⑤金額面で折り合いが付かない⑥改修・解

体費用の高騰，といった要因が挙げられる．税制

により，更地でなく空き家が建っていた方が安い，

あるいはバブル期に購入した家屋については，投

資額や帳簿上の損失を考慮すると売るに売れない，

といった「売り渋り」「貸し渋り」が発生している

との情報も得ている． 

また，青森市中心部は近年，コインパーキング

が急増しているが，土地の活用法が決まらないま

まコインパーキング化している事例が目立つとい

う．多くのケースは事業者が底地の持ち主から契

約期間を決めて運営しており，期間が過ぎれば更

地で戻すという形態である．現時点で建物が建っ

ていない所は，将来的に何らかの活用を考えてい

る例が多いと認識しており，周囲の用地買収も視

野に入っている例もある． 

市としては，中心市街地はエリアが限定的でも

あり，空き店舗については，支援策を続ける限り

は一定の成果が上がっていくと予想している．た

だし，全市的な支援は範囲が広すぎ，財源的にも

制約が大きいことから，今後は主に「ミッド」エリ

アの空き家をどうしていくかが課題となるととら

えているという． 

 

3.2青森県居住支援協議会 

 前述した，住みかえ支援機構の事業に関する青

森県の受け皿として 2009 年，青森県と青森，弘

前，八戸，三沢の 4 市，青森県宅地建物取引業協

会など不動産・リフォーム関連 6 団体が会員とな

り，青森県住みかえ支援協議会が発足した． 

 その後，同協議会は 2015 年 10 月に「青森県居

住支援協議会」に発展解消した．これまでの活動

経緯と今後の展望について，住みかえ支援協議会

発足時から事務局を務めている青森県宅地建物取

引業協会にヒアリングを行った． 

 住みかえ支援協議会（2014）によると，加盟 4

市を主な相談窓口として，まちなか居住促進と郊

外の空き家対策に取り組んできた．空き家となる

可能性の高い高齢者などの住宅を対象に売買や賃

貸，リフォームによる住み替えに対応することを

主な活動としていたが，制約実績が 2012 年度末

時点で 1 件にとどまった． 

このため，活動の軌道修正を図り，既に空き家

となっている住宅の相談にも対処するため管理，

解体を加えて，総合的な空き家の相談体制の構築

を目指した．併せて，2013 年度からは青森大学や

幸畑団地の町会組織と連携を深め，同団地をモデ

ル地域として，空き家の悉皆調査や報告会および

相談会，座談会などを開催してきた． 

幸畑団地地区にとっては，同協議会の支援と青

森大学との連携に基づく調査が初の空き家調査と

なり，概況や，2003～2013 年に起きた変化に関す

る報告もまとまった（櫛引・菅ほか，2014）．ただ，

 
図 10 青森市中心市街地地区の歩行者 

通行量と空き地・空き店舗率の推移 
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これらの取り組みを通じても，相談件数は順調に

は伸びなかった． 

ヒアリング時点で，青森市については 2015 年

度，10 件の相談があったが，大半は住宅の解体の

相談で，住み替えなど住宅・空き家活用の相談は

少ないという． 

住み替え支援事業が滞る一方で，県全体として，

住宅や空き家のみならず，高齢者を中心とする住

宅居住者の生活そのものについても一体化してサ

ポートする体制を整える必要性が浮上した．この

ため，関係機関と協議の結果，組織を居住支援協

議会へ移行させることになった． 

居住支援協議会は，国土交通省の施策の一環と

して，低所得者や高齢者など住宅確保要配慮者の

民間賃貸住宅入居を進めるため，全国 41 都道府

県・12 市区（2015 年 12 月現在）に設立されてい

る．青森県はむしろ後発組となるが，組織・活動上

の特色があるという． 

青森県の場合，加盟自治体が 4 市から県内全 10

市に拡大するとともに，不動産関係団体に加え，

居住支援に関わる県健康福祉部の関係 4 課と県社

会福祉協議会が加入した．引き続き宅地建物取引

業協会と県建築住宅課が事務局の役割を務めてい

る． 

組織としては，居住支援部会と住環境部会に分

かれ，前者は居住支援協議会の本来の役割である

「住宅確保要配慮者のための住宅セーフティネッ

ト構築」を担う．後者は，青森県居住支援協議会の

独自の取り組みとして，住みかえ支援協議会の活

動を引き継ぐ形で，空き家の適正管理や中古住宅

の有効活用を手掛ける． 

本格的な活動は 2016 年度以降となるが，居住

支援部会は，住宅の確保のみならず入居後のサポ

ートも視野に入れるなど，独自色を打ち出す予定

という．当面は，低所得者などの住宅確保が中心

となるが，今後，コミュニティそのものの構築・維

持支援や，青森市の住宅施策とどのように連携が

進んでいくかが注目される． 

 

3.3幸畑団地地区の状況 

 幸畑団地地区は＝図 1 参照＝は青森市中心部か

ら直線で約 6km 南東に位置し，1960 年代後半に

造成が始まった．2015 年 4 月 1 日現在の人口は 

4,736 人，世帯数は 2,218 世帯である．同市で郊

外に造成された初の団地で人気も高く，市内では

長く郊外型団地の象徴的な存在だった．しかし，

造成当時に転入した人々がリタイアを迎える一方，

より市中心部に近いエリアに相次いで住宅団地が

造成された事情もあり，近年は市の平均を超える

人口減少や高齢化，さらには存在感の低下に直面

している． 

 前述した弘前大学地域共同センターと青森市に

よる「まちなか移住調査」は，同団地を対象地区の

一つとしていた．また，市は同団地の老朽化した

市営団地を廃止する一方，中心市街地のマンショ

ンに借り上げ公営住宅を整備して住民を移住させ

る施策を実施した．このため，コンパクトシティ

政策の進展下，同団地は一時，「高齢者の転出地」

というイメージが定着した． 

 ただし，櫛引・菅ほか（2014）で報告したよう

に，2008 年に 35～39 歳だったコーホートと，15

～19 歳だったコーホートは例外的に，2013 年ま

での 5 年間に増加をみている．つまり，少なくと

もこの期間は，特定世代において，転入が転出や

自然減を上回っていることになる． 

 幸畑団地には公営住宅も多く立地しているため，

これらの世代の人口増加が，空き家の活用や住宅

の新築とどの程度，関連しているかは，詳細に調

査していく必要がある． 

 その後，前述のように青森県住みかえ支援協議

会や青森大学との連携が始まり，空き家調査や，

空き家を会場に空き家問題を語るシンポジウムが

開かれるといった動きが活発化した．一方で，住

民自治を進展させる施策の一環として 2014 年，

市と青森大学の支援により，幸畑団地地区連合町

会を母体に幸畑団地地区まちづくり協議会が発足

し，人口減少や高齢化に適応できる地域社会づく

りが進んでいる．2015 年から 2016 年にかけては，

助成金を得て空き家を借り上げ，協議会の会合や

移住体験の会場として活用する事業も展開した

（櫛引，2015b）． 

 このような経緯を背景として，地域の現状を確

認するため，同協議会の役員や主要メンバー5 人

を対象に，借り上げ活用中の空き家でヒアリング

を実施した．いずれも持ち家の男性住民で，1 人が

40 代，2 人は 60 代，2 人は 70 代である．以下に

概要を列挙する． 
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▽コンパクトシティ政策の住民意識への影響 

・青森市のコンパクトシティ政策が注目を浴びて

いた当時は，住民に動揺が広がり，「今のうちに

住宅を手放し，市中心部に移らないと手遅れに

なる」といった意識があった．しかし，まちづく

り協議会の発足と前後して，無理に転出するこ

とはない，と空気が変わった（60 代男性） 

・コンパクトシティ政策はアイデアが中途半端な

印象があり，団地内でも本格的な不動産取引の

機運が生じなかった（70 代男性） 

・2014 年に，環状国道 7 号と幸畑団地を直結する

市道幸畑筒井線＝図 1 参照＝が整備された結果，

市街地へのアクセスが改善し，住民の評価が高

まっている（70 代男性） 

・若い世代にとって，家を構えて住んでしまった

後で「別のところに引っ越せ」ということにな

ると大変．むしろ「何とかこの場所で頑張りた

い」と考える（40 代男性）． 

・仕事が多忙だったこともあり，コンパクトシテ

ィ政策には，自分は関心がなかった（70 代男性） 

・まちづくりにおいて，行政コストだけを問題に

するのはどうか．それぞれの個性や実情に合っ

た地域づくりがあってしかるべき．各地域が切

磋琢磨していくことで，総体として地元全体が

よくなっていくはずだ（60 代男性） 

 

▽幸畑団地の転入・転出や生活について 

・幸畑団地の近くで育った住民が，市中心部に居

住した後，最近になって幸畑団地へ移り住んだ

事例がある．さらに，この住民の自宅近くが空

き家となったことから，彼が友人に声をかけた

ところ，この友人が転入してくるなど，口コミ

で移住してくる現象もある．他方，市中心部へ

移住したものの，人間関係が構築できず悩んで

いる元住民の例もある（60 代男性） 

・若いころに幸畑団地の公営住宅で暮らし，弘前

市で働いた後，2015 年になって，定年後の住居

を幸畑団地へ探しに来た人がいた．しかし，や

や急な話でもあり候補が少なく，めぼしい空き

家も先約があったため，最終的には幸畑団地へ

の移住を諦めた（70 代男性） 

 

 今回のヒアリングは限られた人数と時間による

ものだったが，コンパクトシティ政策が住民の意

識に一定のプレッシャーを及ぼしていたことを確

認できた．他方，同政策への関心の度合いはさま

ざまであり，また，「コンパクトシティ＝一極集中」

的な理解が今なお根強い事実も確認できた． 

 注目されるのは，口コミで幸畑団地への移住を

選択している事例がみられることである． 

ヒアリングに応じた 60 代男性の 1 人は，その

後のやりとりで「私の知る限りで 2015 年秋から

冬にかけて 4 軒，空き家へ入居した人がいる．い

ずれも，友人が『幸畑は面白い．移住しないか？』

と言葉をかけられたことが発端といい，まちづく

り協議会のホームページにも『幸畑へ移住したい．

空き家はないか？』という問い合わせがある」と

証言している． 

また，空き家の照会を多数，受けるようになり，

さらには借り上げ空き家の活用の一環として「お

試し移住」希望者に対応してきた結果，同団地の

住宅に注目する人々の関心事の中心にあるのは

「どんな人が近隣に住んでいるのか」「幸畑とはど

んな地域なのか」であって，物件としてのカタロ

グデータではない，と証言している．彼はこれら

の体験を通じて「空き家問題とはまちづくり問題

そのもの」との結論に至ったという．加えて，既に

空き家と化した住居への対処は困難でも，単身の

高齢者など，近い将来，自宅が空き家化する人々

とコミュニケーションを図ることで，空き家の発

生を未然に防いだり，活用策を事前に検討したり

できる可能性にも言及した． 

 一連の証言の背景には，空き家の利活用模索を

含む，まちづくり協議会の活動が活発にマスメデ

ィアで報じられ，協議会自身も，ウェブサイトや

フェイスブックなどソーシャルメディアを通じて，

イベント告知や参加勧誘を展開している事情もあ

ると考えられる＝図 11． 

 櫛引（2015b）で報告したように，空き家調査を

端緒とした青森大学と幸畑団地連合町会の協力関

 

図 11 幸畑団地地区まちづくり協議会のサイト 
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係は，まちづくり協議会の設立，さらには 30～40

歳代の住民を中心とする地域活動グループの設立

につながり，団地内での「ねぶた」作成と運行，ス

ノーフェスティバル実施といった，幅広いコミュ

ニティ活動の展開を引き出した．かつては青森市

内の花形的な存在だった同団地は，その後，郊外

の丘陵に位置する僻遠の地として扱われ，住民も

自虐的に「雪深い幸畑の山（やま）」を自称する風

潮が定着してしまった．しかし，近年の住民自ら

の活動が，地域のイメージやブランドを大きく変

えている可能性を指摘できる． 

一方で，幸畑団地内を観察すると，青森市住宅

まちづくり課の証言と符合する形で，住宅を建設

する光景が目に付く．特に，まちづくり協議会の

活動が本格化した 2014 年以降，新築の住宅が目

立って増えているとされ，地元町会でも話題を呼

ぶとともに，正確な実態把握の必要性が提起され

始めている． 

後述するように，住宅の新築自体は，将来的な

空き家となり得る住宅ストックの増加につながる

一面もある．また，空き家への転入が，団地全体で

進む自然減や，高齢化に伴う施設などへの転出を

相殺できる規模にあるかどうかは，詳細に調査す

る必要がある．いずれにせよ，近年まで忌避され

ていた可能性がある郊外の団地への居住を，あえ

て選択している人々の存在や意識は，「生活の質」

という視点からも，あらためて注視する必要があ

ろう． 

 

４．青森市の現状に対する論点整理と考察 

 以上の整理に基づき，本章では，コンパクトシ

ティ政策と青森市の現状について，論点整理と考

察を試みる． 

 

4.1 コンパクトシティ論の枠組み 

 本研究の冒頭で言及したように，コンパクトシ

ティにはもともと，都市計画，建築，交通工学など

学問領域によって多様な議論の流れがあり，多様

な理解・解釈が存在する． 

倉田（1999）による論考は，ちょうど青森市が

都市計画マスタープランにコンパクトシティ政策

を持った時期に当たり，当時の視点の整理に好適

である．倉田は「コンパクトな都市という意味で

のコンパクト・シティという表現は，これまで都

市を記述する様々な文脈の中で用いられてきた．

この場合のコンパクト・シティとは，小型の都市，

こぢんまりとした都市，密集した都市，簡潔な都

市といった，ある都市の状態を指すもので，必ず

しも特定の都市形態の概念を表すものではなかっ

た」と指摘した． 

その上で，1973 年にダンツィクらが提唱したコ

ンパクトシティの概念と，1996 年にジェンクスら

が提唱したコンパクトシティの概念を紹介し，共

通点と相違点を考察している． 

前者については「都市の成長を制御するために，

都市の空間を垂直方向を含む三次元的に使うとと

もに，時間の次元を導入することにより，さらに

四次元的に都市を有効活用することを目的とした

都市のモデル」であり，「都市の地区を立体的に積

層しそれを垂直方向の動線で繋ぐという，極めて

具体的な建設的な形態で表現されたもの」と整理

しつつ，当時，深刻化していた都市のスプロール

について，どう有効に制御可能かについては「十

分に言及していない」と指摘している． 

一方，後者については「持続可能な（サスティナ

ブル）都市の形態とは何かという問いに対して，

単に物理的な都市の形態の議論に止まらず，社会

的，経済的，そして環境的な視点からの議論と検

証を試みている．ここでのコンパクト・シティと

は，持続可能な都市（サスティナブル・シティ）と

同義であり，具体的な都市の形態を表すというよ

り，生活の質（クオリティ・オブ・ライフ）を追求

した明確な生活像とそれを実現するための都市環

境の将来像を提案している」と整理している． 

倉田はさらに，両者はともに当時の都市をめぐ

る状況に対して積極的に新しい都市像を提示した

ものと評価しつつ，20 年余りの時間をおいて提示

された両者の差異は，都市に関する社会的，経済

的な環境の変化や，都市に生活する住民の価値観

や生活像の変化を反映したものと位置付けている． 

一方，海道（2003）はコンパクトシティについ

て，20 世紀の外延的な都市拡大へのアンチテーゼ

として明快であるものの，空間形態は多様である

ことを理由に「多面的な解釈が可能で，あいまい

さも持っている」と指摘し，さらには，都市全体を

指すのか，部分なのか，空間スケールについても

混乱がみられると考察している． 
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また，コンパクトシティの有効性をめぐる欧州

の論点として，持続可能性に関する説明が感覚的，

定性的なものにとどまり，定量的，科学的な根拠

に乏しいのではないかという点，次いで，現実の

都市拡散傾向に反する政策が，市民の支持を得ら

れるのか，具体的な実現手法や政策は有効なのか，

という点を紹介している． 

 倉田と海道による検討は，コンパクトシティの

概念が国内に普及し始めた時期の例だが，ともに

コンパクトシティの概念自体が米国と欧州それぞ

れにおいて，都市の成り立ちや国土の広さ，都市

の規模などと密接に関わりながら成立してきてい

ることを背景に，日本国内の議論や政策展開とは

単純に結びつけにくいことを指摘している． 

一方，青森市のコンパクトシティ政策への評価

が最も高かった時期，同市の政策展開について検

討を行った千葉（2006）は，大きく三つの課題を

挙げている．まず，個別の事業は構想誕生以前に

着手されていたものが多いことを理由に「計画の

全体像がみえていない」と指摘し，その上で，都市

計画が完成まで 20～30 年の期間を要することか

ら，「将来の望ましいと思われる地域の姿を描き出

すことではなく，今後の都市の変化のルールを示

すこと」の必要性を提起した．次に，本研究のテー

マと重なる「アウターエリアの既成住宅地の扱い」

について，人口減少基調下では結果的に，郊外地

域社会における生活維持の負担が増大することを

問題視し，「郊外住宅地の存続それ自体が問われる

ことになる」と提起した．3 点目として，人口 30

万人規模の青森市において商業・公共施設が集積

するインナーエリアをひとつだけ想定することが

妥当かどうかを提起した． 

 その後，コンパクトシティをうたった政策が国

内でも進展する一方，前述の通り混乱も生じた．

国レベルでの人口減少や高齢化を背景に「縮退」

という概念が語られるようになり，これに反論す

る形で，前述のように北原（2011）が郊外の団地

を持続する必要性を説いた．さらに，北原（2013）

においては，平成の大合併において複数の拠点地

域を持つ自治体が多数，誕生した経緯を踏まえて

「都市の成熟」「計画哲学としてのコンパクトシテ

ィ」「旧市町村のアイデンティティ」といった視点

から，「コンパクトシティのネットワーク体」とい

う概念を提唱している． 

 

4.2 コンパクトシティ政策と空き家問題の接点 

 本研究の中心的テーマであるコンパクトシティ

政策と空き家の関連性をめぐっては，阪井（2013），

米山（2014）などの検討例がある． 

 阪井は，首都圏と近畿圏における郊外住宅団地

のケーススタディに基づき，交通や生活の利便性

の低い地域において，コンパクトシティ化に逆行

する形で住宅団地の開発や高齢者の人口流入が起

きている事例があることを見いだした．さらに，

既存住宅が空き家化する一方で，新築による宅地

化が進んでいる地区の存在を指摘するとともに，

「限界団地問題」の助長や既存ストックが有効活

用されないといった課題が発生している点を問題

視し，中古住宅の流通促進の必要性などを主張し

ている． 

 一方，米山は今後，地方都市で急速に進む人口

減少と DID（都市中心部の人口集中地区）の空洞

化を背景として，中心市街地への居住誘導や都市

機能の集約の必要性を指摘する．その上で，集約

された中心市街地においては空き家の利活用を積

極推進しつつ，問題空き家の除去を進めるべきだ

とする．しかし，それ以外の地域においては，空き

家の利活用や費用を投じて除去を進める優先度は

低くなると結論づけている． 

 

4.3 青森市におけるコンパクトシティ論の所在 

 前節までの整理を念頭に，青森市におけるコン

パクトシティ政策の経緯と現状を振り返ると，い

くつもの重要な示唆や論点が得られる． 

まず，倉田や海道の検討を踏まえると，「ウォー

カブルタウン」という青森市のキャッチフレーズ

は「徒歩で用が足りる空間（中心市街地地区）への

都市機能集約」というイメージに直結している．

しかし，青森市のコンパクトシティ政策が，プラ

ンの上では「持続可能性」をうたい，社会的，経済

的，環境的に網羅的な視点を打ち出していたにも

かかわらず，北原が強調する「マネジメント」「コ

ミュニティ」というキーワードは浸透せず，市民

の多くには「除雪コスト削減」とった，切実かつ分

かりやすい切り口でしか届いていない可能性があ

る． 

その結果，除雪費に代表されるコスト削減とい

う財政問題に政策が矮小化される一方で，人的・
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社会的・構造的リソースを活用できるコミュニテ

ィや仕組みをつくり，機能させる「場所」としての

「コンパクトシティ」像は，2016 年の時点では，

市民はもちろん，行政側にも十分に意識され，浸

透していない可能性がある．青森市内での一般的

なイメージは，倉田が対比させた二つのコンパク

トシティの概念でいえば，むしろ 1970 年代の段

階に近いかもしれない． 

その背景には，海道が指摘した「イメージのあ

いまいさ」や，「空間スケールに関する混乱」が見

て取れる．同時に，「現実の都市拡散傾向に反する

政策が実効性を持ち得るか」という，政策の理念

と地元ステークホルダー総体のマネジメント能力

にわたる問いに対し，答えが見いだせない現状も

浮かび上がる． 

千葉の提起のうち，1 点目の「都市の変化のルー

ルづくり」については，まさに「持続可能性をめぐ

るルールづくり」という文脈でコンパクトシティ

の議論に当てはまるものの，まだ地元としての解

は示し切れていないように見える．2 点目の「アウ

ターエリアの既成住宅」，そして 3 点目の「インナ

ーエリアの位置付け」については，北原（2011，

2013）が一つの解を示した形である．ただ，既述

のように「コンパクトシティ＝一極集中」的な理

解は，今なお住民の間に根強い． 

以上のような状況を総括すると，青森市とその

郊外におけるコンパクトシティ構想は，政策とし

て一定の妥当性を維持しつつも，生活実感に根付

いた都市政策としての整合性を必ずしも整理し切

れておらず，最低限の情報や認識が共有されてい

ない．特に，北原が指摘し続けてきた，地域の戦略

的かつ包括的なマネジメントという基礎的な認識

の共有もかなわないまま，「アウガ再建問題」にの

み耳目が集まっている状況に陥っているといえる． 

他方，阪井が指摘した，既存住宅の空き家化と

並行した新築による宅地化は，まさに幸畑団地で

生じていると推測される．確かに，地域全体を統

計的に俯瞰すれば，空き家を活用せずに家を新築

することにより，住宅の余剰ストックはそれだけ

増える．空き家対策や既存住宅の有効活用という

視点からは，将来的な空き家問題を増幅する現象

とも位置づけられる． 

しかし，北原（2011）の指摘を踏まえ，さらに

は個別の現場を観察すると，櫛引・菅ほか（2014）

や，本研究の腐朽・破損のある空き家に関する部

分で考察した通り，流通可能な状態にある空き家

は，現時点でも相当程度，流通している．対照的

に，現に流通していない空き家の多くは，所有者

の家庭事情や破損など，流通しない，あるいは流

通させられない固有の原因を抱えていると推測さ

れる． 

つまり，少なくとも青森市や幸畑団地地区に限

れば，「流通の仕組み」を整えるだけでは，既存住

宅の有効活用につながるかどうかは不透明と言わ

ざるを得ない．幸畑団地の住民が指摘する「空き

家対策はまちづくり」という視点を考慮して，コ

ミュニティや人間関係をベースとしたネットワー

クの構築を並行させる必要があろう． 

米山の主張については，千葉が提起した「アウ

ターエリアの既成住宅地の扱い」に通底する要素

があり，位置付けによっては，北原と対立する主

張ともなり得る．エリアによっては結果的に，空

き家活用はもちろん除去などの対策も政策的に講

じないシナリオが浮上してくる．都市政策的な観

点からは，あるいは住民感情の上では，取り扱い

が難しい論点と言える． 

米山の主張の妥当性に関する議論はさておき，

青森市や幸畑団地においては，その主張の検討が

必要な段階には至っていないと考えられる．しか

し，現実には既に，国内の多くの地域が，このよう

な状況に陥りつつある可能性も否定できない．今

後，さまざまなステークホルダーによる多様な議

論と対応を想定していく上では，一つの視点とし

て念頭に置く必要もあろう． 

 

５．課題と展望 

青森市におけるコンパクトシティ政策は，提唱

当時は一定の先進性と妥当性，実効性を有しなが

らも，コンパクトシティという概念がもともと持

っていた多様性や曖昧さを克服できず推移した．

一方では「除雪費など行政コスト削減策」「中心商

店街の優遇策」という表層的な理解が解消されな

いまま，アウガの再生問題が混迷を極めて，地元

における政策としてのインパクトや説得力は失わ

れつつある．しかし，現実には市中心部へのマン

ション立地が進み，市民には一定のまちなか居住

志向が存在すると推測されるなど，市民の意識や
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行動に変化を起こしつつあることも間違いない． 

ただ，青森市のコンパクトシティ政策は論点や

戦略性の再検討が必要な状態にある．例えば，市

全体を網羅する政策ながら，中心市街地地区を除

く地域では指標が設定されていない．何を根拠に

どう実効性を論じるべきかについても検討が要る． 

同時に，例えば住民の活動が活発化している幸

畑団地地区などを対象に，移住・転入状況につい

て詳細を明らかにし，コミュニティ創出・維持活

動との因果関係を精査する必要があろう．その上

で，郊外の住宅団地が目指すべき方向性や，地元

が講じ得る対策の可能性と限界についても，一定

のコンセンサスを構築する必要があろう． 

ただ，このような作業は，空き家への対策を模

索する「必要条件」とはなり得るが，有効な対策に

直結する「十分条件」になるとは限らない．幸畑団

地をみる限り，いったん，流通困難な状態の家が

空き家化したり，空き家が流通困難な状態に陥れ

ば，多くの場合，住民コミュニティによる問題解

決は難しい．他方で，前述のように，「空き家予備

軍」と位置づけられる単身高齢者も多い．いずれ

にせよ，住民や所有者の実態と希望を度外視し，

空き家活用を自己目的化したような誘導策を立て

ても，実効性は薄くなるだろう． 

空き家をめぐって，住民・家族や地域社会にお

ける「生活の質」向上，自治体や住民組織の財政

的・労力的負担の削減といった目的を明確に設定

した上で，①住民の生活実感や願望の確認②行政

内部の論点や事業の再検討と整理③利害関係者や

問題を直接，解決できる主体の整理④行政と経済

界，NPO など中間組織との関係性の再検討，とい

った起点から，議論の軸そのものを設定し直す必

要があろう． 

このほか，青森市は「整備新幹線とコンパクト

シティ政策」という，富山市と対比させやすい論

点があり，両者の施策の展開や，住民の意識と対

応について検証していくことで，多くの示唆が得

られる可能性がある． 
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注 

１）コンパクトシティは「コンパクト・シティ」と

表記されることも多く，文中で引用している文

献の一部は，この表記を採用している．本研究

では引用部分を除き，「コンパクトシティ」の表

記を採用する． 

２）2005 年 06 月 19 日付東奥日報記事などを参

照． 

３）2008年5月20日付東奥日報夕刊記事による． 

４）2009年5月23日付東奥日報朝刊記事による． 

５）例えば，都市政策に関する近年の国土交通省

の資料から青森市は姿を消し，富山市や熊本市

が先進事例として紹介されている． 

６）本研究を執筆している 2016 年 2 月現在，経

営が破綻したアウガについて，青森市は，空床

が増加している商業施設フロアに公共施設を入

居させるなど，政策を大きく転換する方針を打

ち出している．しかし，非常に事態は流動的で

あるため，本研究においては，この事実に言及

するにとどめる．このほか，青森市庁舎の改築

や，JR 青森駅舎の整備も，アウガ問題と連動し

て政治課題化しているが，同様に，問題の存在

に言及するにとどめる． 

７）ヒアリング内容については，複数の課による

見解のほか，担当者の個人的見解も含む．
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Issues on relationship between Compact City Policy and vacant housing in suburbs : 

 A Case Study of Aomori City 

 

Motoo KUSHIBIKI 

Faculty of Sociology, Aomori University 

 

2000 年代に全国の先進例として知られた青森市のコンパクトシティ政策について，同政策の現状およ

び郊外の幸畑団地の空き家問題の関係性を検討した．同政策は，中心市街地活性化の象徴的な存在だっ

た再開発ビル「アウガ」の経営破綻に伴って頓挫したと受け止められているが，まちなか居住などの面で

は進展をみており，政策の現状について再検証が必要である．一方，幸畑団地は一時的に，同政策の影響

でまちなか移住志向が強まった．最近は住民によるコミュニティ活動が活発化しており，家を新築した

り，空き家へ移住してくる人々も現れている．コミュニティ活動と移住との関連を調査する必要がある． 

 

キーワード：コンパクトシティ，空き家，青森市，郊外，住宅団地 

 


