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The Kobata housing complex is located in a suburb of Aomori City. Developed from the mid-1960s, and mainly 

people in their 20-30's moved. Although residents counted about 6,300 in 1990s, it decreases to about 4,800 now. 
Aging and the depopulation progress at the early pace compared with whole Aomori City. According to field survey, 

vacant houses are gone up to about 100 in the whole region, and estimated about 9% of single houses. Main subjects 
for residents are measures against snow and vacant houses, and maintenance of the prospective community. They 
need to make organizations or mechanisms which have effective correspondence immediately. 
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1. はじめに 

 

都市近郊の住宅団地、特に 1960 年代から 70 年代

にかけて開発された住宅団地は、全国各地で高齢化

や人口減少に直面している。 

先行研究事例としては、大阪市立大学都市研究プ

ラザによる泉北ニュータウンの研究（佐藤・矢作、

2011）や、大分大学福祉科学研究センターによる大

分市富士見が丘団地・松が丘団地の研究（大分大学

福祉科学研究センター、2008）がある。また、弘前

大学教育学部住居学研究室と青森県県土整備部建築

住宅課が、2010 年度に幸畑団地１）の一戸建ての住民

を対象に実施した調査の結果概要が、2012 年 3 月に

パンフレットの形で公表されている。 

都市近郊の住宅団地の多くは、地方自治体に匹敵

する数千～数万人の人口規模を持ち、空間的にも社

会的にも独立性の高いコミュニティを形成している。

しかし、地方自治体と異なり、独自の行政機関や専

従の職員、さらには選挙で選ばれた首長・議員を擁

している訳ではなく、地域経営体制は弱いと言わざ

るを得ない。さらに、人口や所得など、生活に関わ

る各種のデータや統計情報を独自に収集・分析でき

る態勢も整っていないことから、生活の実態そのも

のの把握が難しい。 

このため、住民が高齢化や人口減少の進行を感覚

的に認識していたとしても、その度合いを定量的に

認識し、対策を講じることが容易ではない。一方、

行政機関の側も一般的に、いわゆる縦割り行政の中

で、各部課が持つデータを突き合わせて総合的な地

域施策を検討できる体制が整っておらず、必ずしも、

自治体内の特定エリアの状況を個別に把握・分析し

て対策を講じられる状況にはない。 

 その結果、独立した市町村に比べて高齢化や人口

減少が可視化・顕在化しにくくなり、適切な対処が

遅れるリスクが高いと考えられる。 

 

 

【図 1】幸畑団地および幸畑地域の概略図 

 

青森市２）の場合は、2009 年 3 月 23 日付東奥日報

朝刊記事によれば、2006 年 12 月末～2008 年 12 月末
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の 2 年間に、住民基本台帳人口が 1.5%減少するとと

もに、高齢化率は 20.6%から 22.1%へと 1.5 ポイント

上昇していた。しかし、人口減少や高齢化は斉一的

ではなく、市内 138 地区の 8 割当たる 115 地区で人

口が減少していた。また、特に市中心部と郊外の農

村部で高齢化が進み、2008 年時点では 28 地区で高

齢化率が 30%を超えていた。にもかかわらず、当時、

これらの数字は、同紙の報道以前には公表されてい

なかった３）。 

青森大学が立地する青森市の幸畑団地も＝図 1＝

も、人口減少や高齢化が進み、空き家が目に付く状

況に至っている。しかし、これまで体系だった定量

的な調査がなされたことはほとんどなく、あったと

しても結果がほとんど公表されていなかった。 

本研究では、2013 年度の青森大学社会学部社会学

科の授業「社会学演習Ⅲ・Ⅳ」および授業外活動で

実施した地域調査や空き家調査の結果に基づき、幸

畑団地およびその周辺の幸畑地域における人口動態

や居住環境の変化、さらには住民が抱える課題につ

いて報告・考察するとともに、今後の対応の在り方

についても展望する。 

なお、一連の調査は、青森大学が進める教育・研

究・地域貢献の総合的活動「幸畑プロジェクト」の

一環として実施した。また、概要の一部は、2013 年

10 月の青森大学祭でポスター発表した。 

 

2. 幸畑団地の概要 

 

（１）幸畑団地の立地と人口 

図 1 に示したように、幸畑団地は青森市の中心部

から約 6km 南方、八甲田山系の末端が青森平野に接

する丘陵地上に位置する。街区は東西・南北とも約

1km のほぼ菱形を成しており、県道 44 号青森環状野

内線を北辺として、団地全体が、南へ向かって上る

標高 20～70m の緩やかな斜面上にある。住宅地が、

団地の北側の一角にある青森大学をくるみ込む形で

広がる。 

団地内の町丁の配置を図 2 に示した。県道青森環

状野内線に面した団地西部が幸畑 1 丁目、同じく北

部が 2 丁目、北東部が 3 丁目、東部が 4 丁目、南部

が 5 丁目である。 

造成を手がけた青森県住宅供給公社４）が 2009年に

解散しているためか、団地の造成過程やその後の経

緯・歴史については、確認できた範囲ではまとまっ

た資料が存在していない。「青森県住宅供給公社 30

年のあゆみ」（青森県住宅供給公社、1996）によれば、

同公社が 1964年から 1969年にかけて 56万 7,300m２、

建て売りや公営住宅分を含めて 1,746 戸分を造成し

た。地元の住民に対する聞き取り調査によれば、団

地の造成はおおむね 1～3 丁目から始まり、後に山手

側の 4 丁目と 5 丁目が造成された。 

 

 

【図 2】幸畑団地の町丁 

 

団地は全体として、大きく分けて①造成当時に建

築された建て売り住宅②一般の一戸建て住宅③県営

住宅④市営住宅⑤アパート⑥その他の施設（大学、

福祉施設、商業施設等）、から構成される。①の建て

売り住宅の大半は増改築を経ており、建築当初の姿

をとどめている家はごく少ない。また、県営住宅と

市営住宅には、集合住宅および一戸建てもしくはそ

れに準じた長屋状の住宅があり、4 丁目と 5 丁目に

集中している。 

 

【表 1】幸畑団地の世帯数および人口 

住所 世帯数 男性 女性 合計 
人口 

構成比 

幸畑１丁目 434 452 496 948 19.6% 

幸畑２丁目 216 186 213 399 8.2% 

幸畑３丁目 361 379 422 801 16.6% 

幸畑４丁目 568 581 691 1,272 26.3% 

幸畑５丁目 649 638 780 1,418 29.3% 

計 2,228 2,236 2,602 4,838 100.0% 

青森市住民基本台帳から、2013 年 12 月末現在 

 

民間業者を含む造成や分譲を経て、住宅数が増加

する一方で、住民の退去や死亡に伴い、空き家や更

地化する宅地も増えてきた。表 1 に示したように、

直近の 2013年 12月末現在の住民基本台帳によれば、

幸畑団地全体の世帯数は 2,228、人口は 4,838 人であ

る。県営住宅や市営住宅と一戸建てが混在する 4 丁

目と 5 丁目の人口割合が大きい。また、2010 年の国
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勢調査から分類した居住形態は表 2 の通りで、一戸

建てが半数を占める一方、県営・市営住宅の世帯が

3 割強に達する。 

 

【表 2】2010 年国勢調査結果から分類した幸畑団

地の居住形態 

種類 世帯数 構成比 

持ち家の一戸建て 1,091 51.0% 

借家の一戸建て 62 2.9% 

県営・市営住宅の一戸建て・長屋 120 5.6% 

県営・市営の共同住宅 584 27.3% 

アパート 283 13.2% 

計 2,140 100.0% 

 

過去の詳細な人口推移のデータは公表されていな

いが、1983 年 4 月 26 日付東奥日報朝刊記事によれ

ば、当時の幸畑団地の世帯数は 2,250、人口は約 7,590

人で、2013 年 12 月末現在と比較すると世帯数は微

減にとどまるものの、人口は 36%減少している計算

になる。 

 

【表 3】幸畑団地の各町会 

町会名 所在 世帯数 

阿倍野 幸畑 3 丁目 385 

おおすみ 幸畑 5 丁目 108 

西 幸畑 1 丁目 403 

里見 幸畑 5 丁目 298 

第四 幸畑 4 丁目 280 

みどりヶ丘 幸畑 5 丁目 52 

若葉 幸畑 5 丁目 78 

ひばりヶ丘 幸畑 4 丁目 188 

さくら 幸畑 5 丁目 27 

計  1,819 

2013 年 5 月 17 日現在 

幸畑団地連合町会資料から作成 

 

町会組織として阿倍野、おおすみ、西、里見、第

四、みどりヶ丘、若葉、ひばりヶ丘、さくらの 9 町

会があり、幸畑団地町会連合会を構成している。町

会の所在地や規模を表 3 に示したが、400 世帯近く

が加盟する町会がある一方で、27 世帯の町会もあり、

規模の差が大きい。また、市営住宅や県営住宅はそ

れぞれ独立して町会を運営している。つまり、各町

会は、規模だけでなく住民の特性や意識、生活習慣

も大きく異なると推測される。なお、表からも分か

るように、町会と町丁は互いに一致せず、一つの町

丁が複数の町会に分かれていたり、一つの町会が複

数の町丁にまたがっていたりする。 

住民基本台帳の世帯数と、これら町会の構成世帯

数から、町会への加入率を算出すると、79.5%となる。 

団地内には、イオン系のショッピングセンターの

ほか、郵便局や地方銀行の出張所、酒店、飲食店、

電器店、医院、歯科医院などがあるものの、娯楽施

設やスポーツ施設はない。また。100 人程度を収容

できる市の福祉館や町会の集会所がある半面、支所

機能や、幸畑団地全体の集会を開ける規模の施設も

ない。 

乗用車を使えば、県道青森環状野内線などを経由

して、市中心部と片道 20～30 分ほどで往来できる。

また、最寄りの郊外型の大型商業施設とも、片道 10

～20 分ほどで往来できる。公共交通機関では、青森

市営バスの路線があり、JR 青森駅との間に 1 時間に

2 本程度の便が運行している。 

 

（２）幸畑団地の積雪 

幸畑地域は山沿いに位置することから、住民の間

には「青森地方気象台は中心市街地に近い青森市佃

地区に所在しているため、市内でも積雪が少ない。

幸畑地域の積雪や降雪は、気象台のデータに比べる

と 2 倍以上多い」という俗説が存在する。後述する

ように、雪処理問題は住民にとって大きな課題とな

っている。 

 

【表 4】直近 3 シーズンの幸畑と気象台の積雪差 

（単位・cm） 
2010 年 12 月 

-11 年 3 月 

2011 年 12 月 

-12 年 3 月 

2012 年 12 月 

-13 年 3 月 

幸畑（横内）の

平均積雪深 
58.5  105.1  84.2  

幸畑（横内）の

最大積雪深 
132.0  169.0  180.0  

気象台（佃）の

平均積雪深 
52.3  91.0  62.3  

気象台（佃）の

最大積雪深 
130.0  152.0  142.0  

積雪深の差の

平均値 
6.3  14.0  21.9  

積雪深の差の

最大値 
25.0  36.0  47.0  

積雪深の差の 3

シーズン平均 
14.1 

気象庁データおよび青森県道路課提供データから作成 

 

しかし、幸畑団地内には積雪の観測地点がなく、

過去の検証事例も見いだせなかった。そこで、幸畑

団地の中心部から約 1km 南西の青森市横内亀井地区

にある、青森県道路課の積雪観測ポイントのデータ

（同課提供）を、幸畑地域の積雪の代表値として用

い、直近 3 シーズンについて気象台データと比較し
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た。その結果を表 4 および図 3 に示した。いずれも

本研究グループの宮本康佑が作成した表・原図５）を

櫛引が修正したものである。 

 

 

 

【図 3】直近 3 シーズンの幸畑と気象台の積雪差 

 

シーズンによって積雪のパターンや最大積雪深、

および両地点の積雪の差は様相が異なるが、12 月 1

日～3 月 31 日の期間で平均すると、2010-11 年は幸

畑地域（横内）が平均して 6.3cm、青森地方気象台（佃）

より雪が深かった。2011-12 年は 14.0cm、12-13 年は

21.9cm、それぞれ幸畑地域の積雪が多かった。3 シー

ズン平均では、幸畑地域は気象台より 14.1cm、積雪

深が大きかった。 

例外的に、気象台の方が幸畑地域より雪が多い日

もあるものの、幸畑地域は気象台に比べて積雪が数

十 cm 多い、あるいは積雪が 2 倍以上ある例は珍しく

ない。直近の 3 シーズンを見る限り、多雪の冬ほど

両地点の積雪差が大きく、また、2 月以降に積雪差

が大きくなる傾向がみられる。ただし、降雪や積雪

はシーズンごとの変動が大きいため、さらなる検討

が必要である。 

 

3. 年齢別の人口構成・推移および分析 

 

（１）年齢別の人口構成 

本章では、幸畑団地の年齢別人口構成、および青

森市全体と比較しての特徴について考察する。 

まず、直近の 2013 年 12 月末現在における幸畑団

地と青森市の年齢別（5 歳区分）人口構成を示した

のが図 4 および図 5 である。 

 

青森市住民基本台帳データから作成 

60～64 歳、65～69 歳の数字は全人口に対するシェア 

【図 4】幸畑団地の年齢別人口構成（2013 年

12 月末現在） 

 
青森市住民基本台帳データから作成 

60～64 歳、65～69 歳の数字は全人口に対するシェア 

【図 5】青森市の年齢別人口構成（2013 年 12

月末現在） 

 

両者に共通する傾向として、ともに①60 歳代の「団

塊の世代」を含む年齢層が最も多い②「団塊の世代」

の子どもや孫の世代にも小ピークがある③これらの
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ピークを挟んで、全体的に年齢が下がるに従って人

口が少なく、10 歳未満の人口は 60 歳代の半数以下

である④大学進学や就職の時期にあたる 20 歳前後

の人口が少ない、といった点が挙げられる。 

幸畑団地で特徴的なのは、上記の「団塊の世代」

とその子・孫の世代の人口の割合が、市全体よりも

高い点である。この幸畑団地の傾向を、団地の成立

過程や、第 4 章に示した聞き取り調査結果などに照

らして検討すると、「幸畑団地の造成時期、20 歳代

から 30 歳代の子育て期だった団塊の世代が主に移

り住み、その子どもや孫の世代も含めて、家族の大

半が、今なお居住し続けて今日に至って、いわば団

地住民の骨格を構成している」という仮説を立てる

ことができる。 

なお、10 歳未満の人口の構成比は、市全体の 7.5%

に対し、幸畑団地は 6.5%にとどまる。また、65 歳以

上の人口が占める割合、つまり「高齢化率」は、青

森市全体の 25.7%に対し、幸畑団地は 30.2%と高く、

青森県内の町村部の平均値に近い。つまり、幸畑団

地では、青森市全体に先駆けて、少子化や高齢化が

顕在化していると総括できる。 

幸畑団地の高齢化率は市全体を上回るものの、75

歳以上の後期高齢者の割合をみると、市全体の 12.7%

に対して、幸畑団地は 12.4%と同程度である。従っ

て、現時点での幸畑団地の高齢化率の高さは、年齢

別人口で最も多い「団塊の世代」が一斉に、「高齢者」

の基準である 65 歳を超えたことに起因しており、必

ずしも団地全体が深刻な高齢化の段階に差し掛かっ

たわけではない。 

 

2010 年国勢調査データから作成 

【図 6】幸畑団地の 65 歳以上の世帯の割合 

 

とはいえ、団地内での聞き取り調査では、一人暮

らしが限界に達して自宅から退去する高齢者が増え

ているとの証言が複数得られている。また、2010 年

国勢調査に基づき、「65 歳以上の単身」「65 歳以上の

夫婦のみ」の世帯が幸畑団地の全世帯６）に占める割

合を図 6 に示したが、65 歳以上の単身世帯は 1 割を

超えている上、65 歳以上の夫婦のみの世帯もそれに

近い数字となっている。これらの数字は、本研究の

時点ではさらに上昇していると考えられ、住民の高

齢化対策が今後、幸畑団地の大きな課題となること

に変わりはない。 

（２）人口および高齢化率の推移 

続いて、時系列的な人口および年齢構成の変化に

ついて検討する。 

 

【表 5】青森市と幸畑団地の人口の推移 

 
2009.12 2010.12 2011.12 2012.12 2013.12 

青森市 305,779  303,773  302,330  300,792  298,416  

幸畑団地 5,125  5,033  4,946  4,905  4,838  

住民基本台帳データから作成 

 

青森市と幸畑団地について、直近 5 年間の 12 月末

における住民基本台帳人口の推移を示したのが表 5

である７)。ともに人口の漸減傾向は変わらず、この

期間に青森市は 30 万人の大台を、幸畑団地は 5,000

人の大台を割り込んでいる。 

 
青森市住民基本台帳データから作成 

【図 7】青森市と幸畑団地の人口減少率 

 

 

青森市住民基本台帳データから作成 

【図 8】青森市と幸畑団地の高齢化 

 

この期間の人口減少率を図 7 に示したが、幸畑団
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地の減少ペースは青森市全体を上回り、直近の 4 年

間ではマイナス 5.6%と、市全体の 2.4%の 2 倍以上に

達している。 

また、青森市と幸畑団地について、高齢化率の推

移を示したのが図 8 である。既述のように、幸畑団

地の高齢化率は市全体を上回っているが、年を追う

ごとに差が開いていることが分かる。 

 

【図 9】幸畑団地の地区別人口推移 

 

地区別に調べてみると、幸畑団地の高齢化や人口

減少は斉一的に起きているわけではない。 

図 9 に幸畑 1～5 丁目の人口推移および 2013 年 12

月末時点の高齢化率を示した。 

高齢化率をみると、早い時期に造成された 1～3 丁

目が高く、4～5 丁目は比較的低い様子が分かる。 

一方、人口については、幸畑 2 丁目は微増、3 丁

目は横ばいで推移しているのに対し、4 丁目は減少

幅が大きく、1 丁目も減少傾向が続く。他方、5 丁目

は 2011 年 12 月末の時点で、減少から微増へと転じ

ている。 

以上の傾向をまとめると、各地区の特徴は次のよ

うになる。 

 

①幸畑 1 丁目…高齢化が進み、人口も漸減 

②幸畑 2 丁目…最も高齢化が進んでいるものの、

人口は増加 

③幸畑 3 丁目…高齢化が進んでいるものの、人口

規模を維持 

④幸畑 4 丁目…最も高齢化率は低いが、人口減少

幅が団地内で最大 

⑤幸畑 5 丁目…高齢化はあまり進んでおらず、人

口は下げ止まりから微増へ 

 

このような各地区の高齢化率や人口推移を左右す

る要因としては、持ち家率や世帯・家族構成の違い、

公営住宅や福祉施設の有無などが考えられる。特に

5 丁目については近年、市営住宅と県営住宅の一部

が大がかりに改築され、コテージ風の瀟洒な住宅群

や街区が整備されるなど、環境の変化が大きく、住

民の動向に影響を及ぼしている可能性を指摘できる。

また、2 丁目については、複数の老人ホームが建設

されたことが影響している可能性がある。 

ただ、本研究はこれらについて、因果関係を特定

できる段階になく、さらなる調査や検討が必要であ

る。 

なお、本研究グループの三上聖矢の分析８）によれ

ば、青森市近郊で幸畑団地に次いで開発された戸山

団地は、年齢別人口のピークが 50 歳代後半から 60

歳代後半にあり、今後、幸畑団地と同様の高齢化と

少子化が進む可能性が高い。また、同じく木村安度９）

の分析によれば、同様に幸畑団地とほぼ同時期に造

成された桜川団地は、年齢別人口のピークが 30 歳代

後半と 60 歳代前半にある。桜川団地は、造成時期は

古いものの、市中心部に比較的近いことなどにより、

子育て世代の居住先として選ばれやすいとみられる。 

 

（３）年齢別人口の推移 

幸畑団地の人口について、最後に、年齢別（5 歳）

人口の推移について検討することにする。 

 
青森市住民基本台帳データから作成 

【図 10】幸畑団地の年齢別人口推移 

 
青森市住民基本台帳データから作成 

【図 11】青森市の年齢別人口推移 
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図 10 は 2009 年から 2013 年にかけての、年齢別の

住民基本台帳人口の推移を示す（本研究グループの

黒滝健太が原図 10）を作成、櫛引が修正）。図 11 は、

同様に作成した青森市全体の人口の推移グラフであ

る。 

 

青森市住民基本台帳人口データから作成 

【図 12】幸畑団地の年齢別人口の変化（2008

年－2013 年） 

 

青森市住民基本台帳人口データから作成 

【図 13】青森市の年齢別人口の変化（2008 年

－2013 年） 

 

図 10、図 11 からは、年齢別の人口の動向が読み取

れるものの、特定の時期に生まれた住民の集団が、

加齢に伴ってどう増減するのかは読み取れない。そ

こで、市がウェブサイトで公表している 2009 年 4 月

以前のデータについて独自に市から提供を受け、

2008年 12月末現在と2013年 12月末現在について、

青森市と幸畑団地の年齢別人口を調べ、グラフ化し

たのが図 12 および図 13 である。2008 年と 2013 年

のグラフを 5 歳ずらして並べてあるため、同じ年齢

層の住民の集団（コーホート）が、5 年後にどう増

減したのかを知ることができる。 

2008 年と 2013 年を比較すると、以下のような特

徴を見て取れる。 

 

①幸畑団地では、2008 年から 2013 年にかけて、

大半の年齢層で人口が減少しており、人口の流

出がほぼ全世代にわたって起きていると推測さ

れる。 

②特に 2008 年に 15～34 歳だった集団の、5 年後

の減少が著しい。 

③例外的に、2008 年に 35～39 歳だった集団は、5

年後に人口が増加しており、人口の流入があっ

たことを示唆している。10～14 歳も微増してい

る。また、5～9 歳、40～44 歳だった集団も減少

したもの微減にとどまっている。 

③2008 年に 60 歳以上だった世代は、すべての年

齢層で 5 年後に人口が減少しているが、減少幅

は小さい。 

④青森市全体についても、2008 年から 2013 年に

かけての人口変化の特徴は、幸畑団地と似通っ

ている。ただし、2008 年に 55～59 歳だった世

代が 5 年後に大きく減少している半面、すぐ上

の 60～64 歳だった世代は全世代を通じて唯一、

5 年後に人口が増加している。 

 

以上の特徴を住民のライフサイクルに合わせて推

測すると、幸畑団地・青森市全体とも、高校・大学

卒業に伴う進学や就職を契機に、人口が最も激しく

流出していると考えられる。人口減少幅は 30 歳代に

かけて大きく、いったん地元に定着した後も、転職

などの理由で、人口が流出している可能性が高い。 

逆に、小～中学生とその親の年齢層は人口の動き

が小さく、転居が少ないと推測できる。特に、幸畑

団地は青森市全体に比べて、小～中学生とその親の

年齢層の人口減少幅が小さい、ないしは増加してい

ることから、婚姻による居住先に幸畑団地を選んだ

り、子育て世代が積極的に幸畑団地を選んで移住し

ていたりする可能性を指摘できる。 

人口の減少割合は、企業等の定年となる年齢層で

小ピークを示す。つまり、退職を機に幸畑団地から

域外へ、あるいは青森市から市外へ転出する住民が

多いことを示唆している。他方、60 歳以上の年齢層

は変動が少なくなり、定住傾向が強まると推測され

る。青森市全体では、60 歳代前半から後半にかけて

人口の流入を示唆する変化がみられ、この年齢層で、

老後に向けて生活様式を再構築している住民が多い

と考えられる。 

 

 

4. 住民への聞き取り調査結果 

 

（１）聞き取り調査の概要 

幸畑団地の居住者が抱える悩みや課題を把握する

ため、主に地元町会の会長らを対象に聞き取り調査
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を実施した。 

調査に先立って、2013 年 4 月 23 日に団地内の巡

検を行い、街区の様子を把握するとともに、景観か

ら推測される生活上の課題を検討して質問項目をま

とめた。聞き取り調査は、5 月 21 日に幸畑阿倍野市

民館で 6 町会長を対象に行った。さらに、その結果

を検討・分析し、6 月 18 日に青森大学で、町会長や

市の担当者を招いて中間報告会を実施するとともに、

意見・情報交換を行った。このほか、第 1 章で述べ

た幸畑団地や大阪市、大分市の先行研究事例との比

較検討を行った。 

 

（２）聞き取り調査で明らかになった生活上の諸課

題 

幸畑団地内の巡検によって、損傷がみられる空き

家や、空き家を解体した後の廃材、積雪・除雪によ

って破損したガードレール、路傍に散在するごみな

どを発見することができた。これらはいずれも、住

民の生活上の課題となると推測できた。また、新聞

記事などから、幸畑団地で人口減少や高齢化が進ん

でいるとみられることも分かったため、主にこれら

の課題に着目した。 

5 月 21 日の聞き取り調査では、以下のような質疑

があった。 

 

１）幸畑団地の良いところや変化についてどう感

じるか 

・水害がなく、地盤も強いなど、自然災害に強

いことが大きな利点である。火事と雪は心配

だが、雪が降るのも悪いことではない。 

・昔はスーパーが複数あったが、今は 1 店舗し

かなくなった。仕事を持つ人は中心市街地で

買い物をすることが多く、地元で買い物をす

るのは休日ぐらいではないか。 

 

２）「利便性が高い所へ移りたい」という人につい

てどう思うか。また、青森県と弘前大学が 2010

年度に実施した調査（持ち家の居住者が対象）

で、幸畑団地に今後も「住み続けたい」と答

えた人が 70％いたが、この数字をどうみるか。 

・西町会で調べたところ、回答者の 9 割は今後

も幸畑団地に住み続けたいと考えている。た

だ、昔は 450 世帯ほどあったが、最近は 400

世帯ほどに減っている。 

・通院や食料の調達では、やや不便かもしれな

いが、多くの人はまだ大丈夫だと考えている。

バス路線もあり、利便性はむしろ高い方では

ないか。ただし、高齢化が進むに連れて、自

家用車を運転できなくなる人も増え、利便性

は下がっていくだろう。「住み続けたい」とい

う割合も低下するのではないか。 

 

３）空き家は増えているか。倒壊の危険や実例が

あるか。シェアハウスなど空き家の活用法は

検討しているか。また雪対策はどうしている

か 

・空き家は増加している。一人暮らしの高齢者

が、他出した子どもに引き取られることなど

が大きな要因。また、地価が安いため、空き

家を活用するより家を新築してしまう傾向も

あるようだ。 

・昨年、倒壊の危険がある空き家 3 件を代執行

で処分した。いずれも持ち主と連絡が取れな

かったり、遠方に住んでいるため対応が取れ

なかったりした例である。 

・空き家からの落雪が道路をふさぎ、近隣の住

民が雪処理に追われた例もあった。 

・シェアハウスについては、学生のニーズがあ

れば幸畑団地町会連合会として検討したい。

うまく実現すれば防犯上の効果もあるのでは。 

 

４）雪の処理方法や雪対策の工夫、除雪ボランテ

ィアの導入についてはどうか 

・一人暮らしの高齢者や母子家庭などについて

は、助け合って除雪をしている。ただ、市が

制度を整えている除雪ボランティアは、必ず

しも参加者が確保できていない。また、市が

貸し出す小型除雪機も、依頼分が十分に調達

されていない。 

・近隣で雪の捨て場所をめぐるトラブルもあり、

コミュニケーションが重要である。 

 

５）ガードレールなどの公共物が損傷しているが、

住民からどんな意見が出ているか。また、不

法投棄されたごみや道路の空き缶にどう対処

しているか 

・ガードレールは除排雪時に損傷することが多

く、町会長が行政に伝えて春先に補修する。

巡検時点では、補修がなされていなかったの

ではないか。 

・不法投棄されたごみは市役所が回収する。た

だ、自転車は、投棄されたのか盗難・放棄さ

れたのかが分かりにくく、処理に困っている。 

・町会でごみ拾い活動に取り組んでおり、夏休

みのラジオ体操終了後にも実施している。ま

た、学区になっている横内中学校とも協力し
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ている。 

 

６）町会の運営や祭り・催しの企画はどうしてい

るか。話題に上ることや問題となっているこ

とは何か。特に、高齢者と若者の交流の機会

はあるか。青森大学生に対するイメージや要

望はどうか 

・連合町会として夏に納涼祭を行っているほか、

阿倍野町会や西町会、第四町会（市営住宅）

は独自に夏祭りや納涼祭を行っている。ただ

し、若者の参加は多くはない。交流以前に、

青森大学生を除くと若者自体があまり住んで

いない。 

・冬にかまくら作りや餅つきを行っている町会

もある。 

・ごみのポイ捨てが話題に上る。青森大学生も

含め、きちんと分別されていなかったり、収

集日以外に出されて業者が回収しなかったり

する事例も目立つ 

・住民には公務員や教員が多く、自宅にいる時

間が短いため、町会費を集めにくいという問

題もある。 

 

 

【図 14】幸畑団地が抱える生活課題 

 

聞き取り調査によって、他地域の事例から存在が

推測され、あるいは景観から把握できた問題の多く

が、住民によって実際に課題として認識されている

ことを確認できた。特に空き家問題については、代

執行に至っている状況を初めて把握できた。また、

幸畑団地に 20 歳代の居住者が少なく、それだけ、青

森大学の学生の存在や役割が重要であることが確認

できた。 

本研究グループの赤石祐介・一戸佑成らは、一連

の調査と意見交換を通じて、除雪ボランティア制度

や若者によるシェアハウスの仕組みを整備するよう

提言した 11)。町会長側らは、持続可能なシステムづ

くりなどの課題を指摘しながらも、特にシェアハウ

スについては、条件させ整えば前向きに検討したい

との回答が得られている。 

その一方で、ごみの不適切な扱いや、町会が管理

している花壇に学生が進入してしまう事例があるこ

とも把握でき、大学としては反省材料となった。 

これらの諸課題は、互いに複雑に絡み合っている。

本研究グループの森内海が、大分大学福祉科学研究

センターによる大分市内の団地の調査結果（大分大

学福祉研究センター、2008）を参考に、諸課題の関

連を整理・模式化したのが図 14 である 12）。 

調査に当たった学生・教員のみならず、住民自身

にとっても、これらの課題の関連性自体が、必ずし

も十分に検証・認識されているとは言えない状態に

ある。適切な対策を講じるには、まず、この整理を

さらに深め、認識を共有していくことが出発点とな

ろう。 

 

 

5. 幸畑団地内の空き家の分布および変動に

ついて 

 

幸畑団地における巡検および町会長への聞き取り

から、団地内には多数の空き家が存在し、増加して

いる可能性の高いことが分かった。しかし、その詳

細な分布や実数は、町会も行政機関も把握していな

かった。そこで、青森県住みかえ支援協議会の委託

により、国土交通省の助成事業として、本研究グル

ープ全員で 2013 年 12 月に空き家の実態調査を実施

した。 

国土交通省のマニュアルを参考に、「人の気配」「電

気メーター回転」など 7 項目の指標を設定した調査

票を作成し、空き家およびその可能性の高い家を幸

畑団地全域でチェックした。 

併せて、「家の傾き」「屋根の陥没」など 8 項目の

指標を設けて危険度も判定した。可能な場合には近

隣の住民に聞き取り調査を行い、精度の向上に努め

た。 

また、直近の住宅地図のほかに、2003 年に作成さ

れた住宅地図を入手できたことから、両者を対比さ

せて、この 10 年間に生じていた、以下のような変化

も検証した。 

 

①この 10 年間に空き家になった家 

②家がなくなり空き地になった例 

③空き家が空き地になった例 

④空き地に家が建った例 
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⑤空き家が埋まった例 

⑥表札の名前が変わった例 

 

なお、ここで述べる「空き家」は、国土交通省の

基準に従い、「定住している人のいない建造物」と定

義した。つまり、「空き家＝放置された家」ではなく、

別荘や、所有者や近隣の住民が定期的に管理維持作

業を行っている家も含む建築物である。 

今回は初冬の調査となったため、大半の家は雪囲

いを施してあり、また、除雪器具を玄関先などに配

置していたため、比較的容易に、管理の有無や程度

を直感的に把握することができた。それでも、空き

家と思われる外観に反して定住者がいたり、逆に非

常に管理が行き届いているにもかかわらず空き家と

認定せざるを得ないケースが存在したりした 13）。 

 

【図 15】幸畑団地の空き家などの分布 

 

（１）空き家、空き地などの分布 

一連の空き家調査の結果を図 15 に示した 14）15）。 

4 丁目と 5 丁目に空白が多いのは、市営住宅や県

営住宅が存在しているためだが、その点を考慮して

も、古い時期に造成された 1～3 丁目に空き家が多い

ことが分かる。また、空き家が集中するブロックが

いくつか存在していることも分かる。10 年前は家が

建っていたが、今は空き地や駐車場になっていると

ころも多い。 

これらに比べると、数は少ないが、空き地に家が

建ったところや、10 年前は空き家だった家に人が住

むようになった例もある。なお、図では「新築また

はその可能性がある家」を記してあるが、これは国

土交通省のマニュアルに沿っているためで、「新築」

とは「調査前の 1 年間に建った家」と定義されてい

る。 

このほか、表札の名が変わった家も多数存在し、

賃貸や売買によっても、相当数の住民の入れ替わり

が発生していると推測される。 

 

【表 6】幸畑団地の空き家などの分布 

 

幸畑 

１丁目 

幸畑 

２丁目 

幸畑 

３丁目 

幸畑 

４丁目 

幸畑 

５丁目 

幸畑団

地全体 

空き家 10 22 20 9 9 70 

空き家の可能

性が高い家 
16 7 3 3 2 31 

空き地 18 9 18 5 4 54 

新築またはそ

の可能性があ

る家 

5 2 4 2 1 14 

 

【表 7】2003～2013 年の期間における空き地や 

空き家、住居状況の変化 

10 年前から空き地のままの宅地 21 

10 年前には家が建っていた空き地 36 

10 年前には空き地または空き家だった

住家（現住） 
18 

この 10 年間に表札の名が変わった家 68 

 

【表 8】空き家または空き家の可能性が高い家の 

うち「要注意」「危険」と判断された家 

 

幸畑 

１丁目 

幸畑 

２丁目 

幸畑 

３丁目 

幸畑 

４丁目 

幸畑 

５丁目 

幸畑団

地全体 

要注意 6 13 7 1 1 28 

危険 5 0 1 0 0 6 

 

（２）空き家の数や居住状況の変化に関する検討 



青森大学付属総合研究所紀要 Vol. 15, No. 1, 11-24, March 2014 

21 

調査結果について、空き家の分布や空き地の変化

を、町丁ごとに、表 6 および表 7 にまとめた。この

結果に基づき、団地内の「空き家率」および、居住

者の変化や流入に伴う「流動」の割合について検討

することとする。 

第 2 章で示したように、2010 年国勢調査時点での

幸畑団地の一戸建ては、持ち家・借家を合わせて

1,153 戸だった（数字には空き家は含まない）。一方、

2003 年当時の住宅地図から、一戸建てとみられる家

（空き家を含む）をチェックして合計すると、1,163

戸あった。その後、空き地になった家や、空き地に

新たに建った家の数を考慮すると、幸畑団地の 2013

年一戸建ての総数は、空き家を含めて 1,150 戸程度

とみることができる。 

空き家の可能性が高い家も含めて、幸畑団地全体

の「空き家率」を求めると、1,150 戸中 101 戸で、約

8.8%となる。 

本研究グループの金子将平と神政範が、佐藤・矢

作（2011）の内容を検討して幸畑団地と比較したと

ころ 15）、大阪府の公営 30 団地 15,837 戸のうち、空

き家は 1,576 戸と、およそ 1 割に上っていた。今回

の調査は、一戸建てを対象としたもので、単純な比

較は難しいが、郊外型の団地の動向を俯瞰すると、

幸畑団地の空き家が他地域に比べて著しく多いとは

言い切れず、今後の他地域の検証および比較が課題

となる。 

また、この 10 年間で、住宅の賃貸・売買に伴い住

民が入れ替わった家や、空き地・空き家が埋まった

家は、計 86 戸である。これらを、住宅需要の発生に

伴う「流動」ととらえ、2013 年現在の一戸建て総数

に対する割合を「流動率」として定義すると、幸畑

団地のこの 10 年間の流動率は約 7.5%となる。 

空き家数 101 戸と流動が発生した家の数 86 戸、さ

らに空き地化した家の数 36 戸を合計すると、計 223

戸に上る。2003 年当時の一戸建て総数を分母とすれ

ば、1,163 戸に対する 223 戸、すなわち 19.2%の家が、

何らかの形で、目に見える変化に直面したことにな

る。逆に表現すれば、残る 8 割の家は、住家として

は一応、安定した形で推移してきたことになる。 

ただ、既述のように、高齢化と人口減少が進んで

おり、今後さらに空き家が増え、空き家・住家とも

老朽化が進んでいくとみられる。表 8 に、空き家ま

たは空き家の可能性が高い家のうち、今回の調査で

「要注意」または「危険」と判断された家の数を示

した。空き家対策のみならず、住宅の安全対策その

ものが急務となりつつある。 

 

（３）空き家調査時の調査で得られた知見 

上記の空き家調査の際、住民らへの聞き取りや景

観の検討から、以下のような知見が得られた。いず

れも今後、幸畑団地の形成過程をまとめる作業や、

現在の住民生活を検証して高齢化や人口減少への対

応を検討する上で、貴重な情報と考えられる。 

 

〇造成の初期に建設された住宅は、大半が平屋の

建て売り住宅だった。現在まで住み続けている人も、

ほとんどは家の増改築を経ており、2 度、増改築し

ている例もある。つまり、家の購入・増改築を 3 度

経験した住民もいる。だが、外見だけでは、建築時

期や増改築時期を特定するのは難しく、団地の個別

の地区について造成時期を特定するのは困難である。 

〇実数は把握し切れなかったが、二世帯住宅を新

たに構成した家がいくつか確認できた。また、実家

の近くに家を新築した 30 歳代の男性の存在を確認

できた。幸畑団地に生まれ育ったため、実家の近く

を選んだという。一方、親子や親類が隣り合って居

住していた例で、世帯主の死去に伴い、子どもや親

類が残された家の管理を担っていたり、逆に家を取

り壊して畑として使ったりしていた例を確認できた。

このほか、空き家の管理を隣人が担っているケース

もあった。 

〇空き家の雪囲いの程度・方法が、管理の水準や、

立ち寄りの頻度を反映している様子が見て取れた。

定期的に人が立ち寄って、除雪・排雪することを想

定している家と、冬季の破損を防ぐため、人の立ち

入りが不可能な状態まで雪をガードしている家があ

った。このほか、通年で雪囲いをしていると推測さ

れる例もあった。住民の中には、冬期間は団地外の

子どものところに身を寄せたり、老人ホーム等へ移

ったりする人がいるとの証言もあり、雪囲いの状況

は、これらのライフスタイルを反映しているとみら

れる。 

〇空き家の処分に悩んでいる男性所有者にコンタ

クトできたが、中古住宅として売却する場合の前提

となる、リフォームやメンテナンスの費用がネック

になっているという。空き家を購入、リフォームし

て販売する全国的企業のオファーも受けたが、価格

面などで折り合わず、売却に踏み切れずにいるとい

い、むしろ、若者や学生による有効活用を希望して

いる。 

〇地元出身で、空き家になった実家を自力で改造

し、飲食店を開店した 30 歳代の男性にもコンタクト

できた。男性によれば、幸畑団地は居住先としては

必ずしも好適ではないが、地価の安さなどから、む

しろ飲食店にとっては個性的・隠れ家的な経営がで

きる適地と位置づけている。事実、青森大学生をは
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じめ多くの若者でにぎわっている。 

 

 

6. 「幸畑プロジェクト」チームによる調査結

果との対比 

 

付記に記したように、本研究は青森大学教員有志

の組織「幸畑プロジェクト」による支援を受けてい

る。「幸畑プロジェクト」チームは 2013 年 9 月、幸

畑団地を含む幸畑地域（幸畑 1～5 丁目に大字幸畑字

谷脇、大字幸畑字唐崎、大字幸畑字阿倍野、大字幸

畑字松元を加えた地域）の成人住民 800 人を対象に

意識調査を実施した（回答者 246人、回収率 30.8%）。 

本研究とこの意識調査は、対象地域が一致しない

ため、厳密な比較はできないが、本章では、この調

査と本研究で検討してきた内容を照合して、考察を

深めることとする。 

意識調査の回答者は、1967～77 年に現在地に住み

始めた 60～70 歳代の持ち家（一戸建て）の住民が多

く、幸畑団地の造成時に住み始めた一般的な居住者

像と重なる。 

 

 

「幸畑プロジェクト」チーム主催 

「幸畑フォーラム」（2013.11.15）資料から引用 

【図 16】幸畑地域に住んだ理由 

 

「幸畑に住んだ理由」に対する回答のグラフを、

図 16 に引用した。現在地を選んだ理由として、「収

入に見合った家賃（価格だった）」「住宅や周辺環境

が良かったため」を挙げる人が目立ち、造成当時に

幸畑団地が選択された理由の一端がうかがえる。 

興味深いのは、「もともと親が住んでいた家だから」

「親や子どもの近くに住みたくて」といった理由を

挙げた人も相当数いることで、先に述べた「団塊の

世代とその子・孫の世代」が幸畑団地の骨格を成し

ているとの仮説に矛盾しない。 

他方で、「空き家（空室）があり入居しやすかった」

と答えた人も一定数あり、空き家・空き室の増加が、

住民の流入によって補われている一面をうかがわせ

る。 

暮らしの満足度に関する調査項目では、「自然との

ふれあい」「近隣や町内会等とのかかわり」「住宅や

住宅まわりの防犯性」「子育てのしやすさ」に対する

満足度が高い。他方、「文化・娯楽施設」「スポーツ

施設」「医院・病院の利便性」「買い物の利便性」「公

共交通機関の利便性」は満足度が低い。今後、幸畑

団地の生活環境の維持・改善を目指す上で、大きな

手掛かりとなると考えてよいだろう。 

 

 

7. おわりに 

 

本研究では、主に①住民基本台帳および国勢調査

データの詳細な検討②幸畑町会の町会長への聞き取

り③空き家調査、による幸畑団地の人口の動向や住

民の意識、生活課題の分析を通じて、幸畑団地の現

状に関する考察を試みた。 

見聞できた範囲でも、多くの空き家が存在するこ

とを確認できた。また、近隣の住民の減少、特に若

い層の減少または不在について、コミュニティの維

持をめぐり、将来的な不安を口にする住民も目立っ

た。 

人口減少や高齢化、雪対策などの課題は、相互に

密接に関連しており、対策もまた、総合的に講じて

いく必要がある。本研究で論じた諸課題について、

より詳細なデータに基づく緻密な検討と論点整理を

行うとともに、問題の所在や解決の検討方法につい

て、幸畑団地内で認識を共有する努力が欠かせない。 

その上で、今後の加速が必至の人口減少や高齢化

に対し、適切な対策を講じられるような組織や仕組

みの構築が急務である。幸畑団地連合町会は、2014

年度にも、地域経営組織として「まちづくり協議会」

を発足させる予定であり、この組織をどのように設

計し機能させるかが、将来像の鍵を握るであろう。 

 

 

付記 

 

本研究を進めるに当たっては、幸畑団地連合町会

の須藤喜代行会長をはじめ、各町会長や幸畑団地の

住民の皆さまに絶大な協力をいただきました。また、

調査に際し、青森大学教員有志で構成する「幸畑プ

ロジェクト」チームや青森県住みかえ支援協議会の

メンバー、さらには青森市市民協働推進課、「元気町
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あぶらかわ街づくり委員会」の中崎良次事務局長に

有益なご助言をいただきました。厚く御礼申し上げ

ます。 

本研究の一部を構成する幸畑町会への聞き取りに

際しては、本研究のメンバー以外にも、2013 年度前

期の社会学演習Ⅲを履修した十数人の社会学部生諸

君の協力を得たことも付記しておきます。 

なお、「幸畑プロジェクト」チームは、平成 25 年

度青森学術文化振興財団の助成を契機に発足し、調

査研究活動を続けている。また、空き家に関する調

査には青森県住みかえ支援協議会（青森県、青森県

宅地建物取引業協会などで構成）の協力・支援を得

た。町会長らへの聞き取り調査に際しては、JSPS 科

研費 25381089 の助成を活用した。 

 

 

◆注 

 

1)「幸畑団地」は、主に青森市幸畑 1 丁目から 5 丁

目の地区を指すが、必ずしもその定義や線引きは

明瞭ではなく、住居表示の異なる隣接住宅地と一

体化している街区も存在する。本研究では青森市

幸畑 1～5 丁目の地区を「幸畑団地」と称するこ

ととする。 

2) 現在の青森市は 2005 年 4 月、旧青森市と旧浪岡

町が新設合併して誕生した。この記事で言及・分

析されているのは、旧青森市のデータ・地区であ

る。本研究の他の項目については、青森市の人口

は、合併後のデータを用いている。 

3) 現在は 2009 年以降の地区ごとの人口データが青

森市のウェブサイトで公表されている。 

4) 造成開始当時は財団法人青森県住宅協会だった

が、その後、青森県住宅供給公社に改組された。 

5) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「幸畑団地プロ

ジェクト～除雪ボランティアの組織化と課題～」

（共著、未公表）による。 

6) 国勢調査の調査項目が異なるため、ここに示した

全世帯数は、表 2 に示した全世帯数とは異なる。 

7) 本来なら、住民基本台帳人口の調査基準日は毎年

3 月末だが、本研究の分析・検討では、空き家調

査の実施が 2013年 12 月であったことに合わせて、

便宜的に 12 月末のデータを用いている。 

8) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「戸山団地につ

いて」（未公表）による。 

9) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「桜川団地の人

口動態の推移」（未公表）による。 

10) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「幸畑団地の

人口推移の検証」（未公表）による。 

11) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「空き家問題

の検証とシェアハウスの課題追究」（共著、未公

表）による。 

12) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「大分市団地・

幸畑団地比較調査」（未公表）による。 

13) 調査担当者の意見を集約したところ、空き家で

あるか否かに関する調査の精度は「7 割ないし 8

割」という見方が大勢を占めた。最終的には、所

有者もしくは事情を知っている近隣住民に直接、

聞き取り調査を行わないと、一定以上の精度を確

保するのは困難とみられる。 

14) 今回の調査の中間報告は、2014 年 3 月 8 日の第

1 回青森地域フォーラム（青森大学主催・青森市

共催）などで行った。その後、調査データの精査

に伴い、調査票の記入ミスなどを補正したため、

これらの中間報告時のデータと、本研究のデータ

は異なる点がある。また、図の表示上の限界から、

図のマークの数と表の数字は一致しない。 

15) 青森大学の敷地に沿って列状に並ぶ空き家は大

学の施設である。 

16) 2013 年度の社会学演習Ⅲのゼミ論「大阪の団地

と幸畑団地の比較、考察」（共著、未公表）によ

る。 
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 本研究は青森市の郊外に位置する幸畑団地の居住動向の変化と地域課題の調査結果をまとめたものである。

幸畑団地は 1960 年代半ばに造成が始まり、主に 20～30 歳代の人々が移り住んで形成された。住民は、1990 年

代には約 6,300 人を数えたが、現在は約 4,800 人まで減少し、青森市全体に比べると、早いペースで人口減少

と高齢化が進んでいる。調査によれば、空き家は団地全域で約 100 戸に上り、一戸建ての約 9%が空き家にな

っていると推測される。また、住民にとって主要な課題は、雪や空き家への対策、将来的なコミュニティの維

持であり、有効な対応を講じられる組織・仕組みづくりが急務となっている。 

 

キーワード：郊外、住宅団地、人口減少、高齢化、雪、空き家、コミュニティ 

 


