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都市郊外の空き家の調査・分析における協働の試行 

－青森市・幸畑団地と青森大学の事例－ 

 

A trial of collaboration in survey and analysis of vacant houses in suburbs; 
A case of Kobata complex and Aomori University 

 

櫛引 素夫 
 

 青森大学社会学部 

 

Abstract 

In 2013, "Kobata Project" started in Kobata Complex in Aomori City, where residents concerned 

about decreasing and aging population. Kobata project aims research and contribution to local 

communities based on collaboration between residents, Aomori University and students. With various 

useful attempts, the relationship between them grew more strongly, and many changes of population 

and houses in the Kobata complex were revealed. According to the survey, more than 100 empty 

houses in 2013 decreased to 70 in 2018, and it seems that 118 houses were built newly in 5 years. Due 

to the low price of land, the breadth of the land, the preferred environment, people of various 

generations are flowing into the Kobata complex. In some area, the population has even increased. 

Assuming that further collaboration between the university and the residents is promoted in future, 

it is expected that a system will be established to continuously investigate the situation of the Kobata 

Complex, and that Valuable achievements will be obtained in the revitalization of the local community. 
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１．はじめに 

 日本全体で人口減少が進む中，空き家問題は都

市中心部，郊外，農漁村それぞれで加速度的に深

刻化しつつある．中でも，特に 1960 年代以降，開

発が進んだ都市郊外の空き家問題については，由

井・久保・西山（2016）らが地理学的な視点から，

多面的アプローチによるマルチメソッドの手法を

用い，総合的な研究を試みている．そして，空き家

の発生要因について，立地・経済条件など空き家・

所有者の個別的要因，気候・地形など地域固有の

条件，人口の郊外化から都心居住へのシフトなど

の社会経済状況，さらに住宅・金融政策などの制

度上の課題といった，多様な要因が関わっている

実情を明らかにした． 

 この研究には筆者も関わり，豪雪地帯・青森市

では空き家の問題が悪化しやすいことなどを提起

した．青森市は 2000 年代にコンパクトシティ政

策を掲げ，中心市街地への人口の誘導を進める傍

ら，郊外に住む高齢者を市中心部に転居させ，そ

の住宅ストックを子育て世代に提供する「住み替

え支援」施策を展開した（北原，2011）．その対象
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地域として重視されたのが，市中心部から南東へ

約 6km に位置し，1960 年代末から造成が進んだ

幸畑団地だった＝図 1．施策の一環として，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）しかし，この施

策は進展せず，幸畑団地は人口減少と高齢化が加

速した（櫛引，2016）． 

 2013 年になって，青森大学は幸畑地域を対象に，

交流をベースとした教育・研究・地域貢献活動を

一体化させて進める「幸畑プロジェクト」に着手

した．幸畑団地内の空き家や人口動向の調査が初

めて本格的に実施された結果，団地内に約 100 軒

の空き家が存在すること，貸し家の流通などを通

じて，一定程度の転入転出があることなどが明ら

かになった（櫛引ほか，2014）． 

 筆者はその後，2 度にわたる居住状況の調査を

実施し，幸畑団地への転入者が回帰してきた地元

出身者と市内・市外からの転入者から成ること（櫛

引ほか，2017），2013 年ごろから 2018 年ごろま

での間に，団地内に 118 軒程度の家が新築された

可能性があること（東北地理学会・2018 年度秋季

学術大会，櫛引素夫・笹森那香・相馬蓮・津田昌

哉・森慎太郎・小嶋志歩，「幸畑団地における新築

住宅の分布と特徴について（速報）」）などを明ら

かにした． 

 以上の経緯を踏まえ，本研究においては，次の 3

点を目的として記述と考察を行う．まず，一連の

研究成果を俯瞰し，2010 年代に幸畑団地で起きた

変化や背景について検討する．次に，これらの調

査と考察を可能にした，住民と大学・学生の協働

の成果と課題を検討する．さらに，この 2 点の結

果を踏まえて，幸畑団地と協働の将来像を探る． 

 なお，幸畑団地は，隣接する青森市大矢沢地区，

幸畑松元地区などと，部分的にせよ外観的にも機

能的にも一体化しているが，本研究においては便

宜上，空間的に独立性の高い幸畑 1 丁目から 5 丁

目を「幸畑団地」として区分して取り扱う． 

 

２．幸畑団地の概要と人の動き 

2.1 幸畑団地の概要 

 幸畑団地は青森市内において，市街地に位置す

る桜川団地に次ぐ住宅団地として，また，初の郊

外型団地として造成された．市営バスで JR 青森

駅から約 35 分，青森平野に接した標高 20～70m

の緩やかな丘陵上に位置し，東西・南北とも約 1km

の菱形に広がっている． 

 団地内は幸畑 1 丁目～幸畑 5 丁目に区分されて

おり，1 丁目～3 丁目は主に一戸建ての持ち家と借

家から成る．4 丁目は一戸建ての持ち家と県営・市

営の共同住宅がほぼ半々，5 丁目は主に県営・市営

の共同住宅と一戸建ての持ち家から成る＝表 1，

 

【図 1】幸畑団地の略図 

【表 1】幸畑団地の住宅所有区分 

 

（2015 年国勢調査から筆者作成） 
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表２．県営・市営住宅はそれぞれ，エレベーターの

ない集合住宅型とメゾネット型，長屋型，一戸建

て型などに分かれており，住宅の構成と属性は多

岐にわたる． 

地理的環境をみると，1 丁目～3 丁目はバス通り

に近く，地形も比較的なだらか，もしくは平坦で

ある．4 丁目と 5 丁目は団地の奥まったところに

あり，傾斜が比較的きつい．区域によってはバス

通りから 10 分ほど歩かなければならず，団地の北

側にのみ位置するコンビニエンスストアからは徒

歩で 15 分以上かかる． 

 国勢調査人口をみると，小地域集計が始まった

1995年には6,125人を数えたが，2015年には24%

減って 4,654 人となった．特に 4 丁目は減少幅が

大きく，3 割近く減っており，減少幅は青森市全体

を大きく上回る．幸畑 2 丁目は比較的減少幅が小

さいが，これは後述のように，2000 年代後半に老

人福祉施設が立地したこと，住宅の新築が相次い

でいることが影響しているとみられる＝表 3． 

 高齢化率をみると，幸畑団地全体では 2000 年

まで青森市全体を下回り，特に幸畑 4 丁目は一桁

台だった．しかし，2010 年に青森市全体を上回り，

2015 年には 5 ㌽以上の差がついている=表 4． 

 幸畑 4 丁目は，2015 年時点でも市全体をわずか

ながら下回る一方，幸畑 2 丁目は約 45%に達して

おり，団地内の地区によっても差が大きい． 

 

2.2 幸畑団地の人・住宅の動き 

 幸畑団地と青森市全体の 2018 年 10 月 1 日現在

の人口ピラミッド（全人口に対する各 5 歳階級人

口の構成比）を比較したのが図 2 である．データ

は青森市が公表している年齢別・住所別の住民基

本台帳データを用いた．国勢調査に比べて精度が

低く，データの整合性に課題はあるが，直近の状

【表 3】幸畑団地の人口推移 

 

（国勢調査から筆者作成） 

【表 2】幸畑団地の住宅形態 

 

（2015 年国勢調査から筆者作成） 

【表 4】幸畑団地の高齢化率の推移 

 

（国勢調査から筆者作成） 

 

【図 2】幸畑団地と青森市全体の 

人口ピラミッド（2018 年 10 月） 
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況を把握できる利点がある． 

幸畑団地は 60 歳以上 79 歳未満の年齢層の構成

比が青森市全体より高いこと，逆に 25 歳以上 59

歳未満の年齢層は低いこと，全体としてみると「団

塊の世代」とその子ども世代，孫の世代の三つの

年齢層に大小のピークがあることなどが特徴的で

ある． 

 1 点目と 2 点目については，ちょうど団塊の世

代が持ち家を求めた時代に幸畑団地が造成され，

子育て世代が一気に流入した歴史，および，その

下の世代がより新しい市内の他の団地に入居した

経緯を反映した形である．さらに言えば，団塊の

世代の入居に匹敵する転入の波が起こりようもな

く，団地全体としては新しい世代の流入や，それ

に伴う世代交代が十分に進んでこなかった経緯を

も反映していると言える． 

 ただ，前述のように，高齢化や人の動きは団地

内でも均質ではない．住民への聞き取りによれば，

幸畑団地はおおむね 1 丁目から 5 丁目の順に造成

が進み，特に高齢化率の低い 4 丁目が も新しく

造成されたという．ただし，団地の造成の経緯に

関するまとまった正式な資料は，残念ながら確認

できていない． 

 団地の人々の証言によれば，造成が始まったこ

ろ，数の上で多くを占めていたのは，平屋建ての

建売住宅だったという．この当時の姿をとどめる

家は，ごくわずかながら残っている．図 3 はその

一例で，2018 年春まで空き家のまま団地内に残っ

ていた．その後，取り壊されて更地になり，同年夏

には新築住宅が完成した． 

 この種の建て売り住宅に住んだ人々の何割かは，

若い夫婦や子育て中の夫婦であり，子どもの出生

や成長に従って，部屋を増築する必要に迫られた

という．増改築の痕跡が残る家も，少数ながら団

地の中に散見される．図 4 はその一例で，図 3 と

同様の平屋の住宅に，2 階（左奥の部分）を増築し

ている．この住宅も空き家となっていたが，「売り

地」の看板が 2018 年 5 月ごろ立ち，さらに 2019

年 1 月までに更地となって看板も撤去された． 

 さらに，団地内の住宅の何割かは，後から設置

されたことが明らかな手すりが，玄関先の石段や

玄関口に存在し，高齢者が入居していること，あ

るいは入居者が高齢化したことが分かる．以上の

ような住宅の形態や痕跡から，住民のライフステ

ージやライフスタイルに関するヒントが得られる

ことが少なくない． 

 なお，他の多くの住宅は，後述するように改築・

リフォームされたり，解体された跡に住宅が新築

されるなどしており，ほとんどの住宅は団地造成

以後，多様なステップを経て，2 世代目から 4 世

 

【図 4】平屋に 2階を増築した痕跡が 

ある住宅=2018 年 7 月，筆者撮影 

 
【図 3】団地造成当時の名残を残す 

平屋の住宅=2013 年 11 月，筆者撮影 

【表 5】幸畑団地の住民の居住年数 

 

（2015 年国勢調査から筆者作成） 
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代目の利用段階に入っているとみられる． 

 2015 年国勢調査から，住民の居住年数を示した

のが表 5 である．幸畑団地全体では 2 割の住民が

居住期間 5 年未満（「出生時から」を除く）となっ

ている．つまり，進学・就職などの理由も含めて，

5 年で 2 割程度の住民が入れ替わり得る，とも解

釈できる数字である．「5 年未満の住民の割合」を

住民の流動率とみなせば，幸畑団地の流動率は青

森市全体よりやや低い．半面，20 年以上，居住し

ている住民が 4 割に達して，青森市全体を 8 ㌽上

回る． 

幸畑 4 丁目の流動率が低い理由は確認できてい

ないが，造成時期が遅く歴史が新しいこと，民間

の借家が少ないこと，県営・市営住宅の割合が高

いことなどが，複雑に関わっている可能性がある．

対照的に，幸畑 2 丁目は流動率が高く，20 年以上

住んでいる人の割合が少ない．これは，前述のよ

うに老人福祉施設が 近，立地したこと，その敷

地内にあった市営第二団地が 2000 年代半ば，「借

り上げ市営住宅」として市中心部へ移転したこと

などが影響している可能性がある． 

 

３．青森大学による調査 

 前述のように，青森大学は 2013 年度，「幸畑プ

ロジェクト」に着手した．その後，「学生中心の大

学」「地域とともに生きる大学」の理念を具現化す

るプロジェクトとして進展し，大学と住民の協働

体制づくりや，教育研究活動の成果が市内外から

注目されている．本章では櫛引ほか（2014），由井・

久保・西山（2016），櫛引(2016)などの記述から，

同プロジェクトの展開と成果を概観する． 

 

3.1 2013 年調査の概要と成果 

 幸畑プロジェクトは，幸畑地域への郵送アンケ

ートなどいくつかの取り組みからスタートしたが，

その後の展開に直接つながる端緒となったのは，

2013 年 5 月に実施した幸畑団地連合町会への聞

き取りだった． 

 青森大学は幸畑団地の造成開始とほぼ同時期に

開学していたが，同プロジェクトの開始時点では，

大学と町会の間に継続的な交流・協働体制は整っ

ていなかった．聞き取りは，当時の菅勝彦社会学

部長と筆者が担当していた 3 年生ゼミによる合同

調査の一環として実施し，「顔の見える関係づくり」

の第一歩となった． 

 この時点では，住民が空き家問題や雪対策に悩

んでいること，住民の高齢化が進んでいることな

どを把握できたものの，得られた知見はまだ多く

はなかった．しかし，その後，町会長らの協力を得

て「まち歩き」などを重ね，さらに調査を深めた＝

図 5．そして、これらの概要は同年 10 月の青森大

学祭で公表した＝図 6． 

 このころ，青森県をはじめとする自治体，青森

県宅地建物取引業協会などがつくる「青森県住み

かえ支援協議会」からの打診で，幸畑団地の空き

 

【図 5】町会の人々と学生の「まちあるき」の

様子=2013 年 10 月，筆者撮影 

 
【図 6】青森大学祭での展示の様子 

=2013 年 10 月，筆者撮影 
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家の悉皆調査を手がけることになった．この取り

組みが新たな展開をもたらした．同協議会は街な

か居住と郊外の空き家対策を進めるため，既存住

宅を有効活用できる住宅流通市場の形成を目指し

ていたが，相談件数が伸び悩んでいたことなどか

ら，事業推進を図るため，幸畑団地の空き家調査

を企画した． 

 3 年生 9 人と教員 2 人が調査手法のガイダンス

を受け，11 月末から 12 月半ばにかけて，初の悉

皆調査を実施した．データやノウハウの蓄積がな

い中での初調査だったため，精度には課題を残し

たが，それでも空き家の概数，危険空き家の所在

地，住民の入れ替わり状況などを把握できた＝図

7． 

 この調査の結果は櫛引ほか（2014）で報告済み

のため，本稿では要点のみを記す． 

① 空き家は 70 軒，空き家の可能性が高い家は

31 軒が確認され，幸畑 1～3 丁目に多い 

② 空き地は 54 個所が確認され，やはり 1～3

丁目に多い 

③ 空き地を 2003 年の地図と比較すると，約 20

カ所は 10 年前から空き地のままである 

④ 同じく 36 カ所程度の空き地は，10 年前は家

が建っていた 

⑤ 新築の可能性がある家（築 1 年程度）は 14

軒が確認され，1～3 丁目にやや多い 

⑥ 10 年前には空き地または空き家だったとこ

ろに，家が建っている事例が 18 個所あった． 

⑦ 2003 年と 2013 年とで表札の姓が変わった

住宅が 68 軒あり，住民が入れ替わったこと

が示唆されている 

⑧ 危険な状態の空き家は 6 軒，要注意の状態

の空き家は 28 軒が確認され，団地内の学校

法人が所有する 11 軒を除くと，1 丁目と 3

丁目に集中している 

⑨ 幸畑団地の空き家率を試算すると 1,150 戸

中 101 戸，8.8%となる 

⑩ 表札の交代が示唆する転入転出，空き家の発

生，家の新築などに伴う家・住民の変動率を

試算すると 1,163 軒中 223 軒，19.2%となる 

 

 この時の調査で，幸畑団地の空き家や空き地の

概数が初めて明らかになったことは，大きな成果

だった．同等に大きな成果は，「郊外の住宅団地は

人口流出によってひたすら住民が減り，高齢者が

取り残されている」という，一般に流布しがちな

世界観が更新されたことである． 

調査時点での幸畑団地は，住民基本台帳ベース

の人口減少率が 4 年間で 5.6%と青森市全体の

2.4%減を大きく上回り，高齢化率も 30.2%と同じ

く青森市全体を 4.5 ㌽上回っていた．この数字だ

けを見れば，上記の世界観が生まれても仕方がな

かろう．しかし，実際には一定数の住民が，時には

家の新築を伴って入れ替わり続けている現状を把

握できたことで，「新たな転入者」を念頭に置いた

活動の必要性と重要性の確認に至った． 

 
【図 7】初の空き家調査の様子 

＝2013 年 12 月，筆者撮影 

 

【図 8】住民を対象とした報告会 

=2014 年 1 月，筆者撮影 
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 2014 年 1 月には住民への報告会も幸畑団地福

祉館で実施し，新聞・テレビ局もその様子を報じ

た＝図 8．これらの過程を通じて，大学と地域の

「目に見える関係」が深まり，「空き家とその調査」

が大学と地域の交流を取り持った格好となった．

この経緯が，2014 年の幸畑団地地区まちづくり協

議会の発足にもつながり，同協議会は「地元の大

学との連携」を 大の特色とした協議会として機

能し始めた．青森大学は地域貢献センター長が協

議会の理事を務め，教職員が実働部隊の運営委員

や協議会会員として活動するようになった． 

なお，この調査で明らかになったが，ひと口に

「空き家」といっても，国土交通省の基準と一般

の住民とでは，定義や感覚が異なることにあらた

めて留意したい（櫛引ほか，2014）． 

国土交通省は「1 年以上，人が住んでいない，も

しくは使われていない」と空き家を定義している．

そして，幸畑団地にも定住者のいない家は少なく

ない．しかし，これらの家の多くは，家族や親族，

時に近隣住民が管理しており，全く人の出入りが

ない家はむしろ例外的である． 

積雪地域の青森市では，人の出入りも管理もな

くなった家は，時には 1～2 シーズン程度で破損や

汚損がひどくなり，「要注意空き家」の様相を呈す

る． 

前述のように，危険・要注意空き家の数はそれ

ほど多くなく，したがって，大半の空き家は，人の

出入りと管理がある状態だと推測される．そして，

このような状態の家は，所有者や近隣住民にとっ

て，必ずしも「空き家」ではなく，それに準じた

「現時点では定住者がいない家」というべきカテ

ゴリーに位置づけられているっと言える（櫛引ほ

か，2014）． 

本研究においては，人の出入りや管理がある状

態でも 1 年以上，定住者がいないとみられる家は

「空き家」として扱っているが，「空き家の定義」

と「住民の感覚」との乖離は，この調査の一つの発

見であり，その後，意見交換した他の研究者から

も注目された． 

 

3.2 2016 年調査の経緯と成果 

2013 年度に続く本格的な調査は 2016 年度に実

施した．この調査については，日本地理学会や東

北地理学会で 2017 年度に報告しているが，テキ

ストとしては本稿が初めての報告となるため，詳

しく記述する． 

 

3.2.1 まちづくり協議会の活動と調査 

 2014 年に発足した幸畑団地地区まちづくり協

議会は，幸畑連合町会に加盟する 9 町会の会長が

理事を務め，その一つ・ひばりヶ丘町会長が協議

会会長を務めるなど，地元町会との連携・協調を

重視した組織構成となった．さまざまな活動テー

マが掲げられる中，「空き家の利活用」は 重点テ

ーマの一つであり，ワーキンググループを特設し

て活動した． 

 同年 10 月には，団地内の空き家を会場に「空き

家で空き家シンポジウム」を開催し，住民だけで

なく，各メディアをはじめ多くの関係者の注目を

浴びた．さらに，2015 年 7 月から翌 2016 年 2 月

までは，団地内の別の空き家を借り上げて，会合

や子どもたちの夏休み活動，県外からの「お試し

移住」などに活用する事業も展開した＝図 9．詳し

くは筆者が由井ほか（2016）で報告しているので，

参照されたい． 

 

【図 9】借り上げ空き家の開所式 

＝2015 年 8 月，筆者撮影 
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 このように，2014 年度から 2015 年度にかけて

は，各種の実践や議論がワーキンググループの主

な活動内容となった．加えて，筆者が 2016 年度，

本格的な調査を実施できる「社会調査実習」の授

業を担当することになり，再び大規模な調査を検

討した．当初は 2013 年度に続く空き家の悉皆調

査を企画したが，筆者の学外公務の事情で困難に

なった． 

そこで，阿倍野町会の協力を得て，新規転入者

の調査を実施することにした．背景には，筆者が

2015 年ごろから，「団地に家が建つようになった」

「幸畑に移り住んでいる人が結構いる」という会

話を耳にする機会が増えていた事情があった． 

なお，前述のように，筆者は 2017 年の日本地理

学会春季学術大会において，調査に当たった学生

らと連名で概要を報告した（櫛引ほか，2017 年）．

さらに，同年の東北地理学会秋季学術大会におい

て，この調査結果と青森市のコンパクトシティ政

策の関連性について報告を行っている（櫛引，

2018）． 

 

3.2.2 住民アンケート調査の概要 

 幸畑阿倍野町会は幸畑 2 丁目と 3 丁目，さらに

4 丁目の一部をカバーし，2018 年 5 月現在の世帯

数は 385 と，幸畑西町会（390 世帯）と並んで

も大きな町会である．幸畑団地地区まちづくり協

議会の実働部隊である運営委員会の委員長が所属

している． 

 まちづくり協議会運営委員長を交えて，調査者

の人数やスケジュールを勘案して検討した結果，

対象を地元の協力が得られる幸畑阿部野町会に限

定した．そして，「青森大学・櫛引研究室，幸畑団

地地区まちづくり協議会，幸畑阿部野町会」の連

名により，アンケートを実施することとした．質

問項目は年齢・性別，出身地，幸畑団地を選んで移

り住んだ理由，転入年などから成り，まちづくり

協議会役員，さらにまちづくり協議会事業をサポ

ートする青森市市民協働推進課の助言も得て，学

生と住民が調査票を作成した． 

 さらに，幸畑阿部野町会から，「近隣の人々が過

去 5 年程度の間に転入してきたと認識している一

戸建て住宅の住民」をリストアップしてもらい，

36 世帯を配布先として選んだ． 

 調査票の配布は，学生と町会の有志が日程を調

整してチームを編成，主に平日の夜と休日を利用

し，各世帯を直接，訪問して行った＝図 10．まち

づくり協議会運営委員長の自宅にポストを特設し

て回収し，24 世帯から回答があった．調査票の配

布が，転入者と地元町会の人々が初めて会話する

場面になった例もあり，調査自体が，転入者と地

元の接点をつくる働きを持った．ただ，在宅して

いるにもかかわらず，再三の訪問に応答がなかっ

た家もあり，近所付き合いそのものに極めて消極

的な世帯も存在することが分かった． 

 回答者の転入時期と年代，性別を表 6に示した．

なお，1 世帯につき 1 枚，調査票を配布・回収し

たが，回答者を特に指定していないため，世帯主

が記入しているとは限らない． 

 

【図 10】アンケート用紙配布中の学生と住民

=2017 年 11 月，筆者撮影 

【表 6】回答者の転入時期と年代，性別 
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 表 6 をみると，転入から 5 年以上が経過してい

るとの回答が 7 人，総数の 3 割弱あった．つまり，

「 近，引っ越してきた」という住民の感覚は，必

ずしも精度が高くないことが分かる．同時に，「そ

れ以外」（5 年以上前）と「3～5 年」，そして調査

時点から 2 年以内がそれぞれ 7，8 世帯ずつ存在

し，少なくとも阿部野町会では近年，コンスタン

トに転入が続いていることが分かる．年代は 30～

40 歳代の子育て世代が 10 人いる一方，60 歳代以

上も 7 人おり，幅広い年齢層が転入していること

が分かる． 

 表 7 には家族数と家族構成を示した．家族数は

少 1 人， 多 6 人，平均 3.1 人で，夫婦や親，

子ども，さらには三世代が暮らす世帯が含まれる． 

 表 8 には転入時の新築・リフォームの有無等を

示した．新築が半数を占め，景観面でも新築住宅

が増えている実情と符合し，あまりペースが変わ

ることなく推移している．中古住宅の売買も活発

で，リフォームを伴う場合，伴わない場合に分か

れる．また，賃貸住宅の利用も定着している． 

これらの住民はどこから転入してくるのか．表

9 に回答者の転出元と出身地を示した．団地内の

出身者も 3 人いるが，出身地で も多いのは「幸

畑・横内地区以外の青森市内」の 12 人，次いで「県

内の他市町村」で 8 人と，幸畑団地と直接，地縁

のない人が大半を占める．逆に，地元の「幸畑・横

内地区」の出身者はいない．今回の転入について

は，団地内で移動した人が 4 人，幸畑団地以外の

地元からの転入が 2 人いるが，7 割近い 16 人は

「幸畑・横内地区以外の青森市内」からの転入で

ある．つまり，幸畑団地は，青森市在住の幅広い出

身地の人たちから，居住先として選ばれているこ

とが分かる． 

では，幸畑団地を選んだ理由は何だろう．表 10

にその回答を示した（複数回答）． も多いのは「土

地が安かったから」で 8 人，次いで「中古の売り

家が安く良質だったから」が 6 人で続く．「自然災

害がなさそうだから」も同数の 6 人が挙げ，人々

が「防災」を強く意識している様子がうかがえる．

【表 8】転入時の新築の有無等

 

【表 7】回答者の家族数と家族構成 

 

【表 9】転入時の転出元と出身地 

 

【表 10】幸畑団地を選んだ理由 
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全体的にみると，①価格の安さ，②防災・環境（生

活環境，郊外の暮らし，趣味や老後の暮らし），③

地縁血縁（親や親類が住んでいる，出身地または

その近く），という三つの要素が，主な選考理由と

なっていることが分かる．地元が期待を寄せてい

る「まちの雰囲気が気に入った」，「地域の活動が

盛んだったから」という回答も，数は少ないが存

在しており，今後の地域づくりのヒントとなりそ

うだ． 

 気に入っている点としては，表 11のような項目

が上位を占めた．トップは「自然が豊か」だが，

「幸畑を選択した理由」とは異なり，「近所の人と

の関わりが良好」「地域活動やイベント，社会福祉

活動が盛ん」といった，コミュニティへの評価が

高い．一方，気がかりな点としては，「駅や市中心

部から遠い」が 多で，「空き家や空き地が目立つ」

「大規模ショッピングセンターから遠い」「大きな

病院が遠い」といった理由が上位を占めた．「娯楽

の場所がない」「まちに活気がない」「お年寄りが

目立つ」も多かった＝表 12． 

 以上の設問と回答を踏まえて，満足度と定住の

意向を尋ねた結果を表 13に示した． 

 市中心部からの距離，ショッピングセンターや

大規模病院からの遠さを考慮しても，9 割近い 21

人が幸畑団地の暮らしに「満足している」「ほぼ満

足している」と回答した．ただし，今後の定住に関

しては「可能な限り住み続けたい」が 17 人だった

のに対し，2 人が「できれば大規模ショッピングセ

ンターなどの近くに移住したい」，5 人が「今はま

だ分からない」と答え，定住意向については，満足

度から期待される数をやや下回った． 

 以上の結果をまとめると，以下のようになる． 

 ○幸畑団地には子育て世代から高齢者まで，幅

広い年代の人が転入している 

 ○家族構成は夫婦，親子同居，三世代同居が大

半を占め，5～6 人の大家族もみられ 

 ○家を新築して転入した人が半数を占め，ここ

数年は年に 3～4 軒のペースで家が新築され

ている 

 ○中古住宅の流通も活発で，リフォーム抜きで

居住している人もいる 

 ○幸畑団地に直接の縁がなかった人の転入が多

く，その背景には土地や中古住宅の安さで移

住を決めた人が多い事情がある 

 ○「地価の安さ」，「環境の良さ・自然災害がない

こと」，「地縁・血縁」が，選ばれる理由の上位

を占める 

【表 11】気に入っている点 

 

【表 12】気がかりな点

 

【表 13】満足度と定住の意向 
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○実際に転入してみると，近隣との関係や地域

活動への評価が高い 

○市中心部や病院，ショッピングセンターが遠

い点は評価が低い．娯楽の場所がない，まち

に活気がない，などの点も気がかりな点に挙

げられている 

○評価が低い項目がありながらも，全体的な満

足度は高く，大半の人は「遠さ，不便さ」を織

り込み済みで転入し，暮らしている． 

 

3.2.3 不動産会社へのヒアリング結果 

 幸畑団地で新築住宅が増える背景について，団

地内と近隣に事務所を構える不動産会社 2 社に，

調査と並行してヒアリングを行った． 

 A 社によると，青森市では近年，「公務員でなく

ても手が届く」価格帯，具体的には坪 5 万円程度

の幸畑団地が移住先に選ばれている．また，家に

金をかけたいため，地価が安いところを選ぶ傾向

がある．銀行の記録的な低金利融資が追い風とも

なっている． 

加えて近年，造成された地区と異なり，幸畑団

地の区画は 70～80 坪程度と広いため，乗用車が 2

台置ける点で，共働き世代に歓迎されるという．

人によっては，庭付きの区画を購入して庭を車庫

にする例もあり，家・土地の総額が安ければこそ，

という選択肢だという． 近，幸畑団地につなが

る県道が開通したため，交通の便が向上した事情

もある． 

 ただし，団地全体が緩斜面の上に立地している

ことから，道路と玄関口の間に段差や階段のある

区画も多く，これらの区画は人気が低いという． 

 新築か，中古住宅のリフォームを選ぶかはケー

スバイケースといい，「初めから新築と決めている

人」もいれば，中古でもイメージ通りの家が見つ

かればそのまま住む人，リフォームか否かで迷っ

た結果，新築を選ぶ人もいる． 

 A 社は貸し家も管理しているが，幸畑団地の物

件は空けばすぐ埋まるという．ただし，選ばれる

貸し家と選ばれない貸し家ははっきり分かれ，入

らない家はどうしても入らない． 

 移住パターンは「県営住宅からの団地内住みか

え」，「両親の近くに戻ってきて住む」など，さまざ

まなバリエーションがあり，「住み慣れたところが

良いから」と幸畑団地を選ぶ人もいる．これらも 

転入者アンケート結果と符合する． 

 転居のきっかけの一つは，出産や子どもの成長

といい，例えば「家賃が 6 万～7 万円の家を借り

るなら，家を建てた方がよい」という選択のパタ

ーンがある．一方で，青森市は豪雪地だけに，遊休

空き家の対策が，雪をめぐる問題の発生で動く例

があるという． 

 なお，空き家をめぐっては，管理者が首都圏在

住者か地元在住者かによって，感覚の違いが際立

つという．地元在住者は，人口減少下で空き家の

処分が簡単ではないことを体感しており，処分す

る際もほどほどの価格で妥協する．しかし，首都

圏在住者は，仮に地元出身者であっても，「不動産

や家屋は投資対象であり財産」という感覚が強い

ため，首都圏の相場を基準に判断しがちで，容易

には妥協しない傾向があるという． 

 一方，B 社に対する聞き取りによると，幸畑団

地では建て売り住宅の分譲がほとんど存在しない

ことが特徴という．これは，ハウジングメーカー

が建て売り住宅を手掛けるのが，青森市の東北自

動車道青森線・環状国道 7 号＝図 1 参照＝の内側

止まりであるという事情が関わっている． 

 価格帯は，段差がない坪 5 万～7 万円の土地が

売れるといい，A 社の証言と合致する．収入が増

えて公営住宅を出て，家や土地を購入するケース

もある． 

 B 社によれば，「複数台の乗用車を置ける，地価

が安くてそこそこ便利や所は幸畑団地以外にない」

といい，これも A 社の証言と合致する．さらに，

貸し家については「共働きで複数の乗用車を持つ

世帯が，家賃と駐車場の折り合いが付く場所」と

して，幸畑団地が選ばれるという． 
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 このほか，若い世代の傾向として，「土地は利便

性より価格の安さを優先できるが，住宅に関して

は譲れない」といい，土地の安い所を選んで，浮い

た資金を住宅に投資する例が目立つという． 

 2 社への聞き取り結果をまとめると，以下のよ

うな事情が明らかになった 

〇著しい高齢化・人口減少下でも「家の新築，空

き家活用による転入」が存在する 

 〇その背景には，①安い地価，②低金利，③広い

区画，③交通アクセス（道路開通），④親・友

人の存在，といった条件がある 

 

3.3 2018 年調査の調査の経緯と概要 

3.3.1 2018 年調査の手法 

青森大学による幸畑団地の調査は，2017 年度は

受け皿となる社会調査実習が開講されなかったな

どの事情により，大きな進展はなかった．2018 年

度は幸畑プロジェクト開始から 5 周年を迎えるこ

ともあり，社会調査実習も開講されたため，2013

年以来の悉皆調査を実施することにした．「5 年」

が国勢調査や年齢 5 歳階級での集計の節目に当た

る事情も考慮した．また，2013 年調査のころを境

に，図 11に示したような，屋根のない直方体状の

家屋が急速に目立ち始めたころから，この形状を

「5 年以内に建った家」の一つの目安とみなして

調査した． 

手法は 2013 年調査と同様だが，空き家のみな

らず，むしろ転入を意識して新築・リフォーム住

宅に注目し，社会調査実習の履修者 5 人と筆者が

約 1 カ月にわたり団地内を踏査した＝図12．なお，

「新築」の国土交通省の定義は「竣工 1 年未満・

未使用」だが，この調査では「新築」を「ごく 近，

2 年以内に建てられたとみられる家」と，「それ以

外の，前回 2013 年調査以降に建てられたとみら

れる家」，つまり「この 3～5 年以内に人が住み始

めたとみられる家」に分けて，それぞれチェック・

集計した． 

具体的には，空き家については▼人の気配▼電

気メーターの回転▼郵便受けのチラシ▼カーテン

の装着▼表札の有無▼敷地内の手入れ▼ガラスの

手入れ▼破損の有無，といった項目に着目して，

明らかな「空き家」，そして「空き家の可能性のあ

る家」をチェックした． 

また，危険度についても同時に判定し，▼家の

傾き▼屋根の陥没・ゆがみ▼壁の剥離・破損▼壁

へのベニヤ板等の貼り付け▼庭木などの荒れ，と

いった項目から「危険」，「やや危険」，「危険なし」

に分類した． 

一方，新築やリフォームの可能性がある家につ

いては，▼形式の新しさ▼壁の新しさ▼土台の色

と新しさ▼工事の痕跡の有無▼その他，新築・リ

フォームを示唆する状況，に注目した． 

このほか，転入出の痕跡や空き地・空き家の変

 

【図 12】幸畑団地を調査する学生たち 

=2018 年 8 月，筆者撮影 

 

【図 11】幸畑団地の新築住宅群．複数台の乗

用車を置けるスペースがある 

＝2018 年 8 月撮影 
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化についても注目して調査を進めた．幸畑団地に

はちょうど 15 年前，住宅地図から作成された，各

世帯の姓（表札）が記された地図があり，青森大学

を含む各世帯に配布されていた．2013 年調査では

この地図を使い，「10 年間の変化」に注目して調査

を設定した．2018 年調査も，「15 年間の変化」に

注目して調査を実施し，「空き家や空き地だったと

ころに家が建っている例」や「現在，空き家や空き

地だったところがどのような状態だったか」を調

べて，幸畑団地の人・家の動きを把握しようと試

みた． 

具体的には，▼2003 年地図からの表札の変化▼

2003 年地図からの家・空き地の変化▼2003 年地

図にない家で，建築から 5 年以上経ったとみられ

る家，などに注目してチェックした． 

調査途中は顔を合わせた住民らと会話を交わす

よう努め，補足的な情報を入手するよう心がけた．

その結果，特に新築の時期については，外観から

の目視による分類と大きな差異が確認できた例は

なく，後述する分類は，精度に検証の余地を残し

つつ，暫定的に議論と検証する水準に達している

との感触が得られた． 

なお，2013 年調査と比較して大きく異なってい

たのが，表札を掲げた家の少なさである．特に新

築の家，転入してきたとみられる家は，ほとんど

表札がなく，長く住んでいるとみられる家でも，

表札を取り外している家が多かった．町会の班ご

と，一斉に取り外したような印象を受ける一角も

あった．調査中の住民との会話によると，いずれ

も，地域全体が個人情報保護に敏感になったこと

の表れとみられる． 

このため，2013 年調査では有効だった「表札の

変化から住民の転入出を試算する」という手法が，

この調査では使えなかった．また，新築やリフォ

ームの住宅についても，従来からの住民が家を改

築したのか，転入者が新築したのか，判断できな

い家が多かった． 

 

3.3.2 2018 年調査の結果 

 2018年の調査概要をまとめたのが表14である．

この 5 年以内に建ったとみられる家が 118 軒ある

という結果が得られた．表 2 に示した 2015 年国

勢調査の数字を参考にすれば，一戸建て 1,130 軒

に対し，その 1 割以上に当たる数である． 

表札などをみると，これらの新築住宅は，既に

住んでいた住民が家を建て替えた例が多いが，前

項でみたように，転入時に家を新築した人も少な

くない．しかし，前述のように，表札を掲げていな

い家が多く，転入か否かの区別がほとんどできな

かった． 

地区別にみると，ごく 近，つまり 2 年以内に

建ったとみられる家は，バス通りに近くて比較的

平坦な 1 丁目～3 丁目に集中している．前項で述

べた不動産会社の証言にも付合し，傾斜が緩やか

で利便性が高い地域が好まれている様子がうかが

える．3～5 年前に建ったとみられる家は，全域に

分布しているが，やはり 1～3 丁目の割合が高い． 

 リフォームも 1 丁目と 2 丁目の割合が高く，中

古住宅の再利用が，利便性の高い地区に集中して

いることが分かる．ただ，これらのリフォーム住

宅も，転入者なのか，以前からの住民なのかは，ほ

とんど分からなかった． 

 なお，図 13にリフォーム住宅の例を示した．偶

然，住民と会話を交わすことができ，2 年前に息子

が戻ってきて，二世帯住宅に改装したという情報

を得られた．外観だけみると，新築とほとんど区

別がつかない．しかし，写真では判別しづらいが，

土台部分をみると，建造から一定の期間を経てい

【表 14】幸畑団地の新築住宅，空き家 

などの地区別状況 
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る様子が分かる．2013 年調査でも二世帯住宅は散

見されたが，今回の調査でも，二世帯の新築住宅

が何軒か見つかった． 

 表札のない家が増えたため，転入出については

限定的な調査となったが，2003 年の地図と比べて

表札が変わったことを確認できた家は，新築・リ

フォーム住宅を除いて団地全体で 101 世帯あった． 

一方，空き家は幸畑団地全体で 65 軒，空き地は

42 カ所あった．空き家は各地区に存在し，新築住

宅のような偏りはない．なお，幸畑 2 丁目の空き

家のうち，11 軒は地元の学校法人の所有物で，実

質的な空き家数は 4 軒にとどまる．また，空き地

は 42 カ所で確認されたが，この中には，駐車場に

転用されたとみられる空き地や，畑に転用された

とみられる空き地が含まれており，実質的な空き

地の数はこれより少ない． 

地区別にみると，幸畑 1 丁目は空き家・空き地

が半面，新築・転入も多く，全体として住宅の動き

が活発である．空き家や空き地の活用余力が も

大きい．2 丁目は，もともとの世帯数・住宅数の少

なさを考慮すると，やはり動きが活発な地区と位

置づけられよう．実質的な空き家・空き地が少な

く，新築とリフォームが進み，活用できる空き家・

空き地そのものがあまり残っていない． 

3 丁目は「3～5 年前」に新築された家が各地区

で も多い．団地中央部にある，移転した交番の

敷地跡が数年前，宅地として売り出され，7 軒がま

とまって新築された区画が存在する．一方で，リ

フォーム住宅は少ない．4 丁目は新築・リフォーム

を除く転居・転入の動きが も活発である．4 丁目

の一角には，2003～2013 年の間に造成された宅地

が存在しているため，「転居・転入の痕跡」の数字

が大きくなっている．また，造成時期が比較的新

しく，全体的に住宅がまだ古びていないため，空

き家や空き地，リフォーム住宅が少ない可能性が

ある．5 丁目も，この 5 年以内に新築された家が

10 軒以上あるが，全体としては動きが少なく，一

方で空き家や空き地も少ない． 

今回の調査では，「危険」空き家はゼロ，「要注意

の空き家」は 1 丁目に 4 軒，3 丁目に 1 軒の計 5

軒と，前回調査の各 6軒，28軒から激減していた．

調査者が異なり，単純には比較できないが，筆者

が直接，確認している範囲でも，後述のように危

険な状態にある空き家が除去され，跡地に家が新

築された例があり，中古住宅や空き地の再利用が

進む中で，危険な空き家を積極的に解消する動き

が進んでいる可能性が高い． 

 なお，調査の途中で，空き家をリフォームして

販売する現場にも遭遇した．家は買い主未定のま

ま工事が進んでおり，チラシが工事現場に置いて

あった．価格は 1,000 万円余りだったが，2014 年

に地元住民へヒアリングを行った際の情報による

と，中古住宅の買い取り価格は数十万円程度だっ

た．つまり，差額の 1,000 万円ほどが，リフォー

ム経費と業者の収入になる．一般に，古くなった

住宅をリフォームするには，数百万円規模の経費

が必要となり，この事例は必ずしも買い取り価格

が安すぎる事例ではない．しかし，住民は必ずし

もリフォーム事情に明るくなく，「家を安く買いた

たかれる」，「とても売る気が起きない」という反

応につながりやすく，中古の住宅が流通しづらい

現状の一因とされてきた． 

 このビジネスモデルが幸畑団地や青森市内でど

の程度，受け入れられているのか，今後，さらに調

査を進める必要があろう． 

 

【図 13】リフォームされた二世帯住宅=2018 年

8 月，筆者撮影 
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 目撃したリフォーム住宅は，幸畑団地地区まち

づくり協議会の役員によると，秋には売れたとの

ことだった． 

 

3.3.2 2018 年調査結果の検討 

表 15 に，2013 年調査の結果の一部を示した．

調査基準が異なるので単純な比較は難しいが，幸

畑団地全体で，空き家および空き家の可能性が高

い家が 101 軒あったことと比較すると，団地内の

空き家は 3 割ほど減少している．実際，危険な状

態の空き家が除却されて家が新築中の現場＝図14

＝や，空き地だった区画に家が建っている現場も

数カ所以上，確認できており，相当数の空き家や

空き地が住宅に転用されているとみてよいだろう． 

地区別にみると，空き家も空き地もほぼ全域で

減少しており，単純に 2013 年から 2018 年の減少

数をみると，新築の家の数ほどのばらつきはない．

ただし，幸畑 1 丁目のみは空き地が増加している． 

この事実は，新築の住宅の増加と整合しない印

象を受ける．しかし，幸畑団地全体の空き家・空き

地の「減少」も，決して単純に「空き家や空き地が

埋まっている」訳ではなく，あくまでも「空き地・

空き家の減少と再利用」，「空き地・空き家の増加」

は今なお並行して進み，結果的に，前者の勢いが

強まった結果である，と解釈すれば，矛盾するも

のではない． 

次に，これらの結果と，地区別の人口推移を照

合してみる．表 16は 2013 年 9 月末と 2018 年 10

月 1 日の住民基本台帳人口と高齢化率を地区別に

比較した表，図 15～図 19 は，同じく 5 歳階級区

分でグラフ化したものである．コーホートの各コ

ーホートの人口増減が分かるよう，グラフの位置

をずらしてあり，例えば左端の部分は，2013 年 9

月末現在の 0～4 歳人口と，2018 年 10 月 1 日現

在の 5～9 歳人口が並んでいる． 

 表 16 をみると，幸畑団地全体では人口が 6%減

っているにもかかわらず，幸畑 1 丁目と幸畑 2 丁

目は人口が増加しており，特に幸畑 2 丁目は 1 割

以上増えた．幸畑 3 丁目は微減，幸畑 4 丁目と幸

畑 5 丁目は大幅な減少をみている．幸畑団地のみ

ならず青森市全体の人口が減少基調にある中，幸

畑 1 丁目～3 丁目で人口が微減ないしは増加して

いる状況は，転入者アンケートや，住宅の悉皆調

査とも矛盾しない．高齢化率の上昇幅も，これら

の地区では限定的である． 

【表 15】幸畑団地の新築住宅，空き家 

などの地区別状況 

 

（櫛引ほか、2014 から引用） 

【表 16】人口と高齢化率の変化 

 

（住民基本台帳から作成） 

 
【図 14】空き家の除却後，家が新築中の現場 

＝2018 年 7 月，筆者撮影 
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地区別にみると，幸畑 1 丁目は 2018 年時点の

64 歳未満のほぼ全世代で，わずかながら人口が増

加しており，幅広い年代にわたる転入の影響が現

れているとみられる． 

幸畑 2 丁目も 2018 年時点の 79 歳未満のほぼ全

世代で人口が増加している．65 歳以上の増加は，

老人福祉施設の立地に由来するとみられるが，80

歳以上の世代の減少で相殺されている．もともと

絶対数が少なかった 30～34 歳，50～54 歳の増加

は，転入の影響が現れているとみなせよう．ただ，

特に 20～24 歳が倍増している理由については，

本稿の執筆時点では有力な情報を得られていない． 

 幸畑 3 丁目も 69 歳未満の幅広い年代層で人口

が増え，特に 35～44 歳の子育て世代の増加が目

を引く． 

 対照的に，幸畑 4 丁目は 14 歳未満を除く全世

代で人口が減少しており，特に 15～34 歳と 40～

49 歳が著しい．しかし，10～14 歳は微増してお

 
【図 15】幸畑 1丁目の 5歳階級コーホート比較

（2013 年－2018 年，住民基本台帳から作成） 

 
【図 16】幸畑 2丁目の 5歳階級コーホート比較

（2013 年－2018 年，住民基本台帳から作成） 

）

 
【図 17】幸畑 3丁目の 5歳階級コーホート比較

（2013 年－2018 年，住民基本台帳から作成） 

 

【図 18】幸畑 4丁目の 5歳階級コーホート比較

（2013 年－2018 年，住民基本台帳から作成） 

 

【図 19】幸畑 5丁目の 5歳階級コーホート比較

（2013 年－2018 年，住民基本台帳から作成） 
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り，子育て世代の動きが反映している可能性があ

る．幸畑 5 丁目も傾向は変わらないが，10～19 歳

は微増ないしは微減にとどまり，やはり子育て世

代の動きが反映している可能性がある． 

 幸畑 4 丁目と 5 丁目は，一戸建てと県営，市営

住宅が混在しており，両者の住民構成や動向は相

当に異なっていると予想される．表やグラフに現

れた傾向を，さらに解読するには，この両者の動

向をさらに精査していく必要があるが，今後の宿

題としたい． 

  

3.4 調査結果の還元 

一連の調査結果は，大学祭での展示や学会報告

で社会に発信した． 

2017 年度は，2016 年調査の概要を各学会で報

告するのに先駆けて，授業にワークショップの時

間を設けた．そして，新たに幸畑プロジェクトに

触れる学生たちの導入場面にするとともに，幸畑

団地の人々や行政，不動産関係者を招いて議論と

意見交換を重ね，その結果を踏まえて報告の内容

を練り直して学会発表に臨む，といった取り組み

を展開した． 

2018 年度は，悉皆調査に加えて，これまでの幸

畑プロジェクトを総括する「幸畑団地居住フォー

ラム」を，12月7日に青森大学で開催した＝図20．

学生たちが概要を報告したほか，宇都宮共和大学

講師の西山弘泰氏に基調講演をお願いした．西山

氏は，空き家問題の基本的な構造やとらえ方，宇

都宮市をはじめ全国各地の調査事例を報告し，「ま

ちを変えるキャラ」や「尖った流入者」の存在意義

を強調した．この発言を受けて，「幸畑団地地区で

は青森大学生がこのキャラや尖った流入者になれ

るのでは」という，まちづくりの議論が活発に交

わされた． 

 フォーラムの席上，幸畑団地からの参加者に対

し，2 年生の「地域社会学」の履修者グループが

「幸畑団地の生活の満足度と音楽の関係性」に関

するアンケートを実施するなど，フォーラムは次

のステップの教育研究・地域貢献への足がかりと

もなった． 

 

４．考察 

 以上，幸畑プロジェクトの展開を俯瞰しながら，

2010 年代の幸畑団地に起きた変化と背景を記述

してきた． 

本章では，これらの結果を俯瞰，総括するとと

もに，調査と考察を可能にした住民と大学・学生

の協働の成果について確認する． 

 幸畑団地は，市内では人口減少と高齢化が進む，

「衰退する郊外」を象徴する地域と市内で受け止

められ，住民自らのプライドも低下していた．し

かし，住宅市場の原理や道路新設によるアクセス

改善によって，市中の評価が高まり，空き家や空

き地の再利用を伴う住宅新築を含む，住民の転入

が相次いだ．並行して，住民自らの住宅改築も進

んだ． 

 その結果，利便性が高い地区は人口が増加に転

じた．上記のような流れが人口減少と高齢化に歯

止めをかけ切れない地区もあるが，幸畑地区全体

としては住宅の新築を伴う移住の継続や転入が続

いている． 

 地域のコミュニティづくりの活動が，これらの

人口増加にどの程度，寄与しているかは，今後の

調査課題の一つである．だが，転入者アンケート

を見る限り，誘因にはほとんどならなかったはず

 

【図 20】幸畑団地の住民や自治体の関係者を 

招いて開いたフォーラム＝2018 年 12 月 
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の近隣との関係や地域のイベント等に対する満足

度は高く，地域コミュニティの充実は，定住を考

える住民にとっては，十分条件とはならなくても

必要条件となっている可能性がある． 

また，一つの流れとして，次世代を担う年齢層

の転入が続いているため，今まで以上に，次世代

に向けてのコミュニティづくりを構想する必要性

があらためて浮上している． 

 これらの展開における大学の役割，および大学・

大学生と地域の協働の意義については，いささか

手前味噌の要素もあるとはいえ，強調しすぎるこ

とはないであろう．大学や大学生にとって，顔の

見える関係にない地域の調査はハードルが高く，

目的意識が学術面に限定され，視野も情報の獲得

法も限定的にならざるを得ない．特に，転入者ア

ンケートのような調査は，地元住民の協力抜きに

は，企画すら困難だった． 

一方，地域の住民にとっても，不安を危機感に，

さらに行動へと転換していくには，客観的なデー

タや分析が欠かせず，大学との協働は地域づくり

の大きな武器となったという証言が得られている．

大学との協働によって，地域の自画像を描く機運

が高まるとともに，その一環として，空き家・居住

者調査が展開され，さまざまな実態が初めて明ら

かになった． 

 学生たちの収穫も大きい．実社会，しかも大学

に隣接した地域社会が，学習と研究の対象となる

ことで，「身近な地域を再確認・再発見する」とい

う体験の重要性を実感している．かつては地域と

の接点を持たず卒業する学生が少なくなかったが，

近年は地域貢献演習などのカリキュラムが充実，

地域が協働対象として定着し，空き家調査の経験

を就職に生かす学生も現れている． 

 青森大学が獲得を目指す「3 つの力」，つまり「生

涯をかけて学び続ける力」，「人とつながる力」，「自

分自身を見据え，確かめる力」はいずれも，身近な

住民との協働に根ざした地域調査に，密接に関わ

っている．教室の中での，教員との狭い関係性に

とどまらない，多様な経験と知識を持つ人々との

協働は，「生涯をかけて学び続けている人」との出

会いとなり，「より多くの人とつながる力」を求め

られ，さらには「大学内にとどまらない，広い実社

会で自分自身を見据え，確かめる力」を必要とす

るためである． 

 

５．展望と課題 

 幸畑団地地区まちづくり協議会の役員からは，

一連の取り組みの中で「空き家対策とはまちづく

り」という言葉が生まれた．郊外の団地における

空き家問題とその対応は，ともすれば不動産的な

視点からのアプローチがなされる．しかし，空き

家への対処や空き家の活用には，「まちづくり・ひ

とづくり」という視点からのアプローチが必要不

可欠であることを，多くの実践から，住民が感じ

取ったからこそ生まれた言葉である． 

 とはいえ，幸畑団地の空き家とその対策をめぐ

る問題の所在や将来展望について，実効性を視野

に入れた整理作業は，まだまだこれからの段階で

ある．特に，櫛引（2016）で指摘したように，多

くの誤解の中で議論が進んできた青森市のコンパ

クトシティ政策をめぐって，幸畑団地は「コンパ

クトシティ＝郊外切り捨て」という誤解に基づき，

「見放され，衰退する郊外」というラベリングに

甘んじた． 

さらに，青森市が「ネットワーク・プラス・コン

パクト」を掲げ，2018 年 3 月に立地適正化計画を

策定・公表する中，幸畑団地は市が独自に設定し

た「生活拠点区域」の指定から漏れた．まだ，具体

的なデメリットに直面しているとの情報や痕跡は

ないが，今後の都市政策の展開と成果において，

どのような影響が及ぶか，注意が必要だろう． 

 なお，櫛引（2016）で言及したように，幸畑団

地で確認された郊外型住宅団地への人口流入は，

異なった形ながら，類似ケースが阪井（2013）に

よって報告されている．阪井は首都圏と近畿圏に

おいて，交通や生活の利便性の低い地域に，コン
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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た． 

これらの事例が，具体的にどのような形態を指

すのか，幸畑団地のように，既存の住宅団地へ住

宅の新築を伴うのか，本研究の範囲ではまだ確認

できていない．しかし，幸畑団地への転入と住宅

の新築は，すべてではないにせよ，空き家や空き

地の再利用を伴っている点で，阪井が懸念したデ

ッドストックの増加については，懸念は限定的と

言えよう． 

青森県や青森市に関しては，より切実な課題が

浮上している．同じ北東北でも，例えば秋田市の

空き家対策については多田（2018）の，岩手県の

全県的な事情については岩手経済研究所（2016）

の論考が公表されている．しかし，青森県域，青森

市域とも，まとまった空き家に関する論考が存在

していないか，少なくとも，国立国会図書館デー

タベース等で確認できない状態にある． 

筆者も含めて，空き家問題に携わる地元の関係

者や組織が，現状の把握，論点の洗い出しと整理，

問題提起などを，早急に進める必要がある． 

同じ積雪地域でも，青森県より雪が多く，人口 2

万強の飯山市は，移住促進と空き家の活用，地域

文化の醸成を有機的に組み合わせた施策を展開し

ている．現状と分析については，冨田（2017）に

詳しい．これらを参考に，世界有数の豪雪都市・青

森市ならではの現状分析と対策を構想していくこ

とは，人口減少社会に適応していく上で，一つの

選択肢となろう． 

人口減少社会における空き家対策は，現状維持，

もしくは失われた機能や景観の復旧策としてのみ

取り組むのでは，自ずから限界がある．アートと

の融合を一つの核として空き家再生に取り組み，

目覚ましい成果を上げている広島県尾道市の例も

ある（片岡，2018）． 

当面は将来的な課題とはなるが，河井（2016）

が「地域参画総量」の概念で示したような，地域に

住む人と遠方からでも関わり続ける人々との接点

と，地域の持続可能性を高める施策をつくり，実

現していくためにも，シティプロモーションの展

開までを視野に入れた，空き家対策をコアにした

「地域コミュニティ充実のロードマップ」が必要

とされている． 

なお，幸畑団地では現在，幸畑団地地区まちづ

くり協議会などによる，地区単位のシティプロモ

ーション活動が発生して進化を続けている．加え

て，同協議会の有志らが中心となり，市域をカバ

ーする「地域メディア」づくりが進展中である．い

わば，青森市全体の将来像を考える人々の拠点と

なりつつある．「幸畑プロジェクト」の経緯と精神

は，河井の提唱した活動にシンクロしており，今

後，形をより整えながら展開させていけば，さま

ざまな地域のロールモデルとなり得るだろう． 

 

６．おわりに 

幸畑団地と青森大学は，いわば「空き家」を起点

に交流が生まれ，空き家をめぐって教育・研究・地

域貢献を展開する関係性をはぐくんできた．極論

すれば「空き家が育てた協働」とも言える． 

本稿で述べてきたように，幸畑団地はコミュニ

ティ活動が活発化しており，その状況は転入者に

も好意的に受け止められている．とはいえ，転入

者の多くは幸畑団地の土地柄よりも，経済的事情

を優先してきた形であり，まだコミュニティ活動

の主体にはなっていない．団地全体の斉一的な高

齢化と人口減少が進む中で，新たなコミュニティ

像をどう描き直すか，理念や実践を問い直し続け

る必要があろう． 

今後，幸畑団地内や市役所など関係機関へのヒ

アリングを進めるとともに，市内外の他の住宅団

地とも対比させ，住民の詳細な動きやその理由に



青森大学付属総合研究所紀要 Vol.20, No.1/2, 1-21, March, 2019 

20 
 

ついて明らかにしていく必要がある．さらに，そ

のデータや知見に基づき，幸畑団地のみならず，

「コンパクト・プラス・ネットワーク」をうたう青

森市の都市政策の在り方や将来像について，議論

を深めていくための基礎的な情報と視点を，継続

的かつ定期的に取りまとめ，提起し，実際に議論

の場を設けていく必要がある． 

 幸畑団地にとどまらず，空き家問題は「地域住

民がどこまで関与するか，できるか」が大きな焦

点となる．危険空き家が発生してしまえば，法的・

技術的には，一般住民の手が届きにくい．しかし，

空き家発生につながる可能性が高い高齢者世帯な

どを対象に，事前に周囲と対応を相談する仕組み

をつくるなどの対策を講じれば，発生抑止が期待

できる．地域の見守り活動などと絡め，空き家や

その前段階の家屋の活用・維持を考えていく上で，

「空き家問題を地域として受け止め，考える」機

運の醸成は重要である． 

幸畑団地の空き家が減少しているとはいえ，幸

畑プロジェクトそのものが「物件としての空き家

の解消」「空き家の継続的活用」につながっている

わけではない．コミュニティ衰退に伴う課題も山

積している．それでも，空き家問題への取り組み

は地域の実情把握や意識変革，協働の起点となっ

た． 

幸畑プロジェクトのスタートから 5 年，大学・

大学生と住民の協働をベースとした研究は，市内

だけでなく，学会報告などを通じて多くの人や地

域から注目されてきた．本研究は，空き家・居住環

境調査としては，全国の先端を行く水準と内容は

有していないかもしれない．しかし，大学にとっ

てかけがえのないパートナー，隣人である幸畑団

地の人々のニーズと関心に応じて，決して無理や

背伸びをしない，いわば「スローな調査」を心がけ

てきた，その軌跡の中括である．飛躍的な前進や

新発見はなくても，絶対に停滞・後退しない，大学

が地域の主体の一つとして，地域社会に伴走し続

ける調査として，今後とも，ささやかながら，「幸

畑ならでは」の取り組みと発信を続けていきたい． 
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 人口減少と高齢化が進む青森市の幸畑団地で 2013 年，地域住民と青森大学，学生たちによる交流・研

究・地域貢献プロジェクト「幸畑プロジェクト」がスタートした．その後，さまざまな協働事業を経て，

住民と大学，学生の連携が深まるとともに，幸畑団地における人口や家屋の変動が次第に明らかになって

きた．2013 年には 100 軒以上を数えた空き家は，2018 年には 70 軒まで減り，5 年間に新築された家が

118 軒に上るらしいことが分かった．地価の安さと土地の広さ，好適な環境が評価されて，さまざまな世

代が幸畑団地に流入している．地区によっては，人口が増加していることも判明した．今後，大学と住民

の協働が進化すれば，継続的に幸畑団地の状況を調査する体制が整うと同時に，地域コミュニティの再生

にも貴重な成果が得られると期待される． 
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