
 

 

 

 

第２章 住まい・まちづくりの課題 

  



第２章 住まい・まちづくりの課題 

- 10 - 

第２章 住まい・まちづくりの課題 

１．大館市の住まい・まちづくりの課題 

現況の整理から、大館市においては、人口減少や少子高齢化の進展に伴い、地域の活力が

低下し、地域らしさを維持していくことが難しくなっていくと考えられます。したがって、

働き手が流出しない住まいづくり、若者の定住を促進する魅力的な住宅の供給とともに、都

市機能の集中した中心市街地への街なか居住の推進が必要となっています。 

これらを踏まえ、大館市の住まい・まちづくりの課題は、次の 4点と考えられます。 

大館市の住まい・まちづくりの課題 

住まい・まちづくりの課題① 

『安全で安心できる住まいづくりの推進』 

現  況 
高齢化が進み高齢者のいる
世帯数も多くなっている 

社会動向 

高齢化に伴う住宅のバリア
フリー化やシックハウス対
策が進められている 

住まい・まちづくりの課題② 

『活力を呼び戻すための住まいづくりの推進』

住まい・まちづくりの課題③ 

『街なかで暮らせる住環境づくりの推進』 

住まい・まちづくりの課題④ 

『多様なライフスタイルやニーズに合った 

住まいづくりの推進』

現  況 
総人口とともに生産年齢人
口も年々減少している 

社会動向 

全国的な人口の減少が予想
されている 

現  況 
都市サービス機能の集積し
た中心市街地の賑わいや活
力の低下 

社会動向 

中心市街地の人口・商業活
動の減少や低下が続いてい
る 

現  況 
地域ごとに持ち家率などの
住宅特性が異なっている 

社会動向 

多様なライフスタイルやニ
ーズに合った住まいが求め
られている 
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【① 高齢者の著しい増加】 

現 況  高齢化が進み高齢者のいる世帯数も多くなっています。 

・ 高齢化率は年々高くなっており、全市で 28.9％、比内・田代地域では、高齢化率が 30%

を超えています。 

・ 高齢者のいる世帯は昭和 60 年以降一貫して増加しており、平成 12 年からは一般世帯の

半数を超えています。住宅所有の関係では、約 94％が持ち家となっています。 

・ 高齢単身者数は、ここ 20 年で約 3.5 倍（3,006 人）になっています。そのうち後期高齢

者が半数を占めています。 

 

社会動向  高齢化に伴う住宅のバリアフリー化やシックハウス対策が進められています。 

・ 国立社会保障・人口問題研究所の中位推計においては、老年人口は団塊世代が参入を始

める平成 24 年には 3,000 万人上回り、その後も増加することが予測されています。 

 
図 2-1-1 年齢 3区分別人口の推移 中位推計 

（資料：日本の将来推計人口 国立社会保障・人口問題研究所） 

 

・ 秋田県では、既存住宅のバリアフリー化による住宅内での事故防止や自立と介護の軽減

に配慮した「秋田花まるっ住宅」の普及・活用により、安心して長く住み続けられる住

宅の整備促進を図っています。 

・ 住宅の新築や改装工事後、住宅建材から室内に発生する揮発性化学物質等により体調不

良や健康障害を引き起こす例が報告されており、建築基準法の改正（平成 15 年）によ

り、シックハウス対策が講じられています。 

・ 平成 18 年から新規住宅に加え既存住宅においても、火災警報器の設置が義務づけられ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
住まい・まちづくりの課題①：『安全で安心できる住まいづくりの推進』 

 

 

 

 

 
 
○ 高齢者等が安心して住み続けられる仕組みづくりが必要 

○ 安全に住み続けられる地震等の災害に強い住まいづくりが必要 

高齢者人口の増加に伴い一人世帯や夫婦世帯の増加も予測されることから、

高齢者向けの住宅の供給やバリアフリー化を促進していく必要があります。 

また、老朽ストックについては、適切な更新を図ることにより、耐震性を備えた安

全な住宅ストックの形成に努めることが必要です。 
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【② 人口の減少等による地域活力の低下】 

現 況  総人口とともに生産年齢人口も年々減少しています。 

・ 大館市の平成 17 年人口は 82,504 人で、昭和 60 年の 94,526 人と比べて約 12,000 人減

少しています。大館地域では、比内・田代地域と比較すると減少率が小さくなっていま

す。 

・ 15 歳未満の年少人口は、平成 17 年では昭和 60 年の半数近くにまで減少し、65 歳以上

の高齢者人口が約 2 倍に増加しており、少子高齢化の傾向が著しくなってきています。 

・ 平成 17 年では年少人口 12.5％、生産年齢人口 58.6％、老年人口 28.9％となっており、

生産年齢人口は年々減少する傾向にあります。 

・ 人口動態は、自然増加率は年々低下しています。社会動態は、転出者数が転入者数を上

回っており、転入者は一貫して減少、転出者も平成 16 年をピークに減少しています。 

 

社会動向  全国的な人口の減少が予想されています。 

・ 人口減少は、全国的な現象であり、国立社会保障・人口問題研究所の中位推計において

は、今後長期的に減少することが予測されています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まい・まちづくりの課題②：『活力を呼び戻すための住まいづくりの推進』 

 

人口の減少や生産年齢人口の空洞化により、空き家等が増加し、地域コミュニティの減

退や地域の過疎化が一層深刻化することが懸念されるため、若年層の定住促進施策など

の適切な住宅政策を講じ、地域の活性化を促進することが望まれます。 

 

○ 地域の活力を高める住宅政策の展開が必要 

○ 若者の定住を促進する住宅供給が必要 

○ 働き手が流出しない住まいづくりの推進が必要 
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図 2-1-2 将来人口の見通し（国） 

（資料：日本の将来推計人口 国立社会保障・人口問題研究所）



第２章 住まい・まちづくりの課題 

- 13 - 

【③ 中心市街地の魅力・にぎわいの低下】 

現 況  都市サービス機能の集積した中心市街地の賑わいや活力が低下しています。 

・ 中心市街地は、江戸時代に起源を持つ大町地区、戦後の鉱山や木材により発展した御成

町地区を中心に県北最大規模の商業地が形成されており、賑わいや活力の維持・再生が

必要です。 

・ 通勤・買い物などの生活行動は、大館東地域への依存度が高く、都市サービス機能が拡

散することなく集積している大町・御成町地区の商業・業務・交流・居住機能などの総

合的な回復が必要です。 

・ 中心市街地への居住意向では、一般市民・市営住宅居住者共、「住みたい」、「条件が合

えば住みたい」を合わせた数が約 25％となっています。居住の条件としては、一般市民

が「土地の価格が安くなれば」が最も高く 32.8％となっており、市営住宅居住者では「賃

貸住宅の家賃価格が安くなれば」の割合が最も高く約 66%となっています。 

・ 中心市街地の大町・御成町地区における昭和 60 年から平成 20 年までの人口推移は、大

町地区では約半数、御成町地区においても約 1/4 の減少となっており、大館市全体の減

少率（約 14％）と比べても高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会動向  中心市街地の人口・商業活動の減少や低下が続いています。 

・ 昭和 50 年代半ば以降、中心市街地においては、人口、昼間人口、商業活動の減少、低

下が続いており、人口の定住策を通じた活性化が必要とされています。 

 

 

住まい・まちづくりの課題③：『街なかで暮らせる住環境づくりの推進』 

 

大町・御成町地区などの中心市街地及び拠点地区においては、街なか居住を実現する

中密度住宅地として位置づけ、商業・業務系ならびに公共公益施設などの用途の複合化

等によって利便性が高くにぎわいのある土地利用を図ることが望まれています。 

 

○ 中心市街地活性化施策と連携した商業・業務の複合化による賑わいの再生が必要 

○ 市営住宅の建替えに伴い街なか居住を促進する住宅供給が必要 

 

図 2-1-3 大町地区、御成町地区の人口推移 

（資料：大館市 住民基本台帳） 
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【④ 市民ニーズの多様化・高度化】 

現 況 地域ごとに持ち家率などの住宅特性が異なっています。 

・ 一般世帯 28,317 世帯のうち、持ち家は 22,547 世帯（79.6％）と持ち家率が高い。比内

地域と田代地域では持ち家率が約 90％と高く、大館地域では持ち家率が 76.6％と低い

が民営借家が 16.3％と高い値となっています。 

・ 1 世帯当たり延べ面積は 135.8 ㎡で、比内地域が 164.4 ㎡と最も広く、大館地域は 128.7

㎡と狭くなっています。 

・ 一般市民の住宅政策に対する意向では、「バリアフリー等の住宅改修への補助」、「道路

や公園などの住環境整備の推進」が多くなっています。 

 

社会動向  多様なライフスタイルやニーズに合った住まいが求められています。 

・ 平成 15 年の住宅需要実態調査で、別荘・セカンドハウスの計画については、6％近くの

人が「計画がある、または将来持ちたいと考えている」と回答しています。 

・ 多様なライフスタイルに対応しうる住宅規模の実現（誘導居住面積水準）の確保と、最

低居住面積水準の解消に努め、世帯に応じた居住スタイルの実現を図ることとされてい

ます。（秋田 21 住宅マスタープラン） 

 

 

住まい・まちづくりの課題④：『多様なライフスタイルやニーズに合った住まいづくりの推進』 

 

市民の価値観やライフスタイルは、今後も益々多様化するとともに、少子高齢化の進展

とともに世帯構成は変化するものと考えられます。 

住環境も含めた市民が魅力を感じる多様な住宅ストックの形成に努めるとともに、世帯

規模と住宅規模のミスマッチを解消し、円滑な住宅市場を形成する必要があります。 

 

○ 市民のライフスタイル等に対応した多様な住宅の供給が必要 

○ 魅力を感じられる住まいづくりには、住環境の整備も含めて推進することが必要 

○ 高齢化の進展等に伴う世帯規模と住宅規模のミスマッチを解消し、ストックの有効

活用を図ることが必要 

○ 円滑な住宅市場の形成と誘導を図ることが必要 
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２．市営住宅の課題 

大館市には、250 棟、951 戸の市営住宅が整備されています。住宅市場全体の観点から公

営住宅の役割について検討します。 

 

【市営住宅の課題】  

現 況 簡易耐火構造や木造が多く、昭和 50 年以前(築 30 年以上)の建築が約 6 割を占めて

います。 

・ 大館市には、24 団地、250 棟、951 戸の市営住宅等が整備されています。 

・ 構造別棟数は、簡易耐火構造の平屋が最も多く、約 40％を占めている。大館地域では、

簡易耐火構造及び耐火構造が多く、比内・田代地域では木造が大半を占めています。 

・ 構造別戸数は、簡易耐火構造平屋建が 36.0％で最も多く、次いで中層耐火構造の 32.9％

となっている。大館東地域及び大館南地域では中層耐火構造の割合が 9割以上となって

います。 

・ 建築年代は、昭和 50 年以前が 58.1％と最も多く、次いで平成 3 年～平成 7 年の 9.6％

となっています。大館東地域、大館西地域は昭和 50 年以前が 8 割以上を占め、大館北

地域においても 6割以上の高い割合となっています。一方、比内・田代地域では大半が

平成に建築されてものであり、比較的新しい団地が多くなっています。 

・ 市営住宅の居住継続意向は、約７割となっており、その理由として「家賃等が安い」が

挙げられています。改善意向としては、個別修繕が約 3 割と多くなっており、「水回り

設備」の要望が高くなっています。 

 

社会動向 重層的かつ柔軟な住宅セーフティネットの構築が必要とされています。 

～今後の公的賃貸住宅制度等のあり方に関する建議より～ 

・ 公営住宅におけるセーフティネット機能を強化するとともに、公営住宅を補完する公的

賃貸住宅や民間賃貸住宅における枠組みの充実も進め、市場全体を見据えた視点から住

宅セーフティネットの構築が必要とされています。 

・ 家賃負担が問題となる低額所得者への施策と入居制限を受けやすい高齢者等のための

施策という二つの視点からの検討が必要とされています。 

・ 高齢者世帯等に加えて、少子化対策の観点から、若年層、子育て層への支援強化も必要

とされています。 

・ 多様な世帯が地域に居住するミックストコミュニティの形成促進に十分配慮すること

が必要とされています。 

 

市営住宅の課題：『地域特性やニーズを踏まえた市営住宅の再構築の推進』 
 

老朽化が進んだ市営住宅ストックについては、適切な建替えや改善が必要となっていま

す。また、低額所得者層には、公営住宅等による住宅セーフティネットの確立により、市民

が安心して居住できる住まいづくりが必要です。 
 

○ 老朽化が進んだ市営住宅ストックについては、中心市街地の活性化と連携した適切

な建替えや改善の実施が必要 

○ 市営住宅の居住水準の向上とともに、周辺環境と調和した住宅づくりが必要 

○ 高齢者・障害者に配慮したストックの更新及び入居時の配慮が必要 

○ 少子化対策の観点から、若年層や子育て層に対する支援の検討が必要 




