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６．上位･関連計画の整理 

 

名称 住生活基本計画（全国計画） 

策定主体 

（策定年次） 

国土交通省 

（平成 23年 3月） 

目標年次 
2020 年 

（平成 32年） 

基本目標 

○安全・安心で豊かな住生活を支える生活環境の構築  

○住宅の適正な管理および再生  

○多様な居住ニーズが適切に実現される住宅市場の環境整備  

○住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 

施策についての 

横断的視点 

○ストック重視の施策展開 

○市場重視の施策展開 

○効果的・効率的な施策展開  

○豊かな住生活を実現するための他分野との連携による総合的な施策展開  

○地域の実情を踏まえたきめ細かな施策展開 

基本的な施策 

・住宅耐震化の徹底、地方公共団体と連携した支援制度の整備  

・耐震診断・耐震改修等の促進、建築規制の的確な運用  

・宅地耐震化対策、浸水対策、土砂災害対策等の推進  

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進  

・住み替え時の金銭負担の軽減等を図るリバースモゲージの普及促進  

・住宅のライフサイクルを通じたCO2 排出量の低減、住宅建設・解体により生じる廃棄物の削減  

・住宅および住宅市街地のユニバーサルデザイン化の促進  

・省エネルギー性能など住宅の環境性能の向上  

・高齢者利便性向上のため都心居住・街なか居住・中心市街地活性化の促進  

・分譲マンションの計画的修繕の促進、老朽化したマンションの再生促進  

・既存住宅の品質・性能のインターネットによる情報化整備  

・消費者によるリフォーム業者選択支援のための情報提供の促進、他業種が参画する市場環境の整備  

・長期優良住宅の普及促進、適切な維持管理、リフォームの促進  

・住宅性能表示制度に係る手続きの合理化による将来世代を見越した良質な住宅ストックの形成の促進 

・長期固定型ローン等が安定的に供給される住宅金融市場の整備 

・税制上の措置等による良質な賃貸住宅の供給促進  

・空家の再生および除却や情報提供による空家の有効活用促進  

・低額所得者等への公平かつ的確な公営住宅の供給  

・災害時における必要な応急仮設住宅等の供給  

・高齢者、障害者等への民間賃貸住宅に関する情報の提供 
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名称 第２期ふるさと秋田元気創造プラン 

策定主体 

（策定年次） 

秋田県 

（平成 26年 3月） 

目標年次 
2017 年 

（平成 29年） 

将来ビジョン 

＜秋田の目指す将来の姿＞ 

「高質な田舎」を思い描きながら、「日本に貢献する秋田、自立する秋田」を実現 

 

＜４年間で創造する“３つの元気”＞ 

元気 A 「資源大国」の強みを生かし、成長する秋田 

元気 B 魅力づくりと基盤整備による「交流」盛んな秋田 

元気 C 多様な「人材」を育み、誰もが「安心」して暮らす秋田 

 

＜重点戦略＞ 

１．産業構造の転換に向けた産業・エネルギー戦略 

２．国内外に打って出る攻めの農林水産戦略 

３．未来の交流を創り、支える観光・交通戦略 

４．元気な長寿社会を実現する健康・医療・福祉戦略 

５．未来を担う教育・人づくり戦略 

６．人口減少社会における地域力創造戦略 

フレーム 

＜将来人口＞ 

 今後、本県の人口は 平成 32年（2020 年）までに 100 万人を割り込み、その後、平成 52年（2040

年）には 70万人を切るものと 予測されており、人口減少がこのまま進行した場合、県経済の規模

縮小や労働力人口の減少、担い手不足による地域活力の低下など、様々な影響が懸念される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 

１．県土の保全と防災力強化 

２．県民総参加による環境保全対策の推進 

３．若者の育成支援と男女共同参画の推進 

４．安全で安心な生活環境の確保 

５．ICT の活用と科学技術の振興 
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名称 秋田県住生活基本計画 

策定主体 

（策定年次） 

秋田県 

（平成 24年 3月） 

目標年次 
2020 年 

（平成 32年） 

基本方針 

① 誰にもやさしく、安全で安心できる、秋田の住まいづくり 

② 誰でも居住の安定を確保できる、秋田の住まいづくり 

③ 四季を通じて、健康で快適な、秋田の住まいづくり 

④ 自然にやさしく、環境に配慮した、秋田の住まいづくり 

⑤ 地域の特性を活かした、個性のある、秋田の住まいづくり 

⑥ コミュニティ豊かで、活力あふれる、秋田の住まいづくり 

基本施策 

① 誰にもやさしく、安全で安心できる、秋田の住まいづくり 

○災害時における安全性の確保に努め、防犯面 への配慮、高齢者への配慮により、安全で安心して

住み続けることができる住まい・地域づくりの実現 

 

②誰でも居住の安定を確保できる、 秋田の住まいづくり 

○住宅の確保に特に配慮を要する方々に対する住宅セーフティネットの構築による居住安定確保 

 

③四季を通じて、健康で快適な、秋田の住まいづくり 

○居住スタイル・ニーズに合わせた適切なリフォーム を推進し、住宅を「長く大切に使う」社会の

実現 

 

④自然にやさしく、環境に配慮した、秋田の住まいづくり 

○長期優良住宅、省エネルギー対応、自然エネルギー 利用の普及促進で環境に配慮した良質なスト

ック形成 

 

⑤地域の特性を活かした、個性のある、秋田の住まいづくり 

○秋田の気候・風土に根ざした住まい・まちなみづくりの推進 

○地域特性を活かした魅力ある住まい・まちづくりの展開 

 

⑥コミュニティ豊かで、活力あふれる、秋田の住まいづくり 

○多様な居住ニーズに対応できる安心な住宅市場の整備 

○子育て世帯に対する支援促進でコミュニティ沈滞化防止 

○まちなか居住促進・市街地再開発でにぎわい創出 
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名称 新大館市総合計画 

策定主体 

（策定年次） 

大館市 

（平成 18年 4月） 

目標年次 
2015 年度 

（平成 27年度） 

将来像と都市像 

＜将来像＞ 

―21世紀に飛翔する 環境先端都市― 

地域の多彩な魅力で創造し、自然環境と都市機能が融合した北東北の拠点都市“おおだて” 
 
＜都市像＞ 

 1．経済基盤の確立を目指す環境と調和した 産業都市 

 2．自然と調和した潤いのある 環境都市 

 3．健やかで生きがいのある生涯を支える 総合福祉都市 

 4．生涯にわたり楽しく学べる 教育文化都市 

 5．利便性が高く安全な暮らしを支える 快適生活都市 

 6．自立した地域が共栄する 地域協働都市 

フレーム 

 

土地利用方針 

及び 

地域別ビジョン 

1．土地利用方針 

 （1）都市機能拠点地域 

・既存の中心市街地。 

・都市機能の集中という特性を生かし、魅力ある市街地の形成、JR 大館駅前の整備拡充、中心市街

地の活性化を促進し、高度な都市機能と各分野の拠点機能を備えた中心地域としての発展をめざ

す。 

 （2）多自然居住地域 

・中心地を取り囲む地域。 

・広大な田園地帯の形成と幹線道路沿いの緑豊かな居住地という特性を生かし、農業振興と特産物の

供給地域として、また、豊かな田園環境と居住空間が調和した、多自然居住地域としての発展をめ

ざす。 

 （3）自然環境保全地域 

・良質秋田杉の主産地である森林地域。 

・豊かな自然環境という特性を生かし、林業振興の生産基盤、市民の森林浴や自然に触れ合う体験観

光・レクリエーション地域として、森林地域の保線、整備を進める。 
 
2．地域別ビジョン 

＜大館地域＞ 

・ 産業、経済、教育、文化、医療の中心地として集積された都市機能の一層の高度化 

・ 都市基盤施設の計画的な整備による快適な居住環境の形成 

・ 家電リサイクル産業をはじめとする資源循環型産業に振興 

・ 積極的な企業立地、地元企業の育成による、雇用の創出、定住化の促進 

・ 広域的な医療体制の整備 

・ 北部老人福祉総合エリアを中心とした福祉サービスの拡充 

＜比内地域＞ 

・ 高レベルの生産技術を維持し販路拡大を図り、生産性の高い農業の基盤づくりの推進 

・ 豊かな自然環境と温泉資源、地域特産物を活用した滞在型の都市農村交流による観光振興の推進

による、交流人口の拡大と地域の活性化 

・ 扇田地区商店街の活性化、都市計画道路の整備にあわせた教育文化施設の整備による住民生活の

利便性向上、商業活動の活性化による、定住人口の拡大。 

＜田代地域＞ 

・ 自然環境を保護し、観光、循環型農業の振興と林業の振興 

・ JR 早口駅周辺整備の推進 

・ 地域人口定住、特に若者定住促進を図るための住宅供給と宅地開発 

・ 居住地区間道路網等アクセス工場などの居住環境整備を図る 

基本計画 

利便性が高く安全

な暮らしを支える 

快適生活都市 

○定住環境の整備 

・ 若者から高齢者までが生き生きと共生できるよう、市民、企業、ＮＰＯ組織、ボランティアグル

ープ、町内会などの参画のもと、都市基盤の再構築と北東北の拠点としての基盤整備を図る。

・ 公営住宅の整備充実を図る。 

（単位：人、人/世帯）

推計値 目標値

平成12年 平成17年 平成27年 平成27年

総人口 86,288 82,507 76,012 78,000

世帯数 28,679 28,394 － －

1世帯当り人員 3.01 2.91 － －

国勢調査
区分
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名称 大館市都市計画マスタープラン 

策定主体 

（策定年次） 

大館市 

（平成 19年 7月） 

目標年次 
2025 年度 

（平成 37年度） 

まちづくりの目標 

＜まちづくりの理念＞ 

人・まち・自然が調和するまち育て 

環境共生都市“おおだて” 

 

＜まちづくりの基本方針＞ 

① 人と人の力がまちを育てていく 

② 自然がまちをより魅力的に育てていく 

③ 人と自然がともに育っていく 

全体構想の体系 

＜全体構想の体系＞ 

○風土を活かす方針：人と風土がまちをより魅力的に育てる 

 （1）風土を活かすまちづくりの方針（田園や山々を背景とした交流のまち） 

 （2）風土を活かす産業振興の方針（独自の魅了を活かした産業を育てる） 

 （3）人育ての方針（人と人のふれあいを大切にするコミュニティ） 

○土地利用の方針：田園や山々を背景としたまち 

 （1）土地利用の基本的な考え方（人型のまち・それを取り巻く田園・森林） 

（2）都市的土地利用（人と人が交流するまちづくり） 

（3）自然的土地利用（まちを見まもる山々とまちを彩る田園） 

○都市構造づくりの方針：人と人を結ぶまち 

（1）交通施設整備の方針（人の交流を促す交通網づくり） 

（2）市街地・集落地整備の方針（地域とともに考える住み続けるまちづくり） 

○都市環境整備の方針：人と自然がともに育つまち 

 （1）水と緑の保全・創出の方針（自然がまちをより魅力的に育てていく） 

 （2）住環境整備の方針（自然と共生した住みよい住宅・住環境） 

 （3）防災まちづくりの方針（災害につよいまちづくり） 

フレーム 

 

まちづくりの方針 

（地域別構想） 

地域別の将来像 

＜大館東地域の将来像＞ 

「ながきにわたって あなたを歓迎するまち大館」 

＜大館西地域の将来像＞ 

「史跡・農工基盤・水とみどりの再生」 

～人とのふれ合いを大切にし、 

緑豊かな自然・田園を守り、大人も子供もともに育む大館西地域～ 

＜大館南地域の将来像＞ 

「体にやさしいホットなまち」 

 ～温泉が体にやさしい、地元の農作物が体にやさしい～ 

＜大館北地域の将来像＞ 

「きれいな水も守る 高齢者の健康なまち」 

＜比内地域の将来像＞ 

「比内ブランドを活かした農業と 共存・共栄するまちづくり」 

＜田代地域の将来像＞ 

「自然をアピールした住環境を整える」 

 ～自然を活かした四季・人づくり・まちづくり 自然と調和したまち・人づくり～ 

 ～癒しの地・色々な交流～ 

 

 

（単位：人）

目標値

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年

88,231 86,288 82,507 81,480 78,000 77,263 75,000

第一次産業 5,008 4,105 3,491 2,994 2,649 2,650 2,578

第二次産業 14,161 12,766 12,117 11,898 10,974 10,146 9,280

第三次産業 24,720 24,489 25,467 25,033 24,219 25,063 24,968

計 43,889 41,360 41,075 39,925 37,842 37,859 36,826

推計値
区分

就業人口

総人口

実績値
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名称 大館市中心市街地活性化基本計画 

策定主体 

（策定年次） 

大館市 

（平成 12年 1月） 

中心市街地活性化 

の基本方針 

＜中心市街地活性化の基本方針＞ 

地域の顔としての暮らしと観光の拠点づくり 

 

＜活性化のキャッチフレーズ＞ 

「来てみたい街、歩きたい街、住んでみたい街」 

対象区域面積 115ha 

中心市街地活性化 

の目標 

＜中心市街地活性化の目標＞ 

 （1）魅力的で輝く個店が集積する街を目指す。 

 （2）人々が立寄りやすい街を目指す。 

 （3）市民の憩いと交流の場となる街を目指す。 

 （4）人々が暮らす街を目指す。 

 （5）お年寄りが安心して暮らせる街を目指す。 

 （6）若者が魅力を感じる街を目指す。 

 （7）観光客をひきつける個性を持った街を目指す。 

 

＜中心市街地の骨格構成＞ 

 人々の営みの中で形成された中心市街地の構造を大切にした 5つの核と 3つのゾーンを設定 

《商業核》、《情報発信核》、《歴史と交流の核》、《水と緑と交流の核》、《健康とスポーツの核》

《特産と商業ミニ拠点誘導ゾーン》、《歴史と商業ミニ拠点誘導ゾーン》、《中心市街地居住再生

ゾーン》 

市街地の 

整備改善計画 

＜具体的施策＞ 

 （1）朝市通り整備事業（にぎわい道づくり事業） 

 （2）都市計画道路大館駅東大館線整備事業 

 （3）大館駅前広場整備事業 

 （4）都市計画道路中央線整備事業（御成町南地区土地区画整理事業） 

 （5）神明神社前踏切改良事業 

 （6）大町・常盤木町整備事業 

 （7）大町地区活性化事業 

商業等の 

活性化計画 

＜中小小売商業高度化事業＞ 

○大館駅前地区の将来像 

・ 大館の玄関口・情報発信核として、市民や来街者に大館市の情報を提供する場とする。

・ 朝市は、中心市街地の商業核の一つとして市民市場へと既存機能の拡大・充実を図る。

・ 中央線沿道はハチ公や地場産品を活用した街並み形成や、商業ミニ拠点等の誘導を図り、

商業地の連続性を確保する。 

○御成町地区 

・ 「安全に楽しく回遊できる街」を目指し歩道の整備を図る。 

・ 中央線沿道の後背地は、中心市街地の利便性を生かして居住空間としての機能の誘導を

目指す。 

・ 長木川は自然と人々の交流空間としての整備を目指す。 

○大町地区 

・ 中心市街地の商業核の一つとして、生活者のまちとしての商業機能の維持、充実を図る。

・ 「市民、観光客をひきつける歴史、文化の際立つ街」を目指す。 

・ 歴史と交流の核、商業核、情報発信核を結ぶように、歴史を生かした街並み形成や商業

ミニ拠点等の誘導を図り商業地の連続性を確保する。 

・ 大町商店街の後背地は、中心市街地の利便性を生かして高齢者や若者の居住空間として

居住機能や居住支援機能の充実を目指す。 

○常盤木町地区（東大館駅周辺） 

・ 歴史と交流の核である神明社と商業核である大町を結び、歴史を生かした街並み形成や

商業ミニ拠点等の誘導を図り商業地の連続性を確保する。 

・ 東大館駅前は、大館の玄関口・情報発信核として、大館市を訪れる人々に情報を提供す

る場とする。 

 

 


