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65歳以上人口の割合
平成 年平成22年

平成17年

出典：総務省HP「平成22年国勢調査からわかったこと」より
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/users-g/wakatta.htm#jump10
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高齢者の人口割合

約約4040％％

今後はさらに今後はさらに
高齢者が増加高齢者が増加高齢者が増加高齢者が増加

出典：国立社会保障・人口問題研究所(2012)
『日本の将来推計人口(平成24年1月推計)-平成23年(2011年)～平成72年(2060年)-』
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高齢者の世帯構成
世帯構造別にみた65歳以上の者のいる世帯構成割合の年次推移
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注：１）平成７年の数値は、兵庫県を除いたものである。
２）「親と未婚の子のみの世帯」とは、「夫婦と未婚の子のみの世帯」「ひとり親と未婚の子の

みの世帯」をいう。
出典：平成23国民生活基礎調査より作成

子のみの

世帯
世帯



6

疑問点

はたして現在の都市は高齢者にはたして現在の都市は高齢者にはたして現在の都市は高齢者にはたして現在の都市は高齢者に
とって住みやすいものなのか？とって住みやすいものなのか？
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高齢者の外出頻度と外出先
ほとんど毎日 週に４～５日

週に２～3日 週に１日

（該当者数）

ほとんど毎日 週に４ ５日

（該当者数）
総数 （2062人）

6666％％
月に２~3日

高齢者の外出頻度は高い高齢者の外出頻度は高い高齢者の外出頻度は高い高齢者の外出頻度は高い

出典：内閣府 平成22年度「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」
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高齢者の今後の運転に関する意向
公共交通機関のサ ビスレベル

定の年齢になった 視力の低下などにより運転に

約約8080％％

公共交通機関のサービスレベル
が上がれば車の運転をやめよう
と思っている ※

年齢や身体的支障に関わ
らず、車の運転を続けよ

平成22年 (1045人)

総数

一定の年齢になった
ら車の運転をやめよ
うと思っている

視力の低下などにより運転に
支障を感じたら、車の運転を
やめようと思っている

らず、車の運転を続けよ
うと考えている

分からない
無回答

平成17年 (733人)

平成22年 (1045人)

出典：内閣府 平成22年度「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」

車の運転を今後も続けようと車の運転を今後も続けようと
思 ている高齢者は少ない思 ている高齢者は少ない思っている高齢者は少ない思っている高齢者は少ない
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郊外化の進展と都市の空洞化
人 集中地区 面積 人 人 密度 推移人口集中地区の面積、人口、人口密度の推移

（昭和35年を100とした数値）

350 都市の拡大都市の拡大

250

300

人口

面積

人口密度

150

200

人 密度

100

5

人口密度の低下人口密度の低下

0

50

昭和35年 40 45 50 55 60 平成2年 7 12 17

（注）人口集中地区は、国勢調査における概念で、都市的地域を表す。市区町村の境域内で
人口密度の高い基本単位区（原則として人口密度が１k㎡当たり4,000人以上）が隣接して、
その人口が5,000人以上となる地域と定義される。

出典：総務省「国勢調査」より作成
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中心市街地の衰退

12

1商店街あたりの空き店舗数及び

空き店舗率の推移
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0
平成7年度 平成12年度 平成15年度 平成18年度 平成21年度

徒歩での買い物が困難徒歩での買い物が困難
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現在の都市の問題点
高齢化の高齢化の

進展

モータリ
ゼーショ
ンの進展

中心市街
地の衰退

現在の都市は高齢者にと てンの進展現在の都市は高齢者にとって
住みやすいとは言えない！

都市の郊
外化

交通弱者
の増加

これらの都市問題の解決策として注目されているのが

外化の増加

れら 都市問題 解決策 注目され る

「コンパクトシティ政策」
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コンパクトシティのイメージ

コンパクトシティコンパクトシティ ＝＝ 都市規模の縮小都市規模の縮小
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コンパクトシティとは

• DantzigとSaatyの二人の建築都市計画の専門家による
著書『コンパクトシティ』で初めて用いられる。

• 今日のコンパクトシティの基本概念は、中心市街地を中
心に既存の都市機能を効率よく活用した都市・まちづく
りり。

• コンパクトシティは、都市のスプロール化(無秩序な外
延化 肥大化)を避けることが目的である延化、肥大化)を避けることが目的である。

※長期間存在していて、文化的にも成立している限界集
落や中山間地域を中心市街地に集約する ということで落や中山間地域を中心市街地に集約する、ということで
はない。
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本当のコンパクトシティ

コンパクトシティコンパクトシティ ≠ ≠ 都市規模の縮小都市規模の縮小
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青森市「コンパクトシティ」政策

 都市を3つに区分し、地区の特性に応じた都市整備推進

・インナー(Inner‐City) ： 都市整備を重点的に行うエリア

・ミッド(Mid‐City) ： 無秩序な郊外開発を抑制するエリア

・アウター(Outer‐City) ： 自然環境等を保全し開発を認めないエリア

都市のスプロール化を防ぐまちづくり都市のスプロール化を防ぐまちづくり

インナインナインナーインナー

ミッドミッド

出典：青森市のまちづくり出典：平成19年 東北地方整備局 第6回コンパクトシティ研究会
「青森市が進めているコンパクトシティについて」より

アウターアウター
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街なか住み替え支援事業
中心市街地のマンション 高齢者世帯中心市街地のマンション

確かにそうだが、
わしは家を売る気
はないぞ！

けど、若いしあ ぼくも広い家

住み替え

けど、若いしあ
んまりお金ない
でしょ！

あなた、そろそろ引越しを
しませんか？
街まで出るのも遠いです
し 雪かきをする元気もな

ぼくも広い家
がいいですー

タラオも3歳だ
し、そろそろ広

し、雪かきをする元気もな
くなってきましたしね…。

し、そろそろ広
い家に住みたい
ねー

郊外の戸建て住宅子育て世帯
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移住・住みかえ支援機構
マイホームを貸したい人賃貸物件を借りたい人 移住・住みかえ支援機構 マイホ ムを貸したい人賃貸物件を借りたい人 移住・住みかえ支援機構

(JTI) 終身借家契約
3年の定期
借家契約

諸経費など 空き家保証

・JTIがマイホームを 長で
終身借り上げ 安定した家

・相場より安い家賃で広い家
が借りられる 子育てしや

家賃収入

終身借り上げ、安定した家
賃収入を保証。

・マイホームがもうひとつの
「年金 になる

が借りられる→子育てしや
すい環境。

・敷金や礼金の必要がない。
壁紙など 定の改修が可 「年金」になる。

・家を手放さないのでマイ
ホームに戻ることも可能。

・市街地に住むことで雪かき

・壁紙など、一定の改修が可
能。

・3 年ごとに優先して再契約
できる ・市街地に住むことで雪かき

などの手間を省ける。
・歩いて暮らしやすい環境。

できる。
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モデルケース
家賃相場が6 円の場合

マイホームを貸したい人賃貸物件を借りたい人 移住・住みかえ支援機構(JTI)
• 家賃相場が60,000円の場合

家賃支払

家賃の15％を管理手
数料として差引いた

賃料収入

借上げ周辺の家賃相場の
85 90％ 提供

家賃支払
51,000円

賃料収入
43,350円

85～90％で提供
51,000円



22

疑問点

JTIJTIが住み替え支援を行った場合が住み替え支援を行った場合
に 実際に住み替えが発生するに 実際に住み替えが発生するに、実際に住み替えが発生するに、実際に住み替えが発生する
のだろうか？のだろうか？のだろうか？のだろうか？
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街なか住み替え支援事業の評価

• 中心と郊外の生活費を比較し、住み替えが進む
かどうかを判断

• 生活費は以下のように定義

生活費=家賃+交通費+自動車保有費+駐車場代生活費 家賃 交通費 自動車保有費 駐車場代
※高齢者が持ち家に住む場合、家賃はかからない。

※交通費は郊外⇔中心の移動でのみ発生する。

※郊外に住む場合 駐車場代はかからない※郊外に住む場合、駐車場代はかからない。

• 各項の具体的な値は以下
家賃=60,000円家賃 , 円

交通費（通勤・通院費）=87.5×移動回数×保有台数

自動車保有費=20,000円×保有台数

駐車場代=5 000円×保有台数駐車場代=5,000円×保有台数
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若者のケース

郊外の戸建て住宅中心市街地のマンション郊外へ引っ越したほうがよい！！郊外へ引っ越したほうがよい！！
家賃 ：60,000円
自動車保有費用：24,200円
駐車場費用 ：6 050円

家賃 ：51,000円
(JTIが15%割引)
自動車保有費用：24 200円駐車場費用 ：6,050円

合計：90 250円

自動車保有費用：24,200円
交通費 ：2,118円

合計：77,318円＞合計：90,250円 合計：77,318円＞
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高齢者のケース

しかし 実際には住み替しかし 実際には住み替
郊外の戸建て住宅中心市街地のマンション中心へ引っ越したほうがよい！！中心へ引っ越したほうがよい！！しかし、実際には住み替しかし、実際には住み替

えが進んでいない！！えが進んでいない！！家賃 ：60,000円
家賃収入 ：43,350円
(JTIが15％管理手数料を割引)

自動車保有費用：24,200円
交通費 ：529円

えが進んでいない！！えが進んでいない！！
(JTIが15％管理手数料を割引)

合計：16,650円 合計：24,729円＜合計：16,650円 合計 24,729円＜
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住み替えが進まない理由

耐震性についても、新耐震基準が
施工された昭和５６年６月より前
に建築確認申請が行われた住宅にに建築確認申請が行われた住宅に
ついては耐震診断を実施し、必要
な改修・補強が行われた物件だけ
をご提供しています。

(JTIのHPより抜粋)

耐震工事の費用がネックに耐震工事の費用がネックに
なっているのでは？なっているのでは？
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住み替えが進まない理由

郊外の戸建て住宅中心市街地のマンション耐震工事の費用が必要な場合は、耐震工事の費用が必要な場合は、
家賃 ：60,000円
家賃収入 ：43,350円
(JTIが15％管理手数料を割引)

自動車保有費用：24,200円
交通費 ：529円

郊外に住むままのほうがよい！！郊外に住むままのほうがよい！！
(JTIが15％管理手数料を割引)
耐震工事費用 ：13,000円

合計：29,650円 合計：24,729円＞合計：29,650円 合計 24,729円＞
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結論

以上のことより、若者と高齢者の住み替えのネッ
クになっているものは、

高齢者の耐震費用の負担！！高齢者の耐震費用の負担
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ヒアリング調査

「街なか住み替え支援事業」を担当する
青森市整備部住宅まちづくり課に電話で青森市整備部住宅まちづくり課に電話で
アンケートの回答を依頼

e-mailにてアンケートを送付

2週間後、青森市住宅まちづくり課まち
づくりチーム、佐々木幸人様より返答
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ヒアリング調査

• 街なか住み替え支援事業の評価に関して

(質問) 街なか住み替え支援事業の現状の成果につ(質問) 街なか住み替え支援事業の現状の成果につ
いてどのようにお考えでしょうか。

(回答) 成約件数が1件のみとなっており、市とし

質問 街なか住み替え支援事業 現状 成果 対

(回答) 成約件数が1件のみとなっており、市とし
ては苦慮しているところです。

(質問) 街なか住み替え支援事業の現状の成果に対
してその要因は何であるとお考えでしょう
かか。

(回答) 既存住宅の耐震改修等に多額の費用を要す
ることがその要因の つであると考えておることがその要因の一つであると考えてお
ります。
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疑問点

若者と高齢者の住み替えを促進若者と高齢者の住み替えを促進
していくために どのような政していくために どのような政していくために、どのような政していくために、どのような政
策を採用するべきか？策を採用するべきか？策を採用するべきか？策を採用するべきか？
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青森市の政策

耐震費用の負担を軽減する政策として、

耐震費用補助耐震費用補助
を考えている。
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青森市の政策

• 「耐震費用補助政策」に必要な金額
自動車保有費用：24,200円
交通費 ： 円財政的な負担が大きい！！財政的な負担が大きい！！交通費 ：529円

24 729円

財政的な負担が大きい！！財政的な負担が大きい！！

合計：24,729円
郊外の戸建て住宅

差額の差額の4 9214 921円の補助が必要！！円の補助が必要！！

家賃 ：6 円

差額の差額の4,9214,921円の補助が必要！！円の補助が必要！！
((耐震費用の約耐震費用の約3838％％))

家賃 ：60,000円
家賃収入 ：43,350円
(JTIが15％管理手数料を割引)

震 事費

((耐震費用の約耐震費用の約3838％％))

耐震工事費用 ：13,000円

合計：29,650円中心市街地のマンション
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政策提言

そこで、私たちが提案する政策は、

iveive jiji--chanchan baba--chanchan istributionistribution
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GOODGOOD政策とは

• 若者から家賃を多く徴収し、その分を高齢者の家
賃収入に充てる。

マイホームを貸したい人賃貸物件を借りたい人 移住・住みかえ支援機構(JTI)

家賃の15％を管理手数料

家賃支払

51,000円+α

5
として差引いた賃料収入

43,350円+α
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GOODGOOD政策とは

• モデルの計算から、若者は12,932円までの追加
徴収であっても、住み替えを行う。

若者のケース

合計 90 250円 合計 77 318円
郊外の戸建て住宅中心市街地のマンション

中心と郊外が無差別に中心と郊外が無差別に

合計：90,250円 合計：77,318円

中心と郊外が無差別に中心と郊外が無差別に
なる徴収額はなる徴収額は12,93212,932円円
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GOODGOOD政策とは

• ただし、空室が発生する場合には、この追加徴
収分の額をJTIが負担する必要があり、耐震費用の収分 額を 負担す 必要 耐震費用
補助額を超えることも考えられる。

マイホームを貸したい人賃貸物件を借りたい人 移住・住みかえ支援機構(JTI)

青森市の耐震費用補助政策と青森市の耐震費用補助政策と青森市の耐震費用補助政策と青森市の耐震費用補助政策と
同様に 財政的な負担が大き同様に 財政的な負担が大き

家賃の15％を管理手数料

同様に、財政的な負担が大き同様に、財政的な負担が大き
いのでは？いのでは？

家賃支払

51,000円+α

5
として差引いた賃料収入

43,350円+α

いのではいのでは
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疑問点

はたして、「耐震費用補助政はたして、「耐震費用補助政
策 「策 「 政策政策策」と「策」と「GOODGOOD政策」では、ど政策」では、ど

ちらが望ましいものなのか？ちらが望ましいものなのか？ちらが望ましいものなのか？ちらが望ましいものなのか？
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GOODGOOD政策の正当性

• α=10,000とする。
GOODGOOD政策 耐震費用補助

賃料収入

43,350円

+10 000円
GOODGOOD政策のほうが政策のほうが

財政的負担が少ない！！財政的負担が少ない！！+10,000円財政的負担が少ない！！財政的負担が少ない！！

((｀` ´́))青森市の住宅空室率(2008年)は
14 33%なので 1軒当たりの負担((｀`･･ωω･･´́))ﾄﾞﾔｯﾄﾞﾔｯ14.33%なので、1軒当たりの負担
額の期待値は 耐震費用の補助額は、

＜

(( ωω ))ﾄ ﾔｯﾄ ﾔｯ

1 433円 4 921円＜1,433円 4,921円
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GOODGOOD政策の感度分析

仮定は以下

• 居住エリアを選択する際は、生活費が安いほうを選ぶ。居住 選択す 際 活費 う 選

• 居住エリアは、中心(center)と郊外(urban)の2つのみ。

• 居住者は、若者(younger)と高齢者(elder)の2者のみ。

• 住み替えの際には、JTIが若者と高齢者の仲介をする。住み替えの際には、JTIが若者と高齢者の仲介をする。

• 郊外の戸建住宅は、JTIを利用する際に耐震工事が必要

とする。
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GOODGOOD政策の感度分析

文字及び数値設定は以下
考慮する項目 文字,数値

生活費[\] C

備考

計算式は後述生活費[\] C

家賃[\] p

自動車保有台数k [\] 1.21

自動車維持費用a [\] 20 000

計算式は後述

50,000～200,000円まで変化

自動車維持費用a [\] 20,000

駐車場代[\] b
耐震工事費用s [\] 13,000

通勤・通院距離(往復)[km] d

具体的な数値は注釈を参照

5～30kmまで1km毎に変化通勤・通院距離(往復)[km] d
通勤回数(若者)x y [回] 20
通院回数(高齢者)x e [回] 5

ガソリン代(\/L) 140

5～30kmまで1km毎に変化

ガソリン代(\/L) 140

燃費(km/L) 16
JTI補助率r y (若者) 0.15
JTI補助率r (高齢者) 0 7225

1kmあたりのガソリン代m= 8.75

JTI補助率r e (高齢者) 0.7225
若者からの追加徴収[\] α
高齢者への追加支払[\] β
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GOODGOOD政策の感度分析

生活費の計算式は以下

居住エリア 若者(y ) 高齢者(e )

中心(c )

郊外(u )

C yc =p+k (a +b )
C yu =(1-r y )p +k(m ×d ×x y +a )

(y ) ( )
C ec =(1-r e )p +s

C eu =k(m ×d ×x e +a )

※駐車場代は以下

郊外(u ) yu ( y )p ( y ) eu ( e )

家賃p

50,000～95,000 5,000

駐車場代b

100,000～145,000

150,000～19,5000

10,000

20,000
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GOODGOOD政策の感度分析

若者の生活費の差額αと、高齢者の生活費の差額β
の差α－βで判断する。

居住エリア 中心(c ) 郊外(u ) 差額(α ) 居住エリア 中心(c ) 郊外(u ) 差額(β )
若者(y ) C yc C yu C yc -C yu 高齢者(e ) C ec C eu C ec -C eu

α -β

◆α－β > 0となる場合
若者から追加で徴収できる上限額よりも高齢者の生活費が無
差別になる下限額が小さいので、GOODGOOD政策は有効

◆α－β < 0となる場合
若者から追加で徴収できる上限額よりも高齢者の生活費が無
差別になる下限額が大きいので、GOODGOOD政策は無効
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GOODGOOD政策の感度分析
院 離 遠 な た家賃 高 な・通勤・通院距離が遠くなるほど、また家賃が高くなるほどα－βは小

さくなり、GOODGOOD政策は有効性が減少

・家賃50,000~200,000円、通勤・通院距離5~30kmで変化させた場合、家賃 , , 円、通勤 通院距離 で変化させた場合、

家賃140,000円、通勤・通院距離30km(往復)のときが 小

(α－β=685.625円)
住 中心 郊外 差額 住 中心 郊外 差額居住エリア 中心(c ) 郊外(u ) 差額(α ) 居住エリア 中心(c ) 郊外(u ) 差額(β )

C yc C yu C yc -C yu C ec C eu C ec -C eu
176300 149552.5 26747.5 51850 25788.13 26061.88 685.625

若者(y ) 高齢者(e )
α -β

家賃150,000円、通勤・通院距離5km(往復)のときが 大

(α－β=15480.94円)
居住エリア 中心(c ) 郊外(u ) 差額(α ) 居住エリア 中心(c ) 郊外(u ) 差額(β )

C yc C yu C yc -C yu C ec C eu C ec -C eu
198400 152758.8 45641.25 54625 24464.69 30160.31 15480.94

若者(y ) 高齢者(e )
α -β
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さらに・・・

•• GOODGOOD政策がより効果を発揮するために

・学生が高齢者と同居することを条件に、政府が学生の家賃の学生が高齢者と同居することを条件に、政府が学生の家賃の
免除または割引を行う政策。

・保育園と介護付き有料老人ホームを併設し、高齢者と子ども
の交流を図る場の提供の交流を図る場の提供。
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まとめ
高齢者には 歩いて暮らせる都市になるため

子育てをする若者には 広い戸建て住宅に安価に住む

高齢者には、歩いて暮らせる都市になるため、

住みやすい・住みたい都市が実現！
子育てをする若者には、広い戸建て住宅に安価に住む
ことができるようになるため、

より良い環境で子育てができる都市が実現！より良い環境で子育てができる都市が実現！
行政には、アウターの開発が抑制されるので

低 充実 行政 ビ が実現！より低コストで充実の行政サービスが実現！

iveive jiji--chanchan baba--chanchan istributionistribution
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