
社会資本総合整備計画の概要

住環境整備事業 （地域住宅支援）

青森市



事業概要図
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青森市中心市街地地区 （116.7ha）
計画期間 平成23年度～28年度
全体事業費 2,015百万円



計画の目標

本市の中心市街地は、JR青森駅から東側へ伸びる青森停車場線（通称：新町

通り）がメインストリートとなっており、商店街等も「新町通り」に枝葉の

ように張り付く形で形成されている。

平成15年4月の地元百貨店の閉店以降、新町通り東側では、集客拠点の欠

落により、歩行者通行量の減少や空き店舗の増加など、衰退傾向が強まって

いる。

このことから、土地の共同化・高度化利用による住環境の整備や魅力ある空

間形成をはじめ、市民や商店街関係者等との連携による“青森らしさ”を活

かした取組や教育・人的交流の活動等を推進することにより、市民が安心し

て暮らすことのできる質の高い生活空間の形成を目指す。
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計画の成果目標 （定量的指標）
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【中心市街地における歩行者通行量】 【中心市街地における夜間人口】

H22
（基準値）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 目標値

歩行者
通行量

74,048 － 62,848 59,344 66,992 60,982 51,572 77,554

対
目標値

95.5% － 81.0% 76.5% 86.4% 78.6% 66.5% －

H22
（基準値）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 目標値

夜間
人口

3,547 3,511 3,499 3,479 3,490 3,450 3,358 3,737

対
目標値

94.9% 94.0% 93.6% 93.1% 93.4% 92.3% 89.9% －

※ 歩行者通行量の計測は、毎年6月中旬に実施

※ 平成23年については、歩行者通行量の計測は行われていない

※ 夜間人口は、9月末日現在の住民基本台帳人口



事業概要 （基幹事業） （１/３）

１-Ａ-１ 中新町ウエスト地区優良建築物等整備事業（H23～H25）
概要

老朽化したビル、空き地及び中小小売店舗の共同化・集約化により、ケーブルテ
レビのネットワークを活用した情報発信センターをはじめ、イベントスペースな
ど若い世代が集まる施設とともにオフィスなどを整備し、まちなかのにぎわい創
出を促進させる。

計画内容
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所在地 青森市新町二丁目

地区面積 0.15ha

総事業費 約18億円

事業費
（補助対象）

709百万円
（うち補助金472,700千円）

施設概要

鉄骨造7階建
延床面積：5,388.20m2

イベントスペース、オープンスタジオ
事務所、立体駐車場等

【完成写真】



事業概要 （基幹事業） （２/３）

１-Ａ-２ 中新町センター地区優良建築物等整備事業（H23～H26）
概要

老朽化した中小小売店舗の共同化・集約化により、魅力的な商業空間を形成する
とともに集合住宅（分譲）を整備し、まちなかのにぎわい創出及びまちなか居住
を促進させる。

計画内容
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所在地 青森市新町二丁目

地区面積 0.15ha

総事業費 約18億円

事業費
（補助対象）

437百万円
（うち補助金291,800千円）

施設概要

鉄筋コンクリート造14階建
延床面積：6,448.05m2

商業施設、集合住宅、立体駐車場
住宅戸数：52戸

【完成写真】



事業概要 （基幹事業） （３/３）

１-Ａ-３ 古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業（H25～H28）
概要

老朽化した建物及び土地の集約化・高度利用化により、良好な市街地住宅を整備
し、市街地の環境改善やまちなか居住を促進するとともに、にぎわいの創出を図る。

計画内容
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所在地 青森市古川一丁目

地区面積 0.17ha

総事業費 約19億円

事業費
（補助対象）

701百万円
（うち補助金予定額466,800千円）

施設概要

鉄筋コンクリート造15階建
延床面積：約6,361m2

集合住宅、立体駐車場
住宅戸数：56戸

【完成予想図】



事業概要 （効果促進事業） （１/５）

基幹事業と一体的に実施することにより期待される効果
1-C-1 商店街空き店舗対策事業

空き店舗を活用した新規出店者に対する支援（家賃・改装費補助）により、商店
街の魅力向上、雇用が確保されるほか、空き店舗の解消により安心して暮らせる生
活空間の形成に寄与する。

事例：衣料品店 事例：飲食店

区 分 H22 H24 H25 H26 H27 H28

事 業 実 績（件数） － 7 6 7 7 （9）

空き地・空き店舗率（％） 16.4 14.1 13.3 13.3 13.1 （13.1）

事例：医療器具店

Ｈ28年度市単独
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事業概要 （効果促進事業） （２/５）

基幹事業と一体的に実施することにより期待される効果

1-C-2 中心市街地にぎわいプラス資金融資

中心市街地における商業機能の充実に向けた民間投資を誘導するため中小企業者
を対象とした融資制度により、街の楽しみづくりと空き地・空き店舗の解消を図
る。

区 分 H22 H24 H25 H26 H27 H28

事 業 実 績（件数） － 4 6 1 3 （0）

空き地・空き店舗率（％） 16.4 14.1 13.3 13.3 13.1 （13.1）

事例：体験型飲食店 事例：飲食店事例：飲食店

Ｈ28年度市単独
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事業概要 （効果促進事業） （３/５）

基幹事業と一体的に実施することにより期待される効果

1-C-3 中心市街地再整備促進事業

再開発にかかる勉強会等の初動期を支援することにより、土地の合理的かつ健全
な高度利用及び市街地環境整備に向けた事業化を促進する。

【完成予想図】
事業者 青森市古川１丁目12番街区まちづくり協議会

事業年度 H24年度

事業概要
再開発事業のための調査・研究、地区権利者
の合意形成活動等の事業について、補助実施
と助言指導を行った。

区 分 H22 H24 H25 H26 H27 H28

事 業 実 績（件数） － 1 0 0 1 （2）

古川一丁目12番地区優良建築物等整備事業（H25～）

Ｈ28年度市単独
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事業概要 （効果促進事業） （４/５）

基幹事業と一体的に実施することにより期待される効果

1-C-4 戦略的中心市街地活性化事業

中心市街地のにぎわい創出に係る取組（ハード・ソフト一体事業及びソフト単体
事業）を支援することにより、中心市街地の都市機能の増進及び経済活力の向上
を図る。

区 分 H22 H24 H25 H26 H27 H28

事 業 実 績（件数） － － 7 6 4 －

事例：ハード整備・ソフト事業一体

BLACK BOX（旧松竹会館）改装・市民オペラ公演

事例：ソフト事業

大手メーカーによる野球指導者セミナー

Ｈ27年度終了
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事業概要 （効果促進事業） （５/５）

基幹事業と一体的に実施することにより期待される効果

1-C-5 まちなかフィールドスタディ支援事業

学生団体等による中心市街地のにぎわい創出に係る取組を支援することにより、
中心市街地への若者の来街機会の増加を図り、中心市街地の活性化と経済活力の
向上を図る。

区 分 H22 H24 H25 H26 H27 H28

事 業 件 数 － － － － 10 （12）

大学ボランティアサークルによる清掃活動

Ｈ28年度市単独

高校生団体によるライブ等実施事業
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