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第１章 都市づくりの課題整理 
１－１ 基礎的調査結果、市民意向調査結果、市民懇談会意見からの課題の整理 

市民懇談会意見や市民アンケート調査による住民意見、各種統計データ等を踏まえて本市の都

市づくりの課題を整理します。 

 

１－１－１ 土地利用 

□土地利用 （○：市民懇談会意見、◎：アンケート意見、◇：つがる市の現況） 

住宅地  

 

○市営住宅等の住宅地が不足している 

○活用できそうな広い土地が多い 

○閑静で住環境がよい 

○若緑（木造地区）団地等が古くて危険である 

◎森田地区、柏地区以外の地区では、住宅地の整備がされていない 

◇用途地域内の土地利用面積は、住宅地が も多い 

集落地 ○合併したことによる意識の違いがある 

○昔のような地区内のコミュニケーション等の場や機会が少ない 

○つがる市のセールスポイントは？（絞込みが必要） 

○住宅が多くなり近所づきあいが少ない 

◇人口の減少、少子高齢化が進んでいる 

◇総世帯数は増加傾向にあるが、世帯当たり人員は減少傾向にあり、核家

族化が進んでいる 

商業地 ○商店街が低迷傾向にある 

○多目的大型商業施設が出店している 

○職場が少なく、所得が低い 

◎自動車を利用した買い物が便利 

◎柏地区以外の地区では、日常、歩いて買い物ができる商業地が少ない 

◎概ねの通勤通学先は市内、五所川原市 

◎日常的な買い物は概ね市内、五所川原市 

◎休日等の買い物は概ね市内（柏地区）、五所川原市 

◎休日等のレジャーは青森市、五所川原市、弘前市等の他市が多い 

◇事業所数、年間商品販売額は減少している 

◇従業者数は増加している 

◇第３次産業の就業者数は増加傾向にある 

工業地 ◎働く場所としての工場・事業所等が少ない 

◇事業所数、従業員数は減少傾向にある 

◇近年の製造品出荷額等は増加傾向にある 
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□土地利用 （○：市民懇談会意見、◎：アンケート意見、◇：つがる市の現況） 

自然  

 

○歴史的財産が多い 

○自然が豊かであり、農村の風景が残っている 

○広大な平野、海岸線、岩木山の景観がよい 

○昔ながらの景観が変わらず、精神的に安らげる 

○自然災害が少ない 

○四季がはっきりしている 

○冬季は寒く、吹雪等で厳しく危険である 

◎海・山・川・農地等の自然が昔と変わらず残っている 

◎河川や水路が整備されている 

◇市内のほぼ全域が農業振興地域に指定されている 

◇農用地区域は用途地域及び集落地を除く市内ほぼ全域に指定されている

◇日本海側は国定公園に指定されており、保安林、国有林が分布している

農地・田園 ○おいしい農産物があるが、ＰＲ不足や販売の工夫（農業体験、農業系大

学の設立等）ができていない 

◇就業者数は、減少傾向にあり、特に第１次産業の減少が顕著である 

◇本市の第１次産業の就業者数の比率は青森県と比べて高くなっている 

土地利用区分 ○合併後に都市計画区域等が見直されていない 

○都市計画区域外、白地地域等の土地利用に規制がない 

◇都市計画区域内の土地利用面積は、田、住宅地の順に多い 

 

１－１－２ 都市施設 

□都市施設 （○：市民懇談会意見、◎：アンケート意見、◇：つがる市の現況） 

道路  

 

○近年市道、農道が整備されて便利になったが、その反面市外に人が流れ

やすくなった 

○各観光地を結ぶ道路が整備されていない 

◎周辺の都市や地区に行く幹線道路が十分に整備されている 

◎歩道が整備されていない 

◇本市の一般国道、主要地方道、一般県道は改良及び舗装の整備率がほぼ

100％となっている 

◇市内の市町村道路は改良の整備率及び舗装の整備率が 60％以下となっ

ている 

◇本市の都市計画道路７路線中４路線が未着手となっている 

公共交通 ○公共交通機関に頼らざるを得ない住民の交通手段の確保 

○公共交通機関の利用促進 

◇ＪＲ五能線木造駅の旅客数は減少傾向にある 

公園・緑地 ○農村地区等には児童や高齢者が憩う公園が整備されていない 

◎公園が十分に整備されていない 

◇都市計画区域内の３公園は完成している（街区公園：中央公園、松原公

園、近隣公園：銀杏ヶ丘公園） 
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□都市施設 （○：市民懇談会意見、◎：アンケート意見、◇：つがる市の現況） 

河川・下水道 ◎木造地区、森田地区では半数の住民が下水道の整備がされていないと認

識 

◇公共下水道普及率は 22.9%（H21.4 現在） 

◇農業集落排水事業普及率は 39.7%（H21.4 現在） 

公共公益施設 ○廃校が活用されていない 

◎子育ての支援施設が整備されていない 

◎高齢者等のための福祉施設が整備されている 

◇市役所及び周辺は用途地域に指定されていない 

 

１－１－３ 景観形成 

□景観形成 （○：市民懇談会意見、◎：アンケート意見、◇：つがる市の現況） 

自然景観

  

 

○歴史的財産が多い 

○自然が豊かであり、農村の風景が残っている 

○広大な平野、海岸線、岩木山の景観がよい 

○昔ながらの景観が変わらず、精神的に安らげる 

◇日本海側は国定公園に指定されており、保安林、国有林が分布している

まちなみ景観 ○空き店舗が放置されており、景観が損なわれている 

○幹線道路沿いに廃材置き場が目立つ 

 

１－１－４ その他 
□その他 （○：市民懇談会意見、◎：アンケート意見、◇：つがる市の現況） 

観光  

 

○地球村、七里浜海岸、亀ヶ岡遺跡、埋没林等の観光地になりうる場所が

活用できていない 

○温泉施設が多い 

○「つがる市」のネーミングブランドがある 

○観光地が整備されていない 

○国定公園や海岸までの道路が整備されていない 

○観光地への案内、看板、情報を集めた場所等が不足している 

○ビジネスホテル等が中心地にない 

◎森田地区以外の地区では観光施設が十分に整備されていない 

◇日本海側は国定公園に指定されている 
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１－２ 上位計画等からの課題の整理 
 つがる市総合計画や旧木造町都市計画マスタープラン、旧森田村住宅マスタープラン等を踏ま

えて本市の都市づくりの課題を整理します。 

 

１－２－１ 土地利用 
□土地利用  

（□：つがる市総合計画、■：旧木造町都市計画マスタープラン、△：旧森田村住宅マス

タープラン） 

住宅地  

 

 

□定住促進 

□魅力ある住環境の整備 

□計画的な建替えや大規模な修繕 

□近隣同士のコミュニティ意識の向上 

■農地と調和した住宅地市街地の形成 

■用途地域内にある未利用地の活用 

■良質な借家の供給 

■住宅水準のさらなる向上 

■高齢者対応住宅の供給 

△住宅地の供給 

△低層住宅地の形成 

△良質な借家の供給 

△住宅水準のさらなる向上 

△高齢者対応住宅の供給 

集落地 □近隣同士のコミュニティ意識の向上 

□地域全体で支えあう環境づくり 

商業地 □中心市街地の形成 

□コミュニティの場としての商店街の形成 

■独自性を持たせた商業振興の推進 

△商業集積による賑わいの創出 

△就業の場の確保 

工業地 □企業誘致等による雇用の創出 

□新技術や特産品等の開発の促進 

■定住促進を含めた企業誘致の検討 

△工業の振興 

△就業の場の確保 

農地 □第一次産業の振興を中心とした地域経済の活性化 

■主要農産物であるスイカ・メロンのブランド化 

■農業後継者の育成確保 

△農業後継者の育成 
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１－２－２ 都市施設 
□都市施設 

（□：つがる市総合計画、■：旧木造町都市計画マスタープラン、△：旧森田村住宅マス

タープラン） 

道路  

 

□除雪対策や防雪整備等の充実 

□安心・安全を確保するための基盤整備 

□交通安全施設の整備 

□主要ネットワークの整備の促進 

□旧町村間を連絡する生活道路等の早期改良・維持補修の推進 

□既存観光施設を結ぶアクセス道路の整備 

■幹線道路への防雪柵未整備区間の整備等、雪に強い道づくりの推進 

■都市計画道路の整備促進 

■若宮赤根線等の東西方向の早期整備 

■町道の整備促進 

△村道の整備 

公共交通 ■高校生、高齢者等の生活確保路線としての位置づけ 

公園・緑地 □公園・緑地の整備 

■計画的な公園の整備 

△公園の整備 

河川・下水道 □下水道整備の早急な対応 

■下水道の未整備区域の早期整備 

■水需要に対応した水資源の安定確保・保全 

△下水道の整備 

公共公益施設 □福祉ネットワークの構築・強化 

□地域全体で支えあう環境づくり 

□保育サービスの充実 

△在宅介護等、福祉対策への支援 

 

１－２－３ 景観形成 

□景観形成 

（□：つがる市総合計画、■：旧木造町都市計画マスタープラン、△：旧森田村住宅マス

タープラン） 

まちなみ景観 □景観に配慮した公共空間の整備 
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１－２－４ その他 
□その他 

（□：つがる市総合計画、■：旧木造町都市計画マスタープラン、△：旧森田村住宅マス

タープラン） 

観光  

 

□観光産業の振興 

□既存観光施設を結ぶアクセス道路の整備 

□新たな観光ルートの開発 

 

 



 10

１－３ つがる市の主要課題 
前述の基礎的調査、市民意向調査結果、市民懇談会意見からの課題と上位計画等からの課題を

踏まえて本市の都市づくりの主要課題を整理します。 

 

１－３－１ 土地利用 
□土地利用 

①良好な住環境と田園環境の保全 

・閑静な住宅地及び田園に包まれた良好な住環境を維持、保全していく必

要がある 

②計画的な住宅地の整備、開発 

住宅地  

 

・需要の拡大に応じて、新たな住宅地の整備、開発を計画的に進める必要

がある 

①集落地の居住環境の維持 集落地 

・居住環境を維持するために集落のコミュニティの強化を図る必要がある

・地域の生活文化を維持する必要がある 

①中心市街地の活性化 

・市の中心となる商業地、商店街の魅力の向上を図る必要がある（大型店

と共存できる再生、活性化施策の導入等） 

・安全、安心して回遊できる歩行空間を確保する必要がある 

・施設や道路のユニバーサルデザイン化を促進する必要がある 

②幹線道路沿道の計画的な誘導 

商業地 

・中心商業地とのバランスを考慮して、幹線道路沿道土地利用の方向を明

確化するとともに、出店を計画的に規制、誘導していく必要がある 

①地域自然を活かした基盤づくり 工業地 

 ・地域資源を活かした産業の拡大・創出を図るとともに、これを支援する

産業基盤づくりを必要に応じて進める必要がある 

①自然環境、緑・水辺の保全 自然 

・豊かな自然、緑、水辺環境を保全していく必要がある 

①第一次産業の活性化 

・農業後継者の育成等により、第一次産業を活性化させる必要がある 

・主要農作物のブランド化、ＰＲの促進、販売方法の工夫等が必要である

②田園環境の保全 

農地 

・つがる市を象徴する田園を保全していく必要がある 

①都市的土地利用と自然的土地利用の区分の再構築 土地利用区分 

・合併したことによる都市計画区域の見直しを検討する必要がある 

・都市計画区域外や白地地域等の規制方法を検討する必要がある 
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１－３－２ 都市施設 
□都市施設 

①雪に強い道づくりの促進 

・除雪対策や防雪整備等を充実させ、安心、安全を確保する必要がある 

②計画的な都市計画道路の整備 

・未着手となっている路線の見直しを検討し、計画的に整備する必要があ

る 

③新たなネットワークの整備 

道路  

 

・合併で広域化した地域を機能的、効率的に結ぶ新たな道路を整備する必

要がある 

・旧町村間を連絡する生活道路等を改良・維持補修を行う必要がある 

・既存観光施設を結ぶアクセス道路を整備する必要がある 

①誰にでも利用できる公共交通機関の利便性の向上 公共交通 

・高齢者をはじめとする誰もが利用しやすい公共交通手段を充実させる必

要がある 

・公共交通の利用促進のため、交通結束機能の充実を図る必要がある 

①生活に身近な公園の整備 公園・緑地 

・地域ニーズに見合った身近な公園を計画的に確保する必要がある 

①計画的な下水道の整備 河川・下水道 

・下水道の未整備区域等を考慮して、計画的に下水道を整備する必要があ

る 

 

①既存ストックの活用 公共公益施設

  

 

・公共公益施設の利便性の向上を図るため、廃校等の既存ストックを活 

用する必要がある 

 

 

１－３－３ 景観形成 
□景観形成 

①自然景観の保全 自然景観

  

 

・つがる市を象徴する平野部に広がる田園地帯、農地内に点在する集落で

構成される田園景観を保全する必要がある 

①幹線道路沿道のまちなみ景観の誘導 

・幹線道路周辺の環境と調和した魅力ある商業地を形成するために、幹線

道路沿道のまちなみの誘導が必要である 

②景観に配慮した公共空間の整備 

まちなみ景観 

・魅力ある生活環境の形成を図るために、景観に配慮した公共空間の整備

が必要である 
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１－３－４ その他 
□その他 

①観光地の拠点化 

・地域固有の文化の保存のために、観光地を拠点化し、有効活用を図る必

要がある 

・観光地を市域外との交流の場として活用する必要がある 

②観光地のネットワークの形成 

観光  

 

・地域文化の振興のために、観光資源を活かしたネットワークの形成が必

要である 

 


