４ 住まいに関する課題
4-1 課題抽出に向けた視点
（１）本市の住まいに関する現状（総括）
本市の住まいに関する現状（第１章）を総括すると、以下の通りです。
①概況
 市街地は平野部の海岸線に沿って形成、丘陵地や島しょ部など地形の変化に富む。
 一般的に温暖少雨の瀬戸内型気候（※鹿野など一部地域では年間の寒暖差が大）
。
 徳山および新南陽地域の一部が周南都市計画区域、熊毛地域の一部が周南東都市計画区域に
それぞれ指定。

 住宅地は市域の約 4％、用途地域は市域の約 7％を占める。
②人口・世帯の動向
 本市の人口は、直近 20 年間で 1 割減少（世帯平均人員も 2.42 人まで減少）。
 人口動態も自然動態（出生－死亡）
、社会動態（転入－転出）ともにマイナス。
 本市の就業者人口は約 6.9 万人で、平成 7 年ピーク時に比べて 2 割減少（第 1 次産業は大幅
減）
。
 通勤通学は、下松市、光市、防府市との流動数が多く、市全体では流入超過となっている（昼
間人口＞夜間人口）。
 高齢者人口が増加する反面、若い世代の市外流出などにより、高齢化がさらに進展。

 高齢者のみの世帯や単身世帯の割合が増加し、3 世代世帯の割合は減少。
③住宅事情
 本市世帯は、持家が 64％、民営の借家が 22％、公営等の借家が 8％の割合。
 昭和 55 年以前の旧耐震基準で建てられた住宅が市全体の約 4 割を占める。
 住宅着工戸数は概ね 700～800 戸前後で推移し、鉄道駅周辺や幹線道路沿いを中心に新規着工
住宅が分布。
 市管理住宅ストックは 3,757 戸、その他公営住宅（県営、ＵＲ）のストックは 1,813 戸。
 市管理住宅は昭和 40 年～昭和 59 年に建設されたものが多く、昭和 40 年以前の住宅も多い。
 高齢者世帯のうち、約 9 割は一戸建住宅に居住。
 持家に住む高齢者世帯のうち、約 4 割は住居の増改築・改修工事等を、約 2 割はバリアフリ
ー対策を実施。

 本市内の空き家は現在 10,150 戸（総住宅数に対して 14.1％）存在し、うち 3 割以上は家屋
の腐朽・破損が進行。
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（２）市民アンケート調査に基づく実態と意向（総括）
市民アンケート調査に基づく住まいに関する実態と意向（第３章）を総括すると、以
下の通りです。
 前回調査（平成 17 年）に比べ、単身世帯の回答割合が増加。
 現在地に移り住んだ理由は、住宅の購入（39%）
、結婚・出産等（21%）、居住性への不満（14%）
の順で多い。
 住宅の購入費（持家）は 3000 万円までが約 8 割、家賃代（借家）は 6 万円までが約 8 割を占
める。
 住宅の建築・入居時期は昭和 54 年以前が 36%。
 住宅敷地面積は 300 ㎡未満が全体の 7 割を占める（100 ㎡未満が前回調査に比べ増加）。
 住宅床面積は 150 ㎡未満が全体の 8 割を占める（50 ㎡未満が前回調査に比べ増加）。
 現住宅について、「住宅の広さ」や「日照・通風」、「設備」への評価が高い反面、「高齢者へ
の配慮」
、「住宅の安全性」への評価が低く、特に島しょ部居住世帯の評価が低い。
 住環境について、「自然環境」、「通勤通学の便」への評価が高い反面、「防犯・防災」への評
価が低く、また島しょ部、西部および和田地区では「買物の便」、「医療の便」への評価も低
い。
 将来の定住希望は 73%で、
「現住居に満足」
、
「日常の便がよい」
、
「自然環境がよい」などが主
な理由。
 高齢社会に向けて、親または子との同居希望が 32%、近居希望が 39%。
 現住宅の改善は 45%が必要と回答し、
「設備」、
「外壁・屋根」、
「バリアフリー対応」の改善希
望が多い。
 高齢社会の住宅政策として、
「高齢者用公的住宅の整備」、
「老人ホームの拡充」への希望が多
い。
 住宅・住環境の安全性について、「耐震性」、
「耐火性」
、「防犯性」が主な不安要因。
 まちの周辺環境について、
「教育環境」、
「自然環境」への評価が高い反面、
「街並み景観」、
「歴
史・文化的環境」に対する評価が低い。
 近隣に空き家があるとの回答が 47%、うち空き家の存在に対して約 6 割が不安感。

 自身または家族の空き家所有は 6%、うち 9 割が一戸建住宅、空き家への処置に対して「わか
らない」の回答が 4 割。

 子育て世帯については、
「住まいの居住性」と「日常生活の便利さ」の二つの要因が定住意識
と大きく関与していること、帰宅時における「夜道の暗さ」が住環境の第一の不安要素に挙
げられ、
「住宅の耐震性」を上回ることが特徴。

 子育て世帯のうち、小学生以上の子を持つ世帯は「持家住宅」の居住割合が高く、小学生未
満の子を持つ世帯は「賃貸住宅」の居住割合が高い。

 子育て世帯が住宅を取得する場合、それ以外の世帯に比べてより高額の住宅を購入する傾向
にある。
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（３）周南市住宅マスタープラン（現行計画）の課題
平成 18 年 3 月策定の「周南市住宅マスタープラン（現行計画）」において取り上げら
れた住まい・まちづくりに関する 7 つの課題とこれら課題に対する現状を示すとともに、
今後も引き続き取り組むべき課題か否かを考察しました。
現行計画の課題

左記の課題に対する現状

考

察

(1) 超高齢少子社会へ  高齢化率はさらに増加（平成 22 年現在 26%） 引き続き取り組むべき
の対応

 高齢者世帯の住宅バリアフリー対応は 2 割 課題
程度でまだまだ不十分
 子育てしやすい住環境の未整備

(2) 空き家住宅の増加  空き家率はさらに増加（平成 25 年現在 14%） 引き続き取り組むべき
への対応

 空き家の存在に対し、市民の 6 割が火災、 課題
倒壊、防犯等の理由で「不安」と回答（ア
ンケート調査より）

(3) 防災・安全対策

 昭和 54 年以前建築の旧耐震住宅は、平成
25 年現在も市内に約 4 割存在

住宅ストック問題も含
め、引き続き取り組む

 住宅の耐震性や耐火性、住環境の防犯性に べき課題
対し、市民の不安感が大（アンケート調査
より）
(4) 住環境の地域差へ  自然条件、土地利用の違いは地域特有のも 引き続き取り組むべき
の対応

のとして、住居や住生活に大きく影響

課題（地域の課題の明

 社会経済情勢の変化により、住まいのニー 確化）
ズに対する地域間格差はさらに拡大（アン
ケート調査より）
(5) 中心市街地の定住  「中心市街地活性化基本計画」や「都市再 中心市街地だけでな
対策

生整備計画」等も絡めた様々な取組みが当 く、それぞれの地域へ
該地域で実施

の対応として課題を整

 都心部の住まいに対する評価は他の地域に 理し直すべき
比べて相対的に高い（アンケート調査より）
(6) 豊かな自然環境と  自然環境への評価は高いものの、それが定 今後は市民評価の低い
の共生

住化と直結するとは限らない

視点を課題とした対応

 逆に、街並み景観や文化的環境に対する評 が必要
価は低い（以上、アンケート調査）
(7) 市営住宅の再生・  管理戸数（3,757 戸）のうち、築 50 年を超 住宅ストック問題も含
活用

える住宅が約 1 割、また耐震性に乏しい住

め、引き続き取り組む

宅が約 2 割を占めている

べき課題

 「公営住宅等長寿命化計画」に基づき、耐
震性のない住戸の建替え、用途廃止に取り
組む
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（４）住生活基本計画（全国計画）の平成 28 年 3 月改定事項
住生活基本法の制定（平成 18 年 6 月）に伴い、平成 18 年 9 月に策定された「住生活
基本計画（全国計画）
」は、住生活をめぐる様々な変化に対応すべく、計画策定から 10
年を経た平成 28 年 3 月に改定されました。
同改定では、住生活をめぐる現状と今後 10 年間の問題認識、対応に向けた施策の基本
的方針、目標と基本的な施策、目標達成に向けた成果指標などが示されました。このう
ち、本市に直接関わる事項は、以下の通りです。
①当初計画策定後の変化を踏まえた国の問題認識（本市に直接関わるもの）
 人口減少と少子高齢化の急速な進展
 空き家の増加とそれに伴う防災・治安・衛生面での影響への対応
 地域コミュニティの希薄化など居住環境の質の低下

 住宅ストック活用型市場への転換の遅れ

②施策の基本的方針と目標（本市に直接関わるもの）
【基本的方針】住宅政策の方向性を国民に分かりやすく示す
【目標】
「居住者」、「住宅ストック」、「産業・地域」の 3 つの視点から目標立て
① 若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現
② 高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現
③ 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定
④ 住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築
⑤ 建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新
⑥ 急増する空き家の活用・除却の推進
⑦ 強い経済の実現に貢献する住生活産業の成長
⑧ 住宅地の魅力の維持・向上

【基本的な施策と成果指標】目標ごとにそれぞれ具体の施策と成果指標を定める
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4-2 周南市の住まいに関する課題
（１）本市全体の課題
前節（4-1）の各視点を踏まえ、本市の住まいに関する課題を整理すると、次の通りと
なります。
■住まいに関する ■アンケート調査 ■周南市住宅マス ■住生活基本計画 ■上位・関連計画
現状

の結果

タープラン（現

（全国計画）の

行計画）の課題

平成28 年3 月改
定事項

課題１．人口減少・少子高齢化社会に応じた住まいづくり
○子育て世帯が安心して子育てに取り組める住宅の確保や住環境づくりが必要
○高齢者が自立して暮らすことができる住宅の確保や住環境づくりが必要

課題２．安全で快適に暮らすための住まいの確保
○非耐震性住宅の建替え、非バリアフリー化住宅等のリフォームなど、安全で質の高い住
宅ストックへの更新が必要
○既存住宅の維持管理やリフォームを適切に実施する総合的な取組み体制の確立が必要
○空き家に対し、所有者による適切な管理が必要

課題３．公営住宅の再生・活用と適切な維持管理
○公営住宅の再生・活用と住宅ストックとしての適切な維持管理が必要
○住宅を確保することが困難な高齢者などの居住の安定確保と介護・医療サービスや生活
支援サービス等が利用できる住環境づくりが必要

課題４．地域の特性に応じた住まいづくり（
【地域別課題】へ）
○本市の地域特性に応じて、5 つの地域（中央部、東部、西部、北部、島しょ部）に区分し、
地域別にも課題を整理
○各地域の自然、歴史、文化など、その特色に応じた住環境づくりや地域の支え合いによ
る住まいの魅力向上が必要
○自然災害等に対する防災・減災対策と居住者の安全性の確保・向上が必要
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（２）地域別課題
地域の現状、アンケート調査結果を踏まえ、各地域の住まいに関する課題を整理する
と、次の通りとなります。
①中央部
■地域の現状

■アンケート調査に基づく特徴

 徳山地域の①都心東部、②北西部、⑤南東部、  住環境の評価は「自然環境」が低く、
「通勤
新南陽地域の③都心西部に該当

通学の便」や「買い物の便」が高い

 本市中央部に位置し、行政、商業・業務、教  住宅の「耐震性」に対する不安感が高い

 「交通環境」、「教育環境」の良さを地域の

育など中心的な都市機能が集積
 JR 山陽新幹線、山陽本線等の沿線地域

特徴とした割合が高い

 総人口の 74%、総面積の 18%を占める
 市営住宅の大半が当地域に立地
 高齢化率は 23.3%（最も低い）
 他の地域に比べて、持家居住世帯が少なく、
共同住宅居住世帯が多い

課題１．まちなか居住の魅力を最大限に活かした住まいづくり
○様々な都市的サービスが享受できるまちなかでの住宅・住環境の計画的供給が必要
○街並み景観の向上等によるまちなか居住地の魅力づくりが必要

課題２．まちなかで安心して暮らせる住まいの確保
○老朽化したマンションや公営住宅等の建替え、リフォーム等による安全で質の高い住宅
ストックへの更新が必要
○多様な居住者が共生・共助しながら、安心して暮らせる地域の支え合いが必要

課題３．多様な世帯の多様な暮らしに応じた住まいづくり
○多様な世帯のライフスタイルに応じた住宅・住環境の供給が必要
○ライフステージの変化（就職、結婚、出産等）に応じた住み替えの円滑な誘導が必要
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②東部

③西部

■地域の現状

■地域の現状

 熊毛地域の⑨東部に該当

 徳山地域の⑥西部、新南陽地域の⑦西部（和

 本市東部に位置し、徳山地域のベッドタウン

田）に該当
 本市西部に位置し、中央部に隣接

として住宅団地が多く立地
 JR 岩徳線の沿線地域

 JR 山陽本線の沿線地域

 総人口の 11%、総面積の 11%を占める

 総人口の 6%、総面積の 15%を占める

 高齢化率は 29.3%（中央部に次いで低い）

 高齢化率は 35.4%

■アンケート調査結果に基づく特徴

■アンケート調査結果に基づく特徴

 住環境の評価は「自然環境」が高いものの、  住環境の評価は「通勤通学の便」が低く、
総合的には±0 に近い評価

総合的にも島しょ部に次いで評価が低い

 住宅の「耐震性」、
「夜道の暗さ」に対する不  「耐震性」、
「夜道の暗さ」に対する不安感
安感が高い

が高い

 「交通環境」の悪さを地域の負の特徴とした
割合が高い

課題１．田園環境の良さを最大限に活かした住まいづくり
○田園環境の良さと生活利便性の高さを活かした住宅・住環境の計画的供給が必要
○美しい田園環境との調和によって醸し出される郊外住宅地の魅力づくりが必要

課題２．自然と共生しながら安心して暮らせる住まいの確保
○地震等の自然災害に備えた安全で質の高い住宅ストックへの更新が必要
○新・旧居住者が共生・共助しながら、安心して暮らせる地域の支え合いが必要

課題３．ライフステージに応じた住まいづくり
○低価格ニーズの高い子育て世帯等のライフステージに応じた住宅の計画的供給が必要
○既存住宅の耐震化やリフォーム、省エネ住宅の整備など住宅の付加価値向上が必要
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④北部

⑤島しょ部

■地域の現状

■地域の現状

 徳山地域の⑧北部、鹿野地域の⑩中山間部に  徳山地域の④島しょ部に該当
 島しょ部であり、集落のある大津島へは徳

該当
 本市北部に位置し、大半が山間部、幹線道路

山地域から船舶でアクセス
 総人口の 1%、総面積の 3%を占める

沿いに集落が点在

 高齢化率は 48.4% （最も高い）

 総人口の 8%、総面積の 53%を占める
 高齢化率は 37.3%（島しょ部に次いで高い）

■アンケート調査結果に基づく特徴

■アンケート調査結果に基づく特徴

 住環境の評価は「自然環境」、
「近所づきあい」  住環境の評価は「自然環境」以外は軒並み
が高く、総合的にも＋の評価

低く、総合的に最も評価が低い

 「耐震性」、
「耐火性」に対する不安感が高い

 「災害の避難所」、「狭隘道路」、「耐震性」、
「耐火性」に対する不安感が高い

 「交通環境」
「教育環境」の悪さを地域の負
の特徴と下割合が高い

課題１．自然環境の良さを最大限に活かした住まいづくり
○山間集落などの生活文化を活かした住宅・住環境の供給が必要
○豊かな自然環境との調和によって醸し出される多自然居住地の魅力づくりが必要

課題２．防災意識の高い安全で安心して暮らせる住まいの確保
○地震や水害等の自然災害に備えた安全で質の高い住宅ストックへの更新が必要
○高齢者が多い中で、防犯・防災に対応した地域の支え合いが必要

課題３．多様な連携による自立性の高い住環境の形成
○介護サービスや地域活動などと連携した自立性のある生活システムの創出が必要
○既存住宅の耐震化やバリアフリー化、リフォームなど住宅の付加価値向上が必要

109

