の第二次事業が始まったこと，が述べられている。

各論編：黒松団地
具体的な計画の面積や戸数などの数値は，それぞ

１．黒松団地の地理と歴史

れの資料で微妙に異なるが，出版が最も新しい『黒

仙台都市圏で最初の大規模住宅団地として宮城県

松町内会五十年の歩み』が引用している県住宅供給
公社の数値を示す（表１）
。

が開発した黒松団地の開発経過については，
『泉市誌
下巻』
（1986）に簡略な記述があるほか，開発当時

表１ 建築予定戸数

の県建築課長による詳細な紹介文（芳賀，1962）
，
河北新報 1969 年 9 月 14 日付けの紹介文
「団地拝見」
，
同 1992 年 6 月 25 日付け「黒松かいわい」
，さらに
『黒松町内会五十年のあゆみ』
（2012）にも詳しい。

1）立地
このうち「黒松かいわい」によれば，かつてここ
は「八乙女山」と呼ばれ、
「黒松ならぬ自生の赤松の
大木が」残っていた。
『五十年のあゆみ』には，南隣
『黒松町内会五十年のあゆみ』
，県住宅供給公社調べ

りの北根にある国有林が「黒松山」と呼ばれており，
それに因んで県職員の芳賀仁氏が「黒松団地」と命
名したという。その芳賀（1962）は，この地が開発

表にみるように，団地内には一戸建てだけでなく

対象とされた理由として次の点をあげている：

公営アパート群が計画されて多様な景観と住民構成
が企図され，図２のような街区構成になっている。

①仙台，多賀城，塩釜に接して発展が望める。
②多少の高低はあるが，
標高せいぜい 60～70m で，
面積 400 万坪に及ぶ。
③かつて藩有地，今は国有地で，雑木林や灌木、
良材とは思えない小松林が生えているだけで，
有用な農地をつぶす必要がない
④安価に買収でき，分譲価格も坪 5000 円以内に
とどめられる
⑤宅造は無理と思われる深い谷が二つ，馬の背の
ような尾根が四つある場所は，無価値なものを
有用とする「真の開発」の精神から。

2）開発計画
開発計画
事業主体である県住宅供給公社のパンフを引用し
た河北新報「団地拝見」によれば，黒松団地は公社
の「モデル団地」として開発した，①減歩率を多く

図２ 黒松の町丁目と公営住宅団地

とって道路を広げ，緑地も残し，ゆったりした居住
空間の団地を企図したこと，②造成事業は 1959 年

道路については，起伏に準じて曲線を描く 2 本の

から始まり，国道に沿った西斜面 98,000 坪の造成を

12m 道路を主軸とし（図 2）
，北根黒松の南入口から

5 年がかりで終えたこと。③今年（1969 年）から住

の進入路に続く Y 字路付近に店舗，郵便局，管理事

宅公団と産労アパートを主とする東斜面 65,000 坪

務所，高架水槽等の施設が集められている。
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1928
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2000
図３ 新旧地形図

3）地形図にみる変化

みえている。1964 年になると，黒松の造成地が表れ，

新旧地形図（図３）から付近の変化を確認してお

その南方には旭ヶ丘の団地が北へ伸びてきていた。

くと，元は七北田川を北に臨む国道 4 号沿いの丘陵

泉町と仙台市の境界（赤破線）が両団地の中を通り，

地で，1928 年の図では国道に沿って仙台鉄道がみえ

前出の記事「団地拝見」には，
「造成地が泉町と仙台

ている。付近にあった集落は国道沿いの北根と，八

市にまたがり，出張所がある泉町と比べて，台原ま

乙女，橋向くらいであった。真美沢の用水堤が黒く

で行かなければならない仙台市側は不便」という状
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況が報じられている。

的に多人数の家族が多いとみられた。

1978 年の図では，黒松団地の造成も完了して今の

・年齢構成
年齢構成：少子化と高齢化が共通の傾向だが，黒
年齢構成

姿となり，真美沢の東側でも旭ヶ丘堤の団地が開発

松で特に著しい。

された。そして 2000 年の図では，真美沢の谷に沿

・家族類型
家族類型：
家族類型 「夫婦と子供」の世帯の減少が共通の傾

って地下鉄が通り，駅が黒松団地の南東端に立地し

向だが，黒松で特に著しい。

て，現在の状況になったことが分かる。

・世帯人員
世帯人員：1
世帯人員 人世帯と 2 人世帯をあわせて黒松で 7
割，旭ヶ丘と台原では 8 割に達した。子世代の他出

２．統計的検討

と，地下鉄駅開設に伴う若年単身世帯や夫婦世帯の

1）対象町丁と既出
）対象町丁と既出分析の要点の再確認
既出分析の要点の再確認

増加による世帯の小規模化が進んでいる。

黒松駅の近隣の町丁目を改めて示すと，図４のよ

・
「独居老人」世帯：黒松で
346 から 506 に増えて，
世帯

うであり，総論のⅢ章２節では，黒松駅の近隣町丁

仙台市の 9％を大きく上回る 12.3％になった。

（黒松 1,2,3 丁目，北根黒松，旭ヶ丘堤 1,2 丁目）の

・住宅所有関係
住宅所有関係：もともと高い公営借家率は変わら
住宅所有関係

人口と世帯属性の変化の特徴を，台原，旭ケ丘，仙

ないが，その比率は低下気味で，代わって民営借家

台市全体と比較しながらみた。

率が台原・旭丘ほどではないが増加した。
・住宅建て方
住宅建て方：それほどの変化はないが，戸建て世
住宅建て方
帯は減少傾向で，
「6 階建て以上」共同住宅の世帯は
増加傾向であった。
以上をふまえて，ここでは各町丁を集計せずに町
丁単位での変化を整理したい。

2）分析結果
a）人口推移（図５）
人口推移
はじめに人口の推移をみると、全町丁一律という
ことはなく，黒松 2・3 丁目での減少が大幅である。
人口の多いこの二つの丁目の大幅減少がすなわち，
黒松駅近隣地区全体の人口減少となる主因であった
図４ 黒松駅の 500m 圏と 1km 圏

といえる。

その結果，黒松は，台原・旭ヶ丘両地区と多くの
面で異なり，その特徴は次のようであった：
・人口
人口：黒松，
旭ヶ丘，台原各駅の近隣地では，1990
人口
年から停滞か減少となって 2010 年を迎えたが，大
震災後は旭ヶ丘と台原が増加に転じたのに対して，
黒松は減少を続けている。
・世帯数
世帯数：旭ヶ丘と台原では，2000
年にピークにな
世帯数

図５ 人口推移
この中で，黒松 1 丁目だけは 1995 年以降，一貫

って以後，減少傾向となったが，震災後は増加に転
じた。これに対して黒松では一貫した微増であった。

して増加で，特に震災後に増えたことが分かる。黒

また，黒松では人口に比べて世帯数が少なく，相対

松 1 丁目は駅至近の位置にあり，それが人口増加に
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つながった可能性がある。これに対して黒松 2・3

d）人員別世帯数（表３）
人員別世帯数

丁目には公営アパート群が建ち並び，このことが入

1 人世帯の比率だけが大幅増で，多人員世帯ほど

居者家族の子供世代の成長と他出による人口減少に

減少という点は各町丁とも共通である。町丁で異な

つながった可能性がある。

る点は，黒松 1 丁目と旭ケ丘堤 1・2 丁目では従前

b）世帯数の推移
世帯数の推移（図６）
推移

から 1 人世帯率が高く，黒松 2・3 丁目では 2～4 人

ここでも駅至近の立地にある黒松 1 丁目と旭ケ丘

世帯，北根黒松では 1・2 人世帯の割合が高かったこ

堤 2 丁目だけが一貫した増加傾向にあって，他はほ

とである。これは，駅至近，公営アパート群の立地，

ぼ横ばいであった。このことが，黒松駅近隣地区全

旧国道 4 号沿いといった町丁ごとの立地条件と，そ

体では一貫した微増という結果に表れたものである

れに対応した住宅ストックを反映したものであろう。

ことが分かる。

表３ 世帯人員別一般世帯率（％）の変化

図６ 総世帯数の推移

c）年齢 3 区分別人口率（表２）
区分別人口率
1990 年と 2015 年とで比べると，全体に少子化と

e）家族類型別世帯数変化率（表４）
家族類型別世帯数

高齢化が進み，生産年齢人口の割合が減る中で，駅

国勢調査の「家族類型」のうち 1990 年からの変

至近の黒松 1 丁目だけは年少人口率は 1.4 ポイント

化が比較できる分類項目は，
「核家族」の「夫婦のみ」

高まり，老年人口率の増加は小幅であった。逆に，

と「夫婦と子供」世帯帯の 2 つである。

年少人口が多かった黒松 2・3 丁目と北根黒松では

表４ 家族類型別一般世帯数の変化

表２ 年齢 3 区分別人口率（％）の変化

これをみると，
「夫婦と子供」の世帯が全般に減る
2015 年には高齢側にシフトして，年少人口は大幅に

中で，黒松 1 丁目だけ増加しており，他の諸指標と

減っている。

連動した駅至近立地の特性が表れている。また黒松
1 丁目では「核家族」世帯そのものも増えているの

4

は，子育て家族の増加を反映している。核家族は他

表６ 住宅の建て方別世帯数

町丁では減少しているが，これは表３でみたとおり
「1 人世帯」の増加による。
f）所有関係別住宅世帯数
所有関係別住宅世帯数（表５）
別住宅世帯数
住宅の所有関係別の世帯数では，公営アパート群
が立地する黒松 2・3 丁目と北根黒松では，公営借家
世帯が多いのは当然として，1990 年と比べた 2015
年の値は減り，特に県営住宅がいくつか廃止された
北根黒松では大幅な減少であった。
表５ 所有関係別住宅世帯数の変化

h）高齢者のみ世帯
高齢者のみ世帯（表７）
世帯
人口・世帯特性の最後に，65 歳以上の高齢者のみ
みの世帯の変化（2005～15）をみておきたい。表か
ら，総数，単独世帯ともに，公営アパート群が集ま
変わって民営借家率が，地下鉄駅至近の黒松 1 丁

る黒松 2・3 丁目での大幅増加が目立つ。一方で，駅

目と旭ヶ丘堤 2 丁目で大幅増となった。黒松 2 丁目

至近の黒松 1 丁目では微増にとどまり，旭ヶ丘堤 2

でも民営借家が大幅に増加したが，これらはいずれ

丁目ではむしろ微減であった。
表７ 65 歳以上のみ世帯数の変化

も給与住宅（社宅）世帯を減少させており，社宅か
ら民営住宅への転換があったとみられる。
g）住宅の建て方別世帯数
）住宅の建て方別世帯数（表６）
世帯数
この点は，住宅の建て方別世帯数からも類推でき
る。この項目は 1995 年と 2015 年の比較になるが，
一戸建ての世帯数の変化は小さい一方で，共同住宅
世帯の増加が，特に黒松 1 丁目と旭ヶ丘堤 2 丁目で
大幅であった。両町丁では，
「1・2 階建」の「アパ
―ト」と「3 階建」以上の「マンション」世帯の増
加が目立ち，とりわけ黒松 1 丁目では「6 階建て以

i）小括

上」の大規模なマンションの世帯が急増した。駅至

以上，黒松駅近隣地区を町丁別にみると，駅至近
の黒松 1 丁目・旭ヶ丘 2 丁目と，公営アパートが集

近の立地がそうした変化を促したとみられる。
他方，給与住宅が減って民営借家が増えた黒松 2

まる黒松 2・3 丁目とでは対照的ともいえる違いがみ

丁目では，6 建て以上の世帯数に大きな変化はなか

られた。すなわち，少子高齢化が急進する後者と，

ったのは意外といえるが，中層共同住宅の建て替え

それほどではない前者の対照性である。また前者で

があったことを意味するのかもしれない。

も，子持ち世帯が多い黒松 1 丁目と，夫婦世帯が多
旭ヶ丘堤 2 丁目という違いがみられた。この違いは，
住宅地図を眺めるに，県営のモデル団地として当時
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としては宅地をゆったりとった黒松と狭小宅地の旭

する。まず分布図（図７）をみると，1986 年におい

ヶ丘堤の 1 戸あたり敷地の広さの違いを反映してい

て商業中心は，郵便局と銀行ほか，多くの店舗が集

るのではないかと思われる。さらにまた北根黒松は，

まる 1 丁目の三叉路付近に形成されていたほか，三

公営アパートを一部残すことと幹線道路沿いの立地

丁目の三叉路付近に副次中心がみられた。また両者

にあることが，対象町丁の中で中間的な特性を示す

を結ぶメイン街路沿いと，1 年後に開通する地下鉄

のではないかとみられる。

駅付近にもサービス施設が立地していた。それが

つまり、これらの町丁はいずれも地下鉄駅から

2019 年になると，全般に赤色の飲食店をはじめとす

1km に満たない近隣圏にありながらも，駅の直近か

る店舗は減少し，代わって駐車場の増加が目に付く

やや離れるかという微妙な距離差と，既存宅地の状

ようになった。一方で，理美容店が多く持続してい

況に応じて異なる住宅供給の特性を介して，地下鉄

るようにみえる。

開通後の住民属性の変化の違いに表出するのだと解

そこで，これらの施設数をカウントして表にして

釈される。

みた（表８）
。これにみるとおり，店舗数の減少が多
くの業種において把握された。多く残存したように
みえた理美容店も 6 の減少であったが，実際に現地

３．商店立地の変化；新旧住宅地図
本節では黒松の人々の日常生活を支えてきた近隣
商業・サービス施設の変化について，既存情報と新
旧住宅地図で整理してみたい。

1）新旧住宅地図
まず，地下鉄開通前の 1986 年と調査年の 2019 年
の住宅地図の比較から，この間の変化の様相を確認

1986

2019
図７ 業種立地の変化（1986,2019）凡例：右上
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表８ 業種別店舗･事業所数の変化

を歩いてみると，看板が出ていても照明がついてお
らず，店舗も老朽化して，どうみても休業している
のではないかと思われる店も相当数あるようだった。
他方で，地下鉄駅に隣接して「みやぎ生協」が立
地した。2 階にある衣料フロアと 100 円ショップと
ともに，日用品の供給を担う施設となっている。
また増えた施設もあり，茶道や舞踊などの「大人
向け」の教授施設，医療福祉施設，建設不動産，そ
して駐車場が増えた。

2）河北新報記事より
この間の変化の一端を示すものとして，河北新報
に 2003 年 6 月に掲載された「黒松商工振興会」の
紹介記事がある（資料 1）
。この時期は，団地人口が
少子高齢化となる一方で、や八乙女の区画整理と環
状都市計画道路沿線への大型店の立地が進んで，団
地内の小規模店は苦境に陥り始める頃である。

資料 1 黒松商工振興会の紹介記事（河北新報 2003 年 6 月 24 日）
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記事によれば，黒松団地も同様であり，
「十年前が
ピークの 51 人だった会員数」
が 42 人に減ったこと，
団地内では「高齢になった住民が土地を売って，跡
地にはアパートやマンショんが建つ」という変化が
記されている。また，児童公園の花壇の植え替えや
公園の整備、町内会・老人会を招待しての春の花見，
青年部の立ち上げなどの活動も記されている。
それからさらに 16 年が過ぎた現在の状況が気に
なるところである。

４．黒松団地の町内会
仙台市の町内会ページによれば、2018 年 6 月現在、
黒松町内会連合会には黒松、黒松中央、黒松北斗、
旭丘いずみ、黒松いずみの各町内会と公団および公
社の自治会の計 7 組織が加入しており、その世帯数
は 2,862 になる。このうち「旭丘いずみ」以外の 6

図８ 黒松団地の町内会（青線）赤線は町丁目界

。
組織が「黒松団地」に含まれる（図８）
その 1 つの黒松町内会の作成による『黒松町内会

町内会の結成で、住民の親睦の増進、要望のとり

五十年のあゆみ』には，最初の住民が入居した 1961

まとめと行政への陳情、そして地域の環境整備に力

年 6 月に「仮町内会」の「黒松壽町内会」が組織さ

を注いできたことが、
『五十年のあゆむ』に記された

れ、翌年 10 月に三喜屋酒店（現「酒の九州」
）前の

年表から読み取れる。ただ、その親睦旅行への参加

路上に 102 人が集まって「黒松町内会」が結成され

人数の推移をみると、記録中断の前後で大きく減っ

たこと，64 年 7 月には「黒松町内会連合会」
，同年

ている（図９）
。しかし 2000 年代に入って増加傾向

9 月には、
「黒松団地商店会」が結成されたことが記

となり、大震災の年で途絶えている。その後の数値

されている。さらに次節で述べる実地調査に際して

が気になるところであるが，2019 年 4 月の黒松町内

入手した「黒松中央町内会」の年譜に， 1963 年 3

会総会資料にはそれらしい行事の記載はないので，

月に同町内会が結成されたことが記されている。

廃止になったのかもしれない。

図９ 黒松町内会の親睦旅行参加者の推移（黒松町内会五十年のあゆみ）
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民は不便になった

５．町内会ヒアリング
以上を予備知識として，黒松市民センターに町内

・市の中心部や泉中央に買い物に出やすくなり，団

会長さんの紹介を依頼した。各町内会の会長さんは

地内の商店が減少し，黒松商工会が解散。

短期間で交代するためか，古くからの事情に詳しい

・住宅を処分してアパート，マンションの数が増加

連合町内会長の白木さんをご紹介いただいた。

・マンションには管理会社や自治会があり、町内会

実地調査は 6 月 20 日，学生 3 人（宮野由樹，高

への加入が少ない

橋由宇，高橋尚也）が訪問して行った。以下に Q&A

Q3：少子化と高齢化

形式でヒアリング内容を記す。

・開発から 60 年過ぎ，高齢化が給食に進んでいる

--------------------------------------------------------------------

・県営住宅、公団住宅、公社住宅とも、新規入居者

1．町内会の仕組みとその変化

が少なく、高齢化が進んでいる

Q1：加入戸数 ⇒ 2225 世帯

・上記住宅では小学生が少なく、単位町内会の子供

Q2：会長と役員の決め方 ⇒ 単位町内から連合町内

会の維持が難しくなっている

会の役員 2 名を登録し、会則第 4 条・第 6 条で決定

・若い人の世帯が少なく、子供の数も少数

Q3：役割分担 ⇒ 会則第 3 条，役員名簿による
4．地域交流

Q4：組織が変わる時期 ⇒ 年度初めの総会

Q1：一番つながりが強い地域 ⇒ 黒松小の学区が同
2．共同事業とその変遷

じ八乙女地区の町内会

Q1：年間の開催行事 ⇒ ①黒松小学校区大運動会，

Q2：交流行事 ⇒ 黒松小学区の運動会と防災訓練

②夏まつり，③防災訓練（八乙女中，黒松小学校）
，

Q3：サークル活動 ⇒ 黒松の社協を中心に、運動や

④黒松地域住民交流会，⑤新春懇親会，⑥どんと祭

お茶会などの 4 つの「サロン」を実施している

の6つ

Q4：地域問題への取り組み

Q2：30 年前との状況の違い ⇒

・単位町内会で抱える問題について、毎月 1 日，連

・運動会 … 児童数の減少、高齢者の増加により、

合町内会の定例会を開いて協議している

種目が少なくなった

・逆に，連合として問題があれば、単位町内会で協

・夏祭り … 黒松商工会（解散）から受け継ぐ

議を行う

・防災訓練 … 児童数の減少に伴い、中学生を含め

・交通事故が特に多い燕沢地区（宮城野区）の交通

た開催を検討中

問題についての勉強会も行っている
--------------------------------------------------------------------

3.地域問題の変遷
Q1：大震災時に発生した問題と影響

６．まとめ

・指定避難所（黒松小）に途絶した地下鉄による帰

以上，黒松団地の 30 年にわたる変化について

宅困難者が避難したため（2000 名）
、地域住民

多様な情報を整理してみた。それは基本的には，

が入れなかった

郊外化初期の住宅団地として半世紀を経過する中

・以前から防災訓練は実施していたが、あまり役に

での少子高齢化に影響された部分が大であったと

立たなかった

いえる。その上に，地下鉄駅の影響による戸建て

・必要度の高い支援物資が届くのが遅かった

持ち家からアパート・マンションの立地というミ

Q2：地下鉄駅にかかわる地域問題は？

クロな変化が駅の至近地に重なっているといえる

・バス路線が縮小されたため、駅から離れている住

のではないか。
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◇黒松町内会会則

＜引用＞
第 3 条 本会は、会員相互の新陸をはかり、生活の
◇文献

向上と町内発展のために必要な会員共通の問題解

芳賀仁（1962）
：仙台の宅地開発と黒松団地につい

決を図ることを持って目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の事項

て．新都市，16-2，pp.39～46
無記名（1986）
：住宅団地の開発．
『泉市誌 下巻』
，
pp.87～88

を行う
1 町内の道路、交通、通信、衛星など生活環境の

無記名（2008）
：仙台圏の住宅団地に未来はあるか 8

改善に関する事項
2 町内の防犯、防砂のための必要な事項

黒松団地．仙台経済界，2008.7.8，pp.110～111

3 その他本会の目的を達成するために必要な事項

白木新一郎（2012）
『黒松町内会設立五十年のあゆ

第 6 条 本科の役員は下記の任務を行う

み』黒松町内会
◇河北新報記事

1 会長は、本科を総括し、本会を代表する。

・1969.9.14「団地拝見 6 黒松団地」

2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこ

・1992.6.25「街かどマップ 黒松かいわい」

れを代表する。

・2003.6.24「探訪商店街 黒松商工振興会」

3 幹事、執行部員は、会長の命を受けて会務の運

◇web site

営にあたる。

仙台市交通局の地下鉄ページ（https://www.kotsu.

4 会計は、会長の命を受けて財務を処理する

city.sendai.jp/subway/parkride_izumi.html）

5 会計幹事は、財務を監査する
第 7 条 本会役員は、総会において選出する。

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
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