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2019 年度 地域構想学科 2 年次（tktk グループ）地域研究報告 

地下鉄開通 30 年間の地域変化；黒松～台原間を対象に 

 

Ⅰ．課題設定 

1111））））問題の所在問題の所在問題の所在問題の所在    

仙台市地下鉄は，1987 年 7 月に八乙女－富沢間

が開通してから，2019 年は 33 年目を迎えた。こ

の間，88 年 3 月に泉市が仙台市に編入合併し，89

年 4 月には仙台市が政令指定都市に移行し，1992

年 7 月には地下鉄は泉中央まで延伸して，泉中央

と八乙女駅付近には区画整理事業による新市街地

が広がり，皿さらに 2015 年 12 月には東西線が開

通して，現在の状況を形成するに至った。 

この地下鉄沿線のうち，北仙台以北の状況をみ

ると，その多くは郊外住宅団地の中を通過してい

る。地下鉄開業後 30 年間の郊外住宅団地の変化

をみるに，開発の古い住宅団地ほど，経年変化に

従って少子高齢化が進んでいることや，団地内の

個人商店や地元スーパーが幹線道路沿いに急増し

た大手の巨大商業施設のあおりで廃業が目立つよ

うになっていることなどが，地元紙「河北新報」

でも報じられている。仙台地下鉄の 30 年間は，

まさに「成長・拡大」の時代から「成熟・縮小」

の時代へという日本の都市社会そのものの変化の

時代でもあった。 

その一方で，地下鉄駅の周辺ではアパートや大

規模な共同住宅「マンション」が増えて若い世代

の人口・世帯数が増えるという，他の郊外団地と

は異なる動きがみられ，それは「地下鉄の恩恵」

とも新聞で報じられている。しかしそのコミュニ

ティーをみると，こうした「恩恵」を受けた団地

でも，旧住民が中心となって作り上げてきた既存

の町内会と，共同住宅の若い新住民との「分断」

のような事象も生じているとの報道にも接する。

いわゆる「混住化」問題である。 

以上の問題認識から，2019 年の 2 年次地域研究

（高野グループ）のテーマとして表記のタイトル

を掲げることにした。 

2222））））研究の構成研究の構成研究の構成研究の構成    

以下，次章（Ⅱ）では「仙台地下鉄の概況」と

して，『仙台市史』によって地下鉄導入の経緯と仙

台市交通局のデータによって地下鉄の営業実績を

整理する。次いでⅢ章で，ほぼ住宅団地の中を走

る黒松，旭ヶ丘，台原の各駅の近隣地域を対象に

して，人口・世帯属性の変化を国勢調査のデータ

によって整理する。それらを受けてⅣ～Ⅵ章では，

3 駅近隣地域に含まれる町丁を対象にして，新旧

住宅地図による土地利用変化と，関係町内会への

ヒアリングによって，地域社会の変化を明らかに

する。そして最後のⅦ章で，「まとめ」としてⅢ章

以下で見出された新知見を指摘した後，残された

研究課題を整理して，縮小・コンパクト化時代の

仙台の郊外団地の行方について考察を加える。 

 

Ⅱ．仙台市地下鉄の概況 

 １．『仙台市史』による経過の整理 

 仙台市の都市交通については，『仙台市史 現代

2』（2013 年刊）に，「交通事業」の節を設けて 13

ページにわたって詳述されており（pp.186～198），

市電，市バス，そして地下鉄への施策の経過がわ

かる。ここではその要点を整理する。 

    1111）仙台の都市）仙台の都市）仙台の都市）仙台の都市化と交通事情化と交通事情化と交通事情化と交通事情    

 1960 年代半ば以降、仙台では市街地周辺部や郊

外において宅地造成が急速に進展したことなどを

受け、仙台市営バス路線網は拡大を続けてきた。

石油危機で路線の整理が行われたものの、利用者

は増加を続け 1974 年度の年間輸送人員は前年度
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から 446 万人も増加した。一方で道路整備が十分

でない中でモータリゼーションが急速に進行した

ため、朝夕の通勤時を中心に市内の各所で大渋滞

が発生。市営バスも運行速度と運行効率の低下の

影響を受け、「バス優先レーン」の導入や「ワンマ

ン化」といった対策を行って合理化を試みた。し

かし長期的な効果は得られず、1980 年度をピーク

に郊外路線を中心にバス離れが進んでいった。 

    2222））））地下鉄の地下鉄の地下鉄の地下鉄の構想と実現構想と実現構想と実現構想と実現    

 仙台市では，自動車の急増で道路事情が悪化し

た 1960 年代前半から、大量輸送交通機関として

地下鉄の導入に着目し始めた。1963 年 9 月に設置

された仙台市交通対策委員会で地下鉄導入の検討

が進められ、1967 年 12 月には「将来、仙台市の

交通は路面交通の代替機関として地下鉄について

も十分検討すべき」との結論を出している。さら

に当時の島野市長は、1969 年 6 月に設置された仙

台市交通計画委員会に対して、将来の発展を見越

して抜本的に交通体系を整備する必要があるとし

て、「高速大量輸送計画」を諮問した。この課題に

対応する交通機関として地下鉄が有力視され、市

電や国鉄の貨物列車の乗り入れ、古川市までの延

伸などの構想も検討されたが、建設費が少なくて

済むモノレールの導入を推す意見も挙がった。 

 1972 年 2 月、交通計画委員会は様々な検討を経

た上で、7 路線（表１）、45.5 km の地下鉄を 1985

年を目標に整備し、最も交通量が多いと予測され

る「南北線」（北仙台線，長町線）を早期に建設す

べきという答申を行った。建設工事は技術的問題

や受注業者の談合疑惑が惹起して 2 年遅れ，1987

年 7 月に開業した。全国 9 番目であった。 

 

表 1 1972 年に整備目標とされた 7 路線 

 

 

    3333）問題点）問題点）問題点）問題点    

 地下鉄の建設にあたっての問題点は、当時の仙

台市の人口規模であった。当時、公営地下鉄建設

の条件は「人口 100 万人以上の政令指定都市」と

されていたが、仙台市は周辺 30km 圏内の自治体

を含めてもようやく 1975 年に 100 万人を超す状

況で、既に地下鉄が運行されていた東京、大阪、

名古屋、神戸、札幌、横浜に比べて格段に人口が

少なかった。しかし道路の交通事情の解決が難し

い状況を背景に市は国と県に働きかけを続けて実

現に至る。 

 しかし利用者の増加と採算性の改善は、仙台の

人口規模では克服は容易でなく，人口減少時代が

迫る将来にわたる維持の課題にもなっている。 

 

 ２．営業実績 

 本節では，地下鉄の営業実績について，仙台市

史，新聞記事，交通局の統計によって整理する。 

    1111））））開通当初の開通当初の開通当初の開通当初の苦しい経営苦しい経営苦しい経営苦しい経営    

 『仙台市史 現代 2』（2013）の「交通事業」で

は，地下鉄の上記の課題に続いて，開業後の苦し

い営業状況について次のように記されている。 

・開業当初は 1 日あたり約 23 万人の利用客を見込ん

でいたが、運賃が最低で 160 円と割高で、実際の利

用客は予想の半分にも満たない 11 万人であった。 

・市は，開業 4 年目から 18 年目までは単年度赤字が

続いて補助金で補填し，23 年目からは収支が好転す

るとの見通しを立てたが，利用者が予想を大幅に下

回り，建設費も計画より膨らんだことから，経営に

大きな負担となった。 

・その後も地下鉄経営は厳しい状況が続いた。 

 こうした一方で，「利用者数は増加を続け，沿線

の自動車交通量の減少など一定の効果もみられた」

としている。 

    2222）乗車人員）乗車人員）乗車人員）乗車人員と収支と収支と収支と収支の推移の推移の推移の推移    

 乗車人員と収支の推移については，開業 20 周

年にあたって経営状況を報じた 2007年 7月の「河

北新報」記事に，下掲の図１を示して次の点が指
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摘されている。 

・1 日平均乗車人員は 1995 年に 16.7 万人を記録し

て以後は頭打ちとなり、ここ数年は微減。 

・当初予測では 1 日 22.5 万人、20 年後に 33 万人を

超える計画だったが、半分にも達していない。 

・開業時、2002 年度を目標とした単年度収支の黒字

化は、08 年度にずれ込む見通し。赤字幅は，借入金

の利払いと減価償却費の減少で年々縮小しているが、

乗客の伸び悩みが黒字転換を遅らせる要因。 

 

図 1 仙台地下鉄の平均乗車人数と単年度収支 

河北新報 2007 年 7 月 15 日付け記事 

 

なお，前掲の「仙台市史」における「利用者数

は増加を続け」の記述は，この記事とグラフに示

されたとおり、減少に転じる 1995 年より前のこ

ととみられる。 

 

 また，仙台市統計書の「交通」に，地下鉄と市

バス，宮城交通バスの乗車人員（年度）の推移が

掲載されているので，グラフにしてみたのが図２

である。これをみると 2007 年の上記記事の後の

動向が分かる。すなわちその後，大震災の 2011

年まで明瞭な減少となる。それが大震災年以後は

増加に転じている。これは，沿岸部の津波被災者

の転入による仙台市人口の急増が報じられており，

そのいわゆる「震災特需」の影響とみられる。 

さらに東西線の開通後の 2015・16 年度には，

市バスの乗車人員の急減を埋め合わせる形で増加

して，2017 年の 1 日平均乗車人数は 18 万人と報

じられた（河北新報，2017 年 9 月 9 日）。しかしそ

れでも当初予測の 22.5 万人には遠く及ばない。当

初計画がいかに過大だったか明らかといえる。 

    

 ３．沿線地域に与えた影響 

1111）人口・地価）人口・地価）人口・地価）人口・地価    

 では，地下鉄の開通は沿線地域にどんな影響を

与えたのだろうか。これについては 2004 年 10 月

27 日の河北新報記事に，仙台市が行った調査によ

る次頁の図 3を示して次の点が指摘されている。 

・人口：1989 年を 1 とした場合、2004 年は市全域

の 1.12（10 万 8500 人増）に対し、北部は 1.29（2

万 1100 人増）、南部は 1.26（1 万 3100 人増）と、 

図２ 乗車人員の推移（仙台市統計書により作成） 

宮交バスは仙台，仙台南，泉，富谷営業所管内の数値 
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全体の伸びを上回った。89 年以降、減少が続いてい

た中心部は 2000 年の 0.91 を底に微増に転じ、04 年

は 0.93 と，人口流出に歯止めがかかった。 

・高齢化：65 歳以上人口率は、市全域 15.38％に対

して北部は 14.47％、南部は 12.74％と，若年層が比

較的多く、逆に中心部は 16.18％と高齢化が進行した。 

・地価：82 年を 1 として，中心部は 91 年のバブル

時に 5.49 に達したが、02 年は 1.03 まで下がった。

一方 91 年に 4.06 の北部は、02 年でも 2.40 だった。 

・マンションの販売戸数，病院・診療所、小売店の

立地状況も、北部と南部に集中傾向。 

 

図３ 人口（89年比）と地価（82年比）の変化 

※「沿線」は駅 1km 圏内で，「北部」が泉中央～台原，「中心

部」が北仙台～河原町，「南部」が長町 1 丁目～富沢の各駅。 

 

 さらに前掲の 2007 年 7 月 15 日の記事でも「市

全域の人口の伸びが 10％台なのに対し、沿線北部

は 30％強と大幅に増加した」と記されている。 

 いずれにしても，とりわけ「沿線北部」に関す

る限りは，開通前はほぼ無人だった泉中央駅や八

乙女駅周辺の大規模区画整理も地下鉄開通を前提

にしたもので，その効果は大きかったといえる。 

 

 ４．都市計画上の位置づけと駅付帯機能 

    1111））））「「「「コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ」と「パーク＆ライド」」と「パーク＆ライド」」と「パーク＆ライド」」と「パーク＆ライド」    

 1998 年 2 月に策定された「仙台市基本計画」（マ

スタープラン）において、都市のあり方を，拡大

するに任せたそれまでの市街地構造から，鉄道系

交通機関を基軸とする市街地の集約化，すなわち

「コンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティコンパクトシティ」（図４）に転換する構想が固

められた。 

 

図４ 従来（左）とコンパクト化（右）の都市構造 

上が市街地の広がり，下が人口密度分布 

仙台市都市計画マスタープラン（2012） 

 

都心部からはるか遠方まで拡大した郊外住宅地

では今後，高齢化が進んで「交通弱者」が増え，

人口減少による空き家の増加も懸念される中で、

都市機能の集約とそれに伴う都市機能へのアクセ

ス性の向上が求められる。そのため，具体的には

地下鉄沿線に機能集約を図り，沿線の駅と周辺を

バスでつないで利便性を向上させる施策が検討さ

れている。これが進められれば，地下鉄は仙台市

の都市構造の中でさらなる機能の集約軸の役割を

果たすことになる。 

その施策の 1 つが「パーク＆ライド」施設の充

実である。地下鉄駅の開設とともに「パーク&ラ

イド」施設として設置されたのが，公共の自転車

置き場，バス乗り換え駅のバスプール，「パーク&
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ライド」契約の駐車場である。自転車置き場はど

の駅にもあるが，バスプールは「沿線北部」では

黒松以外の駅に，「パーク&ライド」駐車場は泉中

央駅に公共施設の，八乙女駅に民間契約の駐車場

が設置されている。 

    2222））））公共・集客施設の立地公共・集客施設の立地公共・集客施設の立地公共・集客施設の立地    

 コンパクトシティ施策を待つまでもなく，地下

鉄駅付近は，経済立地の原理からみても，集客施

設の立地に便利である。南北の拠点である長町南

と泉中央はいうまでもないが，八乙女駅にはコン

ビニや複合商業施設が立地し，団地内にある黒松

駅にもみやぎ生協の店舗と市民センターが隣接し

ている。旭ヶ丘駅も市民センターが付帯している

ほか，至近地に仙台市科学館が立地している。 

このように，駅自体が諸施設を吸引して，周辺

の利便性を高めて，居住地としてのアメニティと

評価も高まる効果が発揮され，賃貸アパートやマ

ンションの立地を吸引する要因となる。 

 

Ⅲ．諸統計による沿線地域の変化 

 １．仙台市の人口推移と増減分布 

 沿線地域の統計数値の変化については仙台市調

査による図３でみたところであるが，これは概況

のみであるので，本章では国勢調査の小地域統計

（町丁大字）を用いて，沿線地域の人口と世帯の

詳細な属性別の変化を分析してみる。対象年は，

仙台市が現行政域となって統計がそろう 1990 年 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

以降とし，人口・世帯数のみ 1985 年を補った。 

    1111）人口）人口）人口）人口・世帯数の推移・世帯数の推移・世帯数の推移・世帯数の推移    

 はじめに，仙台市の人口と世帯数の推移を確認

しておく（図５）。これをみると，1987 年の地下

鉄開通と前後して隣接市町を合併して人口を増や

し，1989 年に政令指定都市に移行した。そして

90 年代には人口が順調に増加した。それが 2000

年代になると人口増加は停滞するが，2011 年の大

震災後に短期的に増加に転じた後，2015 年以降は

再び停滞傾向に戻っている。他方，世帯数のほう

は一貫して増え続けている。すなわちこれは，小

人数世帯の増加をうかがわせる。 

    2222）人口増減分布）人口増減分布）人口増減分布）人口増減分布の変化の変化の変化の変化    

 次に国勢調査の小地域（町丁大字）統計で，1990

年以降の 5 年ごとの人口増減率の分布パターンの

推移をみてみる（図６）。仙台駅西側の「都心部」，

駅裏の密集市街に区画整理が実施された「駅東」

地区，仙山線から広瀬橋あたりまでの「旧市街」，

仙山線の北側，八木山，若林方面の「旧郊外」，そ

れより外方の「新郊外」というふうに分けて増減

パターンの変化をみると，1990～95 年は都心部，

駅東，旧市街地の南半部の減少とそれ以外の増加

というパターンであった。それが 1995～2000 年

になると古い団地が広がる「旧郊外」で減少が顕

著となった。2000 年代に入ると，旧郊外で減少が

続く一方で，都心部では顕著な増加に転じて，特

に 2005～10 年の都心部の人口増加は劇的ですら

あり，旧郊外全体に広がった減少傾向と対照的な 

図５ 仙台市の人口・世帯数の推移 

（10月 1日推計，1987～88年の急増は宮城町，泉市，秋保町の合併による） 
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（a）1990～1995 

 

（c）2000～2005    

図６ 人口増減（1995～2015） 

 

 

（b）1995～2000 

 

（d）2005～2010 
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（e）2010～2015 

図６（つづき） 

    

状況になった。さらに 2010 年代は，増加町丁が

市街地全体に広がり，これは 2011 大震災後の沿

岸被災地からの人口流入，いわゆる「復興特需」

の効果とみられる。 

 こうした中で，地下鉄（市街地を南北に縦走す

る点線）の沿線に注目すると，開通まもない 1990

年代は，泉中央と長町南の両ターミナル付近が，

新市街地であることもあって顕著な増加であった。

2000～05 年には，増加率は小さくなったが，隣

接する旧郊外が減少する中では，増加が目立った。

新たに市街化が進んだ八乙女付近での増加も目立

った。一方，旧市街地の北の拠点である北仙台駅

付近では，隣接地の人口が伸び悩む中で，一貫し

て増加であった。 

 2005～10 年では，都心部で激増，旧郊外で減

少という中で，泉中央，八乙女，長町では増加を

続けた。また都心部の中では，地下鉄に沿って南

北に連なる町丁と，区画整理事業が成った駅東地

区で，増加であった。 

 そして震災をはさむ 2010～15 年では，全般的

な増加の中でも，やはり特に都心地域から貨物駅

跡地開発が進んだ長町にかけては，やはり地下鉄

に沿う町丁での増加が目立ったといえる。 

 つまり，1990 年代以降の人口増減をみると，時

代により増から減，減から増と変化する中でも，

地下鉄沿線は南北ターミナルを中心に，一貫して

増加傾向にあったといえる。しかし他方で，「旧郊

外」の代表といえる台原，旭丘，黒松にかけての

沿線では，2000～10 年は減少が目立っており，

都心域南方の土樋から河原町あたりにかけての旧

市街地も同類である。 

 すなわち，地下鉄の人口増加に与える効果は，

沿線に開発余地があったり，マンション等の開発

投資が集中した場合に大きいのであり，住宅の更

新が進みにくい旧市街地や旧郊外では，効果が限

定的であったといえる。 

 

 ２．実地調査対象町丁の統計分析 

    1111））））「「「「沿線地域沿線地域沿線地域沿線地域」」」」のののの町丁目町丁目町丁目町丁目    

 次に，「沿線地域」の町丁の人口と世帯の特性の

変化について，実際の統計数値で確認したい。そ

のためにまず「沿線地域」の定義を検討する。前

掲の仙台市の調査では「1km 圏」を対象としてい

るが，これを地形図と重ねてみると図７になる。 

 これをみると，黒松駅と旭ヶ丘駅の西側では，

「1km 圏」には尾根と谷や森林公園，そして旧国

道 4 号を越えて遠方までが含まれる。また各駅の

1km 圏は隣接駅まで達している。「1km」といっ

てもそれは直線距離であり，例えば黒松駅 1km 圏

の西端の虹の丘団地入口付近から黒松駅までの

「道のり」を測ると 1580m ほどになる。団地を

降りると旧国道 4 号を横断するが，そこには富谷

方面の団地と仙台を結ぶ路線バスが多頻度で走っ

ており，尾根を越えて地下鉄駅まで歩く人は少な

いと思われる。 
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 以上から，この地域での典型的な「沿線地域」

として地下鉄駅「500m」圏を採用することにし

たい。対象とする町丁は，駅「500m 圏」に相当

程度含まれ，さらに町内会のまとまりを考慮して

次の町丁目とする。 

・黒松駅 … 黒松 1,2,3 丁目，旭ヶ丘堤 1,2 丁目， 

  北根黒松  

・旭ケ丘駅 … 旭ケ丘 2,3,4 丁目 

※旭ヶ丘 4丁目は黒松駅の 500m圏内にもかかるが，

ここでは旭ヶ丘駅圏に含める。 

・台原駅 … 台原 2,3,4,5 丁目，旭ヶ丘 1 丁目 

    2222）人口）人口）人口）人口・世帯数・世帯数・世帯数・世帯数    

・・・・人口人口人口人口：：：：まず人口の推移をみると（図８上），仙台

市全体では 1990 年代に順調な増加が続き，これ

は地下鉄ターミナルの泉中央と長町南のような

「副都心」とも称された新たな拠点市街地の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と，引き続く市街地の拡大によるとみられる。し

かし市街地拡大の余地が減った 2000 年からは停

滞し，2010 年から人口減少に転じるとの予測も報

道されたりした。ところが，2010～15 年の間は

増加の勢いを取り戻し，これは 2011 年の大震災

による沿岸被災地からの人口流入，いわゆる「復

興特需」の恩恵とされる。 

これに対して黒松，旭ヶ丘，台原各駅の近隣地

では，1990 年から停滞か減少となって 2010 年を

迎えた。そして大震災後は，旭ヶ丘と台原は増加

に転じ，黒松は「特需」の効果もなく減少を続け

ている。これは 3 駅の近隣地域が戦後最も早く郊

外化が進んだ住宅地域であるため，1990 年頃には

住宅の老朽化と，各世帯の子供の独立・他出によ

る高齢化とが進んでいたためと推察される。 

 

図７ 黒松，旭ヶ丘，台原駅の 500m 圏と 1km 圏の町丁 
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図８ 駅 500m 圏と仙台市の人口･世帯数の推移 

黒松,旭ヶ丘,台原＝左目盛，仙台市＝右目盛 

1985 年の仙台市は泉市との合計。世帯グラフの 1985 年の 

「黒松」駅圏の数値は,泉市統計書に町丁別の記載なく不詳。 

 

 この間，地下鉄開通による人口吸引効果もあっ

たろうが，経年変化による少子高齢化と老朽化の

ほうが上回ったといえるのであろう。こうした人

口減少は，3 駅の近隣地区を含む古い住宅地に共

通の傾向であろう。 

・世帯数・世帯数・世帯数・世帯数：一方で世帯数の推移をみると（図８下），

仙台市全体では一貫した増加を示すが，旭ヶ丘と

台原は人口ピークの 1990 年から 10 年後の 2000

年をピークに減少に転じた。つまり人口ピークか

ら 10 年間は世帯数が持続した後，減少に転じた

ということになる。それが 2010～15 年では人口

と同様に再増加に転じ，ここにも「特需」の効果

があったとみられる。 

 

これに対して黒松ではほぼ微増傾向が続いてお

り，旭ヶ丘と台原が同傾向を示すのに対して，異

質であるといえる。その要因は，大規模な公営ア

パート群が集まるためとみられる。それと関連す

るとみられるグラフの特徴を指摘すると，黒松で

は人口に比べて世帯数が少ないことが，台原と旭

ヶ丘のグラフとの離れ具合から明らかである。こ

れはすなわち，黒松は台原，旭ヶ丘と比べて大人

数の世帯が多いか少人数の世帯が少ないかのいず

れかを意味する。この点を念頭におきつつ，他の

統計値をみてみる。 

3333）人口特性）人口特性）人口特性）人口特性；年齢構成；年齢構成；年齢構成；年齢構成    

 人口の年齢 3 区分別構成の推移をみると（表２）、

1990~2015 年の間に年少人口率の減少と 65 歳以

上人口率の増加が顕著だったが，それ自体は仙台

市全体と同様である。特徴的なのは，黒松の著し

い変化で，これはやはり公営アパート群の集積と

関連するものだろう。一方，旭ヶ丘と台原の少子

化・高齢化の進み具合は，市全体よりは緩やかで

ある。これはつまり，1990 年時点で少子・高齢化

が市全体より進行していたためであろう。 

 

表２ 年齢 3 区分人口の構成比と変化率 

 

    

4444）世帯）世帯）世帯）世帯類型類型類型類型    

 この点は世帯特性の諸表から確認できる。まず

家族類型別構成比と変化率（表３）でみると，「夫

婦と子供」の世帯の減少が目立ち，特に黒松と台

原で全市の値よりも大幅な減少であった。それに

人口 

総世帯 
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対して増えたのは「単独世帯」の増加で，これは

全市的傾向である。 

 

表３ 家族類型別世帯比率と変化率 

 

 

 注目すべきは，旭ヶ丘と台原は単独世帯率が

1995 年で既に全市の値を上回っており，子育て家

族が暮らす郊外住宅団地としてよりも，単身者世

帯が過半を占めていたことである。それに対して

黒松では 1995 年以降に単身世帯が急増して，

2015 年では過半を占めるに至った。これも地下鉄

駅設置の効果なのだろうか。 

 こうした家族類型の変化は，世帯の規模にもそ

のまま反映している。すなわち，世帯人員別の世

帯数をみると（表３），2015 年で 1 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

割を占めるようになり，これは仙台市を上回る。 

世帯の小規模化は，住宅団地の経年変化に伴うラ

イフステージの進行によるものと，地下鉄駅開設

に伴う若年通勤者の単身世帯や夫婦世帯の増加に

よるものとの両面から進んでいると推察される。 

 世帯類型には，2005 年から「高齢者（65 歳以

上）のみの一般世帯」という項目が加わった。10

年間の変化になるがこれを整理してみると（表４），

黒松，台原，仙台市で増加し，旭ヶ丘では減少で

あった。その家族類型は，「夫婦のみ」と「単独世

帯」の 2 つで大半を占めていることがわかる。こ

のうち「単独世帯」すなわち「独居老人」の実数

は，黒松で 346 から 506，旭ヶ丘で 204 から 293，

台原で 287 から 506 に増え，特に黒松では仙台市

の 9％を大きく上回る 12.3％になった。 

 

表４ 高齢者のみ世帯の割合 

 

 

4444））））住宅類型住宅類型住宅類型住宅類型    

 住宅の所有関係では，持ち家が多数派だった住

宅団地から，地下鉄駅の開設によって民営借家が

増えるという変化が予想される。表５をみると，3

地区ともに大きな変化はみられない。ただ意外な

点は，旭ヶ丘と台原では，1995 年の時点で民営借

家の世帯が多数派で，その比率は仙台市全市より

も高かったことである。調査時点の 1995 年 10 月

は地下鉄開通から 8 年経ており，これは地下鉄開

通の効果かどうか，開通前の国調データと比較し

てみたいところである。 

 こうした世帯の特徴は「住宅の建て方」別構成

にも表れている（表６）。すなわちこの 3 地区では，

公営アパート群が集まる黒松以外の 2 地区でも，

1995 年において一戸建てよりも共同住宅の世帯

数のほうが多数であり，2015 年には 7 割を占める

状況になっている。これが世帯の小規模化と連動
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しているのであろう。 

表５ 住宅所有関係別世帯比率と変化率 

 

 

表６ 建て方別世帯比率と増減数 

 

 

5555））））小括小括小括小括    

 以上のように，同じく仙台北部の開発の古い「旧

郊外」に属する黒松，旭ヶ丘，台原では，少子高

齢化が着実に進行した点や，当初から借家世帯の

比率が過半を占めていて，戸建て・持ち家の典型

的な「郊外団地」とは特徴を異にしていた点で共

通していた。しかしその内実は一様ではなく，黒

松では公営借家，旭ヶ丘と台原では 1990 年時か

ら既に「1 人世帯」もあった点と，震災以後の人

口動向も，黒松では減少を継続し，旭ケ丘と台原

では増加に転じた点など，特に旭ヶ丘と台原では

「郊外」というよりはむしろ「都心周辺」として

の特徴があるように思われ，それに地下鉄による

利便性が寄与している可能性がある。 

 実地調査にあたっては，こうした地域性の違い

を考慮に入れたい。 

    6666））））地下鉄乗車人員地下鉄乗車人員地下鉄乗車人員地下鉄乗車人員    

 統計分析の最後に、地下鉄駅ごとの乗車人員の

推移をみておくと（図９），大震災の 2011 年に八

乙女駅が被災して台原駅が終点となったことで，

台原のみ増加で他は減少となった。しかしそれよ

りも注目すべきは，それまで漸減していた乗車人

員が震災後は増加に転じていることである。 

 これは，沿岸部から仙台市内に転入した被災者

による人口増加，いわゆる「復興特需」と報じら

れた現象が影響しているとみられる。旭ヶ丘と台

原でも増加傾向にあるが，その影響のためか，あ

るいはマイカー通勤をやめた高齢者が増えたため

か，実地調査の課題にしたい。 

 

 

図９ 地下鉄乗車人員の推移 

 

Ⅳ．新旧地形図にみる対象地域の変化 

 最後に，対象地域の昭和から平成にかけての長

期変化の様子を，新旧の地形図（a）～（f）によ

りみておきたい。まず（a）をみると，図幅の下を

仙山線の鉄路と梅田川が横断し，左下スミに北仙

台駅，右下に東照宮がみえる。左下から中央上に
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かけて「陸羽街道」と記された国道 4 号が通り，

右下から中央上にかけて走る鉄路は，通町から中

新田を結ぶ軽便の仙台鉄道である。現在の台原は，

等高線をみる限りおそらくは梅田川の河岸段丘と

推察され，その平坦地を利用して射撃場が設置さ

れている。集落は左下の「堤町」，射撃場のそばの

「臺原」，その南東の段丘上にも屋敷林を伴う小集

落がみえ，街道沿いに「北根」の路村がみえる。 

 なお，臺原の背後の丘陵は陶土がとれたために

「瓦山」と呼ばれ，瓦窯が開かれた。堤町にも日

用雑器を焼く登り窯が開かれ，仙台の郷土玩具の

「堤人形」の工房が今に続く。 

 戦後（b）の図をみると，戦前の状況からほとん

ど変化はない。唯一，右下に南光学園（東北中学）

立地しているが，その立地は（a）の直後の 1929

年であった。 

 付近に市街化が広がったのは（c）の図からで，

高度経済成長期に入ってからのことである。図の

北半部に 1956 年に廃止された仙台鉄道の鉄路が 

 

（a）1928 

まだみえている。 

 ところで，この図中の台原や南小沢と旭ヶ丘の

街路パターンの違いから，次のことが読み取れる。

すなわち，不定形市街地の台原では一体的な開発

計画もなくスプロール（虫食い）的に宅地化が進

んだの対して，旭ヶ丘は整形街路の「住宅団地」

として一体開発されたということである。前者は

郊外化の最初の形態を呈するもので，後者は仙台

の周囲の丘陵地を切り開いて進行することになる

郊外住宅団地開発の形態を示すものである。 

 さてその後は（d～）国道 4 号の西側も含めて

市街化が進み，団地内の空地も充填される。そし

て（e）になると，森林公園の東縁に地下鉄が通り，

また北郊の住宅団地群を東西に貫通する広い都市

計画道路が森林公園の北と南に開削された。そし

て今日（f）では，森林公園以外の土地がほぼ市街

地で埋め尽くされる状況となっている。 

 また台原を特徴づけた射撃場は警察学校になり，

さらに小・中学校に転換されている。 

 

（b）1946 
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（c）1964 

 

（e）1990 

 

（d）1977 

 

（f）2015 


