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I　はじめに

　日本における都市化の進展を説明する場合，都

市近郊での宅地開発という側面は極めて重要な意

味を持つ。都市近郊での宅地開発は，これまで都

市への急激な流入人口の受け皿として進められ，

都市の変容と拡大を説明する主要な要因とされて

きたからである。こうした状況を踏まえて，地理

学分野においても都市近郊での宅地化研究がさか

んになされてきた。ただし，その対象地域は，規

模的には大都市1），または広域中心都市2）程度が

中心であり，人口流入の激しい，大規模な宅地開

発の活発な地域が多かった3）。

　本研究では，県庁所在都市として人口増加が比

較的緩やかに進行している4）福島市を取り上げ，

5ha以上の大規模宅地開発5）および1，000㎡以上の

中小宅地開発を含めた宅地開発の特性を時系列的

に分析することを目的とする。研究目的にしたが

い，まず福島市における宅地開発の状況を概観し

た後，開発面積および用途・主体。位置からみた

1，000㎡以上の申小規模を申心にした宅地開発を

1980年度と1990年度興で比較検討した。検討には，

開発許可6）に関する福島市都市計画課の資料，お

よび当市で宅地開発を1960年代より継続している

福島県住宅供給公社（以下，住宅供給公社）の宅

地開発7）に関する資料を用いた。さらに，5ha以

上の大規模宅地開発に関する近年の特性を分析し

た。ここでは、大規模住宅団地開発に関する福島

県土地調整課の資料，および土地区画整理事業に

関する福島市区画整理課の資料を用いた。

皿　福島市における宅地開発の概観

　福島市は，県庁所在地として国の出先機関や各

種機関が集積し，行政機能の中心都市として位置

付けられている。一方で，人口規模において福島

市は，いわき市，郡山市についで県内第3位にラ

ンクされ，商業・サービス機能も郡山市やいわき

市などの県内の他の都市よりも卓越するものでは

ない8）。こうした都市の特性を反映し，人口増加

も緩やかな伸びを示すにとどまっている。

　緩慢な人口増加は，福島市の大規模住宅団地造

成総面積にも反映している。第1図に示したよう

に，当市の大規模住宅団地開発面積は郡山市と同

程度ではあるものの，いわき市の3割強程度であ

り，近年において大規模住宅団地開発がさかんに

なされたとはいえない。もちろん都市の外延的拡

大における大規模住宅団地開発の果たす役割は無

視することはできないが，それと並んで第ユ図で

は扱われていない中小規模の開発も大きな意味を

持つものと推察される。

　そこで次章では，まず1，000㎡以上の宅地開発

の特性を分析する。その後，5ha以上の大規模宅

地開発の特性を明らかにする。

　なお，第1図に示したように，福島市での大規

模住宅団地開発において，1980～1984年の総面積

は1985～1989年の2．8倍，1件あ，たりの平均開発

面積も1980～1984年の5年聞では40．7haと，

1985～1989年の平均面積である10．8haの約4倍

に達する。このように1980年代前半と後半とでは

開発規模において異なる傾向を示すので，比較検
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福島県

都市別

総面積
（ha）

竃福島市（N＝10）麗郡山市（昨7）口いわき市（N＝19）

福島市

年代別

総面積
（ha）　　蘭1970～79年度（昨3） 霞1980～84年度（N＝3）

□その他（N＝66）

口1985～89年度（N！4）

第1図　福島県および福島市における大規模住宅団地造成面積（1970～1989年度）

　　　　（注）：大規模住宅囲地とは開発面積が2ha以上のものを示す．

　　　　　　　　　　　　　　（福島都市計画図および福島市都市計画課資料より作成）I

討に際しては，これらの相違を考慮に入れ，1980

年と1990年の2つの年度を選択した。

皿　福島市における宅地開発の特牲

　皿一1　開発形態から見た宅地開発の特性

　本節では1件あたり五，O00㎡以上の宅地開発を

対象とし，その特性を開発面積および用途，開発

の場所，開発主体という開発形態の3側面から，

1980年度と1990年度ごとに分析する。

　1）1980年度における宅地開発の特性

　当年度の宅地開発は，総数57件，総面積

926，100㎡であるが，このうち約8割を占める

73．7haは，住宅供給公社が南部丘陵地で行った

蓬衆町における大規模住宅団地開発にあたる。こ

れを除くと1件あたりの平均開発面積は約
3，381㎡9）である。実際の開発では57件中30件が

2，O00㎡未満であり，全体として2，OOO㎡未満の小

規模開発が主流となっていた。また，用途別に見

ると戸建住宅用の宅地開発が総面積916，216㎡と

面積全体の約99％を占め，戸建住宅用の開発が大

部分であった。

　開発の場所の特性を確認するために，第2図に

町丁を単位として主体別に開発面積を示した。開

発の中心は，件数上は東北自動車道と国道4号で

挟まれた区域とその隣接区域である。開発件数全

体の約7割にあたる41件がこの区域での開発で

あった。その外側の蓬莱町，東北自動車道の西部

第2図

5km

福島市における宅地開発（1980年）

（25，000分の1福島都市計画図および福島市

都市計画課資料より作成）．
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の町庭坂，下鳥渡，北部の飯坂町飯坂などでも，

2haを超える開発が行われた。

　開発主体に関しては，まず第1に都市外縁にお

ける住宅供給公社の盛んな開発を特性として指摘

できる。例えば73．7haの大規模な蓬莱町での開

発は南部の丘陵地帯において行われ，面積のみな

らず計画戸数・人口も840戸，3，100人と，隣接す

る蓬衆第！住宅団地王0）とともに南部丘陵地宅地

開発のユつの核となっている。同公社はその他，

西部の町庭坂，東部・岡部，南部。大森と市の外

縁部で開発を行っており，この時期の福島市での

宅地拡大に大きく寄与した。同公社は福島県を設

置団体とする公益組織であり，公杜の開発が，行

政当局の意向を反映する形で進められているu）。

　開発主体からみた特性の第2は，住宅需要が旺

盛な地区における資金力のある民間企業による開

発である。例えば，第ユ表に示したように，蓬莱

町を除けば，民間企業による開発が住宅供給公社，

組合，個人などの開発件数。面積を上回り，それ

ぞれ41件，119，290㎡となる。このうち特に株式

会社による開発が31件であり，面積上も民聞企業

開発の8割を占め，資金力・組織力の備わった主

体が開発の中心となっていた。これら民聞企業の

開発は，市の申心近郊の御山，奥羽本線沿いの八

第1表　福島市における開発主体ごとの宅地開発

　　　　総面積
　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：㎡

開発主体 1980年度（件数） 1990年度（件数）

民聞企業　株式会社　　　　　有隈会社　　　　　含名会社1＊民間企業総面樹
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個　　人 ！0，797（6） ！3，155（7）

総合組織 14，859（5） 2，949（2）

　住宅供給公社1＊蓬薬町除く総面積1 776，846（4）140，090（3）〕 34，871（2）

福島市 4，308（1） 10，881（2）

その他 0（0） 6，162（2）

　　合　　計1＊蓬莱町除く総面積1 926，100（57）1！89，344（56）〕 166，！80（49）

（福島県土地調整課資科より作成）．

島田や笹木野，飯坂温泉を含む飯坂町飯坂など潜

在的に土地需要の大きい区域や，5haを超える大

規模宅地開発の「しのぶ台ニュータウン」開発を

1981年に控えた下鳥渡など，将来の需要拡大が期

待できる区域にみられる。

　2）1990年度における宅地闘発の特性

　当年度の宅地開発は，総数49件，総面積

166，180㎡であり，1件あたりの平均開発面積は

約3，391㎡と，ヱ980年度の蓬莱町を除いた平均面

積よりも若干増加している。実際の開発でも

2，000㎡以上のものが49件中28件と，全体として

開発規模が拡大傾向にある。拡大傾向にあるのは，

特に株式会社および福島市が主体の開発であり，

一件あたりの平均開発面積における増加は，それ

ぞ291㎡，1，132㎡である。また，用途別にみてみ

ると，共同住宅用の開発が13件，32，968㎡と全開

発面積の19．8％を占めている。この面積は1980年

度の共同住宅用開発面積の3．3倍にあたり，共同

住宅の建設が増加している。

　次に，第3図から開発の場所に関する特性を考

⑱氏閲企薬宅地關鞘芦建佳宅用〕

鱈傾人による宅地鰯発｛戸建僚宅珊

㊧組合による宅地騎熱戸建住宅剛

㊧往宅供給公社の宅蝿鰯発｛戸建僅宅剛

息民閲企桑宅地闘発｛共闘佳宅用）

底欄人による宅飽鰯発侠同僚宅測

A鯛市による鶴繍綱鶴刷、
○その他による宅鰯発炉離宅用〕
…一一■一一欄鳥市支所界

一一…一市駆村界

帰／111

第3図　福島市における宅地開発（ユ990年）

　　　　（25，000分の1福島都市計画図および福島市

　　　　都市計画課資料より作成）．
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察する。開発の中心は，1980年と同様に件数上は

東北自動車道と国道4号で挟まれた区域およびそ

の隣接区域であり，全体の約7割にあたる36件が

この区域での開発であった。しかし，1990年度で

はこの区域の申でも，第3図申，東北新幹線や国

道4号沿いの丸子，北矢野目，東北自動車道沿い

の笹谷，都心の北側を流れる松川北岸の北沢又と

いった，いずれも市の北側区域に，開発面積が

5，000㎡を超える地域を確認できる。さらに，開

発の中心的区域の北部に位置する地域でも，東北

自動車道の北方，飯坂町飯坂，飯坂町平野，飯坂

町湯野などにおいて1ha前後の開発が行われてい

る。このことから宅地開発の盛んな区域が北側に

移動したといえる。

　開発主体からみた宅地開発の特性としては，ま

ず第1に民間企業および個人による共同住宅建設

を目的とした開発の増加を指摘できる。この種の

開発は特に都心を含む中央，都心地区に隣接する

八木田，北中央などで盛んであった。増加の背景

としては都心周辺での新規戸建用地の確保が困難

であるなどの理由のほか，1991年に崩壊を向かえ

るいわゆる「バブル経済」の影響を想定せざるを

得ない。特にこの時期に進行した地価の上昇と，

それに伴う土地の担保力の増大が，個人べ一スの

宅地開発を可能とし，また民問企業による収益性

の高いマンションなどの共同住宅開発を促進し

た。

　開発主体からみた特性の第2は，資金力のある

民間企業による宅地開発の拡大傾向である。株式

会社による開発は23件，77，613㎡と全開発面積の

46．7％を占め，1件あたりの平均開発面積も，

3，374㎡と1980年度よりも300㎡ほど増加した。

　第3は，市北部で行われた開発において，特に

民間企業と住宅供給公社が中心的役割を果たして

いたことである。例えば第3図で示した丸子。北

矢野目。笹谷。北沢又より以北で行われた開発

は，総面積で8．6haにおよび，1990年度の総開発

面積の51．7％を占めている。このうち民聞企業と

住宅供給公社による開発は6．9haと，北部開発面

積の80．5％に達し，この両者が市北部での開発の

中心を占めていたといえる。特に住宅供給公社に

よる開発は，都心から約5～8㎞という都市外縁

部にあたる北部の飯坂町平野および飯坂町湯野で

行われ，北部への都市拡大に寄与している。

　1980年度との比較において1990年次の特性をま

とめると以下のようになる。1）近年，開発面積

からみると，中小規模を中心とする宅地開発は規

模拡大傾向にある。この傾向は，特に資金力の大

きい民間企業においてみられる。2）開発用途の

中心は戸建住宅建設目的であるが，1990年度では

共同住宅用の宅地開発が増加している。この増加

は，都心および都心隣接区域における民間企業お

よび個人による開発の増加に基づいている。3）

宅地開発が盛んになされている開発中心区域が，

市の北側に移行している。こうした市北部での開

発では民間企業と住宅供給公社が中心的存在とな

り，北部への都市の拡大に寄与している。

　皿一2　大規模宅地開発における特性

　前節においては，1，000㎡以上の宅地開発を対

象にして比較分析を行った。本節においては1975

年以降に実施された大規模宅地開発に焦点をあ

て，その特性を分析する。

　大規模宅地開発は，宅地を一度に大量に生み出

すという側面から，都市の外延的拡大において重

要な意味を持つ。この側面を重視して，宅地供給

を目的とした開発に着目し，都市計画法に基づく

開発許可を必要とする大規模住宅団地開発に加え

て，区画整理事業も大規模宅地開発の一種とみな

して分析する。第2表に，対象となる1975年以降

の大規模宅地開発を示した。

　1）開発規模。隼代。場所の特性

　まず，開発規模からみた特性をまとめる。1975

年以降の開発は21件，総面積768．3haとなり，1

件あたり平均は約36haにおよぶ。開発の結果生

じる計画人口の合計は5万人余となり，この計画

人口は福島市の1975年から1995年までの人口増加

数3．9万人を大きく上回っており，市内での人口

移動や今後の人口増を勘案したとしても，宅地・

住宅供給という側面において大規模宅地開発が人
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第2表 福島市における大規模宅地開発（1975～1995年度）

着工年
名称

開発主体
開発面積 計圃人口 名称

開発主体
開発面穫 計画人口

（住宅団地開発） （h盆） （人） （醐整理事業） （ha） （人）

｝975年 瀬上東部 区函整理組合 王6．8 1，420

王976 福島申央 区画整理組合 至04．1 6，300

1978 桜台ニュータウン 民間企業 25．5 1，950

五月乙女団地 組合組織 5．3 796

1979 蓬薬第2団地 住宅供給公社 73．7 4，500

198至 しのぶ台ニュータウン 民間企業 43．8 4，424

1983 鳥川団地 組合組織 10．2 70垂

1984 渡利南向台ハイタウン 組合組織 68．4 5，500

1985 庭坂第二団地 住宅供給公社 5 544 金谷川駅前 福島市 19．5 1，100

1986 松川羽山 区画整理組合 63．9 3，800

飯坂南部 福島市 29．6 1，700

1987 南福島ニュータウン 民間企業 25．5 2，300 鎌田第一 区画整理組合 1
9

1，420

王988 月の輸台団地 民間企業 7．9 800 福島酉 区函整理組合 58．8 3，500

平野田園住宅団地 民間企業 5 420

1990 大森 区函整理組合 9．8 580

1991 福島北 福島市 亘20，6 7．200

1992 上名倉荒井 区画整理組合 50．2 988

福島駅西口 福島市 5．7 570

（福島県土地調整課資料およぴ福島市区画整理課資料より作成）．

口増加を上回る規模で進められた。

　開発を年代ごとに迫ってみると，第2表からも

明らかなように，1978年から1985年にかけて住宅

団地開発が断続的に行われており，この時期が大

規模住宅囲地開発のピークであった。これ以降，

南福島ニュータウンなどを除けば，大規模開発の

申心は区画整理事業に移行している。

　開発の場所は，第4図に示した。都心近郊の下

野寺（現，東中央・西中央・南中央・北中央）を

中心にした福島申央区画整理，都心近郊の野田町

を中心にした福島西区画整理，都心北部・松川北

岸の南矢野目を中心にした福島北区画整理などの

ように既成市街地を含む都心近郊において大規模

な区画整理事業が施行されている。一方，国道4

号以東の丘陵地帯おいては，渡利南向台ハイタウ

ン，南福島ニュータウンあるいは蓬衆町第2団地

といった大規模住宅団地開発が盛んであった。

　2）開発主体の特性

　さらに開発主体からは，次のような点を特性と

して指摘できる。

　第ユに，民間企業による大規模宅地開発の減少

である。第1表に示した通り，当市における民閻

企業の開発件数は1975年以隆，5件，107．7haで

あり，同じ期聞に行われた大規模宅地開発の総面

積に占める割合は14．0％である。特に1985年以降

のみに着目すると，この割合は9．1％に滅少し，

民聞企業が大規模宅地開発において果たす役割が

小さくなっている。この背景には，都心近郊での

開発適地が確保しにくくなっている状況や，1980

年代半ば以隆の好景気に伴う地価上昇で土地取得

費用が高騰し，開発資金調達が困難になっている

状況などがある。ただし，1985年以降において大

規模宅地開発自体は減少傾向ではあるものの，前

章の1990年度の特性で明らかにしたように，この

時期に民間企業の中小の宅地開発は拡大傾向にあ

り，さらに都心や都心近郊での共同住宅用の宅地

開発が活発になされていた。したがって，1980年

代半ば以降における民間企業の開発は，中小規模
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第4図　福島市における大規模宅地開発（1975～

　　　　ユ995年）

　　　　（注）：図中の開発名称は第2表と対応して

　　　　いる．

　　　　（25，O00分のユ福島都市計画図，福島市区画整

　　　　理課資料および福島市都市計画課資料より作
　　　　成）．

の宅地開発や共同住宅用宅地開発を指向する傾向

にあった。

　第2に，区画整理事業による開発の増加を指摘

できる。特に1985年以降の開発においては，五3件

中9件が区画整理事業の形態で施行されており，

開発面積では全体の89．7％に達している。区画整

理事業のうち区面整理組合を主体とする開発の意

義・利点は，松原12）によれば，規模の拡大がは

かられたり，買収地が散在していてもまとまった

開発が可能となる，公共負担は組合員全員で負担

するため自己負担が軽減される，あるいは事業に

おける反対者に対して強制力を持つ，などのよう

に説明されている13）。これらの理由により，開

発適地の確保が困難な都心近郊では，今後も区画

整理形態，特に区画整理組合主体の開発が採用さ

れると予想される。

　第3は，区画整理事業による大規模宅地開発が

都心近隣での市街地拡大および市南部での宅地開

発の新たな推進力となっている点である。都心近

郊では1985年以降，福島西・福島北区画整理事業

が行われ，合計ユ79．4haの面積が開発された。特

に福島市による福島北区画整理事業は，開発面積

ユ20．6haと，前節のユ990年度における宅地開発総

面積16．6haの7．3倍に達する。この開発は，都心

北部・松川北岸の南矢野目を申心に行われてお

り，都心と連坦した市街地拡大を促している。ま

た，郊外における1985年以降の区画整理事業の中

心は，金谷川駅前。松川羽山・大森・上名倉荒井

の各区画整理事業が実施された市南部であり，開

発面積は合計143．4haに及ぶ。しかも市南部での

区画整理事業は，大森区画整理事業を除けば，い

ずれも都心から約7k㎜以上離れ，前節で分析した

五990年度の宅地開発の位置よりも遠距離の郊外で

行われている。こうした区画整理組合や市が開発

主体となる区画整理による開発が，市南部への都

市拡大を促しており14），前節の1990年度の特性

で指摘した北部への都市拡大とは，中心となる開

発主体。開発手法において異なっている。

　以上，本章における分析の結果明らかになった

大規模宅地開発の特性は以下の3点に要約され

る。1）1975年以降の開発は，計画人口において

同時期の人口増加数を大きく上回るぺ一スで進め

られた。開発のピークは1978年から1985年にかけ

てであり，特に顕著だったのは国道4号以東の丘

陵地帯であった。2）1985年以降，郊外での民間

企業による大規模開発が減少傾向にある。一方，

都心近郊での大規模な区画整理事業が増加傾向に

あり，今後も都市内部での区画整理による宅地開

発が行われると予想される。さらに，区画整理事

業による大規模宅地開発は近年，北部のような民

間企業や住宅供給公社を中心とした宅地開発がみ

られない市南部での宅地開発の中心的役割を果た

している。こめ結果，市北部における宅地開発で

は民間企業や住宅供給公社が重要な位置を占める

一方，市南部では区画整理事業が宅地開発の中心
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的位置を占めるという地域的差異が生じている。

M　緒論

　本稿では継続的な人口増加と都市発展が認めら

れる福島市を研究対象地域として，近年における

宅地開発の特性を分析した。その結果，以下のよ

うな特性を明らかにできた。

　1）宅地開発面積からみると，近年の福島市に

おける中小規模の宅地開発は，規模拡大傾向を示

している。開発用途の申心は戸建住宅建設目的で

あるが，近年では共同住宅用の開発が増加傾向に

ある。

　2）近年の共同住宅建設を目的とした開発は，

都心および都心隣接区域において顕著である。開

発主体の中心は個人および民間企業であるが，特

に資金力のある民間企業が中核を占める。

　3）近年，宅地開発の中心区域が都心近郊から

北方へ移行する傾向にあり，北部への都市拡大に

つながっている。特に北部への都市の外延的拡大

に大きな役剖を果たしていたのは民間企業と住宅

供給公社である。

　4）都市の外延的拡大を促している要因として

は，大規模宅地開発も重要である。1975年以降の

大規模宅地開発は，計画人口において同時期の人

目増加数を大きく上回るぺ一スで進められている

からである。このうち住宅団地開発は1978年から

1985年にかけてピークを迎え，国道4号以東の丘

陵地帯が開発の申心であった。

　5）1985年以降，大規模開発において民聞企業

による開発が減少し，区画整理組合や市を主体と

する区画整理事業に大規模宅地開発の重心は移行

した。今後も都心近郊などにおける区画整理によ

る開発が行われると予想される。

　6）区面整理事業による大規模宅地開発は，都

心近隣での市街地拡大を促した。同時に，1985年

以降，特に市南部では宅地開発の中心的役割を果

たしている。この緒果，市北部における宅地開発

では民間企業や住宅供給公社が重要な位置を占

め，市南部では区画整理事業が宅地開発の中心的

位置を占めるという地域的差異が生じている。

　以上が，分析の緒果明らかになった近年の福島

市における宅地開発の特性である。特に，1980年

代に入り区画整理事業が大規模宅地開発の申心を

占めるようになった点は，千葉による仙台都市圏

での研究王5）で指摘された特性と共通している。

大規模宅地開発において，地方公共団体や区画整

理組合主体の区画整理事業は既述の通り今後も続

くものと思われる。

　一方，中小規模を中心にした民間企業による宅

地開発は，経済動向と密接に関連しているため，

開発傾向は常に変化する。特に王991年のバブル経

済崩壊以後，宅地開発の傾向において1980年度お

よび1990年度とは異なる特性がみられるはずであ

る。本稿では，こうした最新の宅地開発の特性は，

大規模なもののみしか扱えなかった。中小規模を

含めた最新の宅地開発の特性に関する分析は，今

後の課題としたい。

　本稿作成にあたり，福島市役所都市計画課および同区面整理課の方々，福島県企函調整部土地調整課の

大瀧　正氏，福島県住宅供給公社企画販売部企画課の佐々木俊仁氏，その他関係各機関の皆様には快く調

査に御協力いただきました。また，佐々木博先生・斎藤　功先生はじめ筑波大学地球科学系の諾先生か

らは，現地調査と本稿作成の御指導をいただきました。以上記して厚く御礼申し上げます。
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