松 戸 市 の 都 市 化
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松 戸市は千葉県北西 部に位置 し,昔は宿場町,港町 と して栄 えたが,現在は東京の衛星都市 とし
ての性格 を強めてい る｡ 人 口も昭和 3 5年 〜 4 0年にかけ て急激 に増加 し人 口増加率 8 5多と夜っ
ている｡ 昭和 46年 10月現在人 口273.
106人で 千葉県下で 中堅都市 になった｡ こうした人 口増
加の主因は社会増加に よる もので,転入者は主 に都区部か らの者に よって 占め られ ている｡ 転入者
の通勤先 は 7割が東 京都 内である｡ この ように松戸市は東京か ら流 出す る人口を受け入れ, しか も
この よ うに して入ってきた人 々は,昼 間は通勤通学の形で東京都‑流 出 しているので ある｡ すをわち
松戸市は東京の衛星都市 をので ある｡
都 市化は農業に も変化 を もた らしたO 松戸市は以前は近郊農 業地帯 と して東京に野菜 (特にね ぎ,
みつば )を供給 していた｡ それ が昭和 35年に 日本住宅公団常 盤平団地がで きたのを始めとし東部
の畑 作地帯 である台地上 に住宅が広が っていった｡ 西部の沖積低地のほ うは住 宅地 としては不適を
ため水 田 として残 ってい る｡ 畑作地帯 では専 業農家が 多 く,経営規模 も大 きいが水 田地帯では兼業
農家が 多 く経営規模 も′
J
､
さレも 今 後いかに都市化に対応 してい くかが課題 で ある｡
松戸市の=業の発達 もめ ざせ し く,昭和 35年 と比べ 4 5年では事業所数 は 2倍,従業者数は 7
倍,製造 品出荷額は 35倍 とい う伸 びを示 している｡ 第 2次産業率 も 4 2.0 虜で松戸市は工業都市
であると言って もよい だろ う｡ 市 内には 3つの工業団地が あって (北松戸工業団地 ･稔台工業団地 ･
松飛 台工業団地 )そ こには大規模 を工場が集 まっていて,金属製品 ･紙 パル プ加工 品 ･機械な どを
生産 してい る｡従業者は半数以上 が市内の人で 占め られてお 9,号が徒 歩で通勤 していることか ら
も離農 した人たちが近 くの工業団地‑ 勤めている もの と思われ る.
商業は都心か らあま 9離れてい覆い とい うてんか らも,購買力が東京‑ 流出 して しまいがちで あ
る｡ 商店数は増加 しているとはいえ, 日用品の供給に とどま って多 くの購 買力は東京に吸収されつ
つ ある｡ これ を防 ぐには大型百貨店の進 出をはか 9,商業 中心 を形成すべ きで ある｡ 現在長崎屋,
扇屋が松戸駅前に進出 してい るが,松戸駅周辺 に拠点 を形成 し,東京‑ の流 出を食い とめるべ きで
ある｡
市街地の拡大を見 ると明治時代 には松戸駅の西側に帯状 に広が ってい る｡ これは宿場町 として栄
えていたためである. 大正時代には西側の低地部 に市街地が広 が 9,地方都市 としての機能を もっ
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た時期で あった｡ 現在の市街地は東部の台地上 に広 が D,大都市東京の衛星都市的機能 を もった時
期 で ある｡
松 戸市の衛星都 市的側面は今後さ らに強化 され る ものと思われ る｡ そ の 中での都市化 に対応 した
農業経営 を今後いかに存続 させ てい くかが松戸市の課題 で あるといえ よう.
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本論文の調査地域は行政地域鹿児 島市 である. この中で も市街 地か らはをれた新興住宅地を郊外
鮭宅地 として調 査 した.鹿児島市は九州の南端近くv
cあD,薩摩半島と大 隅半 島を分かつ鹿児島湾 の
西岸の 中央 よbやや北部にある｡ 人口は年 々増加の傾向 にある. 郊外住宅地の地質はほ とん どが シ
ラスで ある｡ シラスは主 として白色砂質 で軽石を多 く含 む火 山噴 出推積物で あ り,鹿児 島県では離
島を除 く県本土面積の約 49帝を占めてい る｡ シラス地帯 の地形はテラスの ようを台地状 を夜 して
いる｡ 他の地質 よDも水に弱 く 100脚か ら 150抑未満の集 中的強雨で崖 崩れ が生 じる｡
郊外住宅地化 は ここ 4‑ 5年間に急激 に伸 びて さてお D,そ の広が b方は無秩序で ところかまわ
ず行をわれ てい る｡ しか もその事業主は公共団体であ D,民 間業者 も少 夜か らず あるが規模か らす
る と小 さい. この ように住宅地が郊外‑伸びてい ったのは過疎県 であ 9なが ら人 口増加 を続け る鹿
児島市の特異性 であろ う. 即 ち三 方 を山にか こまれ平野 部が狭 いので必然的 に住 宅地は周囲の シ ラ
ス 台地 , あ るい は 斜面に住宅地を造成 Lをければ を ら夜 く在ったの で ある｡
郊外住宅地 と一 口にい って も昭和 30年代初 めに着手 された紫原団地 とその後 の他の団地 とでは
明 らかに異 を っている.紫原 団地は長期 にわた って少 しづつ開発 されて,
一部のアパー ト群を除 くと,
住宅は個人が 自由に建てた もので ある｡ ところが他の団 地では一時期 に集 中 してつ くられ住宅 も同
じ形,色の プレ‑ ブが多 くみ られ る｡ これは 開発す る方が土 地だけでな く, 家屋まで作 って分譲す
るため であろ う｡ 住宅地は郊外‑ 伸びてい ったが公共交 通の優は あま り確保 され ていをレも 多 くの
団地では マイカー通勤者が団地居住者の 約与程度 を占めてい る｡ 団地 内は広 くま っす ぐな道路も従
来の道路‑ い くと狭 く, マイカ‑忙 よる渋帯 を きた してい る｡
商店街は団地 内商店街 と鹿児島市 中心商店街 では業種 に差異がみ られた. 団地 内商店街は団地 に
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