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0. はじめに
0.1　研究の背景と目的　地方小都市の中心市街地の形成
過程において、その農村との関係を無視すること出来な
い。本稿で取り扱う福島県田村市船引地区（以降旧船引町）
は葉たばこの栽培で町が栄え、町の中心である船引駅前に
は葉たばこの取扱所が立地していた。葉たばこにより都市
と農村は社会経済上強く結びつけられていた。
　旧船引町は昭和 30年に移村、瀬川村、美山村、文珠村、
芦沢村、七郷村と船引町が合併し、後に要田村の一部を編
入して現在の町域が成立した。現在でもかつての町村の区
分は「地区」という行政単位で残されている。前年度の旧
船引町に関する投稿論文では中心市街地に着目し、その空
間構造の変遷 *1や地元の意向抽出と機運向上に向け行なっ
たワークショップを報告 *2 した。本稿はその視野を旧船
引町全域に広げ、広域構造や「地区」の中心機能や中心市
街地との関係の変化を調査し、まちづくり基本計画策定に
向けた示唆を与えることを目的とする。尚、本研究は田村
市からの研究委託「田村市中心市街地まちづくり基本計画
策定」の一環である。
0.2　研究の手法　本稿の研究は、現地での空間調査、国
土地理院発行の地形図の分析、「船引町史」などの文献調
査と現地住民からのヒアリングに依っている。1章では地
形図から道路構造、建物、集落、水田などを明治、大正の
古地図と現在の地図から読み取りを比較した。2章では主
に現地調査と文献からその空間的特徴と建物利用の変化
を押さえた。3章では 1,2 章の空間の変化をヒアリングと
統計資料で補う。
1．広域の空間構造の変遷
　図 1- Ⅰからは、都市構造は三春町から放射状に伸びる
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3 本の街道（磐城街道、都路街道、浪江・三春線）を軸とし、
この街道沿いに大規模な集落が分布していることがわか
る。またこれらを環状に繋ぐルート沿いにも多少集落の集
積が見られる。大正 8年に現在の磐越東線が開通し、船
引町域には船引駅と磐城常葉駅が開業した（要田駅は昭和
25年開業）。両駅へ通じる道路が開通し、特に船引駅周辺
は、現在の駅前商店街を形作る駅前の三角形の道路構造な
ど、現在の都市構造の骨格が形成された ( 図 1 ｰⅡ )。また
同 14 年には駅前に船引煙草取扱場が開設される。三春方
面への物流が鉄道に取って代わられ、磐城街道の地位の低
下が始まった。
　現在の船引中心市街地の歴史は、都路街道沿いの一宿場
町からスタートする。明治、大正までのこの地域の中心は
隣町の城下町三春であり、また同街道の宿場町としても隣
町常葉町の方が規模は大きかった。しかし、大正時代の駅
の開業、煙草取扱所の開設により、物資集散の中心地とし
て伸長した。
　道路構造は東西の国道 288 号線（都路街道）と南北の
国道 349 号線を軸としたより船引地区に中心性を持つ構
造に変化した。農村部では水田が住宅に転換するスプロー
ルが進んだことで、集落のまとまりが見えにくくなってい
るが、当時からの集落は現在でも何とか維持されている。
しかし、船引駅周辺の中域構造は大きく変化した。昭和
58 年に竣工した石崎ニュータウンや平成に入ってのバイ
パスの整備など、郊外化が進んだ。国道 288 号線（都路
街道）沿いには、大規模商店が昭和 50年代後半から出店
が進んだ。また、磐越自動車道船引三春 IC 付近には工業
団地が建設され、新たな働き場が誕生した。この 30年弱
で住商業の基盤が郊外に整備された。

地方小都市　　まちづくり　　農村部
中心市街地　　郊外化　　　　空間構造　　　

図1　旧船引町の広域構造の変化
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2. 地区中心の空間構造
　周辺集落の変化をより詳細に分析するため、集落の
代表的集落である地区中心の集落に着目し、空間と機
能の変化を追う。現在、地区中心とされる集落をその
成立背景によって分類すると、以下のようになる。
（1）歴史的地区中心（宿場町：移、船引地区）：移地区
は浪江三春線の宿場町として栄え、江戸時代から街村
をなしていた。明治期に入り人や物の交流が盛んにな
ると、その集散地としての地位をますます高め、商業
活動の地方拠点としての地位を高めていった。商店も
大正 15 年には 81 軒にのぼり船引地方第二の商業拠点
を形成していた。現在でも旅館跡などの建築や短冊形
の敷地割、蔵を配す屋敷構に宿場町としての名残を見
ることが出来る。現在でも 30軒ほどの商店が残り、か
ろうじて地区中心としての機能を残している。
（2）街道沿いの集落（瀬川、要田、芦沢、七郷地区）：
これらの地区は、中心となる集落が行政局や学校といっ
た公共施設の移転に伴い多少なりとも変化している。
これらの集落の空間構造は、建物が連続して立ち並ん
ではいるとは言え、敷地割や屋敷構えに規則性はない。
商店も各地区 5軒ほど営業に留まり、空き店舗も発生
し、地区中心としての機能を失いつつある。
（3）街道から脇道に入った集落（美山、文珠地区）：街
道沿いの集落と異なり、歴史的に見て中心としての機
能が弱い。このような集落は建物が不規則に点在し、
中心としての空間的特徴は見られない。
　地区中心の衰退の進行は、往時からの中心たる強靱
な基盤の存在や、船引中心部との距離により多少の違
いはあるが、商店の減少、空き店舗の増加など空間の
荒廃が進み、地区中心としての機能を失いつつある。
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郊外化による大型店舗の立地や自家用車の普及、さら
に道路整備によるアクセス向上により、地区中心の商
店の客離れが始まる。また、中学校の統廃合や公共公
益施設の廃止が地区中心の衰退に拍車をかけた。
　図 3は旧船引町 8町村の人口の変化を表している。
船引地区以外は昭和 30 年をピークに減少に転じてお
り、周辺農村の衰退を如実に示している。船引地区に
ついても人口・世帯数増加は船引中心地区の発展を示
すものではなく、先述した郊外化による社会経済活動
の変化によるものだ。
　今回行ったヒアリング調査からは、どの地区でもか
つては地区内で賄っていた買物も現在は船引地区の
ロードサイド店で済ます行動の変化が明らかになった。
葉たばこ取扱所も平成 16年に閉鎖し、中心市街地へ足
を運ぶことも一層減ったと言う。かつて農業や林業な
どの地区内にあった働き場も、現在はロードサイドに
出来た工業団地で勤務する周辺農村の住民も少なくは
ない。周辺農村からニュータウンへの移住する世帯も
増えている。船引中心地区周辺の郊外化が、中心市街
地だけでなく周辺農村を含んだ旧船引町全域に影響を
及ぼし、中心市街地と周辺農村が築いてきた社会経済
構造を大きく転換させた。

４．中心市街地まちづくり基本計画策定に向けて
　旧船引町は葉たばこを介して中心部も農村部も賑
わっていた。中心市街地再生に向けて、中心市街地だ
けに焦点を当てた施策よりも、地域全体の社会経済を
再生する施策が必要である。かつて中心市街地と周辺
地区の中心が商業や公共サービスの面で役割を分担し
ていたように、中心市街地と郊外部、周辺農村部それ
ぞれが自らの役割を活かし、地域全体でまちづくりを
実行する手立てが求められる。地域内経済を促進する
地域ビジネスや地域外の人を積極的に呼び込むことが、
これらに有効であると考える。

(1) 歴史的地区中心

移地区字町 瀬川地区字軽井沢 美山地区字中旦ノ平

(2) 街道沿いの集落 (3) 脇道にある集落

図２　地区中心の空間構造の比較

図３　旧８町村の人口変化

3. 中心部と農村部の社会経済活動の変化
　旧船引町全体が最も栄えたのは、昭和 30、40 年代
の葉たばこ生産が栄えた時期と重なる。合併後間もな
い昭和 30年代は、以前の旧村単位のコミュニティや生
活習慣が存続しており、地区中心の集落を中心とした
日常生活圏が確立していた。昭和 40年代には葉たばこ
生産が日本一となり、町の経済や農村部の景気も上向
きであった。駅前の商店街に位置していた葉たばこ取
扱所には、周辺農村部から葉たばこを運んでくるトラ
クターであふれ、現金収入を得ると、その足で商店街
で買物をして帰って行ったという。
　昭和 50 年代は 15 年連続の葉たばこ生産日本一を達
成する。駅前商店街は最盛期を迎えるが、船引地区の
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