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This study deals with reconstruction of regional core area in regional hub city whose feature is car dependent and the 

core in the regional before merger. According to questionnaire at Kannabe Kawakita and Kawaminami, Fukuyama, 

three points were revealed. First, this area is car dependent area. However, even though they cannot use own cars, it 

does not affect their everyday life so seriously. Second, there is not statistically significant relations between 

positiveness of regional activities and level of existing satisfaction. Third, the residents request realistic 

reconstruction such as safety roads. The study shows that in similar area, it will be greatly important to strike a 

balance between residents’ needs and medium and long term planning theory in the future. 
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1．はじめに 

1-1. 研究の背景・目的 

日本は人口減少期を迎え、地方都市では人口流失も顕著であ

る。この現象は、地方中核都市と呼ばれる比較的人口規模の大き

な都市でも起こりつつある。本格的な人口減少時代に都市計画的

に対応する手段として、立地適正化計画を活用し、将来人口の動

向に即したコンパクトな都市づくりが全国的に進められている。 

また都市は、地域に根差す文化や生活環境、立地など様々な

空間的特性を抱える地域拠点の集合体とも言える。したがって、

立地適正化計画の策定を検討する上で、それぞれの地域の特徴や

生活の現状を踏まえた、空間の最適化が重要であると言える。 

このような問題意識から、本研究では地域拠点となるべき空

間の最適化に向けた地域拠点の再構築のあり方を明らかにする

ことを研究の目的とする。 

なお、本研究では、地方中核都市の中でも、立地適正化計画

を策定中であり、市町村合併を繰り返した経緯を持つことから、

問題意識と照らし合わせても一定の普遍性を有すると考えられ

る広島県福山市を対象とした。 

1-2. 既往研究のレビュー 

既往研究として石原ら 1)、肥後ら 2)の論文では、駅や支所が多

くの都市で地域拠点として指定されているが、これらは徒歩圏・

近隣レベルでの階層設定には至っていないことや、市町村合併を

経て市域を拡大した都市では実質的な拠点が形成されていると

は言い難いものが多いことが明らかになっている。しかし、地域

住民が持続可能な生活するための地域拠点であるかどうかの検

討は不十分であり、地域的特性などを考慮した地域拠点の重みづ

けによる拠点の構成要素の違いも述べられていなかった。 

また、近藤ら 3)の論文では、地方都市に根強く残る車依存の生

活をしている市民にとって転居傾向が低いということは言及さ

れていたが、移転の誘導方法までは議論されていなかった。 

1-3. 研究の構成・手法 

本研究では、第 2 章で福山市の立地適正化計画基本計画の特

徴や課題を文献調査から明らかにする。第3章では、立地適正化

計画基本方針に示された地域のうち、地域拠点の再構築を考える

べき地区（神辺川北・川南地区）を抽出し、地区の生活や現状の

課題、今後の展望をヒアリング調査やアンケート調査を行うこと

によって明らかにしていく。最後に、第4章で本研究の総括と今

後の研究課題を示す。 

 

2. 福山市の立地適正化計画の特徴と課題 

2-1．福山市の概要 

広島県福山市は、人口464,811人で面積518.14平方キロメート

ル（2015 年国勢調査）の広島県第二の人口規模をもつ地方中核

都市である。福山市は、その他多くの地方中核都市と同様に数度

の市町村合併を経験して現在の市域となっており、今でも旧自治

体単位のコミュニティが存在している。また、空間構造としては

東西に国道 2 号線や、新幹線、JRなど主要な交通軸が形成され

ている一方で、南北軸はこれに比べると脆弱といえる。なお、福

山市では、2020年頃から人口減少局面に入ると予測されている。 

2-2．福山市の立地適正化計画の特徴 

福山市では、2016年10月に市が実施した市民アンケートを含

めて立地適正化計画基本計画が策定されており、2018 年 1 月時

点では、立地適正化計画基本方針の策定と、その際に活用した

GISデータの公表が行われている。 

福山市の立地適正化計画では、他の策定自治体と同じように現

在と将来の人口分布と鉄道駅の分布などを考慮し、都市機能誘導

区域及び居住誘導区域を決定している。交通面では、地域間をバ

スで繋ぐ「ゾーンバスシステム」の導入を進めている。 
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一方で、福山市と他の自治体との違いは、基本計画の中に人口

や鉄道駅などをベースにした誘導区域に加え、「周辺商圏人口」

という指標を活用している点にあるといえる。 

この指標は、人々の生活を支えるスーパーや病院といった民間

事業所が運営していく為に必要な人口を活用したものである。例

えば、コンビニエンスストアには周辺3,000人、地方診療所には

周辺5,000人の人口が必要だと国土交通省４）が示している。この

指標と「500m商圏人口置換処理」という処理を行い空間的に図

示している。さらに、これらの情報と2050年の推計人口を掛け

合わせた地図に基づくと、市街地の東端である東福山駅までや、

市域の西端駅である松永駅周辺にはコンビニエンスストアが運

営できる周辺3,000人以上の規模が見込まれる。一方で、市の南

部に位置し全国的な景勝地の１つである鞆の浦、福山駅から市の

北部や府中市を結ぶ JR福塩線沿線の市街地は周辺 3,000 人未満

の地域が目立ち、コンビニエンスストアですら運営できない地域

になりかねないことが分かる。 

このことからも、鞆の浦や JR福塩線沿線における既存の地域

拠点を早期に上手く再編成し、中長期的にも生活できる空間にし

ていく必要性があるといえる。 

2-3．福山市の立地適正化計画の課題 

福山市の立地適正化計画基本方針で示された、他の策定済み自

治体と同様に将来人口推計や鉄道駅など交通結節点を活用して

誘導区域を決定していること、さらに経済学的観点も活用してコ

ンパクトなまちづくりを誘導しようとすること、市民に対して将

来推計を空間的なデータで示し積極的移住を促すこと、などは合

理的かつ有効な手段といえる。 

だが、商圏人口に代表される客観的状況だけでは把握しきれな

い自然や文化、その地域でしかできない産業や地域への愛着など

を理由に住み続けたい住民や事業者に対しての配慮が少なくな

るのではないかという懸念も同時に存在する。加えて、より中長

期的視点からは、コンパクトになった市街地ではどのような生活

が可能かという実像が共有化できていないことも指摘できる。 

 

3. 神辺川北・川南地区の事例調査 

3-1. 神辺川北・川南地区の基本情報とヒアリング調査 

(1) 事例調査地区の選定理由 

本研究では福山市の地域拠点の今後のあり方を考えていくた

めに、神辺町大字川北及び神辺町大字川南の二つの地区（以下、

川北地区、川南地区と略記）を扱った（図1）。 

 

図1 事例対象地区（左：対象地区の領域、右：福山駅との位置関係） 

これらの地区を対象とした理由は4点ある。第一に、交通利便

性が高いからである。56.81km２の対象地区は、国道 182 号線や

313号線に挟まれ、神辺駅が福塩線と井原鉄道の結節点にもなっ

ていることから自家用車も鉄道も利用しやすいといえる。第二に、

歴史的建造物が多く残るからである。神辺本陣や廉塾をはじめと

した史跡があり、地区の文化を活かした拠点づくりが可能である

と考えられる。第三に、集積可能な空間的特性を有するからであ

る。神辺駅周辺は平野が広がり、人々や施設もこの駅を中心に集

積可能であると思われる。第四に、政策的位置づけがあるからで

ある。福山市の都市マスタープランでも、当該地区は地域拠点と

示されており、福山市の重要な拠点として考えられている。 

 (2) 神辺川北地区・川南地区の発展と現状 

歴史的には、神辺には旧山陽道が通っており、その名残から神

辺本陣や菅茶山が開いた廉塾をはじめとする史跡が駅東部を中

心に存在する（図2）。1929年に川北村・川南村が合併し神辺町

となった後、さらに周辺の村との合併と重ね、市街地を広げてい

った。つまり、神辺町は福山市と合併する2006年3月まで独立

した自治体であり、両地区はその中心でもあった。 

 

図2 地区周辺の主な施設（左上：廉塾、左下：A店、右：立地状況） 

対象地区内の主な施設として、1日約 1,360人が利用する神辺

駅がある。その神辺駅に隣接し、2001 年に開業したスーパーマ

ーケット A 店、駅の東側には市立保育所や幼稚園、小学校から

高校の教育機関もある。神辺川北・川南地区の周辺には1994年

に開学し、2017年5月現在で学生数1,203人の福山平成大学も立

地する。さらに 2005 年に開業した大規模商業施設（延床面積

65,332 m²）や温泉施設、スポーツクラブ、シネコンなどが集積す

る商業施設群もあり、商業・教育の面では一定の水準は整ってい

ると判断できる。その他、高齢者のための介護施設や図書館など

の施設も地区内にあり、当該地区の生活環境や学習環境のポテン

シャルは高いように推測される。また、近年では、神辺駅西側の

地区に対して区画整理事業(1)も検討されている。 

地区の人口については、2005年の国勢調査によると当時の神

辺川北・川南地区の人口は9,700人、高齢化率は22.7％であった

（表1）。2015年の国勢調査をみると人口は9,563人となってお

り、人口は減少傾向である。また、地区内の高齢化率は27.8％で

あり、福山市全体よりも高くなっている。 

前項で示した特徴も含めて対象地区は、様々な観点で福山市北

部の拠点として期待されているが、現在も人口の減少が見られ、

2040年には7,549人に減少することも予測されている（2）。この

ため、人口減少に備えた空間整備が必要であるといえる。 

- 291 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.16, 2018 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.16, February, 2018 

 

 

 

表1 神辺川北・川南地区と福山市の人口構造の変化 

 
2005年国勢調査 2015年国勢調査 

川北・川南 福山市 川北・川南 福山市 

総数（人） 9,700 416,601 9,563 459,676 

0-9歳 879 40,795 919 42,359 

10-19歳 949 41,744 928 43,661 

20-29歳 1,062 47,957 805 43,134 

30-39歳 1,276 59,508 1,186 56,663 

40-49歳 1,143 50,279 1,326 65,104 

50-59歳 1,470 64,618 1,078 53,500 

60-69歳 1,346 52,653 1,406 68,133 

70-74歳 553 20,784 641 29,165 

75歳以上 1,022 38,263 1,274 57,957 

高齢化率 22.7% 19.9% 27.9% 26.9% 

(3) 神辺学区自治会連合会長へのヒアリング調査 

 2017年9月30日に神辺学区自治会連合会長にヒアリング調査

を行った。ヒアリングした内容は、神辺の歴史、普段の生活につ

いて、さらに将来的な展望や目標である。 

ヒアリング調査を総括すると、1）若者高齢者問わず、買い物

などの日常生活に関わる主な移動手段は自家用車でなければ生

活できない環境があるという課題、2）歴史的に価値がある建造

物が残っているにも関わらず、地域住民がその歴史や文化を認知

しきれていないという課題が浮き上がってきた。 

また、若者が地区に戻ってこないという現状と将来的な地区で

の生活を考える上で、3）地域に住み続けるためにどんな環境が

整っていけばよいかを調査することがこの神辺地域に必要なも

のであることも分かった。 

3-2. 神辺自治会長及び隣保班長へのアンケート調査 

(1) アンケート調査の目的・概要 

 ヒアリング調査で明らかになった課題や地域拠点の再構築に

必要な情報を、より多くの住民から調査して明らかにするために 

神辺の自治会長及び隣保班長へのアンケート調査(3)を行った。 

アンケート調査は、自治会長及び隣保班長の計294人を対象と

し、2017年 10月 15日から31日までの16日間の回答期間を設

けた。配布数は294枚、回収率は82.0％である。回答者の男女比

は123：104(4)、年齢層は20歳代から90歳代で中央値60歳代で

あった。なお、調査した神辺川北・川南地区には全25自治会あ

り、川北地区に10自治会、川南地区に15自治会がある。 

アンケート調査に際しては、ヒアリング調査結果に基づき、1)

自家用車でなければ生活できない環境があるという課題につい

ては「自家用車の依存度が高く、自家用車が利用できないと全く

利用できない人が多く、買い物難民が多い」という仮説を設定し

た。2)地域文化を認知しきれていないという課題については「地

域活動に積極的に参加する人は少ないが、積極的な人が感じる地

域満足度は高い」という仮説を設定した。さらに、3)将来的な居

住意識については「大多数が地域に住み続けたいと考えている」

という仮説をたてた。 

(2)  アンケート調査の結果と考察 

➀ 自家用車依存度と利用不可能時の対処 

 調査結果から、神辺川北・川南地区ともに自家用車の依存度が

8割を超えていたことが明らかとなった。また、徒歩や自転車を

利用する意見は、川北13％、川南15％と一定数見られた。自治

会別に対するカイ二乗検定では、両地区共に有意な差が見られな

かったことから地区全体の傾向と判断した。その一方で、年齢と

の間に有意な差が見られ（P<0.01）、60歳代までの住民は主に自

家用車を活用していることと、さらに高齢になると、徒歩や自転

車を利用する住民の割合が増えることが明らかになった（図3）。 

さらに、もし自家用車が利用できなくなった時の対処方法では、

仮説に反して、全く買い物などが出来なくなるといった意見は両

地区合わせても10票しかなく、自家用車が利用できなくとも現

時点では生活に困窮する住民は少ないと判断した。加えて、地区

に根付く生活に必要な施設等を尋ねた際、商業施設のみに着目す

ると A 店や複合商業集積地にある店舗が挙がっていた。今回の

調査では、回答者の年齢層が高かったことから、学校や図書館を

はじめとする教育機関には意見があまり見られなかった。 

 

図3 年齢層と移動手段 

➁ 地域活動の参加と生活環境への満足度 

調査結果から、神辺川北・川南地区ともに回答者の4割が積極

的な地域活動への参加をしていることが明らかになった。その理

由を尋ねると、「地域の文化を大切にしたい」が半数を占め、最

も多かった。この二つの回答から、少なくとも約2割の住民は地

域文化に関心があり地域活動に参加していることが推測される。 

また、「現在の生活環境に満足しているか」という問いに対し

ては、川北地区は約7割、川南地区は約6割が「満足している」

との評価が得られた。しかしながら、少なくとも地域活動の参加

と生活環境の満足度に関する統計的な相関は見られなかった。 

➂ 将来的な居住意識と地区の課題意識 

調査結果から、川北地区の約9割、川南地区の約8割の回答者

が、「将来的にも住み続けると思う」と考えていることが明らか

になった。主な理由としては、「両地区とも生活しやすい環境が

ある」という意見が多かった。一方、「将来にわたって住んでい

るか分からない」という意見の中には、「交通利便性に不安が残

る」や「地理的な不安がある」といった意見が挙がった(5)。川北・

川南地区での有意な差は見られなかったが、地区への居住歴(6)

が長いほど、「将来にわたって地区に住み続けると思う」と回答

した割合が高くなる傾向が見られた（P<0.05）（図4）。 

また、「どんな地区になってほしいか」や「地区がどう整って

いってほしいか」という問いに対して、ハード面に着目すると「自

家用車だけではない交通利便性の更なる向上」や「公園や広場が
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あり安全な地区」、「歩いていける範囲に店舗がある地区」などが

挙げられていた。また、ソフト面では「歴史や文化が生かされる

地区」、「他県に地区の文化を知ってほしい」といった意見が挙が

っていた。しかしながら、「狭い道路を改善してほしい」(7)とい

う意見が川北・川南地区に共に目立ち、早期に道路環境を整えて

ほしいという思いが強いことが明らかになった。 

 

図4 居住歴と将来的な居住意識 

 (3)  アンケート調査結果のまとめ 

 アンケート調査実施時に設定した、1)「自家用車の依存度が高

く、自家用車が利用できないと全く利用できない人が多く、買い

物難民が多い」という仮説に関しては、自家用車依存度が高いと

いう点では仮説通りであったが、現時点で買い物難民になるとい

う状態は少ないと見られ、仮説に反した。2)「地域活動に積極的

に参加する人は少ないが、積極的な人が感じる地域満足度は高

い」という仮説では地域活動に積極的な参加を行う人は4割ほど

で、決して多いとは言えない点、また、積極的な活動を行う人の

地域満足度が高いという統計的な有意性は見られなかった。さら

に、3)「大多数が地域に住み続けたいと考えている」という仮説

では、地区に長く住んでいる人は、将来的にも住み続けると考え

ているが、大多数とは言えない結果となった。 

 

4. 研究のまとめ・今後の研究課題 

4-1．調査結果から考える地域拠点の再構築のあり方とは 

本研究は、広島県福山市の神辺川北・川南地区を事例として立

地適正化計画という本格的な人口減少時代の到来に直面する地

方中核都市の地域拠点のあり方に関する調査を行った。 

本研究からは、地方中核都市の地域拠点の内、合併を背景に持

つ地域拠点では、再整備の際に既存ストックや文化を活かす重要

性は居住者ニーズとしては必ずしも高くないこともありうると

言える。これは、地域活動の参加と現在の満足度に有意な差が見

られなかったことや、「どんな地区になってほしいか」に対する

回答からも読み取れる。また、「安全で広い道路」や「徒歩圏に

施設が立地する店舗」を希望している意見などが見られたことか

ら、地域拠点内を徒歩で移動できる、「安全な道路環境」が求め

られていると明らかになった。 

すなわち、地域拠点の再構築にあたり、現状の住民が求めてい

ることは、文化などを活かす中長期的視点での再構築ではないこ

とも予想される。むしろ、安全な道路環境など近い将来における

現実的な再構築を求めている可能性も高いといえる。今後、この

ような市街地では、居住者ニーズと、より中長期的な計画論との

バランスのとり方がきわめて重要になると思われる。 

4-2．今後の研究課題 

 本研究の課題として、前項で提示した地方中核都市の地域拠点

の再構築をめぐる居住者ニーズが一般的普遍性を有するのかど

うかの検証が必要といえる。そのためには、他事例の調査が必要

である。また、対象地区においても、アンケート調査の母集団が

小さく川北・川南の地区それぞれの特徴が十分に把握できたとは

言い難く、今後、より詳細な調査が求められる。 
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補注 

(1) 合併前の神辺町時代から事業を検討していたが、度重なる合意形成の難航や事

業縮小から延期が続いていた。2006 年に現在進行中の区画整理事業に対する

実行委員会が発足した。いずれにしても、現在まで実行に踏み切れていない。 

(2) 井上孝（青山学院大学教授）作成の「全国小地域将来人口推計システム」より

数値を引用した。 

(3) この調査にあたって、全ての住民に対しアンケート調査を行うことも考えたが、

福山市が立地適正化計画に関連して実施した市民アンケートでは回収率が

55％程となっており、これよりも回収率が低くなると判断した。また各自治会

長に直接ヒアリング調査を行う方法も検討したが、計25人の意見でしかなく、

これも広く意見を集めたとは言い難いのではないかと考えた。なお、アンケー

ト調査の中で無回答の部分は除外して集計した。 

(4) 正確に読み取れる回答があったもののみ集計している。 

(5) 平野が多い地域ではあるが、周囲を山に囲まれた地区に住宅が建ち並ぶ自治会

もある。これらの地区は土砂災害の危険性があることから「地理的な不安があ

る」という意見があったものと推測される。 

(6) 地区に居住して10年未満を「新規居住者」10年以上30年未満を「中期居住

者」、30年以上を「長期居住者」と定めて集計した。 

(7) 神辺駅周辺の道路及び旧山陽道の多くは、かろうじて自家用車がすれ違うこと

が出来るほど狭く、歩道はないに等しい環境にある。 
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注） 

本稿は藤井祐輔（2018）「地方中核都市の人口減少期におけるコンパクトな都市経

営戦略－広島県福山市を事例とした地域拠点の有効性－（福山市立大学都市経営学部

卒業論文）」に加筆・修正を行ったものである。 
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