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１．地域区分 

 
福山市は合併を重ねることで市域を拡大し

てきており，地理的条件や日常生活圏などから

成る地域ごとに市街地が形成されています。し

たがって，それぞれの地域ごとに特性を生かし

ながら連携することにより，市域の一体的な発

展をめざした都市づくりを進めます。 

地域区分については，総合計画との整合を図

り，「中央地域」，「東部地域」，「西部地域」，「南

部地域」，「北部地域」，「北東地域」の６つの地

域に分けることとし，本マスタープランでは，

原則として中学校区を単位とした地区のまと

まりとします。

 

 

東 城東 大成館 向丘 

城北  鳳 松永 鞆 

城南 培遠 

西部地域 

 38,138 人 

（ 8.2%） 精華 走島 

鷹取 大門 至誠 

幸千(千田) 一ツ橋 千年 

済美 

東部地域 

 89,976 人 

（19.4%） 

東朋 

 

南部地域 

 37,917 人 

（ 8.2%） 

内海 

中央 芦田 

誠之 山野 

中央地域 

175,353 人 

（37.8%） 

城西 

 

広瀬 

加茂 

駅家 

駅家南 

幸千(御幸)

常金 

北部地域 

 80,524 人 

（17.3%） 

 

新市中央 

神辺 

神辺東 

  

北東地域 

 42,239 人 

（ 9.1%） 神辺西 

区分線は小学校区を示します。 

東部地域

西部地域 

南部地域

中央地域

北部地域 

北東地域

※人口は 2007 年 10 月末日

住民基本台帳による

(住居表示未決定分を除く)
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２．地域別人口の状況 

 
(１) 人口推移 

1995 年（平成７年）から 2005 年（平成 17

年）までの５年ごとの国勢調査の人口集計を見

ると，市全体では微増となっています。地域ご

との推移を見ると，中央地域が高い伸びを示し

ており，東部地域及び北東地域も微増が続いて

います。一方，西部地域，南部地域及び北部地

域は減少傾向が続いており，特に南部地域では

前半に，西部地域では後半に高い減少率を示し

ています。 

 
＜人口推移と人口増加率＞ 

1995年 2000年 2005年 1995～2000年 2000～2005年
中央地域 166,183 171,292 174,769 0.61 0.41
東部地域 86,761 87,489 88,171 0.17 0.16
西部地域 41,251 40,781 39,369 -0.23 -0.69
南部地域 40,725 38,579 37,843 -1.05 -0.38
北部地域 78,894 78,406 78,357 -0.12 -0.01
北東地域 39,977 40,361 40,578 0.19 0.11
市域合計 453,791 456,908 459,087 0.14 0.10

人口推移（人） 年平均増加率（%）

 

 
(２) 地域別年齢構成 

福山市全体では，65 歳以上の高齢人口の割

合が 20％を超え，超高齢社会を迎えようとし

ています。地域ごとに見ると，東部地域の高齢

人口の割合が市全体と比べて低く，逆に生産年

齢人口の割合が比較的高くなっています。一方，

南部地域は高齢人口の割合が非常に高く，西部

地域，北部地域及び北東地域も比較的高くなっ

ています。 

 
＜年齢構成比＞ 

0～14歳 15～64歳 65歳以上 合計 0～14歳 15～64歳 65歳以上
中央地域 26,622 113,532 35,199 175,353 15.2% 64.7% 20.1%
東部地域 14,445 61,388 14,143 89,976 16.1% 68.2% 15.7%
西部地域 4,915 24,027 9,196 38,138 12.9% 63.0% 24.1%
南部地域 4,452 22,483 10,982 37,917 11.7% 59.3% 29.0%
北部地域 11,296 50,576 18,652 80,524 14.0% 62.8% 23.2%
北東地域 6,130 26,737 9,372 42,239 14.5% 63.3% 22.2%
市域合計 67,860 298,743 97,544 464,147 14.6% 64.4% 21.0%

年齢別人口（人） 構成比（%）

 
住民基本台帳 2007 年（平成 19 年）10 月末日現在

(住居表示未決定分を除く)
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３．地域別まちづくりの目標 

 
本市の都市づくりの基本理念を達成するた

め，市域６つの地域がそれぞれの特性を生か

しつつ，役割を分担し，全体として調和のと

れた発展を遂げるよう，各地域のまちづくり

のテーマを次のとおり設定します。 

 
 
 
 
 

「中国・四国地方の拠点都市にふさわしい

拠点性と求心力を備えた中心市街地と快

適・利便性に優れた居住環境の整った地

域づくり｣ 

 

 

「みどり豊かでゆとりある住宅地と都市を

支える産業が共存した地域づくり｣ 

 

 

「学園地域と港湾機能・交通拠点機能を生

かした産業拠点が融合する，活力に満ち

た地域づくり｣ 

 

 

「瀬戸内の豊かな自然や歴史・文化等の地

域資源による活発な観光交流と住みやす

さを実感できる地域づくり｣ 

 

 

「産・学・住・遊が融合した，自然と調和

する快適な地域づくり｣ 

 

 

「豊かな自然と歴史や文化に囲まれ，職・

住が近接した環境の中で，住みやすさを

実感できる地域づくり｣ 

 

１ 中 央 地 域 

２ 東 部 地 域 

３ 西 部 地 域 

４ 南 部 地 域 

５ 北 部 地 域 

６ 北 東 地 域 

｢拠点性と求心力を備えた 

活力ある都市づくり｣

｢安心・安全で快適に暮らせる 

都市づくり｣

《都市づくりの基本理念》 




