概要版

にぎわい しあわせ
あふれる躍動都市
〜ばらのまち 福山〜

第四次福山市総合計画／後期基本計画
チャレンジふくやま

福

山

市

新たなる創造と飛躍

ご存じですか？ 現在の福山市

これからの福山市は…

【福山市の人口・面積】 住民基本台帳人口／ 466,423人(2012年（平成24年）3月1日現在)
1998年度（平成10年度）から中核市

中国・四国地方を結ぶH型構造

本市は，広域交通網の優位性が高く，自然災害
と定住環境に恵まれた都市として発展し，都市

福山市の強み

機能を高めています。
こうした特長や，市内各地域の特性を活かし，

広島県

岡山県
山陽自動車道

・国際貿易港の福山港をはじめ，高速道路や鉄道，空港など，広域交

れています。

ティティー ※ の確立を図っていくことが求めら

通網が充実し，国内外へのアクセスが優れています。

国道 2 号

そして，市民の生活と都市に更なる豊かさをも

・備後圏域の中核都市であるとともに，中国・四国地方の中心にも位

たらし，すべての市民が夢と希望にあふれる「い

置し，県境を越えた近隣自治体との地域連携の実績があります。

つまでも福山市に住み続けたい」と思える持続可

箕沖産業団地

暮らしや経済の視点

能で未来志向のまちづくりを推進していく必要
があります。

・温暖な気候で自然災害も少なく，市民は「いつまでも福山市に住み
続けたい」という定住意識を持っています。

西瀬戸自動車道
︵しまなみ海道︶

心力を備えた都市機能の充実と都市アイデン

福山市

瀬戸中央自動車道

中国・四国地方の拠点都市としての拠点性と求

広域的視点

岡山自動車道
米子自動車道

が少なく暮らしやすい環境，活力ある産業集積

尾道自動車道
松江自動車道

外国人登録者数／ 6,417人(2012年（平成24年）3月1日現在)
面積／ 518平方キロメートル

香川県

愛媛県
※都市アイデンティティー：アイデンティティーとは自分が自分であるための独自性，主体
性のこと。都市アイデンティティーとは，他の都市とは異なった都市の特性，個性のこと。

持続可能で未来志向のまちづくりを推進していくため

・ものづくりの基盤が整備され，大手メーカーやオンリーワン，ナン
バーワンの技術力を持った企業が数多く立地しています。
・保育所の待機児童ゼロなど，子育て支援環境が整備されています。
・幼稚園から大学まで，教育環境が整備され，美術館などの文化施設
も充実しています。

福山市の弱み

福山市の観光客数の推移

（千人）
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広域的視点
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・市の人口は増加していますが，備後圏域全体の人口は減少してお
り，広域的な活力が低下するおそれがあります。
・全国的な知名度が低く，県外からの観光客数が伸び悩んでいます。
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・超高齢化社会に突入して，一人暮らしの高齢者が増え，世帯当たり

(2010年(平成22年)総務省「国勢調査報告」に基づく)
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〜2016 年度
（平成 28 年度）

基本計画の構成と期間

基本計画 各5年間

総合計画は，部門別計画の上位に位置
します。後期基本計画は，前期基本計画を

前期：2007 年度
（平成 19 年度）
〜2011 年度
（平成 23 年度）
後期：2012 年度
（平成 24 年度）
〜2016 年度
（平成 28 年度）
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中心市街地の空洞化

て必要な取組を体系的に示す「基本計画」
です。
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山市総合計画の「基本構想」の実現に向け
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年少人口

協働して取り組むまちづくりの指針であ

発展的に引き継ぐものであり，第四次福

生産年齢人口

少子高齢・人口減少社会へ…
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観光客数の伸び悩み
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1.3万人の減
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3,850

（平日・休日）の推移
（千人） 福山駅周辺の通行量
44.8万人

総合計画の構成

り，福山市にかかわる様々な市民や団体

の人員も減少し，コミュニティ機能の低下が心配されます。
福山市の人口及び年齢構成の推移

計画策定の要旨
総合計画は将来のまちの姿を明らかに
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2,000

・福山駅周辺の中心市街地は人通りが減少し，空洞化が進んでいます。
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6,797

3,000

暮らしや経済の視点

（万人）
46.1万人
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第四次福山市総合計画
後期基本計画を策定しました。

離乳食講習会

2011
（年度）

実施計画 各3年間

後 期 基 本 計 画 の 期 間 は，2012年 度
（平成24年度）から2016年度（平成28
年度）までの5年間です。

実績 推計
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施策体系
基本目標
鞆の浦初夏の風物詩
観光鯛網（毎年 5 月頃開催）

安 心・ 安 全・ 環 境
基本方針

だれもが安心して安全で快適に暮ら
せるまち

〜チャレンジふくやま
新たなる創造と飛躍〜

〜ばらのまち 福山〜
しあわせ あふれる躍動都市

人 間 環 境 都 市

④福山を積極的・継続的に発信し︑﹁都市ブランド力﹂を高める
③﹁人づくり﹂を進め︑新たな文化や産業などを創造する
②地方分権時代に対応した﹁自立﹂したまちづくりを進める
①﹁協働のまちづくり﹂を実践し︑地域力を高める

にぎわい

まちづくりの
共通の視点

将来都市像

基本理念

施策の大網

実施計画全体を実現していくための
先導的な役割を持ちます。

“チャレンジふくやま”
躍動プラン

・人間としての尊厳や自由を尊重する人権文化が根付いた
地域社会の実現
・安心して安全に生活できる地域社会づくりの推進

⑴ だれもが安心・安全なまちプラン

・自然と調和したうるおいとゆとりのある環境と景観の形成

⑵ 地球環境にやさしいまちプラン

・快適な暮らしを支える生活基盤の整備

⑶ 快適に暮らせるまちプラン

・地球にやさしい環境づくりと循環型社会の形成

保 健・ 福 祉・ 医 療

子どもが健やかに育ち，だれもが健
康でいきいきと暮らせるまち

・子どもが健やかに生まれ育つ環境づくりの推進
・高齢者の豊かで実りある生活を支えるまちづくりの推進
・障がいのある人の自立と安心を支えるまちづくりの推進
・いきいきと暮らせる健康づくりの推進

⑷ まちぐるみ
子育て応援プラン
⑸ みんなで健康
いきいきプラン

・だれもが安心して生活できる社会保障制度の適正な運営

教

育

・ 文

化

多様に学び，
文化をはぐくむまち

・しっかりと学び豊かな心をはぐくむ学校教育の充実
・楽しく集い学びの輪を広げる生涯学習の推進
・個性あふれる地域文化の継承と創造

活

力

・

交

流

産業の力みなぎる活力とにぎわいの
あるまち

・健やかな心と体を培うスポーツ活動の推進

⑹ 文化をはぐくみ
次世代を担う
人づくりプラン

・独自技術で明日をひらく工業振興と新産業の創造

⑺ にぎわい・交流創出プラン

・人，モノ，情報が行き交う交流拠点機能の強化

⑻ 産業の力みなぎるまちプラン
⑼「福山らしさ」あふれるまちプラン

・拠点性と風格のある中心市街地の整備
・にぎわい楽しむまちを演出する商業の振興
・地域資源で人をひきつける観光の振興と交流の促進
・やりがいをもち夢かなえる就業環境づくりの支援
・地域特性を活かした農林水産業の振興
・福山らしさの創出と発信

協

働

・

行

革

市民とともにつくる自立したまち

・都市内分権の推進と市民と行政との協働による自立した
都市の確立

⑽ みんなが主役の
まちプラン

・自立を持続する健全な行財政運営の推進
・中国・四国地方の拠点都市にふさわしい広域行政の推進
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重点的に取り組む10のプラン

4

安心・安全・環境

だれもが安心して安全で快適に暮らせるまち
福山市では，人権を尊重した平和な
まちづくりや自主防災組織の結成，雨
水施設整備事業など災害に強いまちづ
くり，道路，河川，上下水道などの生活
基盤整備，スクラムふくやま☆エコト
ライなどの地球温暖化対策を進めてき
ました。
引き続き，安心・安全で快適なまちづ
くりを更に進めるため，市民と行政と
の協働により，防災体制の強化や環境
にやさしいまちづくりに取り組んでい
きます。

●良好な環境と景観の形成

人権平和資料館での人権学習

住んでいる人も，訪れる人も，
快適で美しいと感じるまち

自然と調和した環境づくりの推進
福山らしい景観の形成

久松通り商店街

●快適な暮らしの場の形成

だれもが安心して快適に暮らせる
住環境が整備されたまち
住宅・宅地の適切な確保

環境学習

目標と目標達成のための取組

利便性の高い市街地の形成
民間による宅地開発

●人権文化が根付いたまちづくり

市民一人ひとりの尊厳と自由が守られ，
だれもが暮らしやすいまち

すべての人にとって利用しやすい
地域交通を確保したまち
公共交通サービスの充実
生活道路の整備

男女共同参画の推進
ユニバーサルデザインの推進

お互いの個性や違いを認め合い，支え合う心を持って行動しましょう。

●災害への備えの強化

大規模災害や事故・火災などから，
市民の生命と財産を守ることのできるまち

歩行者にやさしい道路整備

いつでも安心しておいしい水が飲め，
きれいな川や海で遊べるまち
上水道の整備
下水道の整備

災害に強い施設の整備

河川・水路の整備

消防・救急体制の充実

地域の防災訓練に参加し，緊急時の行動を家族で話し合っておきましょう。

●暮らしの安心・安全の確保

犯罪や交通事故のない，
安心して暮らせる安全なまち

自動車に頼った生活を変えて，公共交通機関を利用しましょう。

●安全・快適な水環境の確保

防災・危機管理体制の強化

消防団による消火訓練

安心して快適に暮らせる住まいを実現しましょう。

●暮らしを支える地域交通の確保

人権の尊重

男女共同参画フォーラム

身近にある美しい景観に関心をもち，守り，育てましょう。

災害に強い水道管の布設

水を大切に使い，川や海を汚さないようにしましょう。

●自然と共生する低炭素・循環型社会の構築
協働で取り組む自然と人が
調和したまちづくり
地球・地域環境の保全

防犯活動の推進

循環型社会の構築

交通安全対策の推進
消費者の保護
交通安全運動啓発

悪質商法の情報や地域で見通しの悪い箇所などを日ごろからチェックしておきましょう。
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水生生物調査

自然を大切にし，省エネ，ごみ分別の習慣を身に付けましょう。
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保健・福祉・医療

子どもが健やかに育ち，だれもが健康でいきいきと暮らせるまち
●健康づくりの推進
福山市では，こんにちは赤ちゃん訪問事業，保育所整備，地域包
括支援センターの運営，介護予防事業の実施，障がい者等総合相
談事業などに取り組んできました。
今後も，市民が将来にわたって必要なサービスを利用すること
ができるよう，ニーズの多様化や制度の変化に対応しながら施策
を実施していきます。また，年齢や障がいの有無にかかわらず，だ
れもがいきいきと活躍できるまちづくりを基本に，行政だけでは
対応できない生活課題を地域で解決していく活動を，市民と協働
して進めていきます。

健康づくりの推進
食育の推進

「食育の日」啓発活動

特定保健指導 ( グループ支援 )

定期的に健康診査を受けましょう。自分に合った健康づくりを行いましょう。

●地域保健・医療の推進

医療体制・健康危機管理体制が充実し,
市民が安心して生活できるまち
地域医療体制の充実

キッズコム プレイルーム

目標と目標達成のための取組

保健衛生の推進
食品衛生監視

●子どもが健やかに生まれ育つまちづくり

安心して子どもを生み育てられるまち

手洗い・うがいを習慣化して,感染症や食中毒を予防しましょう。

●社会保障制度の適正な運営

社会保障制度の健全運営を,
市民とともに実現しているまち

安心できる母子保健の推進

保険制度の健全な運営

子育て支援の推進

こんにちは赤ちゃん訪問事業

運動・食事・休養のバランスを
大切にするまち

生活保護世帯の自立支援

地域全体で子どもを見守りましょう。

国民健康保険被保険者証

保険税・保険料をきちんと納めて,制度を社会全体で支えましょう。

●高齢者の豊かで実りある生活を支えるまちづくり
高齢者が,住み慣れた地域で,
いつまでも安心して暮らせるまち

高齢者を地域で支え合うまちづくり
介護予防の推進と暮らしを支えるサービスの提供
介護保険サービスの充実

介護予防教室の様子

地域全体で一人暮らしの高齢者などを見守りましょう。

相談支援

高齢者おでかけ支援事業

●障がいのある人の自立と安心を支えるまちづくり
障がいのある人が地域社会で自立し,
安心して生活できるまち

自立し安心して生活できるまちづくり
いきいき学び健やかに過ごせるまちづくり

福祉作業所での就労

障がいや障がいのある人への理解を深めましょう。
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市民病院（増築棟）完成イメージ
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教育・文化

多様に学び，文化をはぐくむまち
福山市では，基礎学力の向上や特色ある学校づく
りなど学校教育の充実，中央図書館の整備や公民館，
コミュニティセンターでの講座の開設など生涯学習
の場の充実，福山の歴史・文化を守り育てるため史跡
二子塚古墳の保存や市史編さんなどに取り組んでき
ました。
今後は，学校・家庭・地域社会と行政がより一層協
力し，次代を担う世代を大切にはぐくむ学校教育，
福山市立大学と連携した地域づくりや人材育成，歴
史・文化を活かしたまちづくり，気軽に参加できる
スポーツ・レクリエーション活動の充実に取り組ん
でいきます。

●スポーツ・レクリエーション活動の振興

市民だれもが豊かなスポーツライフを
送ることができるまち
スポーツ・レクリエーション活動の振興

福山市立大学

生涯スポーツの推進
( グラウンド・ゴルフ )

健康・体力づくりのため,日常的に自分に合ったスポーツを楽しみましょう。

競技スポーツの強化

目標と目標達成のための取組
●学校教育の充実

子どもフェスティバル

中央図書館

新聞・雑誌コーナー

自ら学び,考え,行動する「生きる力」を
はぐくむまち
学年段階に応じた教育の推進
教育環境の整備
まちの発展に貢献する人材の育成

少人数指導 ( 基礎学力の定着 )

●生涯学習の推進

学校行事や児童生徒のボランティア活動などに積極的に参加しましょう。
鞆の町並み

史跡二子塚古墳

だれもが学ぶことができ,
学びを通じて心の豊かさをはぐくむまち
生涯学習・社会教育の推進

放課後子ども教室

●地域文化の振興

図書館や公民館,コミュニティセンターなどを大いに活用し,
学びの輪を広げ地域づくりに活かしましょう。

文化財の伝承と芸術文化が
郷土愛と豊かな感性をはぐくむまち
文化活動の振興

土曜チャレンジ教室 ( 学習方法の習得 )

文化財の保護と活用
ふくやま芸術文化ホール

芸術文化ホールや美術館などの催しに積極的に参加しましょう。
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活力・交流

産業の力みなぎる活力とにぎわいのあるまち
福山市では，大手メーカーから伝統的な地場産業まで多種多様な製造業が集積するものづく
りに強いまちとしての特性や，広域交通網の優位性を活かしたまちづくりを進めてきました。ま
た，福山らしさの創出や効果的な情報発信にも努めてきました。
今後は，福山港の物流拠点としての機能強化や，大学などとの産学官連携の推進，中心市街地
の活性化，観光振興，都市ブランドを活かした魅力あるまちづくりなど地域経済が持続的に発展
するまちづくりを進めていきます。

目標と目標達成のための取組

●商業・サービス業の振興

福山を一つの魅力的な商店とし，
消費者とともに商業をはぐくむまち
特色ある商業・サービス業の創出

ふくやま手しごと自慢市

●観光の振興

だれもが再び訪れたくなる，
魅力ともてなしにあふれたまち

●ものづくりと産業の振興

オンリーワン・ナンバーワンなどの
特色ある企業が立地し，根付き，発展するまち

観光客誘致の促進

受入環境の整備・充実

企業立地環境の充実
地域産業の振興

産学官連携による産業振興
ものづくりの現場

福山の地場産業や立地企業について知り，
「福山の産業」を応援しましょう。

●●●
鯛網船団と平成いろは丸

だれもが生きがいをもって
働くことのできるまち

交流・物流拠点としての
ポテンシャルを活かした活力あるまち

雇用の安定・促進

勤労者福祉の充実

交通体系の整備促進
港湾機能の強化

幹線道路や港の役割について考えてみましょう。

就職説明会
●●●

●農林水産業の振興

●情報化・国際化の推進

情報化，国際化により，
世界とつながる国際都市

異文化理解交流会ゆかたまつり

●中心市街地の整備

情報化の研修会や国際交流イベントなどに，積極的に参加しましょう。

中国・四国地方の拠点都市に
ふさわしい風格とにぎわいのある中心市街地

子どもたちや若者に夢を持って働くことの大切さを伝えましょう。

新鮮で安全な食物が作られ，
多様な魅力を持つ農林水産業のあるまち
地産地消の推進

生産力の強化
農地・森林・漁場の保全と活用

情報機能の充実
国際化の推進

観光客の皆さんを心温まるおもてなしで迎えましょう。

●雇用・就業の促進支援

●社会経済活動を支える基幹交通体系の充実

福山道路・福山沼隈道路／
長和インターチェンジ付近完成イメージ

地元の商店を利用しましょう。

産直市
●●●

地元の新鮮な野菜や魚をたくさん食べ，地産地消を進めましょう。

●訪ねてみたいまちづくり

だれもが知っているまち「福山」
訪ねてみたいまちづくり

多様な都市機能の集積の促進
中心市街地商業の魅力づくり

福山駅周辺整備（イメージ）

みんなで中心市街地に出かけましょう。
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あしだ川花火大会

ばらを植えましょう。福山ならではの魅力を知りましょう。
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協働・行革

市民とともにつくる自立したまち
福山市では，財政規律を踏まえた市民満足度
の高い行財政運営を行うため，行財政改革を進
めてきました。また，活力と魅力あるまちづくり
に向け，市民と行政が一緒になって地域課題を
解決するため，役割を分担し，協力・連携して取
り組む協働のまちづくりも進めてきました。
引き続き，効率的・効果的な行財政運営を行
うとともに市民活動や地域活動が活発化する
ための支援体制を充実し，地域の自治力の強化
を進めるなど，より一層協働のまちづくりに取
り組み，同時に近隣自治体と連携した活力ある
地域づくりを進めていきます。

後期基本計画は，市民のみなさまのご意見を
反映させて策定しました。
ご参加・ご協力,ありがとうございました。
後期基本計画をつくるためにみなさまのご意見をいただいた機会
協働のばら花壇整備事業

◆福山市子ども議会議員アンケートを実施
福山市子ども議会議員となった小・中学生44名に,
福山市の好きなところなどを尋ねました。
（子ども議会の開催は,2010年（平成22年）
10月31日）
防災運動会

目標と目標達成のための取組

子ども議会

◆市民アンケートを実施

●協働と住民自治の推進

……………………… 2010年（平成22年）11月22日〜 12月6日

福山市に住民登録されている20歳以上の男女3,000人(無作為抽出）に,福山市の住みやすさや今後のまちづ

住民が地域活動に積極的に
参加しているいきいきとしたまち

くりのあり方などを聞きました。

＜有効回収数1,232件（回収率41.1％）＞

参加・協働の推進
住民自治の推進

◆インターネット調査を実施（今回初） ………… 2011年（平成23年）1月22日〜 1月23日

情報共有化の推進
まちづくり座談会

市外在住者に,福山市のイメージや来訪の経験・意向などを聞きました。

自分の住んでいるまちの地域活動に参加しましょう。

＜回答者数：1,032人（中国地方40.0％ ,近畿以東30.0％ ,四国以西30.0％＞

●持続可能なまちづくり

◆高校生・大学生ワークショップを実施

市民の信頼を得られるよう,
効率的･効果的な行政活動を進めるまち

…… 2011年（平成23年）
1月8日,1月22日,1月29日

福山市立福山高等学校の生徒,福山市立女子短期大学,福山大学,福山平成大学の学生計75名が,未来のまちづく
りについて考えました。

行財政改革の推進
情報化の推進

福山市庁舎

大切な暮らしを支えるみんなの税です。納期内に納めましょう。

●広域交流・連携の推進

神石高原町

広域交流・連携により発展するまち
備後圏域の一体的な発展に向けた

井原市

世羅町

広域連携の推進

府中市
笠岡市
尾道市
三原市

市町交流グラウンド・ゴルフ大会

様々な広域イベントに参加しましょう。
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福山市

高校生ワークショップ

大学生ワークショップ

◆パブリックコメントを実施

……………………… 2011年（平成23年）9月7日〜 10月6日

計画素案について,市民のみなさまから15通96件の意見をいただきました。
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市章

福山城があるところは，もとは蝙蝠山（こうも
りやま）といいました。
「蝠」は福に通じること
から「福山」と称され，その蝙蝠と山をかたど
り，市章としました。

ふくやまし

検 索

http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/

福山市のイメージキャラクター

福キャラ プロフィール

PROFILE OF
“FUKUCHARA”

環境イメージキャラクター

ばらのイメージキャラクター

仕事▶ みんなの心にエコの芽が
出るようにすること。

仕事▶ 「ばらのまち福山」のPR。
福山市民や福山市を訪れた人のポケットに
忍び込んで，
全国に幸せを届けます。

福山うずみごはんイメージキャラクター

地産地消のアイドル

くわいちゃん

ローラ

うずみちゃん

チッチ

仕事▶ 福山発の食ブランド
「福山うずみごはん」のＰＲ。

仕事▶ 地産地消推進のための普及・啓発活動。
福山市内産の農林水産物や加工品のＰＲ。
市内で開催されるイベントなどにも
登場します。

福援隊キャラクター

健康ふくやま２１イメージキャラクター

鞆龍馬

ふくっぴー

仕事▶ 龍馬ゆかりの観光地
「鞆の浦」のPR。

仕事▶ 「健康ふくやま２１」のイメージキャラクターとして
活躍中！ 毎年10月の「フェスティバル」で，
歩いて
いる私の姿を見かけた人は，
もっと健康な気持ちに
なれます。

福山市食育推進計画イメージキャラクター

元気な福の山ファミリー

仕事▶ 食育を進めることで，
すべての市民が健やかでこころ豊かに
生活できる活気あるまちへとつなげること。
福山市で収穫できるさまざまな幸せ（さち）
を市民みんなが
味わえ，
いつまでも元気でいられる姿をめざしています。

ご存じですか？
「ばらのまち福山」 「ばら」は，福山市の市の花です。
福山市の「ばらのまちづくり」は，1945 年（昭和 20 年）８月８日，市街地の約８割を焼失した福山空襲か
ら，戦後の復興と荒廃した街へ潤いをもたらすことを願い，
「花こそ心が安らぐもの，花を植えよう」と，現在
のばら公園付近の住民と行政が協働し，
「ばら」を 1,000 本植え付けたことから始まりました。その後，
「ば
らのまちづくり」は市民と行政が一体となった「協働のまちづくり」の原点として位置づけられ，今日まで
「ばら」をシンボルとしたさまざまな取組が市内各地で行われています。
市制施行 100 周年を迎える 2016 年（平成 28 年）には，100 万本のばらのまちをめざしています。
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