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１１１１    意見募集意見募集意見募集意見募集のののの概要概要概要概要とととと結果結果結果結果    

 

（１）概要 

  ア 公表した計画案 

    福山市立地適正化計画基本方針（案） 

  イ 公表の場所 

市ホームページ，都市計画課，市政情報室，松永支所松永地域振興課，北部支所北部地域振興課，東部支所東部地域振興課， 

神辺支所神辺地域振興課，鞆支所，内海支所，沼隈支所，芦田支所，加茂支所，新市支所，水呑分室，熊野分室，走島分所，内浦分所，

山野分所，広瀬分所  

  ウ 意見の募集期間 

    ２０１６年（平成２８年）１２月１日（木） ～ ２０１７年（平成２９年）１月４日（水）  ３５日間 

 

（２）結果 

  ア 提出数 

     ７通 

    （ 電子メール ４通，ＦＡＸ ０通，持参 １通，郵送 ２通 ） 

  イ 意見の件数 

     ２４件 

    ・福山市立地適正化計画基本方針（案）に反映したもの             ７件 

    ・市の考え方を説明するもの                        １５件 

    ・今後の施策の参考とするもの                        ２件 

 

※１通の意見に複数の内容が記載されている場合は，それぞれの意見の内容ごとに要旨を整理しています。 

 

 



    

- 2 - 

 

２２２２    意見意見意見意見のののの内容内容内容内容とととと市市市市のののの考考考考ええええ方方方方    

（１）福山市立地適正化計画基本方針（案）に反映したもの（７件 ） 

番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

１ 

Ｐ１６ イ都市機能の衰退（ア）都市機能の立地と商圏人口２行目 

「…都市機能が立地する地点周辺の商圏人口を把握し，人口減少が

進んだ都市における商圏人口と比較することで，これら都市機能の将

来の立地状況が推定できます」 

→福山市内で人口減少が進んだ商圏人口とそうでない商圏人口を比較

するのか，それとも福山市内の商圏人口を把握して，人口減少が進

んだ別の都市（福山市以外）との比較を行うのか。（読み進めれば福

山市内のことを言っているのは分かりますが，そうであれば本文は，

例えば「…都市機能が立地する地点周辺の商圏人口を把握し，人口

減少が進んだ地域における商圏人口と比較することで，これら都市

機能の将来の立地状況が推定できます」の方がよいのでは。 

「都市」と書いてあると別のまちのことを指すともとられるような気

がします） 

現在と将来の同じ地点周辺の商圏人口を比較するという意味を表現する

ため「人口減少が進んだ都市における商圏人口」を「人口減少が進んだと

した場合の同地点周辺の商圏人口」に改めます。 

 

 

２ 

Ｐ１７ 本文４行目 後半 

「大都市住宅地のコンビニエンスストアは，…必要とされていま

す。」 

→コンビニが何をするために３，０００人の流動客が必要になるのか

が分かりにくい例えば「コンビニが継続経営していくために流動客

が必要」というような 

コンビニエンスストアの経営が成り立つためには，必要な商圏人口が確

保されることが必要です。 

このため，１７ページ（４行目）の「大都市住宅地のコンビニエンスス

トアは，商圏５００ｍの範囲内に周辺人口３,０００人の流動客が必要とさ

れています。」の下線部を「コンビニエンスストアの経営が成り立つために

は，」に変更します。 

 

３ 

Ｐ３７ 区域の考え方 

ここは適正化計画の考え方の基本のところになると思うので全体の

イメージを示す「計画区域イメージ」は大きく見せた方がよいと思い

ます。計画区域の中に含まれる区域（居住誘導区域や都市機能誘導区

域）が同列のように見えるので，全体と詳細をハッキリ分けて見せた

方がよいのでは（Ｐ３８のような図を全体としてみせて，その次に個

別の区域の説明として居住誘導区域や都市機能誘導区域などを入れて

みては）。 

都市機能誘導区域や居住誘導区域を別々に説明するのではなく，これら

の区域の配置状況を示した上で，それぞれの区域の説明をするよう３７ペ

ージの図－２９の図面配置を変更します。（別図１参照） 
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番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

４ 

Ｐ４２（２）都市機能誘導区域の考え方・Ｐ４３（３）居住誘導区

域の考え方 

区域の設定からすると居住誘導区域の中に都市機能誘導区域がある

という認識ですが，説明は都市機能誘導区域が先にきていて居住誘導

区域の説明があります。認識違いでしょうか（都市機能誘導区域を設

定し，都市機能を持ってきてから商圏など考えて周辺を居住誘導区域

に設定するということでしょうか）。 

都市機能誘導区域や居住誘導区域を別々に説明するのではなく，これら

の区域の配置状況を示した上で，それぞれの区域の説明をするよう３７ペ

ージの図－２９の図面配置を変更します。（別図１参照）（再掲） 

 

 

５ 

「コンパクトなまちづくり」と言われていますが，周りを見渡すと，

市街化調整区域内に宅地が多く開発されているのが見受けられます。

この状況を踏まえて，福山市立地適正化計画との整合をどのように図

ろうとされていますか。 

 

これまでも，市街化調整区域の開発の抑制を進めてきましたが，今後は，

市街化区域内に都市機能誘導区域や居住誘導区域を定め，コンパクトなま

ちづくりを推進していく考え方と整合を図る必要があるため，４３ページ

（５行目）の「当面は，市街化区域内における居住の誘導を進めていくこ

とが必要です。」を，「引き続き，市街化調整区域における建築の抑制を

進めると共に，市街化区域内における居住の誘導を進めていくことが

必要です。」に変更します。 

 

６ 

図35及び図43に描かれている点線の5ｋｍ円の意味について，記載

がないように思う。 

特に北部地区の円中心は駅家駅付近であり，バスの乗継ポイントや

北部商圏人口の重心からやや外れており，この円の意味について記載

願いたい。 

 

自転車による標準的な移動距離が５ｋｍとされていることから，４

５ページの図－３５と５４ページの図－４３に駅を中心とした５ｋｍ

の円を，その目安として表示していましたが，これらの地図は都市機

能誘導区域及び居住誘導区域などのイメージを説明することが主な目

的であることから，趣旨の明確化を図るため，当該円を消去します。（別

図２参照） 

 

７ 

54 ページ記載内容について，将来的に商圏人口が維持できないと想

定される区域でも，効果的な対応策で何とかなるという楽観的な見通

しが感じられるため，本方針を策定する目的を鑑みて効果的な対応策

の事例や，その実現性の困難さを併記すべきではないか。 

 

５４ページは，「商圏人口が維持出来ないと想定される地域」について記

載したものです。こうした地域では，日常生活に必要なサービスの提供へ

の影響が生じると考えられることから，将来人口分布図などを活用し，将

来想定される課題を地域で共有いただく中で，住民と行政などが共に知恵

を絞り，出来る事を，出来る時から始めていく必要があると考えています。 

このため，５４ページ（２行目）の「住民と行政などが協働することで，

課題が顕著になる前に効果的な対応策が講じられることになると考えてい

ます。」を「住民と行政などが協働して課題が顕著になる前に効果的な

対策を講じる必要があると考えています。」に変更します。 
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（２）市の考え方を説明するもの（１５件 ） 

番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

１ 

総論は賛成 

責任論ではないが，立地を適正化しなければならない要因を人口減

少だけにするのではなく，これまでの都市計画・開発の検証・評価は

必要だと思う。 

立地を適正化するための飴と鞭が必要。 

アメリカでは計画区域以外に居住する場合は，電気や水道，道路な

ど区域内とは対応が違ったのではないか。同じ対応は難しいことを示

す必要がある。 

ただし日本では「一所懸命」などの考え方が根強くあるため，先祖

代々の土地をどうするか日本らしい考え方による計画も必要。 

我が国では，高度経済成長期の人口の急激な増加と，自家用車の急速な

普及により，郊外部での大規模な住宅団地開発などが行われてきました。 

また，無秩序に市街化が進行することは，道路などの効率的な整備がで

きなくなると考えられたことから，１９６８年（昭和４３年）に，「都市

計画区域」を「市街化を促進する市街化区域」と「市街化を抑制する市街

化調整区域」に区分する線引き制度ができました。 

しかし，今後，少子高齢化による人口減少が急速に進めば，市街化調整

区域はもとより，市街化区域内においても，日常生活に不可欠な施設の存

続に必要な商圏人口を維持できない区域が出てくることが予測されます。 

このため，本市では，具体的，かつ，客観的なデータを用いて，福山市

全域の将来の商圏人口分布図などを作成し，出来るだけ早期に公表するこ

とで，住民の皆様の生活設計などに活用いただきたいと考えています。 

２ 

いずれにしても企業を巻き込んだ計画の推進を期待する。 日常生活に不可欠な施設が存続し集積するためには，一定の商圏人口が

維持される必要があります。 

また，日常生活に不可欠な施設が存続し，集積している区域には，人口

が集まると考えられます。こうしたまちづくりを行うためには，企業や住

民が将来のまちの姿を共有し，それぞれが出来る事を，出来る時から始め

ることが必要だと考えています。 

このため，本市では，今年度当初，経済界の団体を含み，まちづくりの

主体で構成する福山市都市再生協議会を設立し，本基本方針について議論

し，出された意見を取り入れながら案を作成してきました。 

３ 

人口が減少することによる問題として仕事・企業活動が維持できる

かという問題もある。 

人口減少により，商圏人口に依存する施設の経営が成り立たなくなれ

ば，その地域の経済活動や雇用にも悪影響が出てくるものと考えられま

す。 

本市は，将来にわたり商圏人口が維持されると想定される区域を示した

将来人口分布図などを早期に公表し，住民の皆様はもとより，多様なまち

づくりの主体の行動を促すことで商圏人口が維持される区域を出来るだ

け広く確保していきたいと考えています。 
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番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

４ 

地域（活動）の維持においては，人口が多い頃の活動を維持するの

は難しいのであって，人口減少に伴う地域（維持）について併せて考

えていく必要がある。 

郊外の中山間地域においては，若年層の都市部への流出などにより過疎

化が進み，地域活動の維持が困難になりつつあります。 

今後，少子高齢化による人口減少が進めば，地域活動の維持が困難にな

る地域が拡大していくことが想定されています。 

本市は，将来人口分布図などを出来るだけ早く地域で共有いただき，地

域活動や地域に必要なサービスの維持が困難になる前に，住民と行政が共

に知恵を絞り，出来る事を，出来る時から始めていく必要があると考えて

います。 

 

５ 

いろんな方に対応できる街として集約型のコンパクトシティについ

ては，逆に福山市としての特徴を活かせない事に繋がると思います。 

一極集中による，地価高騰や便利さを追求するあまり地域とのコミ

ュニケーションも薄れてくると思います。 

立地適正化計画では，一極集中のまちづくりを行うのではなく，中心拠

点や地域ごとの生活拠点に，まちの特性に応じた施設の集積を図り，歩い

て暮らせるまちづくりを行うと共に，それぞれの拠点間を幹線道路網や利

便性の高い公共交通網で接続する「多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィ」を目指すこととしています。 

 

６ 

一見，良い案のようにみえますが，よーく考えると，「居住誘導区域

外」とされた地域はどうなるのかという疑問です。区域外とされた土

地の評価は下がるのでは？ 

本市の人口は２０２５年（平成３７年）の時点でわずかな減少となりま

す。こうしたことから，２０２５年（平成３７年）までの間で，求心力の

ある都市機能誘導区域を形成すると共に，それらを結ぶ利便性の高い公共

交通網を確立して行くこととし，居住誘導区域については，市街化区域全

体のうち，災害リスクの高い区域，工業地域及び工業専用地域を除いた区

域を設定することとしています。そのため，居住誘導区域を指定すること

による，それ以外の地域への地価の評価への影響は少ないと考えていま

す。 

７ 

引越や家を手に入れる事ができないので結局，貧乏人は取り残され，

増々，買い物弱者や交通弱者になっていく。つまり，富裕層の人だけ

が便利で豊かな生活を送ることになる。弱者が取り残されるこのよう

な方針案には反対です。 

高齢者数が増加し，概ね１人の現役世代が１人の高齢者を支えるこ

ととなる２０５０年（平成６２年）の７５歳以上の高齢者は，現在の

４０歳代です。こうした世代に将来人口分布図などを出来るだけ早く

見ていただき，生活設計に活かしていただくことが，２０５０年（平

成６２年）の問題を回避することになると考えています。 

また，人口減少が進行し，地域活動や地域に必要なサービスの維持が

困難になると考えられる地域においては，住民と行政が共に知恵を絞り，

出来る事を，出来る時から始めていく必要があると考えています。 
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番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

８ 

今以上に規制が増える事に繋がることにならない様にお願い致しま

す。 

 

 

立地適正化計画を作成公表すると，都市機能誘導区域や居住誘導区域以

外の地域において，大規模な「開発」や「建築物の建築」などを行う際，

届出が必要となります。 

この届出は，都市機能誘導区域や居住誘導区域に関する情報を提供し，

これらの区域内での計画を検討していただこうとするものであり，大規模

な開発などについて，何ら「規制」するものではありません。 

 

９ 

Ｐ４９ 届出制度について 

現行の都市計画，土地利用計画法の中でも各種届出が義務付けられ

ていると思いますが，立地適正化計画を策定し運用することで，さら

に区域内でさまざまな行為を行う際に届出が必要となる印象を受けま

した。これは今後の人口減少や立地適正化計画を運用する上で法律上

やむを得ないという理解でよろしいでしょうか（手続きばかりが増え

て本来の目的を理解してもらえるのか） 

 

 

 

１０ 

学校についても就学人口が多い時代には学校を増やしていたのだか

ら人口が減るとともに学校を減らすことは避けては通れないことだと

思う。 

 

現在，本市が推進している学校再編は，少子化に伴い，学校の小規

模化が急速に進む中，子どもたちが多様な人間関係を通して，切磋琢

磨しながら学べる教育環境を整えるために，望ましい規模となるよう

学校配置の見直しに取り組んでいるものです。 

 

 

 

 

１１ 

個人が自己責任において自由に生活する場所を選び，色々な情報提

供を行なう事で，自己が判断をする事ができる様に進めるべきだと思

います。 

 

本市では，地域ごとに異なる人口減少などの状況を本市全域の地図に表

示することで，市民の皆様の将来の生活設計の参考としていただきたいと

考えています。 

今後は，こうした将来人口分布図などを掲載した本基本方針を出来るだ

け多くの市民の皆様に見ていただけるよう努めてまいります。  
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番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

１２ 

全体的に「第１章 人口減少社会の現状」（Ｐ１０～２５）の部分は

ＧＩＳを利用したメッシュでの状況検討によって各項目の現状と将来

について記載されているものと思います。 

この４～５行で記載のある内容が「まとめ」のようなイメージで箱

などにまとめられる（もしくは結果となるような記述に下線や太線に

するなど）とポイントがわかりやすくなるように思います。 

 例えばＰ２４からＰ２５「地域コミュニティの機能低下」のまとめ

イメージとしては， 

 

 

 

 

 

 

また，本文中の※印の用語はできればページ内もしくは，フッター

下などに説明があるとよいのではと思います。 

現状と将来を比較した人口分布図などについては，市全域の視点から読

み取れる傾向を記載するにとどめ，これらをご覧になる皆様が，お住まい

の地域で将来生じると考えられるそれぞれの課題をイメージし，地域で共

有していただくためご提案のフロー図などは掲載していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「※印」に係る用語は，本基本方針全般にわたって使用しているものが

多いこと，また，どこから読み始めても用語の意味を調べられるよう，検

索しやすい末尾にまとめています。 

 

 

１３ 

Ｐ５５（１２）ライフステージに合わせた生活スタイルの選択肢  

モデル的にライフステージに応じたイメージが提示されています。

あくまでモデルということですが，大半の人はやはり，就労状況やコ

ミュニティ（近所との関わりなど）のつながりなど様々な要因で簡単

に移動ができない状況にあると思われます。 

交通の便や日々の買い物等々生活に不便がでていても動けないとい

うのが現状ではないでしょうか。区域設定などにおいて制度上整って

も，実際の人がどう動くか，どう誘導するかという部分は課題が残る

ように思います（本当に困ったら動かざるを得なくなるような気もし

ますが，先祖代々の土地をというような考えも根強いのでは）。 

 

 

５５ページの図－４４は，高齢世帯，親世代及び子ども世代が中古

住宅，賃貸住宅などを活用し，各年齢層のライフステージごとに住み

替えながら生活していくイメージを示したものです。 

本市としては，本基本方針を早期に公表することで，出来るだけ多

くの住民の皆様に，２０５０年（平成６２年）に想定される都市の状

況を知っていただき，今後のライフステージを視野に入れた生活設計

などを行っていだだきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山 間 部 で は

40％を超える

地域も増加 

子育て世代

の減少 

地域の活力

低下 

将来的には 
現状 
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番号 ご  意  見 意見に対する市の考え方 

１４ 

周辺メッシュ平均置換処理について，尾道市，府中市，笠岡市など

隣接自治体の人口を考慮した処理であるかどうか，明記願いたい。 

商圏・生活圏は行政区域を意識しないのが通常と考えられるため，

考慮していない場合は，考慮した処理をお願いしたい。 

 

本市では，将来人口分布図などを出来るだけ客観的に作成するため，

現時点で国が提供している国立社会保障・人口問題研究所の将来人口

推計を使用し，その旨を記載しています。 

この将来人口推計は，市町村単位で行われる国勢調査に基づいてい

ることから，提案いただいたように周辺メッシュ平均置換処理などを

行う場合，市町境をまたいで，いくらかの誤差が出ることが考えられ

ます。しかし，ご意見にもあるように，連続する土地上にある行政区

域間において，双方に大きな差はないものと考えています。 

なお，具体的な居住誘導区域などの設定に当たっては，これらの区

域境の状況を調査する中で，用途地域などの線も参考にしながら，個

別具体に検討を行うこととしています。 

１５ 

Ｐ１６ ５行目～ 

直接計画の内容とは関連がないかもしれませんが，ＧＩＳの１００

ｍメッシュで検討を進めるというのは市独自の処理方法とあります

が，他にはどのような検討方法が考えられるのでしょうか。 

それらの方法と今回の方法を比べたときの大きなメリットは？  

 

他の方法としては，既存の施設を配置したものを「現在の人口分布

を示すメッシュ」に重ねたものと，「将来人口分布を示すメッシュ」を

比較することで，将来における施設の持続可能性を想定することなど

が考えられます。 

しかし，自家用車の利用が困難な高齢者が増加する将来においては，

それぞれのメッシュを中心とした徒歩圏の人口がその施設の持続可能

性の目安となると考えられます。このため，本市では，メッシュの周

辺の徒歩圏５００ｍ以内の人口を合計し，当該メッシュに置換する処

理を，現在と将来の人口それぞれにおいて行うことで，直接，施設の

持続可能想定ゾーンを等高線状に表示する「商圏人口置換処理」を独

自に採用しています。 

 

（３）意見等の内容が対象事案に合致しないもの（２件 ） 
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福山市立地適正化計画基本方針（案）に対する意見募集の結果について（別図１） 

変更後 変更前 

３７ページ（図－２９） 
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福山市立地適正化計画基本方針（案）に対する意見募集の結果について（別図２） 

変更前 変更前 

４５ページ（図－３５） ５４ページ（図－４３） 

  

 

５ｋｍ円を削除 

５ｋｍ円を削除 


