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はじめに 

 

朝日新聞の「『子育て世代』をつかめ！」と題した連載に、全国各地の自治体による子

育て世代をターゲットにした定住化促進の取組みが紹介されていました。人口減少社会の

到来は、人口を奪い合う自治体間の競争の激化を意味しています。また、一票の格差に象

徴される国の制度の有り様や、地方自治制度全体に対する危機感と、それに対していかに

対応すべきかが問われていることであり、われわれ市行政を担う者としても、新たな枠組

みでのまちづくりの絵を描かなければならないという意味も持っていると思います。 

福生市は平成 14 年をピークに人口減少に転じていましたが、それを行政課題と位置づ

けたのは、平成 21 年度に実施した商店街振興基本調査における指摘がきっかけでした。「人

口はまちの活力を生み出し、需要を生み出してくれる重要な要素である。」という認識の下、

日本全体の人口減少の流れの中で福生市がどのように対応すべきであるか、と研究を進め

たのが平成 22 年度の「選ばれ続けるまちの戦略プラン」であり、「子育て・教育」「住宅」

「雇用」「情報」の四分野を人口減少に対応する重要な戦略分野と位置づけました。しかし、

人口に直接影響がある効果的な取組みは何かを明確にすることが出来ず、重点的な取組み

は進みませんでした。 

また、前述の朝日新聞の連載では「人口減に特効薬はない。やれるところからやる。」

と記されており、その競争に少子化・人口減少が拍車をかけていると結ばれています。全

国の自治体がこのような覚悟を決めて様々な取組みを競っています。その状況において、

「住むまちとしての魅力を高める」という一般論だけでは、周辺の自治体との差別化が出

来ずに埋没してしまいます。そこで求められるのは、福生市の特徴を反映した「福生市の

魅力を高める」取組みであると考えます。 

これらの反省を生かして取り組みましたのが今回の「まちづくり総合活性化研究」です。

まちを構成する重要な要素となる「土地利用」「交通」「産業」「社会インフラ」の分野を抽

出し、その政策により「将来人口」がどのように変化するのかを専門的知見からご指導を

いただきながら職員自らが研究いたしました。詳細は各分野のレポートをお読みいただき

たいと存じますが、福生市の人口減少の特徴を把握し、将来人口の投影計算を行いながら

政策効果を分析したことにより、定住化対策の方向性が示されたと考えています。また、

本研究で得られた成果は、定住化に資するまちづくりの方策や、新たな枠組みでのまちづ

くりを考えることの重要性の指摘のみならず、それを市役所が持つ様々なデータから職員

自らが議論を通じて導き出した点にあります。 

悩み苦しむ全国の自治体と比べて福生市が持つアドバンテージは、全国から人口の流入

が続く首都圏に存在することです。そのアドバンテージを生かし、今回の研究成果による

定住化対策の方向に沿った施策を着実に実行することこそ、福生市に処方された特効薬と

言えるのではないでしょうか。 

結びにあたり、職員を指導してくださいました細野教授、根本教授、池教授、吉川教授、

西浦教授に深く感謝の意を表しますとともに、これから進める定住化対策を中心としたま

ちづくりに、市民の皆様のご理解とご協力を賜りますことを心よりお願い申し上げます。 

 

平成 26 年 3 月  福生市長 加藤 育男 



プロローグ 

 

「まちがヒトを育て、ヒトがまちを育てる」とよく言われます。そしてまちは典型的なオ

ープンシステムの空間です。ですから、魅力のないまちからヒトもおカネもモノも情報も

どんどん逃げてしまいます。また昨今は時代の流れが早いですから、昨日の魅力は今日に

はもう魅力たりえないかもしれません。ヒト・モノ・カネ・情報を奪い合う都市間競争を

根っこで演出しているのは、このような「まち同士の魅力競争」なのかもしれません。 

 さて、今回の調査研究活動は「ヒト（人口）」に注目した「福生というまちの魅力」をど

う発見し、強化してゆくべきか、その戦略を考える際の政策課題は何か、を徹底的に解明

することを目的としてスタートしました。多摩に在住・在勤する気鋭の専門家を研究指導

のチーフに委嘱し、彼らの指導の下で市役所選抜の若手行政職員に「人口予測」「土地利用」

「交通」「社会インフラ関連」「産業」の５作業グループ（WG）で自主研究を行なってもら

いました。その具体的成果がこの報告書の中身に盛られています。実は、研究の成果はペ

ージ数にしてこの５、６倍はあるのですが、その中身は若手職員の自主研究の発表の機会

に譲りたいと思います。もっと、研究を深めたいと彼らは思っているはずですから。従っ

て、この報告書は研究のエッセンスのみを抽出し、読者の皆さんに披瀝するものです。 

 この報告書の元になった調査研究は、行政機関に「膨大に蓄積してある情報やデータ」

を白日のもとにさらし、行政課題に活用する訓練を若手職員に課すことも目的の一つであ

りました。ですから、その訓練の過程で、情報データの持つ威力と限界にも目がゆくこと

になります。データの限界を突き破るために、彼らは加工し、統計解析にかけ推測作業を

重ねることを学んだはずです。冒頭の言葉を敷衍すれば、まさに「情報やデータが職員を

育て、職員が情報やデータを進化させる」のです。 

 この調査研究活動を通じて、「市民の意見を聞くチャネルを多く作りたい」「10 年、20 年

後を予測して政策を考えたい」「付加価値を生むまちづくりがしたい」といった具体的なビ

ジョンが、参加した若手職員に徐々に芽生えてきました。このことは、報告書の中身もさ

ることながら意図せざる非常に大きな成果であると思います。 

 「福生市というまちの魅力を増進」し、人口をはじめ都市間競争で成果を上げる。その

目的のために、まちの現状分析をはじめ、市民のニーズを掘り起こし、データに基づいた

統計解析とシミュレーションを駆使しました。「明日の福生市」を下支えする政策提言を

「若手世帯の人口動態」を主軸に土地や交通、産業、社会インフラといったまちづくりに

欠かせない主要素を掛け合わせて行ないました。この報告書は、福生市の未来が今以上に

輝かしいものとなり、多摩地域の将来をリードするきっかけ作りの一助になれば、と祈り

つつ執筆されたことを読者の皆さんにお知らせしたいと思います。 

 

平成 26 年３月  公益社団法人 学術・文化・産業ネットワーク多摩専務理事 

細野助博（中央大学公共政策研究科委員長） 
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第一部 福生市の人口予測 

 

福生市の人口の現状と予測について 

 

人口予測ワーキンググループでは、「市町村人口統計マニュアル（石川晃著・古今書院）」

や「人口投影の論理と出生率の変化の影響（池 周一郎著・『帝京社会学』第 26 号，平成

25 年３月）」等を教科書として、人口統計と基礎知識を学び、市町村における年齢別人口

の将来推計の考え方や、国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「地域別将来人口推計」

の仕組みを解明すべく、予定されていたミーティングのみならず、メンバー同士が自主的

に会合する機会も設けてきた。この福生市のまちづくりに直結する研究課題の持つ重責を

メンバーの共通認識としつつ、人口統計や人口投影という初めて取り組む課題に対する疑

問や質問をお互いにぶつけ合い、資料や調査した情報を提供し学び合うという共同作業に

よって課題に向き合ってきた。 

人口統計の仕組みを理解する過程では、５年ごとに行われる国勢調査を基礎データとす

る国立社会保障・人口問題研究所の「地域別将来人口推計」に対する批判的検討を行い、

国勢調査に頼らない人口投影を模索してみた。国勢調査以外の様々な統計データに基づく

人口投影の演習を行い、これらの複数の異なる人口投影を比較し検討してきた結果、福生

市の人口投影の結果に共通する特徴を見出すことができたため、次のとおり現状分析を行

い、問題を提起するに至った。 

 

 

第 1 章 現状分析 

 

第１節 人口予測の手法について（コーホート変化率、婦人子ども比、出生性比）  

 

将来の福生市の人口を導き出すために、住民基本台帳の実績人口（男女別各歳別）を基

に人口投影を行う。ここでは 2013 年１月及び 2014 年 1 月の２時点間のデータを用いた。 

住民基本台帳のほかに国勢調査の人口データを使用する方法があるが、国勢調査のデー

タ間隔は５年で、最新のデータでも 2005 年 10 月 1 日から 2010 年の 10 月 1 日までの変化

傾向をベースにせざるを得ない。それに対し、住民基本台帳のデータは毎月の人口データ

を採ることができるため、直近のデータが使用可能で、かつ年齢も１歳毎である。しかも

行政が確実に把握している移動を反映したデータであり、1 年以上前からは外国人も含ん

でいる。以上の点を考慮して、住民基本台帳ベースの 1 年間隔での人口投影を行うことと

した。 

人口投影をするための方法としてコーホート変化率法を用いて計算を行うため、各用語

の意味や計算方法について触れてみる。 

まず、「コーホート」とは、同年（または同期間）に出生した集団のことをいう。「コー

ホート法」とは、その集団毎の時間変化を軸に人口の変化をとらえる方法である。例えば、

平成 24 年４月２日～平成 25 年４月１日生まれのコーホートは、平成 27 年４月 1 日時点で
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満２歳、平成 31 年４月１日時点で満６歳となり、平成 31 年度の小学１年生となる人々の

集団である。 

「コーホート法」には、「コーホート変化率法」と、「コーホート要因法」があるが、「コ

ーホート変化率法」は、各コーホートについて、過去の２時点におけるコーホートの変化

率を用いるのに対し、コーホート要因法は、コーホートの変化分を死亡数（生残率）及び

人口移動数、出生数に分離して行う方法である。 

コーホート変化率法は人口変動要因にあまり変化がない場合や、一定推計（仮定値が今

後も変化しないとした場合の推計）を行う場合には、コーホート要因法によって求められ

たものと同じ結果が得られる。そのため、ここではコーホート変化率法を用いることとし

た。コーホート変化率の計算方法は、例えば 2014 年１月１日の１歳の数字を 2013 年１月

１日の０歳の数字で除すると計算できる。 

 

 

 

 

この値が１未満であった場合には人口が減少したということが分かる。この方法で 2015

年１月 1 日の 1 歳人口を投影するには、2014 年 1 月１日の０歳人口にコーホート変化率を

乗じれば計算することができる。 

 

 

 

 

男女別各歳別の０歳の人口を予測するには、１歳下の人口が存在しないため、コーホー

ト変化率で計算することはできない。０歳人口すなわち出生数は、別途、母親となり得る

女性の人口と「婦人子ども比」及び「出生性比」から計算することができる。  

「婦人子ども比」とは、母親となる可能性を有する年齢層（15 歳から 49 歳）に対する０

歳（男子・女子）の割合であり、０歳（男子・女子）を母親となる可能性を有する年齢層

（15 歳から 49 歳）で除し、計算することができる。 

 

 

 

 

 

また、「出生性比」とは、女子に対する男子の比率をあらわしたものであり、推計作業の中

で、婦人子ども比によって求められた将来人口を男性と女性に分割するために必要である。 

 

 

 

 

 

【例　2013年1月1日、2014年1月1日におけるコーホート変化率】

コーホート変化率

0.968
≒

2014年1月1日現在　0歳人口

402人
÷

2013年1月1日現在　0歳人口

415人

【例　出生性比】

出生性比
105.063

0歳女子人口
237人

≒100÷ ×
0歳男子人口

249人

2014年1月1日現在　0歳人口

【例　2014年1月1日現在　1歳人口予測】

456人
×

コーホート変化率
0.968

≒
2015年1月1日現在　1歳人口

441人

【例　婦人子ども比】

12,841人
÷ ≒

0歳人口
415人 0.03231

婦人子ども比15歳～49歳女性人口
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2015 年の０歳男子人口を推計してみると、まず 2013 年と 2014 年の婦人子ども比の平均

値と 2013 年と 2014 年の出生性比の平均値を出しておいて、2014 年の母親となる可能性を

有する年齢層（15 歳から 49 歳）の合計に婦人子ども比と出生性比の平均値を乗じて（出

生性比+100）を除すると求められる。また、2015 年の０歳女子人口を推計してみると、2014

年の母親となる可能性を有する年齢層（15 歳から 49 歳）の合計に婦人子ども比の平均値

を乗じて（出生性比+100）を除すると求められる。 

次にグラフと表を用いて説明する。 

 

第２節 福生市における現状での人口予測について 

 

【表１-１】現状の変化がこのまま続くことを想定した人口予測（投影計算）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 1 月 1 日と 2014 年 1 月 1 日の 

住民基本台帳の人口を基に計算した変化 

率を使用し 2040 年までの人口予測を行っ 

た結果、グラフ１-１のような右肩下がり 

の曲線を描き人口が減少していく予測結果 

が出た。2014 年 1 月 1 日の総人口は、 

58,821 人となっているところ 2024 年の総 

人口は、54,741 人に減少し、その更に 16 

年後、2040 年の総人口は、44,017 人まで 

減少することが予測された。これは、社 

経過年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
予測年 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

予測人口（人） 58,489 58,157 57,831 57,471 57,090 56,673 56,232 55,776 55,269 54,741 54,185 53,604 53,004

経過年数 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
予測年 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

予測人口（人） 52,378 51,728 51,075 50,390 49,694 49,003 48,308 47,593 46,871 46,152 45,436 44,723 44,017

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

2015年 2018年 2021年 2024年 2027年 2030年 2033年 2036年 2039年

人
口
（
人
）

【グラフ1－1】現状の変化がこのままつづくことを想定した

人口予測
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会保障・人口問題研究所が、2005 年～2010 

年の国勢調査の５歳階級別人口で行った投 

影(基準とした人口が国勢調査人口と住民基 

本台帳人口と異なるので、数自体は異なる。） 

と減少傾向は一致しているが、そのテンポは 

加速する。 

次に、男女別コーホート変化率を見てみ 

る。コーホート変化率「１」は、その年代 

において人口の増減がゼロであったことを 

示し、１を上回れば人口が増加したことに 

なり、下回れば人口が減少したこととなる。グラフ１-２及び１-３から女性では 80 歳近 

辺を始めにコーホート変化率が減少傾向となり、男性では 75 歳近辺より減少傾向となって 

いるが、この現象は主に死亡によるものであり、人口流出が要因となるものではないと考 

えられるため本研究の対象から除外するものとする。このことを鑑みてコーホート変化率

を見ると女性では 18 歳が 1.124％、男性では 19 歳が 1.122％と最高値を示しており、人口

が一番増加している年代と言える。逆に女性では 30 歳が 0.942 男性では２歳が 0.923％と

最低値を示し、人口が一番減少している年代と言える。 

 

 

第 2 章 現状での人口予測における問題提起 

 

グラフ１-１より現状での人口予測によると、20 年後の 2034 年には 10,513 人もの人口

が減少することが予測される。出生力の低下を要因とする全国的な人口減少により人口減

少そのものを食い止めることは難しいが、少しでも人口の減少を緩和させる必要がある。  

まず、コーホート変化率のグラフから（グラフ１-２、１-３参照）どの年代の人口流出

が多いかを見てみる。 

グラフ１-２「コーホート変化率（女性）」を見ると、20 代から 30 代の年齢を中心とし

て変化率が１を下回っていることが解る。このことは、20 代から 30 代の女性人口が流出

傾向にあることを示している。 

20 代、30 代の女性は、一般に生産年齢とも呼ばれ、他の年齢と比べると出産を多く経験

する年齢であることが、表２－１からも言える。これらの女性たちが、子どもを出産し、

子どもと一緒に転出することで、その子どもの分まで人口が減ってしまう。そのことが、

第一章のコーホート変化率のグラフでは、女性、男性どちらを見ても０歳から６歳のコー

ホート変化率が１を下回っているこ 

とからも解る。 

また、この年代は、就職や結婚等 

の生活環境の変化を迎える時期とも 

言える。就職をし、職場の近くに生 

活拠点を移す、あるいは結婚をし、 

夫婦で新居を設けるなど理由は様々 

【表２-１】　母親年代別出生数

保健所管内 福生市

19歳以下 64 9

20～29歳 1,156 185

30～39歳 1,531 246

40～49歳 95 17

50歳以上 ― ―

合　計 2,846 457

※平成24年度版西多摩保健所事業概要より

年　齢
出生数
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ではあるが、人口流出の多い年代であり、この年代の人口流出そのものが、福生市の総人

口減少の大きな要因の一つと考えられる。 

前述のとおり０歳から６歳のコーホート変化率が１を下回っていることから、その親の

年代である 30 代のコーホート変化率を見てみると、女性、男性共に１を下回っていること

が解る。一般的に０歳から６歳までの人口は単独で移動することは考えにくく、親の年代

の人口と共に移動することが推測できる。 

小学校未就学児（０歳から６歳の子ども）とその親の人口の流出においての主な要因と

して、就労に関しての転職や転勤が考えられる。また、子どもが小学校に就学する前に、

子育てをする環境やわが子が入学する学校（学区）を考慮し転居する要因も挙げられる。  

就労に関して転職や転勤に伴い転出する人に対しては、福生市がどんなに魅力的な施策

を働きかけても、人口流出を引き止める効果を見込むことは難しい。しかしながら、子ど

もの就学前により良い子育て支援・教育環境を求めて転居をしようとする人には、福生市

が独自に打ち出す魅力的な子育て支援施策や特徴ある学校教育等の情報を届けることで、

転居を思い止まらせることができる。また反対に、他市町村において同様に子どもの就学

前に子育て支援・教育環境を探して転居しようとする人に対して福生市の魅力ある子育て

支援施策等の情報を届けることができれば、人口流入を誘導することも可能となる。  

すなわち転居する人のニーズに合わせた施策展開や情報発信ができれば、転出を食い止

め、他市町村からの人口流入を可能にし、福生市全体の人口減少に歯止めをかけることが

できる。 

 

第３章 人口シミュレーション 

 

前章にて、提起された 20 代から 30 代の女性人口の流出、小学校未就学児とその親の人

口の流出及びその両方の流出を抑制した場合の向こう 20 年の人口予測を以下の前提条件

の基に行った。 

①  2013年１月１日と 2014年１月１日の住民基本台帳人口を基にした変化率を基本とした。 

②  コーホート変化率を、想定により変化させる。 

③  未就学児の親の年齢は 30 代とする。 

④  出生性比は 107 と仮定する。 

 

第１節 20 代から 30 代の女性の人口流出を抑制した場合の人口予測 

 

20 代から 30 代女性人口が減少しなかったと仮定した場合、2013 年の 20 歳から 39 歳の

女性人口の合計と 2014 年の 21 歳から 40 歳の女性人口の合計が一致することになる。 

2013 年と 2014 年の人口を比較すると 74 人減少しているので、この減少分を 2014 年の 20

歳から 39 歳の人口に３人ずつ増加させる。 

当然のことながら女性人口の増加に伴い男性人口も増加するので、20 代男性は 20 代女

性の既婚率を 7 割と想定し、女性人口増加分３人の７割である２人を各年齢人口に増加さ

せる。30 代男性は、30 代女性の既婚率を 10 割と想定し、同数の３人を各年齢人口に増加

させる。 
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2024 年時点、シミュレーションにおける予

測総人口は、55,874 人、現状での予測総人口

は 54,741 人となり 1,133 人の差が出ている。

同様に 20 年後の 2034 年時点でのシミュレー

ションにおける予測総人口は 50,368 人、現状

での予測総人口は、 48,308 人であるから

2,060 人の差が出ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表３－１】20代から30代女性人口

年　齢
2013年1月1日
現在人口（人）

2014年1月1日
現在人口（人）

20 332
21 301 339
22 389 329
23 365 391
24 330 365
25 356 334
26 328 342
27 329 343
28 359 310
29 354 352
30 359 341
31 351 338
32 352 353
33 357 324
34 353 353
35 364 340
36 370 353
37 407 373
38 412 403
39 437 413
40 435

合　計 7,205 7,131

2013年20歳から39歳女子人口合計 2014年21歳から40歳女性人口合計 人口減少数
7,205人 7,131人 74人

人口減少数 年齢区分数 各年齢増加分（女性）
74人 20 3人

各年齢増加分（女性） 女性既婚率 各年齢増加分（20代男性）

3人 0.7 2人

-

÷

×

＝

≒

≒

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

2015年 2018年 2021年 2024年 2027年 2030年 2033年

人
口
（
人
）

【グラフ３－１】20代から30代女性の人口流出を抑制し

た場合の人口予測

人口流出抑制をした

場合の人口予測

現状での人口予測
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第２節 小学校未就学児とその親の人口の流出を抑制した場合の人口予測 

 

小学校未就学児女子の人口が減少しなか

ったと仮定した場合、2013 年の０歳から６

歳の女子人口の合計と 2014 年の１歳から

７歳の女子人口の合計が一致することにな

る。2013 年と 2014 年の人口を比較すると

42 人減少しているので、この減少分を 2014

年の０歳から６歳の女子人口に６人ずつ増

加させる。両親の年齢を 30 歳から 39 歳と 

仮定しているため、第３章第１節にて算出

した３人を各年齢人口に増加させる。 

 

 

 

 

小学校未就学児男子の人口が減少しな  

かったと仮定した場合、2013 年の０歳から

６歳の男子人口の合計と 2014 年の１歳か

ら７歳の男子人口の合計が一致すること

になる。2013 年と 2014 年の人口を比較す

ると 69 人減少しているので、この減少分

を 2014 年の０歳から６歳の男子人口に９

人ずつ増加させる。両親の年齢を 30 歳か

ら 39 歳と仮定しているため、３章第１に

て算出した３人を各年齢人口に増加させ

る。 

 

 

 

 

2024 年時点、シミュレーション

における予測総人口は、56,332 人、

現状での予測総人口は 54,741 人

となり 1,591 人の差が出ている。

同様に 20 年後の 2034 年時点での

シミュレーションにおける予測総

人口は 51,292 人、現状での予測総

人 口 は 、 48,308 人 で あ る か ら

2,984 人の差が出ている。 

【表３－２】未就学児女子人口

年　齢
2013年1月1日
現在人口（人）

2014年1月1日
現在人口（人）

0 210

1 196 206

2 254 193

3 214 245

4 230 208

5 201 222

6 221 193

7 217

合　計 1,526 1,484

2013年０歳から６歳女子人口合計 2014年１歳から７歳女子人口合計 人口減少数

1,526人 1,484人 42人

人口減少数 年齢区分数 各年齢増加分（女子）

42人 7 ６人

- ＝

≒÷

2013年０歳から６歳男子人口合計 2014年１歳から７歳男子人口合計 人口減少数

1,549人 1,480人 69人

人口減少数 年齢区分数 各年齢増加分（男子）

69人 7 ９人
÷

＝

≒

-

【表３－３】 未就学児男子人口

2013年1月1日 2014年1月1日
現在人口（人） 現在人口（人）

0 205

1 238 196

2 221 226

3 228 204

4 236 218

5 212 230

6 209 208

7 198

合計 1,549 1,480

年齢

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

2015年 2018年 2021年 2024年 2027年 2030年 2033年

人
口
（
人
）

【グラフ３－２】小学校未就学児とその親の人口流出を

抑制した場合の人口予測

人口流出抑制をした

場合の人口予測

現状での人口予測
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第３節 20 代から 30 代の女性と小学校未就学児及びその親の人口の流出を抑制した場合 

2024 年時点、シミュレーションに

おける予測総人口は、56,896 人、現

状での予測総人口は 54,741 人とな

り 2,155 人の差が出ている。同様に

20 年後の 2034 年時点でのシミュレ

ーションにおける予測総人口は

52,351 人、現状での予測総人口は、

48,308 人であるから 4,043 人の差

が出ている。確認すると、第１節の

シミュレーションは、子育てを特に

考慮せずに流出超過の女性人口と

男性人口を改善した場合に対応し 

第２節のシミュレーションは、子どもを産んだ世帯の流出超過を改善した場合に対応する。

第３節はその複合タイプである。 

 

第４節 人口シミュレーション結果における考察 

 

ここで、０歳児の予測人口を比較してみる、現状での人口予測における 2024 年の０歳児

人口は 375 人、第３章第１節の人口予測結果では 393 人、第３章第２節の人口予測結果で

は 396 人、第３章第３節の人口予測結果では 406 人となった。 

同様に 2034 年の０歳児人口は 304 人、第３章第１節の人口予測結果では 331 人、第３章

第２節の人口予測結果では 337 人、第３章第３節の人口予測結果では 356 人であった。対

象年代を出産可能な年代に絞った政策を実施することにより、出生力の低下を緩和するこ

とにも繋がる。 

 

また、第３章第１節のシミュレー

ションと第３章第２節のシミュレ

ーションを比較すると、20 代から

30 代の女性人口の流出を抑制する

ための政策を実施するよりも、未就

学児及び親の世代の人口流出を抑

制するための政策を実施する方が、

より人口減少の軽減に効果がある

ことが解る。就学年齢の人口を福生

市に留めると、そのうちのいくらか

は福生市で結婚・出産してくれるこ

とをシミュレーションは想定して

いることになるのである。 

 

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

2015年 2018年 2021年 2024年 2027年 2030年 2033年

人
口
（
人
）

【グラフ３－３】20代から30代の女性及び小学校未就学

児の人口流出を抑制した場合の人口予測

人口流出抑制をした

場合の人口予測

現状での人口予測

単位：人

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

現状の変化がこのまま続くこ
とを想定した人口予測 58,489 58,157 57,831 57,471 57,090 56,673 56,232 55,776 55,269 54,741

３章第１節人口予測 58,706 58,479 58,258 58,001 57,723 57,408 57,064 56,707 56,302 55,874

３章第２節人口予測 58,815 58,635 58,456 58,240 57,999 57,725 57,422 57,100 56,726 56,332

３章第３節人口予測 58,915 58,785 58,661 58,496 58,310 58,086 57,830 57,562 57,239 56,896

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年

現状の変化がこのまま続くこ
とを想定した人口予測 54,185 53,604 53,004 52,378 51,728 51,075 50,390 49,694 49,003 48,308

３章第１節人口予測 55,415 54,923 54,419 53,896 53,344 52,789 52,189 51,582 50,978 50,368

３章第２節人口予測 55,905 55,450 54,980 54,494 53,983 53,466 52,923 52,369 51,829 51,292

３章第３節人口予測 56,520 56,112 55,690 55,251 54,790 54,327 53,827 53,328 52,839 52,351

【表３－５】人口予測比較
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しかし、結婚等の生活環境の変

化により人口流出が他の年代より

も多い 20 代から 30 代の女性人口

の流出を抑制することも重要であ

り、就学年齢の人口を引き留めて

おくことと実際は区別できないの

であるから、この二つの対象年齢

について人口減少を緩和させるた

めの政策を長期的に実施すること

が望ましい。 

 

 

まとめ 帝京大学文学部社会学科教授 池 周一郎  

 

日本全体で人口が減少していると思われる (2015 年の国勢調査の結果を見なければ、確

定的には言い難い )現状で、福生市の人口減少をくいとめることは到底不可能な課題である。

現在地方では既に大幅な人口減少が進行中であり、それが東京の郊外にも姿を現してきた

現状は感慨には耐えない。福生市のみならず、西多摩郡の各市町村は既に人口減少へと歩

みを進めている。  

我々はその現状を直視しなければならない。また、即効性のある有効な対策が殆どない

ことも直視しなければならないのである。我々の持てる資源が非常に制約される将来にお

いて、何が可能なのかを合理的に考えなければならない。無駄な政策に税金を費やす余裕

はもはやないのである。  

福生市の人口減少を緩和するためには、人口の流出を抑制することが有効なのは、既に

理解されたと思う。しかしこれは、他の市区町村とのゼロサム・ゲーム (希少な資源の奪い

合い )という側面もあることを見逃してはならない。とはいえ、晩婚化が極端に進んだ東京

都心よりも福生市のようなところに再生産人口を流入させる方がよりよいと私は考える。  

小生のつたない指導にもかかわらず、ワーキンググループの方々の熱意と努力により、

福生市の人口減少を緩和するという点において、最適な方策とその起こり得るべき帰結を

提示することができたと思う。投影は当たるものではないが、2030 年代の福生市の人口が

どのようになっているか少々楽しみでもある。また、今後、断続的にコーホート変化率を

計算し、投影を実施することで、政策・施策の実効性をチェックし、同時に福生市の人口

の将来像を見直していく継続的な努力が求められよう。本プロジェクトにより、ワーキン

ググループの皆さんはその知識・技術を獲得したと確信する。  

 

 

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

2015年 2018年 2021年 2024年 2027年 2030年 2033年

人
口
（
人
）

【グラフ３－４】人口予測比較

３章第３節人口予測

３章第２節人口予測

３章第１節人口予測

現状での人口予測
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第二部 福生市の人口と土地利用  

  

土地利用ワーキンググループにおける研究では、西浦定継明星大学教授の指導の下、

現況の土地利用及び建物利用状況と今後その土地利用を変えることで生じる人口へ

の影響を統計学的手法に基づく分析によって考察し、今後の福生市における土地利用

方法について提案することを目的とする。 

 人口については、住民基本台帳を利用した。また土地・建物の面積やその利用状況

については、東京都の資料を利用し、この資料に基づいて町会・自治会単位の土地・

建物面積を算出した。 

 

第１章 福生市の現状 

第１節 子育て世代の流出 

 福生市における人口移動については、池周一郎帝京大学教授による報告書（『福

生市の人口移動の現状とその要因について』）によれば、子育て世代（20 代後半

～40 代半ば）が流出傾向となっていると報告されている。この傾向について分析

をしてみたところ、図１のようになった。 

 

右のグラフは、

福 生 市 の 住 民 基

本台帳を基に、５

歳 ご と の 年 齢 別

人口について、平

成 20 年４月１日

と平成 24 年４月

１日の増減数（各

年 代 ご と の ４ 年

後 に お け る 人 口

の増減数）をグラ

フ 化 し た も の で

ある。傾向として

10 代後半～20 代

前 半 の み の 人 口 

増加が見受けられ、20 代半ば以降になると流出傾向になっている。特に 20 代後

半～40 代前半の減少傾向が高い。このことから、福生市内において、子育て世代  

の流出傾向が読み取れる。 
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第２節 20 代前半の居住傾向について 

 図１で 10 代後半～20 代前半が増加しているということを示したが、次に特に

どこの町会・自治会が増加傾向にあるのかを調べると、図２及び表１のようにな

った。 

 図２は、平成 20 年

４月１日の 15～19歳

人数と、平成 24 年４

月１日の 19～23歳の

人数を増減率で示し

たものである。 

福生市全体の平均

は 110％であるが、こ

の中でも表１のよう

に駅周辺の町会・自

治会の増加率が比較

的高い傾向にある。

このことから、10 代

後半～20 代前半は駅

前に居住する傾向が

あると読み取れる。 

 

 

 

 

第３節 土地利用の現状 

 福生市における土地利用（横田基地を除く）の現状について、土地用途別に

分類（27 種類）し、それぞれの面積及び土地利用割合を算出すると、表２及び

図３のようになった。 

 

順位 土地利用用途 面積（㎡）　 土地利用割合 順位 土地利用用途 面積（㎡）　 土地利用割合

1 独立住宅 1,745,561.172 27.666% 15 厚生医療施設 70,082.760 1.111%

2 道路 1,156,869.099 18.335% 16 事務所建築物 67,324.169 1.067%

3 集合住宅 776,173.616 12.302% 17 原野 57,626.353 0.913%

4 屋外利用地・仮設建物 550,503.037 8.725% 18 樹園地 49,138.116 0.779%

5 教育文化施設 315,147.137 4.995% 19 水面・河川・水路 35,408.137 0.561%

6 公園・運動場等 267,651.414 4.242% 20 宿泊・遊興施設 33,438.978 0.530%

7 住商併用建物 203,154.654 3.220% 21 官公庁施設 27,129.479 0.430%

8 森林 168,654.719 2.673% 22 農林漁業施設 27,035.575 0.428%

9 　畑 152,905.202 2.423% 23 住居併用工場 22,036.996 0.349%

10 専用商業施設 148,627.720 2.356% 24 スポーツ・興行施設 21,784.185 0.345%

11 専用工場 133,733.842 2.120% 25 供給処理施設 17,596.434 0.279%

12 未利用地等 99,185.807 1.572% 26 その他 6,720.192 0.107%

13 倉庫運輸関係施設 78,904.954 1.251% 27 田 1,612.783 0.026%

14 鉄道・港湾等 75,479.105 1.196% 6,309,452.636 100.000%

※面積及び土地利用割合ともに、小数点以下第４位で四捨五入

合計

表２：用途別面積及び土地利用割合
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図２：町会・自治会別人口増減率（15～19歳の４年後の増減率）

 

駅名 町会・自治会

拝島駅 武蔵野町会119％、玉川台町会133％、福東町会181％

牛浜駅 牛浜第一町会119％、志茂第二町会133％

福生駅 本町第二町会167％、本町第三町会120％、本町中央町会115％、本町第七町会128％

東福生駅 本町第七町会128％、武蔵野台一丁目町会122％

表１：福生市平均と駅周辺町会・自治会との比較（15歳～19歳の４年後における人口増減率）

福生市平均110％

「東京都都市整備局 平成 19 年度土地利用現況調査資料」より 
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表２及び図３は、

福生市内（横田基地

を除く）における用

途別の土地利用面

積及びその割合に

ついて示したもの

である。この表及び

図から、福生市は住

宅地の割合が高く、

工業地、農地等の割

合が低いというこ

とが読み取れる。 

また、未利用地の割合が低く、新たな開発が可能な面積が少ないこともこの表か

ら確認することができる。 

 

第４節 駅周辺部における未利用空間 

 平成 24 年３月に策定された、『福生市都市計画マスタープラン』において、「福

生駅周辺の指定容積率は高度利用が可能であるものの、十分利用していない土地

も見られる」と指摘されている。 

それを確認するために、各町会・自治会における最大利用可能延床面積及び現

利用延床面積を概算し、それを基に未利用延床面積を計算し未利用率を算出した

ところ、表３のようになった。 

 

 

 この表から、１位は福生駅前の町会である本町中央町会であり、また牛浜駅前

の牛浜第一町会、福生駅周辺の本町第一町会、本町第二町会及び本町第六町会、

拝島駅前及びその周辺部である福東町会など、比較的駅に近い町会・自治会地域

の未利用率が高いという傾向が読み取れる。 

順位 町会・自治会名
最大利用可能延床面積（㎡）

（ａ）
現利用延床面積（㎡）

（ｂ）
未利用延床面積（㎡）

（ａ－ｂ＝ｃ）
未利用率
（ｃ/ａ）

1 本町中央町会 190,072.289 53,610.229 136,462.060 71.8%

2 福東町会 558,588.992 168,322.171 390,266.820 69.9%

3 牛浜第一町会 212,340.035 71,568.439 140,771.596 66.3%

4 熊川住宅自治会 92,025.311 32,193.831 59,831.480 65.0%

5 本町第六町会 112,110.012 39,728.987 72,381.025 64.6%

6 加美第二町会 576,439.698 209,654.096 366,785.603 63.6%

7 永田町会 254,616.510 94,360.208 160,256.302 62.9%

8 本町第二町会 89,309.295 33,562.854 55,746.441 62.4%

9 本町第八第二町会 489,161.350 186,749.454 302,411.895 61.8%

10 本町第一町会 113,212.297 44,685.349 68,526.948 60.5%

表３：最大利用可能延床面積にかかる未利用率順位（上位１０地区）
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図３：用途別土地利用割合

「東京都都市整備局 平成 19 年度土地利用現況調査資料」より 

※各面積について「東京都都市整備局  平成 19 年度土地利用現況調査資料」等より算出 
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第２章 現状に基づくシミュレーション 

第１節 現状に基づく課題 

第１章において、福生市の人口移動について、20 代前半は増えているが、20

代後半になっていくと減少に転じるという傾向があり、土地利用については、未

利用地の割合が低く、新たに開発可能な土地は少ない。また、駅前については未

利用空間が広がっているという現状が確認された。 

この現状から、20 代後半以降の人の流出をどのようにして食い止めれば良いの

か、また新たに利用可能な土地が少ない中で土地を有効活用するにはどのように

したら良いのか、駅前の未利用空間の有効活用をどのように行えば良いのかとい

った課題が見えてきた。 

これらの解決策を検討するために、いくつかのシミュレーションを実施し、人

口を算出した。ここで求めた人口は、各条件の下で土地利用等を行った場合の想

定人口であり、あくまでもキャパシティーとしての数値である。 

 

第２節 都市計画マスタープランの将来都市構造図に基づく分析 

(１) 各町会の人口密度（原単位：人/㎡）を利用した場合の想定人口 

 各町会・自治会の土地利用

の用途別人口密度（原単位＝

住宅地及び商業地１㎡あた

りの人口（平成 20 年４月１

日現在））を算出し、将来都

市構造図（図４）より、各町

会・自治会の将来の土地利用

面積（商業地又は住宅地）と

人口密度（原単位）を掛け合

わせ結果が、表４である。 

 

なお、計算式は次のとお

りである。 

  

 

 

 

 

想定人口＝各町会・自治会の利用可能面積×将来都市構造図に基づく各町

会・自治会の原単位（住宅地又は商業地としての原単位：人/㎡） 

 

表４より、想定人口が 129,354 人という結果になった。これは、利用可能面積

全てを無駄なく利用した場合の人口であり、福生市のキャパシティーとしての計

算上の最大値である。 

 

図４：将来都市構造図  

出典：福生市都市計画マスタープラン  
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町会・自治会名
人口

（H20.4.1）
用途

利用可能面積
（a)

住宅地原単位

(b)

商業地原単位

（ｃ）

想定人口
（a×b又はa×c)

南町会 1,024 住宅 146,725.074 0.016 2,333

内出町会 1,459 住宅 202,683.195 0.015 3,130

武蔵野町会 1,450 住宅 107,677.638 0.024 2,544

富士見台町会 998 住宅 50,815.756 0.034 1,716

鍋ヶ谷戸第一町会 2,118 住宅 224,602.481 0.015 3,470

鍋ヶ谷戸第二町会 2,685 住宅 274,160.243 0.018 4,842

熊川牛浜町会 2,946 住宅 266,423.690 0.019 5,177

牛浜第一町会 1,331 住宅 92,321.754 0.025 2,315

牛浜第二町会 2,161 住宅 192,767.525 0.024 4,566

原ヶ谷戸町会 3,222 住宅 293,015.583 0.020 5,735

志茂第一町会 2,572 住宅 309,565.683 0.018 5,619

志茂第二町会 2,157 住宅 120,945.447 0.030 3,636

永田町会 1,598 住宅 164,268.716 0.018 2,918

長沢町会 1,596 住宅 136,191.326 0.019 2,541

加美第一町会 601 住宅 67,174.813 0.014 907

加美第二町会 3,458 住宅 373,826.004 0.019 7,115

本町第一町会 481 住宅 36,520.096 0.033 1,199

本町第二町会 375 商業 27,909.155 0.040 1,121

本町第三町会 355 商業 15,208.868 0.083 1,262

本町中央町会 295 商業 50,685.944 0.018 912

福生団地自治会 1,552 住宅 48,031.621 0.056 2,705

本町第六町会 631 住宅 52,144.191 0.023 1,177

本町第七町会 2,925 住宅・商業 280,429.193 0.022 0.100 10,650

本町第八第一町会 3,644 住宅・商業 216,799.381 0.030 0.090 9,055

熊川住宅自治会 887 住宅 46,012.656 0.028 1,303

福栄町会 970 住宅 59,934.536 0.025 1,526

加美平団地自治会 1,859 住宅 57,207.911 0.049 2,784

玉川台町会 395 住宅 39,289.878 0.021 815

福東町会 2,981 住宅・商業 327,042.735 0.030 0.254 13,482

南田園一丁目町会 1,127 住宅 94,121.082 0.024 2,217

南田園三丁目町会 1,050 住宅 97,443.525 0.026 2,540

本町第八第二町会 2,885 住宅 256,777.611 0.029 7,399

武蔵野台一丁目町会 3,596 住宅 229,156.501 0.037 8,481

南田園二丁目町会 1,181 住宅 83,823.185 0.026 2,161

合計 58,565 5,041,702.994 129,354

※利用可能面積は「東京都都市整備局 平成19年度土地利用現況調査資料」より算出

※利用可能面積：各町会・自治会の総面積から、道路、鉄道用地及び河川を引いたもの

※用途が混在している町会は、面積を按分して算出

表４：将来都市構造図に基づく想定人口
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(２) 福生市の人口密度（平均原単位：人/㎡）を利用した場合の想定人口 

用途別土地利用面積のうち、現在特に利用されていない又は仮設利用されてい

る土地であり、開発等により利用可能であると思われる未利用地、屋外利用地

（駐車場等）・仮設建物、森林及び原野の合計面積は、表２の合計土地面積の内

の 13.8％に過ぎない。このことからも、福生市内は開発可能な土地が限られて

いるということが理解できる。 

ここでは、これらの用途の組み合わせにより、平成 20 年４月１日現在の人口

密度（原単位）を基に土地を利用した場合の想定人口を算出した。なお、人口

密度については、市内の全面積から、道路、河川及び鉄道用地を差し引いた上

で計算した。 

 

①未利用地、屋外利用地・仮設建物、森林及び原野を利用した場合 

未利用地、屋外利用地・仮設建物、森林及び原野を利用した場合は、表５のよ

うになる。なお、計算式は次のとおりである。 

 

想定人口＝（未利用地＋屋外利用地・仮設建物＋森林＋原野）×福生市の人

口密度（人/㎡） 

  

 

 表５から、未利用地、屋外利用地・仮設建物、森林及び原野を活用した場合

を想定すると、人口増、つまりキャパシティーの増としては、9,890 人の増とな

り、合計で 68,455 人となる。このことから、現在特に利用がされていない未利

用地等を最大限活用した場合は最大で、9,890 人の増加が見込まれるということ

である。 

 

②未利用地及び屋外利用地・仮設建物を利用した場合 

未利用地及び屋外利用地・仮設建物を利用した場合は、表６のようになる。

なお、計算式は次のとおりである。 

 

想定人口＝（未利用地＋屋外・仮設建物）×福生市の人口密度（人/㎡） 

 

人口（a)
（H20.4.1）

活用面積（b) 原単位(c)
人口増減
（b×c=d)

想定人口
（a+d)

58,565 875,969.916 0.011 9,890 68,455

※活用面積：未利用地、屋外利用地・仮設建物、森林及び原野の面積の合計

※活用面積は「東京都都市整備局 平成19年度土地利用現況調査資料」より算出

表５：未利用地、屋外利用地・仮設建物、森林及び原野を活用した場合の想定人口

人口（a)
（H20.4.1）

活用面積（b) 原単位(c)
人口増減
（b×c=d)

想定人口
（a+d)

58,565 649,688.844 0.011 7,335 65,900

※活用面積：未利用地及び屋外利用地・仮設建物面積の合計

※活用面積は「東京都都市整備局 平成19年度土地利用現況調査資料」より算出

表６：未利用地及び屋外利用地・仮設建物を活用した場合の想定人口
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表６より、未利用地及び屋外利用地・仮設建物を活用した場合を想定すると、

人口増、つまりキャパシティーの増としては、7,335 人の増となり、合計で 65,900

人となる。このことから、未利用地や駐車場等の利用地及び仮設建物の用地を

最大限活用した場合は、7,335 人の増加が見込まれるということである。 

 

③未利用地を利用した場合 

現在利用をされていない土地（未利用地）のみを利用した場合は、表７のよ

うになる。なお、計算式は次のとおりである。 

 

想定人口＝未利用地×福生市の人口密度（人/㎡） 

 

 

表７より、未利用地のみを活用した場合を想定すると、人口増、つまりキャ

パシティーの増としては 1,120 人の増となり、合計で 59,685 人となる。このこ

とから、未利用地を最大限活用した場合は、1,120 人の増加が見込まれるという

ことである。 

 

(３) 南田園の人口密度（原単位：人/㎡）を利用した場合の想定人口 

 ここでは、今後区画整理をしながら土地の活用をした場合の想定人口を算出す

るため、モデル地区として区画整理が済んでいる地域のみで構成される、南田園

一丁目町会、南田園二丁目町会及び南田園三丁目町会の合計面積から、住宅地の

人口密度（原単位：人/㎡）を算出し、それを基に区画整理をしながら、現在利

用されていない土地（未利用地）を活用した場合の想定人口を積算した。なお、

計算式は次のとおりである。 

 

想定人口＝未利用地×南田園の人口密度（人/㎡） 

 
 

表８より、区画整理をしながら、未利用地を活用した場合を想定した場合の

人口増、つまりキャパシティーの増としては 2,487 人の増となり、合計で 61,052

人となることが見込まれるということである。 

人口（a)
（H20.4.1）

活用面積（b) 原単位(c)
人口増減
（b×c=d)

想定人口
（a+d)

58,565 99,185.807 0.011 1,120 59,685

※活用面積：未利用地面積

※活用面積は「東京都都市整備局 平成19年度土地利用現況調査資料」より算出

表７：未利用を活用した場合の想定人口

人口（a)
（H20.4.1）

活用面積（b) 原単位(c)
人口増減
（b×c=d)

想定人口
（a+d)

58,565 99,185.807 0.025 2,487 61,052

※活用面積：未利用地面積

※活用面積は「東京都都市整備局 平成19年度土地利用現況調査資料」より算出

表８：南田園の人口密度（原単位：人/㎡）を活用した場合の想定人口
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(４) 未利用空間を活用した場合の人口予測 

ここでは、人口予測ワーキンググループで指摘がされている、若者及び子育て

世代の女性の定住化を図るための土地利用施策のあり方を探ることを目的に、第

１章で示した、福生駅前区域に未利用空間が多いということについて、その未利

用空間を活用することによる人口推計を行った。 

モデルの推計方法については、一般化線形モデル（ポアソン回帰）により、町

会・自治会ごとの男女年齢階層別人口データと土地利用データを使用して実施し

た。 

まず、Ｐ.11 の表２で示した 27 種類の土地利用と、20～24 歳、25～29 歳、30

～34 歳、35～39 歳の女性の数との相関行例を計算し、4 つの年齢階層別の女性の

数と相関の高い土地利用項目を抽出したところ、商業施設、厚生医療施設、教育

文化施設及び公園等の４種類の影響が高いという結果になった。次に、抽出した

4 種類のすべての組み合わせについて、各年齢階層の女性の数とのモデルを作成

した。そのモデルについて、女性の数と土地利用項目で最も説明力の高いモデル  

（AIC 最小値モデル：AIC

は赤池情報量基準）を選択

した。なお、そのモデルに

ついては表９のとおりで

ある。最後に、そのモデル

を使用して、土地利用変数

を操作することによる人

口増加を試算した。  

 

 

はじめに、図５、７、９及び 11 は平成 20 年 10 月１日現在の町会・自治会ご

との女性人口（実測値）を示したものである。次に図６、８、10 及び 12 は、相

関の高い４種類現状の面積から、モデル式を用いた場合の町会・自治会ごとの女

性人口（予測値）を示したものであり、この予測値はモデル式に基づき現状の面

積から導き出される、20～39 歳女性の最大人口を示している。つまり、この数値

はキャパシティーを示している。  

また、図 13～16 は実測値と予測値の差を比率にして、示したものである。こ

れによると、福生駅西口前の町会の比率が低い。つまり、福生駅西口前の 20～39

歳の女性人口は、モデル式に基づく予測値よりも少ないということである。  

 

年齢 相関の高い土地利用項目及びその係数

20～24歳 商業施設（5.79E-05）、教育文化施設（▲7.59E-06）、公園等（3.10E-05）

25～29歳 厚生医療施設（3.36E-05）、公園等（3.08E-05）

30～34歳 商業施設（3.83E-05）、厚生医療施設（2.04E-05）、公園等（2.66E-05）

35～39歳 商業施設（6.60E-05）、厚生医療施設（2.13E-05）、教育文化施設（▲5.54E-06）、公園等（1.72E-05）

係数の例：1.0E-03(1.0×1/10の3乗)＝0.001

表９：相関の高い土地利用モデル及びその係数（年齢別）
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次に福生駅前の未利用空間の活用と、表９よりマイナス要素と確認できる教育

文化施設及び平面的な活用しかできない公園等を除いて、商業施設と厚生医療施

設を組み合わせて検討し、仮に未利用空間が最上位である本町中央町会に福生駅

東口の大規模商業施設（売り場面積約 20,000 ㎡）及び厚生医療施設（5,000 ㎡）

を建設した場合の想定人口について試算をした。なお、相関の高い４種類の現状

の面積は表 10 のようになる。  

 

表 10 の現状の面積に、20,000 ㎡の商業施設及び 5,000 ㎡の厚生医療施設を建

設した場合の予測人口は表 11 のとおりになる。 

  

 表 11 及び図 17 より、駅前の未利用空間を活用するため、本町中央町会内に仮

に 20,000 ㎡の商業施設及び 5,000 ㎡の厚生医療施設を建設した場合、20 代～30

代の女性人口をモデルにした試算は、合計で 464 人、425 人の増加という結果が

出た。この結果を、池周一郎帝京大学教授による人口投影にあてはめると、図 18

のようになる。下の図は、現状の人口予測と駅前未利用空間を活用し、20～39 歳 

女性が５年間をかけ、表 11 の人

口増加が起きたと仮定した場合

の人口予測とを比較したもので

ある。この図より、2033 年の人

口予測は、現状で 49,003 人であ

るのに対し、未利用空間を活用

した場合は 50,612 人と、1,609

人の差が出た。また、この人口

投影は、20～39 歳女性に係る５

年間の影響からの予測であるた

め、実際にはさらに差が出ると

思われる。 

以上のことから、駅前の未利用空間を有効活用することが重要であると理解す

ることができる。 

教育文化施設 厚生医療施設 商業施設 公園等

13,126.167 165.668 4,856.688 64.786

※「東京都都市整備局　平成19年度土地利用現況調査資料」より算出

表10：本町中央町会における２０歳～３９歳女性と相関関係の高い４種類の面積（㎡）

人口
（H.20.10.1）（a)

予測人口(b) 増加人数(b-a) 増加率（ｂ/a)

20歳～24歳 5 106 101 2120.0%

25歳～29歳 5 43 38 860.0%

30歳～34歳 12 100 88 833.3%

35歳～39歳 17 215 198 1264.7%

合計 39 464 425 1189.7%

表11：本町中央町会における２０歳～３９歳女性のモデルに基づいた人口予測

※予測人口については、本町中央町会内に商業施設（20,000㎡）、厚生医療施設
（5,000㎡）を建設した場合の数値。
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第３章 政策提言 

第１節 駅前再開発 

  第１章の「福生市の現状」で述べたとおり、福生市においては、20 代前半は増加

しており、さらに駅前に居住する傾向があると示し、また駅前には未利用空間が多

く存在している現状があるということも示した。そして、これらのことに基づいて、

第２章において、一般化線形モデルによるシミュレーションを行ったところである。

このシミュレーションによる人口予測では、駅前に商業施設及び厚生医療施設を建

設することで、20 代～30 代の女性が増加するという結果になった。 

  上記の点を踏まえて検討すると、駅前の再開発が有効であると考えられる。駅前

の再開発を実施し、例えば商業施設とファミリー向け集合住宅の複合ビルの建設等

を行い、駅前空間の高度利用を図ることで、現在の未利用空間の有効活用ができ、

なおかつ人口の増加に影響を与えること 

ができると考えられる。 

 また、再開発により駅前に集合住宅が

建設され、人口が集中することにより、

集約型都市構造（註１）への転換も期待

されるところであり、図 19 のとおり、

集約化によって人口密度が高まること

により、行政コストが低くなるという利

点もある。 

   

   

 

註 1：集約型都市構造とは、日常生活や都市での活動に必要な諸機能がコンパクト

にまとまり、利便性の高い都市構造のことをいう。 

 

第２節 ゆとりある住宅地の形成 

 駅前については、再開発が有効であると先に提言したが、駅前以外の地域につい

てはどうだろうか。第２章の「現状に基づくシミュレーション」において、福生市

の人口密度（原単位）を利用し想定人口を算出して、福生市におけるキャパシティ

ーを示したところである。これによると、現状の福生市内には新規の開発等が可能

な土地は少ないものの、未利用地等を住宅地等に活用することで人口増の余地があ

るということである。このことから、駅前以外の地域は住宅地としての土地利用が

有効であると考える。 

 今後、人口減少社会が進むことにより、現在以上に未利用地等の増加が考えられ、

そのような中で土地を有効活用し、駅前と違う魅力を持った土地利用が必要である

と考えられる。駅前が「集約化」であるため、駅前以外は「ゆとり」を持たせるこ

とが、駅前とは違う魅力になると思われる。例えば、未利用地等を農地化して住宅

とセットで販売することや、景観に配慮した住宅地の形成、区画整理することによ

る住環境の整備等により、ゆとりある住宅地の形成に導いていく施策の実施が必要

であると考えられる。 

 
出典：かながわ都市マスタープラン・地域別計画（ H22.11 改定） 

神奈川県県土整備局環境共生都市部都市計画課発行  

図 19：人口１人当たり行政コストと人口密度の関係  
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第３節 団地更新に対する要望 

 福生市内には東京都住宅供給公社の熊川住宅と加美平住宅、独立行政法人都市再

生機構の福生団地等の大規模団地がある。これらの団地は建設後 40 年以上が経過し

ており老朽化が進んでいるため、将来的に大規模改修や建替え等の更新が想定され

る。 

現状の問題として、建物の老朽化、バリアフリー化の遅れ等、必ずしも良好な住

環境とは言えないので、更新時には、これらの課題を考慮すべきであると考える。 

 例えば、エレベーター設置等のバリアフリー化、様々な世帯構成に対応する住宅

（間取り）の提供等、新たな魅力を持った住宅の形成をすべきである。 

しかしながら、市はこれらの団地の事業主体ではないので、団地更新時には各機

関に対して、幅広い人々のニーズに対応するため、上記の要望をすることが望まし

い。 

 

第４節 まとめ 

以上三つの政策をまとめたが、すべての市民が心から「住んでよかった」、「住み

続けたい」と思える、福生市が目指すべきまちの都市像である、『このまちが好き  夢

かなうまち 福生』を実現するためには、土地利用の面からだけではなく、交通、

産業、社会インフラに関する施策、子育て施策及び環境施策等との連携を図ること

が必要であると考える。 
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第三部 福生市における子育て世代の居住意向と移動利便性 
 

第１章 調査の背景と目的 

日本は本格的な人口減少社会を迎えている。これは人口が集中している東京圏でも例外

ではなく、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所が 2040 年（平成 52 年）の人口推

計をまとめた「地域別将来推計人口」によると、2040 年、都全体の推計人口は約 1,230 万

7,000 人で 2010 年（平成 22 年）と比較して 6.5%の減少、高齢化率（人口に占める 65 歳以

上の割合）は 2040 年には 33.5%となり、13.1%上昇するとしている。 

福生市の人口推計においては更に深刻な数値が示されており、多摩地域の市部では青梅

市に次いで２番目の 24.2%の減少（1 万 4,000 人減）と予測されている。 

福生市は平成 14 年をピークに人口減少が進んでおり、今後は有効な人口対策をとらな

ければならないとの認識から、平成 22 年度に策定した「まちづくり振興基本計画」を中心

に人口問題に対応するまちづくり戦略を推進してきたところである。この計画の中で、福

生市は子育て世代の流出が顕著であることから、福生市が今後も基礎自治体として存続し

ていくためには、未来の市民生活を支える担税力のある若い子育て世代を増やしていく取

り組みを早急に推し進めなければならないとし、まちづくり戦略の対象を「担税力を持っ

た 30 歳前後の子育て世代」としているところである。今後、まちづくり戦略において重要

なターゲットである子育て世代を増やす、あるいは維持するためには、子育て世代に選ば

れ続けるまちとしての明確なインセンティブが必要とされる。 

子育てをする環境において、移動の利便性が高いことは選ばれ続けるまちの重要な要素

であると考えられる。福生市は市域が狭小であるにもかかわらず、市内に駅が５つあるな

ど鉄道網を中心に交通の利便性は高いと思われる。このことは福生市の魅力を発信する上

で重要な要素の１つであることは間違いないが、移動の利便性という観点からみると鉄道

はあくまでも移動手段の一つにすぎない。日常生活における外出行動は多岐に渡り、通勤、

通学、買物、送迎などの外出目的に対し、鉄道、バス、自家用車、徒歩など様々な移動手

段を選択し行動しているのが実態であり、それぞれの移動手段の利便性の質を高めていく

必要がある。その際、とりわけ一人で移動できない乳幼児や児童を持つ子育て中の親は、

その移動活動において様々な制約を受けていると想定されるが、その行動実態や移動に係

る満足度などの把握は必ずしも十分であるとは言えないと思われる。 

交通ワーキンググループではこうした点に着目し、子育て世代の移動に係る既存研究文

献や福生市で行われた市政世論調査などの資料をレビュー分析するほか、独自のアンケー

ト調査を実施していくことで、日常生活活動における行動の実態把握や移動手段等による

満足度を多角的に検証・分析していくこととする。さらには、この分析結果をもとに今後、

子育て中の親や子どもが安全・安心・快適に外出できる環境を整備する方策や、とりわけ

ターゲットとなる子育て世代にとって、移動の利便性向上が居住地選択行動に影響を与え

るのかなどについて多角的に検証を行う。この研究成果が福生市における子育て世代の流

出に歯止めをかけ、将来的な人口減少スピードの鈍化や高齢化が進む人口構成改善の一助

となるようにしたいと考えている。 
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第２章 関連する既存資料 

第１節 公益社団法人 日本交通政策研究会調査 

子育て世代の移動に係る既存研究文献のうち、公益社団法人 日本交通政策研究会が

2011 年（平成 23 年）３月に刊行した「子育てバリアフリー施策とまちづくり」に掲載さ

れている「居住地周辺の子育て環境についての意識と居住地選択」について、研究内容の

レビューを行った。この研究は、ＷＥＢによる子育て中の母親に対する意識調査を基に、

現状の居住地周辺の環境に対する子育て前とその後の関心や満足度の変化、居住選択時の

関心からの変化などについて分析を行ったものである。 

 

１ 研究概要について 

この研究は、乳幼児・児童を持つ子育て中の親が、外出活動を含めた日常生活活動を行

う上で直面するバリアに着目し、バリアの具体的な内容を整理し、バリアを緩和し社会参

加を支援するために有効な交通政策を含めた子育てバリアフリー施策を、都市・交通・福

祉等幅広い視点から総合的に検討することを目的としている。 

そのうち「居住地周辺の子育て環境についての意識と居住地選択」の章においては、子

育て中の母親の外出行動を含めた日常生活活動における制約条件や行動実態の把握のため

に、居住地による交通システム及び活動機会のバリアフリー環境の違い、及び個人・世帯

特性の違いによる外出活動の実態や様々なバリアに対する意識の違いを明らかにすべく、

アンケート調査を実施し分析を行っている。 

 

２ アンケート調査について 

平成 21 年４月 28 日から５月 10 日に楽天リサーチ株式会社のモニタで、首都圏在住、

小学校入学前の乳幼児・児童を持つ子育て中の母親 1,000 人を対象にインターネットＷＥ

Ｂ調査を実施。鉄道沿線が居住地選択に影響を及ぼすと考え、対象者の居住地域は東京都

心、東急沿線、東武・西武沿線、つくば市（つくばエクスプレス沿線）、北関東に分類。  

また、祖父母など同居親族の多い家族構成は住宅選択の選考が複雑になると考えられる

ため、回答者の多数を占める核家族のみ 897 人を分析対象としている。 

 

【調査項目】 

・普段の外出状況（目的別頻度・交通手段など） 

・子育ての実態・意識（子育て支援サービスの利用状況、子育て前後の意識・行動の変

化、子育て関連道具の所有・使用状況、子連れ外出時に困っていること、子育てに関

する情報入手状況など） 

・子どもの状況（保育園・幼稚園への通園状況など） 

・周辺環境についての居住地選択要因（各 15 項目の関心・満足） 

子育て（保育・教育・遊び場・子育て支援） 

利便（都市魅力・日用買物） 

交通（公共交通） 

自然（自然環境） 
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安全（交通安全・犯罪安全・プライバシー） 

個人事情（妻の通勤・夫の通勤・親の近さ・友人の近さ） 

・その他（急病時の対応など） 

・個人・世帯属性（性別、年齢、職業、世帯構成、年収、居住年数、居住環境、自動車

保有、最寄り駅など） 

 

３ アンケート分析について 

（１）居住地の周辺環境への関心と満足 

①子育て環境に関心を持つ母親が多い 

現在、関心のある周辺環境の指摘率は、図２-１のとおりである。子育てに関する項目

「教育」「子どもの遊び場」「犯罪安全」「保育」「交通安全」が上位であり、他と比べて関

心を持つ割合が高い。沿線別でも、すべての沿線で「保育」「教育」「子どもの遊び場」「犯

罪安全」が含まれ、沿線により「子育て支援」「交通安全」のいずれかが含まれ、子育て環

境と安全性に係わる項目の関心は非常に高い。 

 

②子育て環境に満足している母親は少ない 

現在、満足している周辺環境の指摘率は、図２-２のとおりである。子育て環境に関心

を持つ母親は多かったが、満足している指摘率は「子どもの遊び場」を除き、中程度の順

位にとどまり、安全性に関する項目は、満足している者の割合は 10％台とさらに低い結果

となっている。これらの項目について、不満を持つ母親が少なくないと考えられる。  

また、子育てと安全に係わる項目は、関心を持つ者に比べ満足している者の割合が低い

結果が示された。「保育」「教育」「犯罪安全」は、高い関心があるのに比べ、満足の指摘が

低い。対して、利便性を中心とした生活の項目は、関心よりも満足が高い。  

 

図２-１ 現在、関心のある周辺環境の指摘率  図２-２ 現在、満足している周辺環境 
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出典：「日交研シリーズA－514 子育てバリアフリー施策とまちづくり」
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図２-３ 居住地選択時に考慮した周辺環境

出典：「日交研シリーズA－514 子育てバリアフリー施策とまちづくり」

（２）居住地選択において考慮した周辺環境 

①居住地選択時に子育て環境を考慮した

母親は少ない 

現在の住居に転居する際に、居住地選

択において考慮した周辺環境項目は上位

より、夫の通勤、日用買物、公共交通、

親の近さ、自然環境、都市魅力、子ども

の遊び場、教育、妻の通勤、犯罪安全、

保育、プライバシー、交通安全、子育て

支援、友人の近さとなっており、子育て

環境に関する項目の順位は中位から下位

に位置し、他の項目より相対的に低い指

摘率にとどまっている。居住地選択時に

子育て環境に充分に配慮しなかった母親

が少なくない可能性がある。 

②居住地選択時と現在で関心が異なる 

居住地選択時に考慮したこと、現在の関心、現在の満足の相互間で、周辺環境の項目の

関連性をみるべく、独立性を検定した結果が表２-１である。 

居住地選択時の関心と現在の満足の

すべての項目間で高い関連があること

がわかった。転居において関心を持っ

て選択した周辺環境については、実際

に居住し始めた後も満足が得られ、実

際に居住し始めた後に関心を持った周

辺環境については、現在満足していな

いと推測される。一方で、居住地選択

時の関心と現状の関心との間には、ほ

とんどの項目間で関連がなく、居住地

選択において、現在の母親の関心のあ

る項目「教育」「子どもの遊び場」「犯

罪安全」「保育」「交通安全」が考慮さ

れていないと言える。要因として「居

住地選択時に子育てに関する項目に関

心はあったが、世帯として考慮することができなかった」あるいは「居住地選択の時点で

は子育てに関する項目に十分な関心や情報がなかった」等が考えられる。  

 

（３）調査分析結果 

この研究で特に注目したいのが「（２）居住地選択において考慮した周辺環境」におけ

る分析結果である。分析結果では、居住地選択時に子育て環境について十分考慮されてい

表２-１ 独立性の検定

出典：「日交研シリーズA－514 子育てバリアフリー施策とまちづくり」

保育 35.97 ＊＊ 47.02 ＊＊ 1.44

教育 9.46 ＊＊ 106.23 ＊＊ 0.01

子遊び場 36.43 ＊＊ 56.01 ＊＊ 11.85 ＊＊

子育支援 1.61 33.11 ＊＊ 0.32

都市魅力 5.58 ＊ 121.96 ＊＊ 7.62 ＊＊

日用買物 10.15 ＊＊ 83.59 ＊＊ 0.42

公共交通 1.89 181.46 ＊＊ 0.77

自然環境 17.48 ＊＊ 142.19 ＊＊ 0.08

交通安全 9.98 ＊＊ 71.85 ＊＊ 0.05

犯罪安全 6.61 ＊ 112.38 ＊＊ 1.02

プライバシー 0.34 88.79 ＊＊ 5.48 ＊

妻の通勤 1.08 121.96 ＊＊ 16.29 ＊＊

夫の通勤 0.00 71.97 ＊＊ 0.00

親の近さ 0.59 213.12 ＊＊ 2.73

友人近さ 0.02 61.50 ＊＊ 0.56

該当なし 46.05 ＊＊ 90.60 ＊＊ 28.21 ＊＊

数値はX２値。＊＊は有意水準１％、＊は有意水準５％で関連あり。

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心
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ない世帯の割合が多く、居住地選択時に考慮された「夫の通勤」「日用買物」「公共交通」

は、子育て中の親の満足は高いが関心は低く、子育てに関する「教育」「子どもの遊び場」

「犯罪安全」「保育」「交通安全」は、関心は高いが満足が低い。つまり、「夫の通勤」「日

用買物」「公共交通」など移動に関連する項目については、居住地選択時においては高い関

心があり、住まいを決める際に重視していることからその満足度は高いものの、いざ子育

てが始まりその生活環境が変化するとその重要度は薄れていくことが示されている。  

この調査はＷＥＢでの調査であることや核家族のみを対象とした特徴があり、レビュー

の上で考慮しなければならない点である。しかしながら、子育て世代の交通政策を含めた

子育て環境についての意識と居住地選択の傾向を明らかにする上で重要な研究となってい

る。この研究で示された傾向が福生市の子育て世代においても同様のことが言えるのかは、

今後の子育て世代の定住化施策を考える上で重要な要素であると思われることから、今回

実施するアンケートに同様の項目を盛り込むことで福生市における子育て世代の傾向につ

いて明らかにしていきたい。 

 

第２節 市政世論調査 

 交通ワーキンググループでは、子育て世代の意向を把握するうえで、もう一つの既存調

査である「市政世論調査」の分析を行うこととした。この「市政世論調査」は、福生市が

『このまちが好き 夢かなうまち 福生』を目指して、市民の意識や意向を調査・把握す

るため３年ごとに実施をしている。直近では、平成 24 年に行われた調査が最新であり、調

査概要は次のとおりである。 

１ 市政世論調査の概要 

（１）調査の目的 

 市民の定住意識や生活環境に対する評価、市政の各分野についての意向などを把握し、

今後の行政施策の参考とする。 

（２）調査の内容と結果 

  ① 調査対象  市内在住の満 20 歳以上の個人 

  ② 抽出方法  層化二段無作為抽出法 

  ③ 調査方法  郵送・訪問回収法 

  ④ 調査時期  平成 24 年７月 11 日～８月３日 

  ⑤ 調査結果  標本数 1,000 のうち回収数 782（78.2％） 

 

２ 市政世論調査の分析について 

 「市政世論調査」は、層化二段無作為抽出法により回答者の属性が偏らない方法がとら

れている。回答者の属性として、居住地域、性別、年齢、職業、通勤・通学地、ライフス

テージ、住居形態及び地域コミュニティの項目を設けており、回答者ごとの抽出が可能と

なっている。そこで今回は、定住意向やまちの魅力に関する調査項目について、交通ワー

キンググループの研究対象としている「子育て世代」の回答を抽出し、全体の回答と比較

する方法で分析を行った。 
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（１）子育て世帯の回答者抽出について 

 交通ワーキンググループでは、乳児から小学生までの子どもがいる世帯を主な研究対象

としている。「市政世論調査」では、回答者の属性（ライフステージ）として、「一番上の

子どもが小学校入学前」及び「一番上の子どもが小学生・中学生」が設けられていること

から、上記２項目に該当する回答者を抽出することにより、「子育て世代」及び「市政世論

調査全体」の市政に対する要望傾向を分析することとした。 

 

【抽出項目（属性）について】 

 基数 構成比 備   考 

５ 一番上の子どもが小学校入学前  56 41.5％ 
市政世論調査全体における 

構成比は 7.2％ 

６ 一番上の子どもが小学生・中学生  79 58.5％ 
市政世論調査全体における 

構成比は 10.1％ 

合  計 135 100.0％  

 

（２）定住意向やまちの魅力に関する調査項目の選択について 

 「市政世論調査」の全 66 項目の設問から、研究に関連のある次の５項目を選択し、分析

を行うこととした。 

調査項目 質  問  内  容 

問２ あなたが福生に住もうと思った理由は何ですか。 

問３ あなたは、今後も福生市に住み続けたいと思いますか。それとも転居したいと思いますか。 

問４ あなたは、「地域の住みよさ」について、普段どのように感じていますか。  

問７ 将来の福生市はどのようなまちであって欲しいと思いますか。 

問８ まちの魅力を高めるためには、どの分野に重点をおくべきでしょうか。 

 

（３）各調査項目の分析について 

図２-４ 福生に住もうと思った理由（問２について） 

「子育て世代」・「市政世論調査全体」ともに、「親、子どもが住んでいる」が最も多く、「仕

事の都合」、「家族の都合」、「住宅の都合」が居住地選択理由として続いている。（図２-４） 
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 福生に住もうと思った理由については、「子育て世代」・「市政世論調査全体」ともにほ

ぼ同様の結果であった。 

図２-５ 定住意向（問３について） 

定住意向では、「子育て世代」・「市政世論調査全体」ともに、「ずっと住み続けたい」「当

分の間住みたい」の２項目で７割を超える結果となっている。福生市は子育て世代を含め

た全ての世代から居住地としての高い評価を得ていると言えそうである。（図２-５） 

ただし、子育て世代では「ずっと住み続けたい」より「当分の間住みたい」をより選択

しており、このグループは環境変化により「できれば市外に転居したい」に変わることが

懸念される。 

図２-６ 福生の住みよさ（問４について） 
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地域（福生市）の住みよさについては、「子育て世代」と「市政世論調査全体」におけ

る順位や割合において若干の差がみられるものの、概ね同様の結果となった。「子育て世

代」をみると「食料品、日用品の買い物の便」、「通勤・通学や外出のときの交通の便」で

半数近くが「満足」「まあ満足」と答えており、コンパクトなまちの特徴が出ている。不

満な点の特徴として、「公園や子どもの遊び場」で多少割合が高くなっている。（図２-６） 

 

図２-７ 福生市の将来像（問７について） 

 

 福生市の将来像に関しては、「子育て世代」では、「安心して子育てができるまち」が最

も多く、「市政世論調査全体」では、「高齢者や障害者が安心して生活できるまち」が最も

多かった。〇を２つまで回答できる質問であったことから、「子育て世代」の子育てに対す

る意向が大きく反映された結果となった。子育て世帯が描く福生市の将来像としては、「子

育て上の安心」や「交通安全」に係る充実を望む声が多いといえる。（図２-７） 

 

図２-８ まちの魅力を高めるための重点分野（問８について） 

 

 まちの魅力を高めるための重点分野においては、「子育て世代」では「子育て」が最も多

く、次いで「教育」、「防犯」と続いている。「市政世論調査全体」では「環境」が最も多く、

次いで「防犯」、「福祉」と続いている。複数回答可の質問であったが、「子育て世代」の「子

育て」や「教育」に対する意向が大きく反映された結果となった。「子育て世代」が求める

「まちの魅力」は子育て関連項目が上位にきており、防犯・防災関連がそれに次ぐ結果と

なった。（図２-８） 
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1　子育て 0.18

2　教育 0.29

3　観光 1.27

4　施設整備 9.40 ＊＊

5　防犯 0.55

6　防災 5.93 ＊

7　和の文化 0.75

8　洋の文化 0.12

9　市民参加 1.38

10　福祉 1.35

11　環境 0.69

12　産業振興 1.95

13　行政改革 0.73

数値はX２値
＊＊は有意水準１％、＊は有意水準５％で関連あり。

表２-２　定住意向と「問８　まちの魅力
を高めるための重点を置く分野」（全体）

まちの魅力を高めるための
重点を置く分野と定住意向

（４）独立性の検定について 

 「市政世論調査」の調査項目間の関連性を分析すべく、「定住意向（問３）」と「まちの

魅力を高めるための重点を置く分野（問８）」について独立性の検定を行った。 

 この分析にあたっては、子育て世代のみでは検体数が少ないことから、全体数による分

析を行っている。分析結果については表２-２のとおりであった。 

 分析の結果において、「定住意向」と関連する項目と

して「施設整備」と「防災」に高い有意差がみられた。

このことからみると、長く福生に住み続けたいと願う

人は施設整備や防災へ重点をおき、中長期的な施策の

展開によりまちの住みやすさを向上させことを望んで

いることがうかがえる。 

 

（５）市政世論調査の分析を通しわかったこと 

 市政世論調査における「全体」の結果と「子育て世

代のみ」の結果とでは、特に教育・子育て関連の項目

で、顕著な差が表れており、子育て世代においては、

子どもの教育環境の充実や保育施策の整備、子どもの

安全対策等の拡充に対する要望が優先されていること

がわかった。施設整備や交通については、具体的な質

問内容が少ないことから、具体的な要望内容が把握で

きない部分もあるが、全体として、施設整備等のハー

ド面よりも、施策の充実や地域環境の向上等のソフト

面の充実を望む声が多いといえる。 

  市への定住意向については、概ね良好な結果となっ

ているが、少なからず転居意向の住民がいること、さらに定住意向を示しつつあるものの

「当分の間住みたい」という条件がついていることからも、その原因が交通に関連するも

のなのか、教育・子育て政策に関連するものなのか等、具体的な原因を追究する必要があ

る。 

 一方で、「市政世論調査」では交通関連や移動利便性に関する質問が少なく内容も具体的

ではないことから、交通関連の要望であっても鉄道・バス等の公共交通に関するものであ

るか、車・自転車等に関するものであるか、道路整備等の施設整備に関するものであるか

までは特定ができない。また、子育て世代を対象とした施策研究を行うにあたっては、「市

政世論調査」における子育て世代の回答者数では十分な検体数とはいえない。  

 以上のことから、市政世論調査における子育て世代の分析を通じて一定の傾向がわかっ

たものの、交通ワーキンググループにおける施策研究に有効なデータを得るには、公共交

通や移動利便性に特化した具体的な調査等を行う必要がある。 
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第３章 アンケート調査の設計 

このアンケート調査は、子育て世代の保護者を対象に、普段の外出状況、子育てに係る

生活環境や市内の移動手段（公共交通）の満足度などを把握し、まちづくり総合活性化研

究の検討資料とすることを目的として市内学童クラブ・幼稚園・保育園の協力を得て実施

した。 

調査票は児童・園児の総数 2,288 を用意したが、兄弟姉妹のいる世帯における重複を避

ける目的から各施設へは家庭数での配布をお願いした。しかしながら、保育園と学童クラ

ブなど別々の施設へ通っている兄弟姉妹がいる世帯については重複が避けられず、アンケ

ート用紙が重複した保護者へはいずれかの施設へ提出をお願いしたことから、正確な回収

率の算出は困難であり、単純に回収数÷配布数で算出した回収率を参考として示した。別々

の施設へ通う世帯の重複について考慮すると、回収率はさらに高い結果であったと推測さ

れる。 

 

１ 調査の内容 

（１）調査地域 福生市 

（２）調査対象 市内学童クラブ・幼稚園・保育園に通う児童・園児の保護者 

（３）調査方法 各施設にて調査票の配布及び受け取りについてご協力をいただき、調査  

期間終了後、市職員により回収 

（４）調査依頼施設 学童クラブ 12 クラブ、幼稚園 4 園、保育園 13 園、 

（調査時における児童・園児の総計 2,288 人） 

（５）調査期間 平成 25 年８月 28 日～９月 11 日 

 

２ 配布・回収率 

（１）配布数 2,288  

（２）回収数 1,007（世帯） 

学童クラブ 205 世帯 幼稚園 335 世帯 保育園 467 世帯 

（３）回収率 44 パーセント（※参考値） 

市内居住者 930、市外居住者 71、居住地不明（無回答）6 

 

３ 主な調査項目 

問１ 個人属性（居住地、年齢、性別、職業、運転免許の有無、自動車保有）  

問２ 世帯属性（居住年数、居住形態、最寄り駅、世帯構成など） 

問３ 子育てや生活環境（保育・教育の充実や交通・犯罪の安全性など全 15 項目） 

問４ お子さんとの市内移動について（外出時の安全面での不安など） 

問５ 普段の外出状況について（普段の買物状況、通勤の状況など） 

問６ 市内の移動手段（公共交通）の満足度や将来の重要度について（鉄道、民営バス、 

福祉バス、自転車、徒歩） 
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４ アンケート回答者の居住地域分類 

エリア１：「福生」「東町」        エリア４：「加美平」「武蔵野台」 

エリア２：「本町」「志茂」「牛浜」    エリア５：「北田園」「南田園」 

エリア３：「熊川」 

 

図３－１ エリア区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 10 年 3 月 福生市都市計画マスタープランより 

 

アンケート調査の分析では、カイ２乗検定の手法を用いて特に子育てや生活環境に関す

る「現状の満足」、「関心」、「居住選択時の考慮」の関連性や、公共交通の満足度からみる

移動利便性のニーズ把握を中心に検証を行った。分析に際しては、市内居住者の意向を把

握するため、居住地不明や市外居住者などのデータは除いて分析を試みているほか、地区

別の視点から分析を行うために、平成 10 年３月に策定された福生市都市計画マスタープラ

ンを参考としてエリア区分を設定した（図３-１）。この際、横田基地内については生活環

境が大きく異なるためエリア別分析からは除いている。 

調査項目のうち、問３の設問については、前述でレビュー分析を行った日本交通政策研

究会の調査と同様の項目を設定している。これには、前述にて紹介した既存研究の分析結

果が福生市の子育て世代にもあてはまるのかを比較検証するためである。  
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第４章 調査結果の分析 

第１節 子育てや生活に関わる環境について 

１-１ 生活環境の満足 

問３では子育てや生活に関わる環境について、それぞれの項目につき「現在満足してい

ますか」「現在強い関心がありますか」「現在の住居に住む時に考慮しましたか」の３点に

ついて、「はい」「いいえ」の二段階で評価してもらった。 

まず、「現在満足しているか」について「はい」と回答した者の割合について図４-１に

示す。「保育」「自然環境」「日用買物」が上位であり、回答者の７割以上が満足していると

いう結果となった。表４-１は、回答をエリア別で示したものである。すべてのエリアで「保

育」が含まれ、「自然環境」「日用買物」「公共交通」のいずれかが上位に含まれている。  

また「いいえ」と回答した者については、図４-２に示す。「犯罪安全」「都市魅力」「交

通安全」について、他の項目に比べ突出して不満が高くなっている。表４-２は回答をエリ

ア別で示したものである。エリア１から４に関しては全体の回答と同じく「犯罪安全」「都

市魅力」「交通安全」の満足度が低くなっているが、エリア５（北田園、南田園）のみ、第

１位が公共交通となっており、不満が高いことがわかる。 

 

図４-１ 現在、満足している周辺環境       表４-１ 満足度の高い上位５位（エリア別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２ 現在、不満のある周辺環境        表４-２ 不満の高い上位５位（エリア別） 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％
1位 2位 3位 4位 5位

保育 日用買物 公共交通 夫（妻）の通勤 自然環境

84.6 79.2 75.9 69.6 69.6

保育 公共交通 日用買物 回答者の通勤 自然環境

85.2 81.7 77.4 76.6 74.0

保育 自然環境 プライバシー 親の近さ 回答者の通勤

84.5 75.8 72.5 72.2 70.8

保育 日用買物 子遊び場 親の近さ 回答者の通勤

88.6 83.1 74.1 73.6 70.2

自然環境 保育 子遊び場 日用買物 プライバシー

90.5 82.9 76.2 75.2 72.4

（エリア１）
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％
1位 2位 3位 4位 5位

犯罪安全 都市魅力 交通安全 子遊び場 友人の近さ

66.6 57.0 54.6 38.2 36.7

都市魅力 犯罪安全 交通安全 友人の近さ 子育て支援

59.1 56.5 51.3 38.3 38.3

都市魅力 犯罪安全 交通安全 友人の近さ 日用買物

62.1 57.1 55.1 45.0 41.6

犯罪安全 都市魅力 交通安全 友人の近さ 公共交通

62.2 50.2 42.8 35.3 33.3

公共交通 犯罪安全 都市魅力 友人の近さ 交通安全

60.0 56.2 56.2 40.0 38.1

（エリア１） 福生・東町

（エリア２） 本町・志茂・牛浜
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１-２ 生活環境の関心 

次に「現在強い関心があるか」について「はい」と回答した者の割合について図４ -３

に示す。最も関心がある項目は「犯罪安全」で、「交通安全」「子遊び場」と続いた。「犯罪

安全」や「交通安全」に関しては不満が高い項目であり、加えて強い関心が持たれている

ことがわかる。表４-３は回答をエリア別で示したものであるが、エリアによる大きな違い

は特段見られなかった。 

図４-３ 現在、強い関心のある周辺環境     表４-３関心の高い上位５位（エリア別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-４ 満足と関心のプロット図 

先に示した満足と関心の指摘率につ

いて、図４-３の関心の指摘率を横軸に、

図４-１の満足の指摘率を縦軸として

その関連性をプロット図として示した

のが図４‐４である。周辺環境に係る

項目のうち、特に「交通安全」「犯罪安

全」「都市魅力」は高い関心があるのに

も関らず、その満足度の指摘が低いこ

とがみてとれる。 

 

 

 

１-３ 「現状の満足」、「関心」、「居住選択時の考慮」の独立性検定 

レビューした既存研究においては、意識調査を基に現状の居住地周辺の環境に対する子

育て前とその後の関心や満足度の変化、居住選択時における影響などについて独立性の検

定による分析を行っている。この研究手法を参考に交通ワーキンググループで実施したア

ンケート調査においても「現在の満足」「現在の関心」「居住地選択時に考慮したこと」の

相互間で、周辺環境の項目の関連性をみるべく同様の検定を行った。分析に際しては、市

内居住者における各項目の関連性を検証するため、市外居住者のほか各項目のうち未回答

があるデータについては除いている。 
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％

％
1位 2位 3位 4位 5位

犯罪安全 交通安全 教育 日用買物 自然環境

84.1 75.8 73.9 70.0 69.1

犯罪安全 教育 交通安全 子遊び場 日用買物

80.9 76.5 75.6 72.2 66.1

犯罪安全 交通安全 子遊び場 日用買物 教育

81.9 79.6 78.9 75.5 74.8

犯罪安全 子遊び場 交通安全 教育 日用買物

81.1 75.1 74.6 72.2 67.1

犯罪安全 交通安全 自然環境 子遊び場 教育

91.4 84.8 83.8 81.9 80.0

（エリア１） 福生・東町

（エリア２） 本町・志茂・牛浜

（エリア３） 熊川

（エリア４） 加美平・武蔵野台

（エリア５） 北田園・南田園

％

関心に比べ、満足が低い項目
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表４-４ 独立性の検定の比較 

福生市アンケート               日本交通政策研究会調査 

 

 

既存研究においては、現状の満足と関心に関連性が見出せないこと、選択時の関心と現

状の満足に強い関連性が存在することが確認され、これらのことは福生市アンケートでも

確認された。しかしながら、既存研究で居住地選択時における関心と現状の関心の間に関

連性がなかったのに対し、福生市アンケートでは居住選択時の関心と現状の関心について

すべての項目間で高い関連性が示されており、表４-４の比較のとおり既存研究と同様の結

果を得ることができなかった。さらに詳細な検証を進めるべく、同様の分析をエリア別に

細分化して行った。 

 

表４-５ 独立性の検定（地域別） 

 

  

保育 35.97 ＊＊ 47.02 ＊＊ 1.44

教育 9.46 ＊＊ 106.23 ＊＊ 0.01

子遊び場 36.43 ＊＊ 56.01 ＊＊ 11.85 ＊＊

子育支援 1.61 33.11 ＊＊ 0.32

都市魅力 5.58 ＊ 121.96 ＊＊ 7.62 ＊＊

日用買物 10.15 ＊＊ 83.59 ＊＊ 0.42

公共交通 1.89 181.46 ＊＊ 0.77

自然環境 17.48 ＊＊ 142.19 ＊＊ 0.08

交通安全 9.98 ＊＊ 71.85 ＊＊ 0.05

犯罪安全 6.61 ＊ 112.38 ＊＊ 1.02

プライバシー 0.34 88.79 ＊＊ 5.48 ＊

あなたの通勤 1.08 121.96 ＊＊ 16.29 ＊＊

夫（妻）の通勤 0.00 71.97 ＊＊ 0.00

親の近さ 0.59 213.12 ＊＊ 2.73

友人近さ 0.02 61.50 ＊＊ 0.56

該当なし 46.05 ＊＊ 90.60 ＊＊ 28.21 ＊＊

数値はX２値。＊＊は有意水準１％、＊は有意水準５％で関連あり。

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心

保育 2.57 0.35 26.71 ＊＊

教育 6.29 ＊ 60.93 ＊＊ 11.71 ＊＊

子遊び場 3.58 37.28 ＊＊ 44.93 ＊＊

子育支援 5.61 ＊ 34.15 ＊＊ 86.03 ＊＊

都市魅力 3.33 81.30 ＊＊ 57.56 ＊＊

日用買物 7.12 ＊＊ 69.10 ＊＊ 41.26 ＊＊

公共交通 14.40 ＊＊ 70.42 ＊＊ 50.81 ＊＊

自然環境 0.00 73.71 ＊＊ 96.41 ＊＊

交通安全 13.27 ＊＊ 77.52 ＊＊ 46.76 ＊＊

犯罪安全 5.10 ＊ 41.09 ＊＊ 50.87 ＊＊

プライバシー 11.11 ＊＊ 7.88 ＊＊ 120.90 ＊＊

あなたの通勤 0.48 50.90 ＊＊ 74.67 ＊＊

夫（妻）の通勤 6.13 ＊ 53.14 ＊＊ 76.75 ＊＊

親の近さ 12.85 ＊＊ 196.42 ＊＊ 98.32 ＊＊

友人近さ 38.00 108.00 ＊＊ 139.83 ＊＊

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心

（エリア１）福生・東町 （エリア２）本町・志茂・牛浜

保育 0.09 0.51 8.83 ＊＊ 保育 0.02 0.53 3.84

教育 1.89 15.58 ＊＊ 1.54 教育 3.71 9.76 ＊＊ 1.86

子遊び場 0.11 2.36 11.37 ＊＊ 子遊び場 3.18 4.38 ＊ 5.00 ＊

子育支援 3.19 5.09 ＊ 15.09 ＊＊ 子育支援 1.13 6.00 ＊ 19.83 ＊＊

都市魅力 0.00 17.23 ＊＊ 15.69 ＊＊ 都市魅力 1.35 12.58 ＊＊ 8.79 ＊＊

日用買物 0.70 19.71 ＊＊ 13.67 ＊＊ 日用買物 0.19 13.91 ＊＊ 6.98 ＊＊

公共交通 0.49 24.89 ＊＊ 19.46 ＊＊ 公共交通 0.08 5.95 ＊ 5.95 ＊

自然環境 0.57 25.75 ＊＊ 18.08 ＊＊ 自然環境 0.31 3.18 15.31 ＊＊

交通安全 4.56 ＊ 24.80 ＊＊ 1.89 交通安全 0.11 8.56 ＊＊ 8.83 ＊＊

犯罪安全 0.78 13.09 ＊＊ 2.42 犯罪安全 0.42 8.15 ＊＊ 8.85 ＊＊

プライバシー 4.55 ＊ 0.53 20.56 ＊＊ プライバシー 3.15 2.42 27.86 ＊＊

あなたの通勤 1.36 11.83 ＊＊ 4.81 ＊ あなたの通勤 0.08 8.00 ＊＊ 8.74 ＊＊

夫（妻）の通勤 2.71 10.23 ＊＊ 19.53 ＊＊ 夫（妻）の通勤 1.09 10.99 ＊＊ 6.91 ＊＊

親の近さ 0.79 36.01 ＊＊ 19.42 ＊＊ 親の近さ 1.52 30.36 ＊＊ 11.38 ＊＊

友人近さ 11.28 ＊＊ 17.25 ＊＊ 34.50 ＊＊ 友人近さ 1.43 11.66 ＊＊ 18.96 ＊＊

選択時の関心
と現状の関心

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足
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（エリア５）北田園・南田園

保育 0.03 0.10 8.32 ＊＊

教育 0.10 3.08 2.47

子遊び場 0.00 0.64 2.24

子育支援 0.07 3.71 9.56 ＊＊

都市魅力 0.26 14.85 ＊＊ 11.68 ＊＊

日用買物 1.40 3.83 3.11

公共交通 4.07 ＊ 7.47 ＊＊ 5.54 ＊

自然環境 0.20 6.26 ＊ 6.19 ＊

交通安全 1.62 7.35 ＊＊ 9.23 ＊＊

犯罪安全 0.11 5.25 ＊ 4.01 ＊

プライバシー 3.23 0.07 19.60 ＊＊

あなたの通勤 1.70 3.05 3.99 ＊

夫（妻）の通勤 2.73 7.52 ＊＊ 5.44 ＊

親の近さ 11.28 ＊＊ 50.83 ＊＊ 17.50 ＊＊

友人近さ 2.55 26.83 ＊＊ 19.71 ＊＊

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心

数値はX２値
＊＊は有意水準１％、＊は有意水準５％で関連あり。

※市外居住者及び横田基地内居住者、各項目のうち未回答のデータは除く

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 エリア別に細分化した分析値をみると、一

部の地域において全体データとは違う結果が

見てとれる。教育環境においてはすべてのエ

リアにおいて有意差が見られず、保育環境に

関してはエリア２の本町・志茂・牛浜地区、

エリア４の加美平・武蔵野台地区の居住者に

おいて有意差が見られなかった。つまり、部

分的ではあるが、今回のアンケート結果にお

いても居住地選択時において保育や教育とい 

った子育て環境に十分に考慮がされていない 

傾向があることがわかる。 

 

 

このことからも、子育て世代をターゲットとした定住化対策を進めていく上では、特に

若い世帯は子どもが生まれるなどの変化に伴い生活環境に対する意識が変わる可能性が

高いことを念頭におき施策を展開していくべきである。保育園の待機児童がゼロであるこ

となどは福生市の大きなアピールポイントであり、出産前の世帯や子育て中の世帯には魅

力的であるが、未婚などの若い世代には十分なアピールとはならない。また、居住場所と

して福生市を選択し住んだとしても、生活環境変化に対応した十分な満足度が得られなけ

れば、やがて転出してしまうことは言うまでもない。 

さらに今回、アンケート対象とした子育て世代の居住選択時からの関心の変化に伴う満

足度はどのようになっているのか、動態的に検証してみた。不満のある周辺環境として選

ばれた「交通に関する安全性」「犯罪に対する安全性」「都市的な魅力の高さ」の項目につ

いて、その関連性を図式化すると図４-５のようになる。なお、住むときに考慮した多く

の住民が現在も関心があると回答したためＸ２の値は高くなったが、同時に住むときに考

慮しなかった住民の中で関心を持つことになった方が少なからず存在することに注意し

ておく必要がある。 

（エリア３）熊川 （エリア４）加美平・武蔵野台

保育 4.79 ＊ 0.01 7.25 ＊＊ 保育 0.22 0.34 1.78

教育 1.01 25.89 ＊＊ 2.94 教育 1.01 7.16 ＊＊ 3.43

子遊び場 4.70 ＊ 14.63 ＊＊ 12.66 ＊＊ 子遊び場 1.17 11.30 ＊＊ 9.94 ＊＊

子育支援 1.81 10.15 ＊＊ 25.31 ＊＊ 子育支援 0.08 9.97 ＊＊ 19.16 ＊＊

都市魅力 3.11 27.99 ＊＊ 9.24 ＊＊ 都市魅力 0.20 10.79 ＊＊ 14.33 ＊＊

日用買物 2.31 29.94 ＊＊ 8.58 ＊＊ 日用買物 1.23 2.55 12.71 ＊＊

公共交通 7.08 ＊＊ 13.65 ＊＊ 18.06 ＊＊ 公共交通 0.52 18.01 ＊＊ 10.62 ＊＊

自然環境 0.00 23.32 ＊＊ 32.23 ＊＊ 自然環境 0.03 7.06 ＊＊ 16.07 ＊＊

交通安全 13.88 ＊＊ 14.72 ＊＊ 14.92 ＊＊ 交通安全 0.32 23.51 ＊＊ 15.03 ＊＊

犯罪安全 5.23 ＊ 11.67 ＊＊ 21.26 ＊＊ 犯罪安全 0.05 4.01 ＊ 15.47 ＊＊

プライバシー 3.88 3.82 23.90 ＊＊ プライバシー 0.00 2.21 33.94 ＊＊

あなたの通勤 0.11 19.49 ＊＊ 44.00 ＊＊ あなたの通勤 0.24 8.63 ＊＊ 23.26 ＊＊

夫（妻）の通勤 0.01 14.13 ＊＊ 23.82 ＊＊ 夫（妻）の通勤 1.50 12.25 ＊＊ 22.60 ＊＊

親の近さ 2.11 53.90 ＊＊ 27.13 ＊＊ 親の近さ 2.11 28.79 ＊＊ 22.61 ＊＊

友人近さ 12.78 ＊＊ 28.43 ＊＊ 48.42 ＊＊ 友人近さ 12.05 ＊＊ 28.15 ＊＊ 20.28 ＊＊

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心

現状の
満足と関心

選択時の関心
と現状の満足

選択時の関心
と現状の関心
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図４-５ 「現状の満足」、「関心」、「居住選択時の関心」の関連性  

 

図４-５のうち、枠線で囲ってある部分のグループが各項目に対し、居住選択時に関心

は低いが住んだ後に関心が高まり、現在満足していないと答えている。特に「交通に関す

る安全性」「犯罪に対する安全性」については、居住選択後の関心の高まりが強くみられる

が、現状において６割以上の方が満足していない状況がみてとれる。このグループこそが、

福生市を選択し住んでみたものの生活環境の変化による関心事に満足できず、最終的には

福生市から転出してしまう可能性が高いといえる。定住化に資する施策を考える上では、

このようなグループの満足度をいかにして高めていくかが重要であると考えられる。  

交通安全、防犯に関する現状について、警視庁の資料か

ら人口 10 万人当たりに換算した交通事故発生件数と刑法

犯認知件数を多摩地域 26 市で比較して見てみると、その発

生件数がいずれも高いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

図４-７ 福生市内の交通事故発生状況（平成２５年上半期）

警視庁ＨＰ 交通事故発生マップ

資料：警視庁交通部「平成23年 東京の交通事

故」平成24年3月

※人口10万人当たり件数、死傷者数の計算に
は、平成24年4月1日時点の住民基本台帳人口・

外国人登録者数を用いている。

人口10万人当たり交通事故件数
（平成23年）単位：件
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稲城市
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小平市
東大和市

羽村市

青梅市

立川市

武蔵村山市
★福生市

26市平均

図４-６ 人口10万人当たり交通事故

件数（平成23年）単位：件
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資料：警視庁「東京都の区市別刑法犯発生状況」

※人口10万人当たり件数、死傷者数の計算には、

平成24年4月1日時点の住民基本台帳人口・外国人
登録者数を用いている。

人口10万人当たり刑法犯認知件数
（平成24年）単位：件
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昭島市

★福生市
立川市

武蔵野市

26市平均

図４-８ 人口10万人当たり刑法認知

件数（平成24年）単位：件

 

 

 

 

第２節 市内の移動手段（公共交通）について 

２-１ 市内の移動手段の満足度 

問６では、市内の移動手段（公共交通）の満足度ついて、「鉄道」「民営バス」「福祉バ

ス」「自転車」「徒歩」にカテゴリー分けした各項目に対し、「満足」「やや満足」「どちらで

もない」「やや不満」「不満」の五段階で評価してもらった。 

「満足」「やや満足」と回答した者の割合について図４-10 に示す。「鉄道による移動」

に関して５割以上が満足しているという結果となった。以下、「駅周辺の買物・医療・文化

施設等の利用のしやすさ」「最寄り駅の段差解消状況」と続いた。表４-６は回答をエリア

別に示したものであるが、すべてのエリアにおいて５位までに「最寄り駅からの運行本数」

が含まれており、「駅周辺の買物・医療・文化施設等の利用のしやすさ」「最寄り駅の段差

解消状況」「鉄道による移動」も４つのエリアで含まれている。 

「不満」「やや不満」と回答した者の割合については図４-11 に示す。「通学路の安全性」

「自転車専用道路の整備」「安全に歩ける歩道空間の整備」に関して、５割以上が「不満」

と答えた。エリア別の表４-７を見ると、やはり「通学路の安全性」や「自転車専用道路の

整備」「安全に歩ける歩道空間の整備」等、徒歩や自転車に対する高い不満があることがわ

かるが、エリア５（北田園・南田園）のみ、１位「最寄り駅へのバスでの行きやすさ」２

位「運行本数（バス）」とバスに関する不満が高いという結果となった。全体ではバスに関

する不満は中位から下位となっているため、対照的な回答となった。 

 

 

 

図４-９ 福生市内の刑法犯発生件数

（全刑法犯：平成２５年１１月末現在）

警視庁ＨＰ 犯罪情報マップ
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図４-10 市内の移動手段のうち、満足と答えた指摘率    図４-11 満足していないと答えた指摘率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

表４-６ 市内の移動手段のうち、満足と答えた指摘率（エリア別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

表４-７  満足していないと答えた指摘率（地域別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２ 移動時の不安と移動手段の満足度の関連性 

問４において、子どもとの外出等において不安や気になる事柄があるか「ある」「ない」

の二段階で回答していただいている。ここでも移動時の不安の有無と公共交通の満足度の関

連性を検証するため、独立性の検定を行った（表４-８）。 

 

％
1位 2位 3位 4位 5位

駅周辺の買物・医療・文化施
設等の利用のしやすさ

最寄駅からの運行本数
最寄駅への車での送迎のし

やすさ
最寄駅の段差解消状況 徒歩による移動のしやすさ

49.8 39.2 38.2 37.2 33.8

最寄駅の段差解消状況 鉄道による移動 最寄駅からの運行本数
駅周辺の買物・医療・文化施
設等の利用のしやすさ

最寄駅への車での送迎のし
やすさ

62.6 61.8 55.6 45.2 41.7

鉄道による移動 最寄駅の段差解消状況 最寄駅からの運行本数 自転車による移動のしやすさ
駅周辺の買物・医療・文化施
設等の利用のしやすさ

55.7 43.3 40.9 30.2 28.8

駅周辺の買物・医療・文化施
設等の利用のしやすさ

鉄道による移動
最寄駅への車での送迎のし

やすさ
最寄駅からの運行本数

最寄駅の駐輪場の利用しや
すさ

59.2 45.8 40.8 36.3 35.8

自宅からバス停までの距離
（民営バス）

最寄駅の段差解消状況 最寄駅からの運行本数 生活道路や幹線道路の整備 鉄道による移動

45.7 39.1 36.2 35.3 34.3

（エリア４） 加美平・武蔵野台

（エリア５） 北田園・南田園

（エリア１） 福生・東町

（エリア２） 本町・志茂・牛浜

（エリア３） 熊川
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28.3 

27.5 

25.6 

23.2 

20.0 

19.9 

19.1 

18.2 

13.1 

12.6 

10.3 

9.4 

9.1 

8.5 

8.0 

7.1 

5.4 

5.0 

0 10 20 30 40 50 60

鉄道による移動

駅周辺の買物・医療・文化施設等の利用のしやすさ

最寄駅の段差解消状況

最寄駅からの運行本数

最寄駅への車での送迎のしやすさ

徒歩による移動のしやすさ

自転車による移動のしやすさ

生活道路や幹線道路の整備

最寄駅の駐輪場の利用しやすさ

自転車駐輪場の整備

自宅からバス停までの距離（福祉バス）

安全に歩ける歩道空間の整備

通学路の安全性

自宅からバス停までの距離（民営バス）

バス停から目的地までの距離（民営バス）

最寄駅へのバスでの行きやすさ

運行ルート（民営バス）

自転車専用道路の整備

バス停から目的地までの距離（福祉バス）

民営バスによる移動

福祉バスによる移動

運行本数（民営バス）

運行ルート（福祉バス）

運行本数（福祉バス）

％

54.4 

54.2 

53.5 

37.4 

36.6 

33.7 

32.1 

30.9 

29.9 

29.8 

27.9 

27.6 

25.7 

22.4 

22.1 

22.0 

20.6 

20.4 

18.4 

15.5 

15.0 

14.0 

13.8 

10.4 

0 10 20 30 40 50 60

通学路の安全性

自転車専用道路の整備

安全に歩ける歩道空間の整備

自転車駐輪場の整備

最寄駅の駐輪場の利用しやすさ

生活道路や幹線道路の整備

駅周辺の買物・医療・文化施設等の利用のしやすさ

最寄駅への車での送迎のしやすさ

最寄駅からの運行本数

最寄駅へのバスでの行きやすさ

自転車による移動のしやすさ

徒歩による移動のしやすさ

運行本数（民営バス）

自宅からバス停までの距離（民営バス）

運行ルート（福祉バス）

運行本数（福祉バス）

運行ルート（民営バス）

民営バスによる移動

最寄駅の段差解消状況

福祉バスによる移動

鉄道による移動

バス停から目的地までの距離（福祉バス）

バス停から目的地までの距離（民営バス）

自宅からバス停までの距離（福祉バス）

％

％
1位 2位 3位 4位 5位

通学路の安全性
安全に歩ける歩道空間の整

備
自転車専用道路の整備 自転車駐輪場の整備

最寄駅の駐輪場の利用しや
すさ

61.8 58.9 56.6 37.7 37.7

安全に歩ける歩道空間の整
備

自転車専用道路の整備 通学路の安全性 自転車駐輪場の整備 生活道路や幹線道路の整備

59.9 56.6 56.5 40.9 34.8

通学路の安全性
安全に歩ける歩道空間の整

備
自転車専用道路の整備

駅周辺の買物・医療・文化施
設等の利用のしやすさ

最寄駅への車での送迎のし
やすさ

62.8 61.8 57.1 49.4 43.7

自転車専用道路の整備 通学路の安全性
安全に歩ける歩道空間の整

備
自転車駐輪場の整備 最寄駅からの運行本数

44.3 42.8 41.3 34.3 34.3

最寄駅へのバスでの行きや
すさ

運行本数（民営バス） 自転車専用道路の整備
最寄駅の駐輪場の利用しや

すさ
自転車駐輪場の整備

61.8 60.9 58.1 56.2 45.7

（エリア１） 福生・東町

（エリア５） 北田園・南田園

（エリア２） 本町・志茂・牛浜

（エリア３） 熊川

（エリア４） 加美平・武蔵野台
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表４-８「問４移動時の不安」と「問６各公共交通の満足度・重要度」の関連性 

分析結果をみると、移動手段のうち徒歩での

移動に関するすべての項目で高い関連性が示

されている。特に通学路の安全性に関しては、

子どもの移動に際して親の目がどうしても行

き届かなくなることから、不安要素として高い

数値が出ていると考えられる。その他の項目に

おいても自転車や民営バスなどにおいて高い

関連性がみてとれる。子育て世代の移動利便性

向上を考えるうえでは、こうした不安要素と関

連性が深い項目について重点的に検討してい

く必要があると考えられる。不安要素の具体的

な意見として自由記述にて回答いただいた内

容についてカテゴリー別に整理したのが表４-

９である。また、表４-10 は公共交通に関する

自由意見である。 

 

表４-９ 子どもとの外出など、目的地までの経路において安全面で不安と思う場所や事柄（自由記述）  

 

  

鉄道による移動 3.98 ＊

最寄り駅の駐輪場の利用しやすさ 4.00 ＊

最寄り駅への車での送迎のしやすさ 3.20

最寄り駅へのバスでの行きやすさ 27.99 ＊＊

最寄り駅の段差解消状況 3.69

最寄り駅からの運行本数 16.83 ＊＊

駅周辺の買物・医療・文化施設等の利用のしやすさ 13.28 ＊＊

民営バスによる移動 15.72 ＊＊

自宅からバス停までの距離 14.32 ＊＊

バス停から目的地までの距離 20.01 ＊＊

運行ルート 26.03 ＊＊

運行本数 18.57 ＊＊

福祉バスによる移動 2.24

自宅からバス停までの距離 0.32

バス停から目的地までの距離 5.52 ＊

運行ルート 22.53 ＊＊

運行本数 18.17 ＊＊

自転車による移動のしやすさ 37.31 ＊＊

自転車駐輪場の整備 9.22 ＊＊

自転車専用道路の整備 36.95 ＊＊

徒歩による移動のしやすさ 27.61 ＊＊

生活道路や幹線道路の整備 48.59 ＊＊

安全に歩ける歩道空間の整備 72.20 ＊＊

通学路の安全性 98.99 ＊＊

自転車

徒歩

【現在の満足度】

鉄道

民営バス

福祉バス

数値はX２値
＊＊は有意水準１％、＊は有意水準５％で関連あり。

項目 件数 項目 件数

（福生熊川の）新奥多摩街道の出光のガソリンスタンドの横を入った杉の子第三保育園の裏門を出た通
りが車通りが多く、（子どもの飛び出しなど）特にスピードを出して走っている車が多く多々危険を感じ
る。せめて保育園から通りの道路（地面）に黄色等のペンキを塗ってもらえれば車や人も注意できるの
ではないかと思う。

私道から市道に出る際の交通量が多く、ゆるくカーブをしているため広がって走る車が多く歩行に気をつ
けている。熊川駅の踏切を渡る車の往来がカーブの為かギリギリで走っているため危ない

福生駅前、車の通行量は多い割に歩行者を守る設備が無い

図書館通りを横断する際、車が歩道をわって運転しているためとても怖い（恐らく道幅が狭いのですれ
違う時を考えてのことだと思います）又、図書館通りはスピードを出して走る車も多い。体に車のミラーが
あたったという話も聞きました

清岩院幼稚園の前の横断歩道。横断歩道を青信号で渡っていても右折車がすごいスピードで曲がって
きて何度もぶつかりそうになったり、目の前を止まってくれず曲がってくることがしょっちゅうある。幼稚園
の送迎の際に必ず通るのでいつも怖いと思う。

学校（４小）周辺に「学校近し」「子ども飛び出し注意」などの警告看板が欲しい。近所の人が通る場合
はよいが、知らない人がスピードをかなり出してるため

福生団地の川沿いの道路はスピード超過の車が多く危険

路上駐車の車が多い、３中の裏通りは速度超過の車が多く危険

２小前の一方通行、スピード超過の車多く、ガードレールも片側しかなく危険小周辺歩道が確保されて
なく危険

志茂ファミリーマート前の道路で歩道橋はあるが横断舗装、信号がないため、自転車で横断する際不便

山王橋通りの信号のない横断歩道、左折禁止等のたて看板が視界を遮っているケースも多く、見直し
て欲しい、道路の路面状態が良くない

自宅から幼稚園・小学校に行くときに横断歩道があるが、信号が無いのでとても危なく恐い。直進の道
ではなくちょうど曲がっているので身を出さないと車が来ているのもわからない。信号をつけて欲しい。
（神明社近く）

志茂のセブンイレブンの交差点は、車の左折、右折、等の際に、強引に曲がったり、歩行者を見ていな
いのか、一度車と接触しそうになり怖い思いをした、現在、子どもを一人で通らないように注意している、
なんとかならないか

福生第一給食センター脇の交差点。子どもが横断歩道を渡る際、カーブが多くて車の存在を目視しづら
い。

牛浜交差点付近。大型トラックが多々通ることがあるのに、ガードレールや車道と歩道の区別が簡易す
ぎる

主なご意見
カテゴリー1 カテゴリー2

交通量 46

安全 89

交通 231

車のスピード 32

信号・横断歩道 41

23交差点
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高架下での自転車と自動車のすれ違い。子どもを乗せて自転車に乗っていると道路がデコボコしていて
フラフラします。

福生駅からいなげやの裏を通る際の見通しの悪い急カーブが危険

3小付近の道のカーブ（歩道の整備やミラーの不備）

旧奥多摩街道の歩道はガードレールもないし、歩道も狭いし大型ダンプがたくさん通るのでいつも危険
に感じる

わらつけ街道が狭く、歩行者が歩いていても車がスピードを出しているのが怖い、ガードレールも無いの
で車が歩行者道路に入ってきて通れず怖い

白線の消えかかっている細い道路。できれば、白線内を緑色に塗ってより歩道感をだして欲しい。ス
クールゾーンはガードレールをつけて欲しい。見通しの悪い道路の角には、歩行者にも見える鏡をつけ
てほしい。

わらつけ街道は道が狭いのに車が多く、スピードも出す車が多く不安。朝の登校時間は制限があるが
その他の時間は抜け道として子どもだけでなく大人も怖く感じる

拝島駅から聖愛幼稚園方面に向かう道でローソンを曲がるまでの道が狭すぎてあぶない。（お店のト
ラック等が止まっていて通れない時、大きく車道にでなければならず怖いです）

拝島駅の南口、歩道は線が引いてあるが狭く電柱などもあり歩きにくい。子どもと手をつないで歩くには
車の通りも多いしいつも心配

わらつけ街道を通って学校に行くのに、車が多くスピードの出ていて危なそうで不安。少し先はスクール
ゾーンで車が入れないのでスクールソーンにしてもらいたい

4小通学時、神明社前の道が通学路になっているが車道歩道の区別が白線だけでとても不安。車通も
多いので改善を強く願う

福生団地（６小前）の前の通りが、植込みの草が伸びきっていて自転車さえ通りづらい。通学路なのに
整備されていません

学校へ行く時、16号を渡る橋が工事中のため地下道を通っていく、地下道が暗くなった時治安のことを
考えると怖い

子どもが一人で外出する際、夜間暗くなりひとけがないので不安（武蔵野台一丁目内の武蔵野台～武
蔵野台北の交差点間）

飲み屋が多いので夜は子どもは外出させることが気に係る。車や子どもの飛び出しなど駅から産業道
路に向かう途中歩道ががなくて危ない

外国人留学生のマナーの悪さ。たばこやごみのポイ捨て。ガラスを投げて割る等

公園に寝泊りしている人がいる（多いのはフレンドシップパーク）。公園の標識（注意事などの）が、多分
夜間かと思うが、すぐに抜かれていたり破損させられているので安全面で怖い（特に福生公園）

不審者が多いため安心できない。近くに交番があるが、おまわりさんがパトロールでいない時間帯があ
るので不安。夜間、暗い道が多い。太陽光発電を利用した電灯など設置してもらえるとうれしい。安心し
て遊べる所がない。子どもがのびのびと安心して遊べる場所があるといいと思う。

下の川緑地沿いにある道路は、昼間でもひとけがなく夜になると大人でも怖い感じがする。駅から、離
れた住宅街は街灯が暗くて人がいないので危なく思う。街灯をＬＥＤに変えて欲しい。草や木がうっそう
と茂っている場所は草刈りなどをして見通しをよくして明るい雰囲気にしてもらいたい

7小裏の坂は人通りが少なく照明も暗く、変質者の目撃談もある

熊川駅から福生団地の間の階段付近の外灯設置希望

ほたる公園、ほたる坂周辺。ほたるの為とはいえ、うっそうとしていて昼間でも薄暗い

16号から抜け道で使うわらつけ街道の車のスピード、二小近くの空き家や道路にうっそうとかかる木、
自然が多く美しいがみずくらいど公園には行かせていない（友人同士では）

土手沿いの中央公園、かに坂公園の街灯が少ない。冬は人通りも少ない

子供たちが自転車で出掛ける場合の安全確保。歩行者用の通路を通っても狭かったりわらつけ街道や
図書館通り、五日市街道などは自動車の道幅も狭いので危険だと思う

子どもが友達の家や習い事に自転車で行く時、狭い道路を通らなければならないときなど心配です（歩
道はあるが狭くて歩道の中を自転車が通れない所も）

加美郵便局前の交差点から踏切りに行くまでが交通量の割に道路が狭くて、自転車で通るときに怖い
です

東福生駅前周辺に並ぶ駅利用者の物と思われる自転車。歩道が駐輪場と化していて子どもが歩けな
い。危険

福生団地脇の土手サイクリングロードとなっているからなのか、自転車がとばしてきて子どもと歩くのは
とても恐いです。子どもがまっすぐ歩かないと「危ない」と怒られたりして、邪魔だと思われているんだな
と感じます。

２小区域に住んでいるが、生活道路が狭く交通量も多い。また自転車もよく通る。歩いていても車に乗っ
ていても怖いと感じることがある。小学生・中学生の乗り方もよくない。わが子がその位になった時に親
としてしっかり交通ルールを教えなければと思っている。（道路が広くなったり整備されるのは難しいと思
うので）

ほぼすべての道路に満足な歩道が整備しておらず、自転車用のレーン等の確保もされていない。小学
生の子どもの１人の外出はとても不安に感じている。

自転車専用レーンがあると良いと思います。以前子どもを前かごに乗せて歩道を通行中に歩行者に怒
鳴られたことがありました。牛浜の公民館の下の公園入り口は、自転車が車道から入れず、手前から
歩道を上がったのに怒鳴られるのは納得できません。

子どもを乗せて自転車で通るには狭い歩道や車道を走るためのラインが無い所。北田園の様に自転車
専用ラインがいいと思う

227道路

道路全般 16

ガードレール

歩道

31

148

通学路 32

治安 24

不審者 27

16

防犯 78

公園 11

マナー 10

自転車全般 8

街灯

専用道路 4

22自転車
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表４-10 市内の移動手段（公共交通）について、特に不満と思われること、改善すべきこと、将来への要望など

（自由記述）  

 

駅のホームのせまいこと、電車とホームの間がかなり空いている（特に五日市線）

家が中央公園の近くです。牛浜駅までバスがあればと何度も感じました。車で目的地に行くことが多い
ですが、バスがあれば電車で出かけたいです。夜７小から中央公園に向かう道が暗くて少し気味悪い
です。

昭島駅までのバスが休日１本に減らされてしまい大変不便です。他のバスもお年寄りの通院の時間の
み。コミュニティバスを南田園にも運航してほしい。一方向しか行かないバスはいりませんので。

福祉バスが使えないのが不便

車の運転ができないので市の福祉バスや公共バスが充実して欲しいです。七小の横の坂が自転車で
走りづらく怖い（車道を走ると）

家の前は狭い通りだが福祉バスが通っている

東福生駅の上りと下りのいちばん近い踏切（２ヶ所）の歩道が狭い

踏切が近いのですが、人か自転車しか通ってはいけないところなのによくバイクが行き来しているのが
気になります（新聞配達や郵便局のバイク）

七屋踏切の図書館側。子供と通る時、渡ると車がくるよと声をかけます

１６号武蔵野橋下のトンネル（今は暗い時間に帰ってくる事はありませんが、なんとなく怖いイメージで
す）

福生7小横の五日市街道坂下のトンネル危険

牛浜駅へ向かうときの五日市街道を渡るとき

その他 34 その他 34

鉄道・民営バス 3

福祉バス 3

公共交通 25

踏切 19

項目 件数 項目 件数

熊川駅、拝島駅へ車での送迎がしづらく、自転車もとめづらい

福生駅のエレベーターの破損が激しい。

駅の段差解消。熊川駅にスロープを作って欲しい

八高線の運行本数を増やして欲しい

五日市線の運行本数を増やして欲しい

コミバス希望、福祉バスとは別に誰でも利用できる小型バスがあると助かる

家の近くにバスが通っていない。

秋川方面へのバス停が遠く、拝島駅へのバス本数が少ないのでどうしても車の移動になっ
てしまう。通学などの利便性を考えるとバスを充実させて欲しい

田園通りから福生駅までの坂が大変なので、もっとバスが増えれば市内でお金が使えるの
にと思う。

熊川駅から福生駅や東福生駅へのバス路線をつくっていただきたい。

民営バスの運行ルートが拝島駅行きのみしかないので立川方面へのルートが欲しい

福祉バスに乗った際、たたんだベビーカー置き場がなかった

子ども２人連れての移動は大変なので福祉バスも利用したいが、お年寄りばかりで肩身が
狭く利用しづらい

福祉バスについて利用方法やバス停等情報が無いので利用したことがない

運行ルートを見直して欲しい。

一方向のルートのため逆ルートも運行して欲しい

運行本数 4 往復スタイルにして本数を増やして貰えると助かる

福祉バスは誰でも利用できるバスにして欲しい

福祉バスは他市町村のように100円で誰でも乗車できるようにして欲しい

福生１小から武蔵野台学童まで距離があるので福祉バスに乗せてもらえるとよい

学区外の子どもが福祉バスを利用できると良い（特別支援学級の通うため）

子どもが一人で自転車に乗る時に危なくない道路や歩道を作って欲しい（段差、幅、信号な
ど）

田園から東側へ坂を登るが、自転車でも楽に登れるようゆるやかにして欲しい。くるみる
ふっさが行なっているレンタル自転車のステーションを田園（福祉センターなど）に設けて欲
しい

駅駐輪場の無料化希望

駅周辺の駐輪場の整備（牛浜駅、拝島駅）

専用道路 14 自転車専用道路の整備をして欲しい

自転車

鉄道全般

運行本数

民営バス全般

運行本数

運行ルート

福祉バス全般

主なご意見

19

13

6

鉄道

民営バス

13

12

7

32

カテゴリー1 カテゴリー2

7

42
12

19

福祉バス
運行ルート

利用対象の拡大

15

11

40

自転車全般

駐輪場
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 ２-３ 福祉バスについて 

福生市においては市内の移動手段（公共交通）の一つとして、福祉バスを平成 22 年度

より本格運行している。福祉バスには高齢者や障害者、妊婦の方や乳幼児・未就学児の方

などいわゆる交通弱者に対する移動利便性の向上が期待されている。 

福祉バスでの移動満足度に関して、今回のアンケート結果を図４－12 に示す。ここで注

目すべきは「どちらでもない」53％、「無回答」24％が全体の７割以上を占める結果となっ

たことである。実際に福祉バスを利用されたことがあるかは、このアンケートにおいて不

明ではあるが、子育て世代が福祉バス利用に関してあまり関心を示していないことがみて

とれる。 

図４-12 福祉バス移動に関する満足指摘率 

福祉バスはコミュニティバスなどと

は異なり、市内福祉施設等を利用しや

すくするために運行されている。その

性質上、利用者の中心が高齢者中心と

なっていることは当然であるが、子育

て世代の移動利便性向上を図る手段と

しても活用できるはずである。ただ、

そのためには福祉バスの認知度を高め

る必要がある。 

 

 

道が狭いのに交通量の多い道路がたくさんある。交通事故が心配

生活道路の狭い所が多い。安全性に不安

道路整備（松林通り、福東通り、銀座通り、産業道路、五日市街道等）

ガードレールがない道路で狭い道路があるので子どもが外出するのに心配

歩道が狭いところがまだまだ多い

ベビーカーでも通れる段差のない道にして欲しい

歩道の整備及び充実、安全確保（富士見通り、図書館通り、わかたけ図書館入り口側の道
路、五日市街道、二小付近、わらつけ街道、五丁橋付近、旧奥多摩街道）

通学路の安全性確保

ガードレールを置くなど安全性を高めて欲しい

通学路でも交通量が多く不安、スピードを出して走ってくるのが怖い（五丁橋通り、わらつけ
街道）

通学路の歩道の整備（歩道が狭い）

シルバー人材センターの方等が、通学路の交差点や信号のない場所に交通整備及び見守
りを含めていてくれると助かる

公園の遊具が古くて危ない。壊れているもしくは壊れそうなのに全く改善されていない

地域的に福生市内よりも昭島方面に出る方が便利

拝島駅周辺に主婦が買い物できるようなお店が欲しい

街灯を増やして欲しい。線路沿いの道が暗い

福生はあまり安全なイメージがない

子どもの安全な動線を確保するためには学区を見なおした方がよい

小学校は班で登校するようにして欲しい。インターナショナルな地域なのでみんなが交通
ルールを理解していないため。

道路

その他
治安 6

5

26

35

44

47

学校

道路全般

歩道

126

通学路

その他全般 15

満足

4%
やや満足

4%

どちらでもない

53%

やや不満

6%

不満

9%

無回答

24%
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第５章 政策提言 

 アンケート分析の結果、前章第１節より福生市民は特に「交通安全」「犯罪に対する安全

性」に不満を持っていること、それらは福生市に居住した時には必ずしも関心がなかった

が、現在大きな関心事となっていることがわかった。 

 第２節より、鉄道には満足しているものの、通学路の安全性の向上、自転車道・歩道等

の道路整備などを望んでいることが明らかになった。これは「交通安全」「犯罪に対する安

全性」への不満を解消する施策と位置づけることが可能であろう。また、子育て世代の移

動手段の一つとして期待される福祉バスについて、その関心が低いことが明らかになった。

今後は子育て支援の一環として福祉バスの認知度を高めること、より利用しやすくしてい

くことが求められる。 

以上、分析結果から「交通安全」「犯罪に対する安全性」「福祉バス」に関連する施策の

充実が子育て世代の定住化に大きな影響を与えると考えられる。 

ベビーカーでの移動など移動時に様々な制約を受ける子育て世代にとって、安全・安心

で移動しやすいまちは大きな魅力の一つであり、子育て世代の移動に配慮した道路などの

環境整備、交通事故や犯罪から守る取組みの重要度は高い。今後は子ども連れでも安全・

安心に移動できる十分な幅員の歩道確保や自動車・自転車走行空間の分離など積極的に推

進していくほか、通学路の安全点検、更には自転車のマナーアップなど交通道徳の面にお

いてもその啓発強化が求められる。また、不満の多い防犯の観点からも環境を整備し、犯

罪が発生しやすい危険箇所への街路灯の整備や改善などに努める必要がある。 

福生市では都市計画マスタープランにおいて「歩行者・自転車・自動車共存」を目指す

整備、「４ｍ未満の狭あい道路については４ｍの幅員確保」を推進しているところである。

また、近年では東京都の補助金を活用した道路の総点検事業を行うなど積極的に道路改善

に努めているところではあるが、今後は子育て世代の視点に立ち、親子や子ども同士で立

ち寄りそうな個所を中心に道路の危険個所や交通事故の多発地帯、死角となりやすい公園

などの総点検を実施するほか、子育て世代の移動に配慮した道路整備の優先順位等を定め

た計画を策定するなど計画的な整備を行うべきである。 

また、子育て世代の移動利便性向上策として福祉バスの充実が求められる。福祉バスは

高齢者や子育て世代など利用者は様々な交通弱者が想定されているが、実質的には 65 歳以

上の高齢者が大半を占めており、片回りであることや福祉施設中心のルート設定であるこ

となどから、目的場所によっては時間がかかり、時間に余裕のない若年層には使いづらい

との声がある。今後はターゲットとする子育て世代のニーズを把握し、子育て世代が利用

しやすいようなルートや運用方法等について検討が求められる。さらに、福祉バスの導入

時に議論されているところであるが、今後の移動利便性のさらなる充実のためには、長期

的な視野に立ち、すべての市民が利用できるバス運用についても研究を進めていくべきで

ある。 

 

 

 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85
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図５ 定住化促進に向けた取り組み 

 

 

人口減少は福生市のみならず、全国規模の自治体で直面している喫緊の課題である。限

られた財力の中で自治体間競争に打ち勝つには、目的を明確にした施策の選択と集中が求

められる。今回の研究を通じ提言した内容はいわば福生市の弱い部分であり、市において

は、こうした弱みを改める姿勢を常に持ち、その成果を発信していくことが、やがて子育

て世代の定住化率向上につながっていくであろう。 
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第四部 福生市の社会インフラがとるべき道 

 

第１章 人口動態を見据えた社会インフラ 

 

 福生市においては、僅かずつであるが人口は減少傾向にあり、特に女性若年層の流出が

その要因の一つになっていると考えられる。そこでここでは社会インフラの観点から、人

口減少傾向に対応する施策、あるいは人口減少を食い止めることに資する施策の可能性を

探ることを目的とする。 

 市における社会インフラは、大きく分けて、鉄道や道路などの交通関連施設、上下水道

や電気ガスあるいはごみ処理施設などの供給処理関連施設、公民館や図書館あるいは体育

館などの地域公共施設からなる。このうち、交通関連施設については、別に交通ワーキン

ググループのページにて取り扱う。また、供給処理関連施設は全国的に一定の水準で提供

される性格のものであり、本市の人口動態との特有の関係は見いだしにくい。そこでここ

では、地域公共施設に着目する。なお、公園緑地については地域公共施設に準ずるものと

して分析に含める。 

 地域公共施設については、戦後、大量に建設されたものが更新期を迎える一方で、急速

な少子高齢化や生活様式の多様化によって需要構造が激変し、また公的財政が悪化してい

るため、全国的に大きな問題となっている。このため、多くの市区町村で、施設白書を作

成するなどして地域公共施設を再編する一方で、少子高齢化や新しい生活様式に対応した

地域公共施設を設ける動きが活発になっている。ここでは、この動きを踏まえつつ、本市

の状況を分析し、提言をまとめる。 

 

第２章 公共施設に関する状況 

 

第１節 市内に分散する公共施設 

現在、市内の公共的な施設は、公園や民営の保育園等を含めると 150 施設以上にも及ぶ。

そのうち、公民館や図書館、体育館等の主要な公共施設の位置については図１に示したと

おりであるが、比較的市全域にわたって何らかの施設が分散されて配置されており、施設

の用途区分別に見ても、ある程度満遍なく配置されていることが直感的に見て取れる。昭

和 52 年に策定された福生市基本計画においては、おおむね１小学校区を近隣住区として

市域を８つに区分けしたコミュニティ住区と呼ばれる区域を設定している。その後、明確

には計画に表れないが、コミュニティ形成のための環境整備の一環として、各地域に一定

の水準で各施設を配置してきたことによるものであると考えられる。 

しかしながら、その後の社会的状況や市民意識の変化とともに、コミュニティ住区に対

する認識が次第に薄れつつあり、平成 24 年３月に策定された福生市都市計画マスタープ

ランにおいても、「駅を拠点とした過度にマイカーに依存しない歩いて暮らせるまち」をつ

くることを計画の基本理念の一つとしていることから、特に生産年齢層の市民を中心に最

寄りの鉄道駅やその他交通機関を拠点とした生活基盤が展開されている今日において、現

在の公共施設の配置が真に適切なものであるかどうかは検証する余地があると言える。 
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【図１ 福生市の主な公共施設位置図】  

 

 

第２節 市民に身近な公共施設 

市民の自宅と主な公共施設ま

での距離について他市と比較を

すると、福生市の顕著な特徴と

して最寄りの公民館・集会所ま

での距離が非常に近いと言うこ

とができる。総務省の「平成 20

年度住宅・土地統計調査」の結果

から、距離別住宅数割合を見る

と、公民館・集会所との距離が

500ｍ未満の住宅が約 95％とな

っており、うち 250ｍ未満の住宅

に至っては 52.6％となってい

る。これは多摩地区では多摩市

に次ぐ水準であり、多摩市の場

合はニュータウンに代表される

ようなコミュニティを確保する

必要から 100％が 500ｍ以内とい

う突出した数値となっている

が、福生市の場合は多摩市ほど

【図２ 公民館・集会所との距離が 500m 未満の住宅数割合比較】 

【図３ 公園との距離が 500m 未満の住宅数割合比較】  

※総務省「平成 20 年度住宅・土地統計調査」より  

 

※総務省「平成 20 年度住宅・土地統計調査」より  
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大規模な団地が密集しているという状況ではないため、極めて良好な数値であると言える。

なお、これは公園までの距離についても同様の傾向が見て取れる。 

500ｍという距離をわかりやすい指標で説明すると、不動産広告で“徒歩○分”で表記さ

れる「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」（不動産公正取引協議会連合会）で規

定されている道路距離 80ｍ／分を基に計算すると徒歩で 6.25 分を要するものとなる。つ

まり徒歩７分弱程度で最寄りの公民館・集会所に到着できることになり、これは前節で述

べたように福生市の公共施設の立地上の位置関係が分散的であることの一つの証左である

ことがわかる。 

 さらに福生市の地形的特徴である、多摩川の河岸段丘による東西３段の階段状の構造的

地区分けや南北の福生地域・熊川地域に分けて見てもその位置関係はやはり分散されてい

て、それぞれの地域の住民にとって「近くに集まれる施設がある」という面では充足され

ていると言える。 

 また、その他の公共施設につい

ても、先程の統計調査を見る限り

では他市と比べて福生市は平均

的な水準にあることがわかる。近

年において各自治体の重要な施

策として位置付けられている「子

育て」に関する大きな要素の一つ

となる“保育所との距離”を挙げ

ても、500ｍ未満で 55％を超える

住宅割合は決して他市と見劣り

するものではない。 

以上のことから、データでの分析結果及び福生市を平面的・断面的に捉えた視点から見

ても、公共施設とそれを利用する市民の自宅からの距離は他市と比較しても遜色のないレ

ベルにあると言える。 

 

第３節 公共施設の利用状況 

 それでは、市民にとって身近な公共施設は

どの程度利用されているのか。図５並びに表

１の主な公共施設の利用状況を示した資料か

ら、福生市の現況が見て取れる。これは福生

市の事務報告書（平成 24 年度版）を抜粋して

まとめたもので、施設により利用状況を示す

数値の表記が統一的ではないが、現状の利用

状況をある程度把握することは可能であり、

総体的に見て全く利用されていない施設はな

いことがわかる。なお、図５では利用人数が

不明である施設は、施設区分内の利用件数と

利用人数の比から利用人数を推計した。 

【図４ 保育所との距離が 500m 未満の住宅数割合比較】 

【図５ 主な公共施設の一日当たり利用人数比較】  

※「平成 24 年度事務報告書」より算出  

※総務省「平成 20 年度住宅・土地統計調査」より  
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また、平成 25 年度に実施した市民意識調査（福生市総合計画（第４期）の修正後期基本

計画策定のための基礎調査として、市内居住の 20 歳以上の男女 2,000 人（無作為抽出）を

対象に実施。回答率 38.4％）からも、福生市の公共施設については「充足している」、「ま

あまあ充足している」の合計は 48.1％である一方で、「あまり充足していない」、「充足し

ていない」の合計は 10.5％であり、市民からもおおむね充足していると評価されている。

これらの資料により、市の公共施設については「充足している」、「まあまあ充足している」

という一定の評価が得られており、なおかつ全ての施設が押しなべて利用されているとい

うことが示されているため、福生市における公共施設の利用状況は決して悪くはないと言

える。 

【表１ 主な公共施設の利用状況一覧】 

 

 

第４節 進まない施設の改修計画 

福生市における施設の維持管理については、現在、国や東京都等の様々な補助金や交付

金を活用しながら、施設の延命化を図る予防保全型の必要最低限の改修等を実施すること

を基本としている。しかしながら、この改修等に係る費用全てに補助金や交付金を充当し

ているというわけではなく、少なからず福生市の自主財源からも負担しており、当然のこ

とながら、工事が大規模になればなるほど市の財源から負担する費用は高額になる。さら

に、それぞれの補助金や交付金には交付要件等による申請件数の制限があり、短期間の間

に各公共施設に必要とされる全ての工事に対して補助金や交付金を充てることは不可能で

ある。 

現在福生市が保有する建物は、表２のとおりそのほとんどが建設後数十年を経過してお

り、仮に現在の用途のまま延命化を図るための改修を実施する場合には、多額の費用を要

する全面的な改修工事となることが予想される。 

このように、周知のごとく市の財政状況が逼迫している中で、今後改修が必要となる施

施設区分 施設名
年間利用件数

（件）
年間利用人数

（人）
一日あたり

平均利用者数（人）
備考

市民会館 5,226 180,286 601

公民館 1,820 21,647 72 市民会館内

松林分館 2,176 29,111 97 地域会館利用分も含む

白梅分館 1,919 22,287 74 地域会館利用分も含む

中央図書館 － 181,210 604

わかぎり図書館 － 28,018 93 24年度は会館改良工事実施のため、23年度実績値とした。

わかたけ図書館 － 22,208 74

武蔵野台図書館 － 68,386 228

中央体育館 － 116,588 389

熊川地域体育館 － 62,079 207

福生地域体育館 － 127,778 426

もくせい会館 2,466 － －

さくら会館 3,214 38,161 127

田園会館 817 11,474 38

扶桑会館 1,559 17,898 60

かえで会館 743 8,041 27

わかぎり会館 384 4,433 15
わかぎり図書館内
24年度は会館改良工事実施のため、23年度実績値とした。

わかたけ会館 211 3,473 12 わかたけ図書館内

田園児童館 － 23,786 79 田園会館内

武蔵野台児童館 － 26,787 89 武蔵野台図書館内

熊川児童館 － 26,099 87

福祉センター 1,454 24,675 82

子ども応援館 － 8,192 27

福東会館 1,025 11,821 39

プチギャラリー 87 24,400 81

茶室「福庵」 867 5,697 19

※平成24年度事務報告書のうち、利用件数及び人数を掲載している施設のみとした。
※一日あたり平均利用者数は、便宜上すべての施設において年間の稼動日数を300日として算出した。

地域会館

福祉施設

その他

市民会館・公民館

図書館

体育館

児童館
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設の絶対数が多いこと、さらに施設のバリアフリー化や多目的利用などのニーズが増えて

いることから、施設そのものを維持しつつ最低限必要な工事を厳選し、優先順位を付けて

段階的に実施しなければならないため、全体的な施設の改修計画は遅れがちとなっている。 

 

【表２ 主な公共施設の竣工年度表】  

建物名称 竣工年度（西暦） 建物名称 竣工年度（西暦） 

さくら会館 1969 田園児童館 1985 

保健センター 1975 熊川地域体育館 1987 

わかぎり会館 1976 れんげ園 1990 

わかたけ会館 1977 プチギャラリー 1991 

もくせい会館 1977 茶室 1994 

市民会館・公民館 1977 福生地域体育館 1995 

扶桑会館 1978 福祉センター 1995 

中央図書館 1979 武蔵野台児童館 1996 

松林会館 1979 リサイクルセンター  1997 

中央体育館 1979 福東会館 1997 

白梅会館 1980 麦わら帽子 1999 

かえで会館 1981   

 

コラム：地域公共施設の再編成に関する市区町村の取組み事例  

 地域公共施設の再編成は、多くの市区町村で喫緊の課題として取組みが行われている。

例えば、東京都多摩市では多摩ニュータウン建設などに伴い短期集中的に建設された地

域公共施設の再編成について、平成 15 年の行財政診断白書に始まり、平成 20 年の施設

白書などを経て、平成 25 年に多摩市公共施設の見直し方針と行動プログラムを策定し

た。また、埼玉県さいたま市では、「わくわくするこれからの公共施設」をキャッチフレ

ーズとして、公共施設の建て替えの際に、市民を中心としたワークショップを行い、機

能、規模、取り込める近隣公共施設などの議論を行っている。 

 

第３章 公共施設を取り巻く状況 

 

第１節 認知されない福生市の取組み 

本研究において人口予測ワーキンググループでは福生市における将来人口推計を実施

しているが、そのうち学齢期人口は市の情勢が現状のまま推移していくと、図６のとおり

今後 20 年間で３割超の減少となることが見込まれている。このように子どもとその親世

代の人口減少が深刻な問題にある中で、“子育てするなら ふっさ”を標榜する福生市の子

育て支援施策は、検討中を含めて非常に多くの手厚いサービスを充実させている。具体的

には表３に示したとおり、福生市次世代育成支援行動計画の中で「家庭地域における子育

て支援」、「母と子の健康を守り増進する」、「子どもの豊かな人間形成を支えるまちづくり」、

「子育てと仕事を両立できるまちづくり」、「子どもにやさしいまちづくり」といった５つ
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の目標を掲げ、その中で既存の公共施設を最大限活用したサービスを含めて多彩な事業を

展開しているところである。また、その成果として週刊東洋経済 2013 年８月３日号に掲載

の「出産・子育てしやすい街（首都圏）」では第９位にランクされている。なお、同ランキ

ングでは上位 10 位のうち９つまでを多摩地域の自治体が占めており、その中では福生市

は第８位となる。 

しかし、市民意識調査（平成 25 年度実施）によると、「福生市は子育てしやすいか」と

いう問いに対して、53.7％が「はい」と回答しているにもかかわらず、その一方で 31.6％

が「いいえ」と回答していることから、一概に施策に対する認知度が低いことだけが原因

ではないにせよ、市の取組み自体が全市的に認知されていないことが伺える。この認知度

が低い状況は他の施策についても同様であると考えられ、このことにより逆に周辺自治体

が実施する施策が際立ってしまい、福生市から他市へ転出してしまう又は他市から福生市

へ転入してこない状況になることが懸念される。 

 

【図６ 福生市の学齢期人口の将来推計】  

 

  
※人口予測ワーキンググループの将来推計より算出  

 



54 

【表３ 福生市が実施する子育て施策】  

 

 

 

コラム：ティーンエイジャー向けの地域公共施設の先進事例  

 東京都杉並区の「ゆう杉並」には、平成９年より、中・高校生のための児童館である

「杉並区立児童青少年センター」が設置されている。なお、ティーンエイジャーを専ら

対象とする児童館としては全国でも初期に設置されたものである。設計当初から運営に

至るまで中・高校生が参画し、開館時間は平日と土曜日は夜９時まで、日曜日も利用可

能で、バスケットボールもできる体育室を持つなど、独自の取組みによって注目されて

いる。 

 

第２節 公共施設と交通機関 

 市民にとって生活基盤の重要

拠点となる公共交通機関につい

て、福生市においては駅がＪＲ線

で５駅あり、その路線は市の中心

を南北に走る。狭い市域の割に鉄

道網は充実していて、市の中心を

青梅線が走っているため、市内の

どの地域からもほぼ等距離で最

寄りの駅まで到達でき、かつ都心

部等の市外への移動は比較的容

易である。 

目標１　家庭・地域における子育ての支援 目標２　母と子の健康を守り増進する 目標３　子どもの豊かな人間形成を支えるまちづくり 目標４　子育てと仕事を両立できるまちづくり

子ども家庭支援センター事業 母子健康手帳交付 次代の親を育成するための教育・啓発の推進 認可保育所による通常保育の実施
地域子育て支援事業 パパママクラス 男女共同参画社会を実現するための啓発の推進 低年齢児保育の充実
子育てサロン 妊産婦・新生児訪問指導 多世代間交流事業 一時預かり事業
ほっとサービス 低出生体重児の届出・未熟児訪問指導 道徳時間の確保 訪問型一時預かり事業の実施
福祉センター機能の充実 乳児家庭全戸訪問事業（再掲） 「朝の読書」の推進 特定保育の実施
地域子育て支援事業（センター型）の実施 子育て教室 小学校授業指導補助員の配置 延長保育事業
子育てサポーター制度 育児相談 心理相談員の配置 休日保育事業
地域組織化事業 心理相談 心の健康に関わる専門医の配置（再掲） 病後児保育
子育て支援情報の充実 三歳児経過観察健康診査（子どもグループ） アドバイザリースタッフの配置（再掲） 病児保育
子育てハンドブックの配布 母子保健連絡協議会 学校適応支援室の活用（再掲） 認証保育所事業
児童館・公民館事業の充実 母子健康手帳の交付 スクールソーシャルワーカーの配置（再掲） 認可保育所における小学校低学年児童の受入れ
公園、児童遊園等の整備 妊婦健康診査 スクールカウンセラーの配置（再掲） 認可外保育所利用者補助事業
図書館の充実 妊婦歯科健康診査 奉仕体験活動の推進 トワイライトステイの実施
プレイパーク（冒険遊び場）の創造 妊産婦・新生児訪問指導（再掲） 学校施設の老朽化やバリアフリー化に伴う改修工事や修繕 障害児保育の充実
学童クラブ事業 産婦健康診査 学校評議員の活用 乳幼児ショートステイの実施
ふっさっ子の広場 乳幼児健康診査 学校ホームページの充実 保育園の園庭開放
各種相談事業の充実 乳幼児経過観察健康診査 学校評価システムの確立 認定こども園
児童手当 乳幼児発達健康診査 社会教育関係団体等との連携 私立幼稚園
児童育成手当（育成手当） 乳幼児歯科健康診査 高等学校教員出前授業の実施 幼稚園における預かり保育の充実
児童育成手当（障害手当） 予防接種 小・中学校交流会の実施 幼稚園における園庭・園舎の開放
児童扶養手当 幼児体操教室 児童・生徒による音楽のまちづくり事業 幼稚園における相談情報提供等事業
特別児童扶養手当 体育館託児付き事業 家庭教育講座等の充実 プレ幼稚園事業
私立幼稚園就園奨励費補助金 食に関する相談・指導 保護者（親子）対象子育て支援事業 保育園・幼稚園と小学校との連携
私立幼稚園保護者補助金 離乳食教室 家庭でのしつけの見直し、啓発 家庭福祉員制度（保育ママ）
認可外保育所利用者補助事業 食育の推進 ふっさ輝きフェスティバル 幼稚園における一時預かり事業
乳幼児医療費助成制度 料理教室 軽スポーツ＆とん汁大会 学童クラブ事業（再掲）
義務教育就学児医療費助成制度 性に関する正しい知識の普及、啓発 青少年育成地区委員会 学童クラブの延長保育事業
おむつ用ゴミ袋の配布 いじめ防止教育の推進 子ども議会 ふっさっ子の広場（再掲）

入学資金融資制度 心の健康に関わる専門医の配置 青少年の意見発表大会

児童虐待防止のネットワークづくり アドバイザリースタッフの配置 小・中学生スポーツ教室
児童虐待防止マニュアル等の作成 学校適応支援室の活用 地域での体験活動の促進 子育て支援、男女共同参画促進のための学習講座の実施
乳児家庭全戸訪問事業 スクールソーシャルワーカーの配置 教育講座等の開催 パパママクラス（再掲）
育児支援家庭訪問事業 スクールカウンセラーの配置 不健全図書等の排除推進 男性のための講座等の開催
児童育成手当（育成手当）（再掲） 児童館での相談機能の充実 違法捨て看板の撤去 父親参加型事業の実施
児童扶養手当（再掲） 喫煙防止教室 安心安全なまちづくりの推進
ひとり親家庭等医療費助成制度 薬物乱用防止啓発運動 子どもを守るための活動の推進
ひとり親家庭相談 小児医療の充実 交通安全教育の推進
ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業 東京都医療機関案内サービス 交通安全指導の充実
母子福祉資金貸付事業 不審者情報等の提供
母子家庭高等技能訓練促進費 子どもを守るための活動の推進（再掲）
母子家庭自立支援教育訓練給付金 有害環境浄化運動
ひとり親家庭向け住宅の整備 喫煙防止教室（再掲）
障害者（児）短期入所サービス（ショートステイ） 薬物乱用防止啓発運動（再掲）
点字図書の給付（日常生活用具給付事業） 被害児童のカウンセリング
障害者（児）居宅介護サービス（ホームヘルプ） 良質なファミリー向け住宅の供給誘導
日常生活用具給付等事業 都営住宅の期限付き入居制度
障害者（児）おむつ等助成事業 歩道の整備
小児精神障害者入院医療費助成 防犯灯の整備
生活介護・地域活動支援センター「れんげ園」の運営 鉄道駅の整備
タクシー利用券の給付
日中一時支援事業の実施
通級指導学級（情緒障害）の設置
障害児保育事業の実施
学童クラブの障害児受入
重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業
児童館における障害児対象事業
障害児相談事業
障害児の入浴サービス

目標５　子どもにやさしいまちづくり

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の情報提供と啓発活動
の充実

【図７ 最寄駅との距離が 500m 未満の住宅数割合比較】 

※各事業については『福生市次世代育成支援行動計画進状況』（平成 24 年度）より抜粋  

※総務省「平成 20 年度住宅・土地統計調査」より  
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「平成 20 年度住宅・土地統計調査」結果をもとに算出した駅からの距離別住宅数割合を

みると、駅まで 500ｍ未満の住宅が 30.0％、さらに１ｋｍ未満では 76.1％となっている。

これは多摩地区 26 市のうちでも最上位に位置し、市内の７割の住宅が約 13 分以内で最寄

りの駅まで歩いて到達できる。鉄道に関して言えば、非常に稠密であるが故に利便性の高

いまちになっていることが分かる。（図７） 

これを公共施設との関係から見ると、必ずしもその便利さは生かされていない。福生市

の場合、公共施設は駅から少し離れたところに位置するものが多い。また、市民の意識と

しても、あえて鉄道を使用してまで公共施設を利用するのかということについては、余程

の理由がない限りその手段として選びづらいのではないかと思われる。 

では、鉄道の代替手段として第一に挙げるとすればバスとなる。福生市の場合、民間の

バスは福生駅や拝島駅を拠点に運行しているが、図８のとおり市の外周部を路線としてお

り、近隣自治体の市民をそれぞれの主要な駅まで運ぶためといった意味合いが強く、また

市内を循環していないことから、必ずしも福生市民にとっての利便性には繋がっていない。

それを補うように市が運営する福祉バスが市内を循環しており、路線図を見ると福祉セン

ターや市役所といった市の重要な施設は網羅している。しかしながら、これも道路事情の

関係からやむを得ず公共施設とバス停留所とのロケーションが離れている箇所が多く見受

けられ、市民と市内全ての公共施設を結ぶ手段としては決して有効であるとは言えない。 

 

【図８ 市内バス路線図及び主な公共施設位置図】  

 
 

第３節 自動車利用と公共施設 

 前節の事情を反映するように、福生市における自動車の利用については、図９の平成 20
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年のパーソントリップ調査（東京

都市圏交通計画協議会）の結果に

基づく近隣自治体との比較をす

ると、公共施設利用を含む私事利

用が 45.70％で、近隣自治体の羽

村 市 が 59.08 ％ 、 昭 島 市 が

38.32％となっており、福生市が

突出した数値を示しているわけ

ではないが、実質 6.923 ㎡という

狭い市域の割に利用交通では自

動車が主となっていることがわ

かる（福生市の類似団体である狛江市（6.39 ㎡）での自動車の私事利用は 19.19％）。 

また、各公共施設の駐車場の状況については、本研究に資するために実施した独自調査

の結果を見ると、表４の一覧表のとおり、調査対象の 25 施設中４施設に専用駐車場が設置

されていないこと、また、市民会館については 1,000 人以上を収容できる大ホールを有し

ているにも関わらず、駐車台数が 194 台しか確保されておらず、加えてその駐車場が市民

会館から約 300ｍも離れているという現状がある。 

 以上のことから、福生市の全般的な自動車利用率は近隣自治体と類似しているが、この

うち私事交通では自動車が主となっており、利用実態に合わせた公共施設の駐車場の適切

な確保がなされていない可能性がある。 

 

【表４ 公共施設の駐車場に係る現況一覧（平成 25 年９月現在）】 

 

施設名
駐車場の
有無

駐車場名

（名称がある場合のみ）

併設又は近隣の

公共施設等との

共用の有無

共用している場合の

共用先施設名

駐車場
の種類

（平面・立体・
地下）

駐車場
の機能

（自走式・機
械式）

駐車場
の位置

（隣接・近接）

近接の場合
施設までの

およその距離
（単位：ｍ）

一般車両
収容可能

台数
（単位：台）

本庁舎 有 庁舎駐車場 無 地下 自走式 隣接 70

もくせい会館 無 有 本庁舎

まちなかおもてなしステーション 有 無 平面 自走式 隣接 1

福東会館 無 無

福祉センター 有 有 平面 自走式 近接 5 61

田園児童館（田園会館併設） 有 有 田園会館 平面 自走式 隣接 13

熊川児童館 有 無 平面 自走式 隣接 6

保健センター 有 無 平面 自走式 隣接 30

子ども応援館 有 有 中央体育館 平面 自走式 隣接 44

扶桑会館 有 無 平面 自走式 隣接 10

かえで会館 有 無 平面 自走式 隣接 2

さくら会館 有 有 市民会館

プチギャラリー 無 無

中央体育館 有 無 平面 自走式 隣接 55

熊川地域体育館 有 無 平面 自走式 隣接 24

有 第一駐車場 有 武蔵野台図書館及び武蔵野台児童館 平面 自走式 隣接 11

有 第二駐車場 有 武蔵野台図書館及び武蔵野台児童館 平面 自走式 近接 20 8

有 第三駐車場 有 武蔵野台図書館及び武蔵野台児童館 平面 自走式 近接 20 29

福生市営競技場（会議室あり） 有 無 平面 自走式 隣接 44

有 福生市民会館・公民館、さくら会館駐車場 有 さくら会館 立体 自走式 近接 300 194

有 （障害者用及び緊急用） 有 さくら会館 平面 自走式 隣接 5

松林分館（松林会館併設） 有 無 平面 自走式 隣接 10

白梅分館（白梅会館併設） 有 無 平面 自走式 隣接 8

茶室 無 有 中央図書館

中央図書館 有 有 茶室 平面 自走式 隣接 28

わかぎり図書館 有 無 平面 自走式 隣接 10

わかたけ図書館 有 無 平面 自走式 隣接 6

武蔵野台図書館（武蔵野台児童館併設） 有 有 福生地域体育館 平面 自走式 隣接 5

福生地域体育館

市民会館

【図９ 自動車の私事利用に係る他市比較】  

※「第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査」（平成 20 年実施）より  
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第４章 政策提言 

 

 本章では第２章および第３章において述べた福生市の状況を踏まえ、今後福生市として

検討すべき課題と対策について提言をする。 

市の公共施設については、距離的な利便性の高さにより市民から一定の評価は得ており、

施設によって程度の差はあるものの、総体的に見て利用されている状況にある。しかしな

がら、利用状況を示す指標である利用件数又は人数はあくまでも延べ数であり、その内訳

までが検証されているわけではない。つまり、その数値が例えば一部の熱心なリピーター

の利用によるものなのかどうかは、現時点において市が保有するデータでは読み取れない

ということである。 

また、各施設の維持管理面においては、国や東京都の補助金や交付金を活用し、遅れが

ちではあるが、徐々に延命化を図るための改修工事を進めている状況にある。しかしなが

ら、改修が必要な施設の絶対数が多いため、年間一箇所程度の改修を行ったとしても、未

改修の他の施設の老朽化は進行していくことから、現状の予防保全方式による維持管理も

いずれは限界に至ることが予想される。 

そのような中、今後の市の財政は人口減少に伴う税収減が懸念され、加えて高齢化に伴

う社会保障ニーズの増加により、公共施設をはじめとする社会インフラの維持管理はます

ます立ち行かなくなってくると考えられる。平成 25 年度に実施した市民意識調査におい

て、「公共施設の維持や改修、改築に必要な財源が不足してくることが予想される中で、将

来的に公共施設の施設数や面積を現在よりも抑制していくことに対する考え方について」

の問いに対する回答は、「公共施設の役割や効果を評価して、市民のニーズや財政状況に見

合った数まで減らすべきである」が 38.6％で、次いで「今あるすべての公共施設は必要な

ものなので、現状維持を優先し、老朽化したものはそのままの用途で建替えるべきである」

が 34.7％と、削減すべきと現状維持の意見がほぼ同率であることが判明している。若干削

減すべきとの意見が多いことから、市の財政状況と公共施設の今後の課題について、ある

程度市民との間で共通認識を持つことができると思われる。 

これらの状況を鑑み、今後は市全体の将来的な財政推計を行った上で、今後の公共施設

等の維持管理に必要な費用の算定と、それに充てられることが可能な財源とを総合的かつ

定量的に検証することが必要である。あわせて現在の施設利用の実態をより詳細に調査し、

施設ごとの利用状況の検証を行うべきである。このことから、各施設における将来的な維

持可能性と市民ニーズを予測することで、市全体としての施設のあり方を改めて検討する

必要がある。 

施設のあり方の検討と同時に、施設を取巻く環境についても再度見直す必要がある。福

生市における施設利用に際しての公共交通の利便性については、狭隘な市域の割には鉄道

駅が５つもある反面、市内の公共施設はほとんどが駅から距離があるところに位置してい

る。また、鉄道を補完すべき役割を持つバスについても、民間の路線バスは市域全てをカ

バーしておらず、市が運営する福祉バスについても、その性格上利用可能な者が限定され、

さらに道路事情により個別の公共施設とバス停留所とのロケーションが総体的に見て離れ

ている傾向にある。また、これを反映するかのように福生市における私事交通は自動車の

利用が主となっている。本研究において交通ワーキンググループが子育て世代を中心に独
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自アンケートを実施した結果、市内の道路状況について危険視する声が多く、子育て支援

関連の公共施設利用についても、やむを得ず自動車を利用している実態があると思われる。

しかしながら、翻って公共施設の駐車場の現況を見ると、自動車利用者にとって利便性は

決して高いとは言えない状況にある。 

以上のような状況から、今後は公共施設の存在価値を高めるため、施設へのバス等の交

通機関の確保とその利便性の向上を改めて検討すべきである。さらに駅中心の生活基盤が

展開されている今日においては、公共施設そのものの立地についても再度検討すべきでは

あるが、施設の移転等に際しては用地や費用等の制約があるため、市が保有する施設とい

う観点に固執せず、既存の民間施設の借上げ等も視野に入れながら検討していく必要があ

る。また、既存建築物の有効利用という観点においては、自動車利用の排除を前提とする

のではなく、子育て世代などのやむを得ず自動車を使用しなければならない利用者に配慮

し、公共施設の駐車場の確保にもあわせて留意すべきであると考える。 

公共施設については、これまで挙げた多くの課題が残る中で、福生市においては人口減

少対策と定住化促進を重要な施策に位置づけ、特に子どもや子育て世代を対象にした施策

を充実させているところである。そのうち既存の公共施設等を最大限に活用した魅力ある

事業も多数含まれており、実際に市民意識調査の結果においても福生市の子育てのしやす

さについては回答者の半数以上から評価を得ているところである。しかしながら、その認

知度は先進他市と比べて低く、市内においても市民全体に浸透しきれていないため、前述

の調査結果においても子育てのしやすさに不満を感じる者も少なくはなかった。これは公

共施設や子育て支援施策に限らず、市の全ての施策に関してそのポテンシャルの高さが広

く認知されていないため、結果的にそれが人口減少の加速に繋がっているものと思われる。

まずは今後の方策として、公共施設に限らず福生市が現時点で保有する全てのまちの魅力

を可視化することで、市の住みやすさの“見える化”を図ることが必要である。その一例

として千葉県流山市のイメージ戦略があるが、このような先進事例を参考に市のポテンシ

ャルの顕在化を図る過程において、公共施設についてもそれを見据えながらあり方の検討

をしていくべきである。 

全国的な人口減少時代に突入していく中で、今後においては自治体同士の人口獲得に向

けた競争もさらに激化することが予想される。しかしながら、それと同時に今の公共施設

の存続についても検討していかなければ、やがて市の財政も立ち行かなくなることもまた

事実である。今後、短期的又は中長期的に市の人口と財政状況を定量的かつ的確に予測し

た上で、現在保有する公共施設の“聖域なき”あり方検討を早急に実施すべきであると考

える。また、検討が必要とされる施設の中には、その性格上地域コミュニティ等と密接に

関わるものもあるため、併せて施設の検証結果や検討内容等の“見える化”に努め、市民

の合意形成を図っていくことが求められる。 

《政策提言まとめ》 

○施設の将来的な維持可能性について総合的かつ定量的に検証すべき。 

○施設利用に際しての移動利便性の確保を検討すべき。 

○市の住みやすさの“見える化”を図りつつ、今後の施設のあり方を検討すべき。 
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第五部 人口の減少を緩和させる産業の姿とは 

 

福生市は、人口が増加傾向にある東京都の中において、近年人口が減少し続けている

数少ない自治体である。また、国立社会保障・人口問題研究所がまとめた 2040 年（平

成 52 年）の将来推計人口によれば、約 7 割の自治体で 2010 年（平成 22 年）に比べ 2

割以上の人口が減少し、福生市においても 24.2％減の約 45,000 人まで人口減少が進む

とされている。 

本格的な人口減少社会、特に少子高齢社会の到来は、15 歳から 64 歳までの生産年齢

人口の減少を意味し、現在の産業の姿を変え、私たちのライフスタイルに少なからず影

響を与える恐れがある。 

そこで、産業ワーキンググループでは、福生市の産業や就業者の現在の姿、そして、

特に若年層人口を増加させる産業のあり方を分析・検討し、人口の減少を少しでも緩和

するための「福生らしい」政策の提言を目指した。 

 

第１章 福生市の産業構造の特徴 

 

第１節 福生市に立地する事業所の特徴 

平成 24 年の事業所数は 1,636 事業所で、このうち、卸売業,小売業が 413 事業所と

最も多く全体の 25.2％を占めており、次いで宿泊業,飲食サービス業が 298 事業所で

18.2％となっている。なお、事業所数を人口 10 万人当たりで比較すると、多摩地域 26

市の中で 4 番目に多くなっている。 

福生市で働く従業者数は 13,542人で、最も多い卸売業,小売業が 2,943人で 21.7％、

次いで医療,福祉が 2,187 人で 16.1％となっている。なお、従業者数を人口 10 万人当

たりで比較すると 26 市で 16 番目となり、1 事業所当たりの従業者数が 8.3 人/事業所

となることから、1 事業所当たりの従業者数が 26 市の中で最も少ない。【図１】 

平成 24 年の市内の売上（収入）金額は、卸売業,小売業が最も多い約 1,102 億円で、

次いで製造業の約 331 億円となっている。なお、1 事業所当たりの売上（収入）金額は

1 億 786 万円/事業所となっており、26 市で 6 番目に少ない。 
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資料：平成24年経済センサス【図１】福生立地事業所

農林漁業 鉱業，採石業，砂利採取業 建設業 製造業
電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業，小売業
金融業，保険業 不動産業，物品賃貸業 学術研究，専門・技術サービス業 宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業 教育，学習支援業 医療，福祉 複合サービス事業
サービス業(他に分類されないもの)
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次に、市内の産業別の売上（収入）金額構成比を横軸に、事業所数の増減率を縦軸

に、スカイライングラフで表したものが【図２】である。 

面積が大きい程主要な産業であることを意味するが、卸売業,小売業、金融業,保険

業などは減少傾向にあり、高い伸び率を示す運輸業,郵便業、不動産業,物品賃貸業な

どは事業所数が少ないか１事業所あたりの売上（収入）金額が少ないため、全産業に

占める割合が低くなっている。 

また、従業者一人当たりの売上（収入）

金額では、卸売業 ,小売業が最も多い

4,031 万円/人となっており、次いで製造

業の 2,012 万円/人となっている。最も多

い卸売業,小売業と、最も少ない宿泊業,

飲食サービス業で、9 倍以上の差が見ら

れる。また、全産業での従業者一人当た

りの売上（収入）金額は 1,303 万円とな

ることから、26 市で比較すると 11 番目

に多くなっている。【図３】 

 

第２節 福生市民が就業している産業の特徴 

福生市民がどのような産業に就業し、どの程度の賃金を得ているのか、また、一定

期間の増減率はどのようになっているのかを、横軸を給与総額の産業別構成比、縦軸

を産業別増減ポイントのスカイライングラフで表したものが【図４】である。 

就業者数の 1 位 2 位を占める製造業（4,691 人）と卸売業,小売業（4,291 人）は、

就業者数がほぼ同じであるにも関わらず、一人平均月間現金給与額が製造業の 505,238

円、卸売業,小売業の 372,922 円と約 1.35 倍の差があるため、横軸の構成比（給与総

額）で約 1.5 倍の差が付いている。 
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【図３】産業別従業者一人当たり売上（収入）金額
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【図２】福生立地事業所の売上（収入）金額と増減率 資料：H18事業所・企業統計調査、H24経済センサス

【横軸】

H24東京都事業所当たり売上（収入）金額（百万円） × H24福生市事業所数 の値の産業別構成比（％）

【縦軸】

福生市事業所数増減率（H17～H22，％）
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また、製造業が△11.1 ポイント、卸売業,小売業が△19.0 ポイントと、大きく減少

している状況が伺える。東京都全体では給与総額で第 3 位を占め、13.4 ポイントの高

い増加を示す情報通信業は、福生市においては第 7 位の産業であり、増加ポイントも

1.3 と低い。 

不動産業,物品賃貸業は、東京都全体では 1.9 ポイントの増加となっているが、福生

市では△10.7 ポイントの減少となっている。宿泊業,飲食サービス業は、東京都全体で

は△2.1 ポイントの減少となっているのに比べ、福生市では 11.0 ポイントの増加とな

っている。就業者数が 1,689 人で第 6 位となっているものの、平均給与額が最下位の

163,021 円のため、全体に占める割合が低くなっている。 

なお、医療,福祉は、構成比・増加ポイントとも東京都全体を上回っており、福生市

において、伸びている産業と言える。 

 

第３節 福生市の産業構造とは 

まず福生市に立地する事業所の特徴としてわかったことは、古くから「商業のまち」

として歩んできた福生市の姿を伺うことができたことである。卸売業,小売業が事業所

数・従業者数でも大きな割合を占め、従業員一人当たりの売上（金額）も 26 市で 6 番

目に高くなっている。また、「商業のまち」には欠かせない宿泊業,飲食サービス業も

主要な産業となっている。 

しかし、全体を通してみると、26 市の中で事業所数が多いものの、1 事業所当たり

の従業者数や売上（収入）金額が非常に少なく、小規模な事業者の割合が高いという

特徴が顕著である。 
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【図４】福生市民が就業する産業と給与総額

【横軸】

H24東京都一人平均月間現金給与額（円） × H22常住地による15歳以上就業者数（福生市，人） の値の産業別構成比（％）

【縦軸】

東京都一人平均月間現金給与額増減率（H22～H24，％） ＋ 常住地による15歳以上就業者数増減率（H17～H22，福生市，％） の値（ポイント）

資料：東京都勤労統計調査、国勢調査
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そして、事業所数と従業者数の

増減を分類したものが【表１】で

ある。 

事業所数・従業者数ともにプラ

スとなっているのは、農林漁業、

不動産,物品賃貸業であり、事業

所数はマイナスとなっているも

のの従業者数がプラスとなって

いる情報通信業、医療,福祉、サー

ビス業は今後成長が期待される

産業と言える。 

次に、福生市民が就業している産業の特徴として、産業構造を東京都全体と比較す

ることで、福生市の弱みが見えてきた。まず、就業者の約 52.7％が平均給与額 379,867

円以下（第 10 位以下）の産業に従事しており、平均給与額でも増加率でも高いスコア

を示す情報通信業に従事する就業者が少ない。また、平均給与額が最も低い宿泊業,飲

食サービス業（163,021 円）に従事する就業者が多く、そして、東京都全体では就業者

が増加しているのに、福生市では減少しているのは、電気・ガス熱供給・水道業、情

報通信業、金融業,保険業となっている。 

 

第２章 若年層人口を増加させる産業のあり方 

 

第１節 人口増加を促進する経済的要因 

「人口は職を求めて移動する」の有名な格言からすると、人口増加策は経済的な施

策を切っても切り離せないことになる。ここでは、住民基本台帳人口の推移を時系列

的に捉えてみる。 

まず、福生は多摩・埼玉・神奈

川の５万人から１０万人の他の

都市と比較して、９０年代から

人口減を記録しているが、１９

９５年以前は他の都市と比較し

て人口の伸びは高かった。それ

が９６年から一貫して人口減を

強めていった。その理由を突き

止めることは重要ではあるが、

他の都市と同様に複合的な理由

が存在すると思われる。【図５】 

ここでは、産業と人口の関係

構造を分析してみる。 
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【表１】事業所数・従業者数の増減分類

【図５】住民基本台帳人口伸び率（福生とそれ以外の都市）  
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ほとんど大半の地域では、人口が２

０歳から３４歳までの若年層の減少

（人口減と転出による）が起こってい

る。とくに人口規模が１０万に近づく

都市ほど減少幅が大きくなる。全国的

に見てもこの規模の都市の間で一人当

たり課税対象所得の格差が最も拡大し

ている点で、経済的にも社会的にも多

面的かつ厳しい地域間競争がそれより

も小さな都市で成長力のあるグループ

と、それよりも大きな都市で魅力を兼

ね備えているグループとの間で、「サ

ンドイッチ」の状態で発生していると

見てよい。【図６】 

しかし、人口の伸び率が「高くなれば

なるほど」若年層の人口は増加する傾

向を持つ上に、伸びが高ければ高いほ

ど増加する速度が高まる傾向もグラフ

から見て取れる。「人口が人口を引きつ

ける正のフィードバック」が働いてい

ること、そして移動人口の主役が若世

代であることを示している。これは住

基人口を増加させる方策が、直接的に

も間接的にも若年層の人口増加策とし

て有効であることを示す。若年層を直

接増加させる施策と同時にもっと付帯

的な効果も期待できるため、住基人口

を増加させるための施策も検討する必

要がある。【図７】 

人口に関するこのような正のフィー

ドバックが働くとするならば、各世代

の人口増加策を考えればよい。「人口は

職を求めて移動する」という有名なヴ

ァーノンの仮説に注目するならば、「課

税対象所得」は地域の経済的活況（産

業の活性状態や労働市場の優劣など）

を直接反映するシグナルである。この

シグナルを判断材料として人口の流入

が発生し、その移動の主役として若年人口が活躍することになる。【図８】 

 

【図７】人口が人口を呼ぶ正のフィードバック  

【図８】所得の人口移動シグナル効果  

【図６】人口から見た都市規模と若年層の移動状況  
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第２節 シグナルを構成する要因  

人口を引きつけるシグナルが具体的にどのような産業要因から影響を受けるか検討

する。ここでは、 

①  １事業所当たり従業者数の増加が市民一人当たり課税対象所得をどれだけ上昇さ

せるか  

②  事業所数が人口（総人口と若年層（２０歳~３４歳））をどれだけ増加させるか  

を産業別で推計してみる。 

推計結果はそれぞれのモデル式を

用いて、因果関係の強さ（効果）を推

計したものである。まず①について、

１事業所当たり従業者数の１％増加

が住民一人当たりの課税対象所得に

対して何％の押し上げ効果を持つか

推計結果から比較する。所得の総額

を使用しない理由は、人口規模の要

因が混入することを未然に除去する

ためである。推計結果から、統計的

に有意な結果が得られたものは、商

業（卸売業、小売業）、宿泊業、教育学習支援業、サービス業、運輸郵便業、不動産業、

公務、学術研究である。それ以外の産業では押上効果が「ゼロ」の仮説を棄却できな

かった。【図９】 

いわゆる利便性を向上させる都市型産業に分類できる８業種が住民の所得を直接的

に間接的（他の業種との相乗効果を通じて）に増加させると考えてよい。 

次に産業別事業所数が人口（住基

人口と若年層（２０歳～３４歳））を

どれだけ増加させるか比較してみ

る。 

回帰係数の高さから見ると、住民

人口増加に対して各産業とも増加さ

せる効果が弱く、若年層の人口増加

には、一見各産業の事業所数は効果

が高そうに見える。【図 10】 
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しかし、統計的有意性をもとに検討

すると、両人口層に明確な形でプラス

に作用するのは不動産業である。若年

層の人口増加のみのプラスで作用す

るのは情報通信業である。また、住基

人口だけにマイナスに作用するのは、

電気ガス熱供給、商業、宿泊、金融保

険、生活関連サービス、教育学習支援、

医療福祉、複合サービス、サービスの

９業種である。また、双方の増加に対

して統計的有意性を持たないのは、建設業、製造業、運輸郵便、学術研究の４業種で

ある。【表２】 

 

第３節 まとめと提言 

以上の分析から、規模の小さな都市や大都市に挟まれ厳しい「都市間競争」に囲ま

れた中都市では、不動産業の増加が人口増加に与える効果に注目すべきだろう。また

とくに若年層の人口増加に対しては、情報通信業の事業所数の増加が有効であろう。

不動産業は外部からの人口を呼びこむ、特にライフスタイル上（子どもの数と部屋数、

学校との距離、ショッピングのしやすさなど）、快適さなどの都市の魅力を求めて移動

の意向がある若年層に合理的な決断を促す適切な情報を与え、適切な住居と生活環境

を与えることで福生に定住させるための重要な機能を持つ。従って、不動産業に対す

る何らかの付加価値を保証するような誘導施策の新設・改善は喫緊の課題となる。  

また、若年層に職を与え、経済的基盤を確立させるためにも、情報通信関連の事業

所の創設、誘致を促進させる施策も次に事業所数が人口（総人口と若年層（２０歳～

３４歳））をどれだけ増加させるかを比較検証してみることも重要である。  

 

第３章 福生市の就業人口構造 

 

第１節 福生市の産業人口 

15 歳以上の就業者のうち、福生市民の就業地（市内・市外）と、福生立地事業所の

就業者居住地（市内・市外）を、産業別・男女別に抽出し分析した。 

なお、人口予測ワーキンググループにおいて、福生市の住民基本台帳データを分析

した結果、20 歳代から 30 歳代までの女性人口の流出が顕著であることがわかり、そ

の年齢層の女性人口の流出をできる限りくい止めることが人口減少のスピードを緩和

させるとの指摘に基づき、今回は女性就業者に分析の視点を置いた。 

 

（１）福生市民の就業地 

市民が就業する産業の中で、女性割合が高く（50％以上）、かつ、市外に通勤する

就業者の割合が高い（50％以上）のが、医療,福祉、金融,保険業、鉱業,採石業,砂利

採取業、生活関連サービス業,娯楽業、教育,学習支援業、宿泊業,飲食サービス業、

不動産業 情報通信業

電気ガス熱供給、商

業、宿泊、金融保険、

生活関連サービス、教

育学習支援、医療福

祉、複合サービス、

サービス

建設業
製造業

運輸郵便
学術研究

【表２】統計的有意性を考慮して人口に＋/－で作用する各産業の事業所数の効果
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卸売業,小売業である。 

特に女性割合が高いのは、医療,福祉 75.0％、金融業,保険業 60.8％で、それぞれ

産業別就業者総数の 66.1％、84.7％を占める女性市民が市外へと通勤している。ま

た、実数では、医療,福祉が 1,410 人、卸売業,小売業が 1,376 人と、就業者総数の

10.4％を占める女性が市外へと就業していることもわかる。【図 11】 

 

（２）福生立地事業所就業者の居住地 

市内に立地する事業所のうち、女性割合が高く（50％以上）、かつ、市外から通勤

する就業者の割合が高い（50％以上）のは、医療,福祉、金融,保険業、教育,学習支

援業、卸売業,小売業である。 

特に女性割合が高いのは、医療,福祉 77.1％、金融業,保険業 68.5％で、それぞれ

産業別就業者総数の 61.6％、77.9％を占める女性が市外に居住している。また、実数

では、医療,福祉が 1,198 人、卸売業,小売業が 686 人と、就業者総数の 10.1％を占

める女性が市外に居住していることもわかる。【図 12】 
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【図12】福生立地事業所就業者
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【図11】福生市民就業地
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（３）女性が就業する産業とは 

福生市の産業別就業者の特徴として、医療,福祉においては、約 1,400 人の女性市

民が市外へ働きに行き、約 1,200 人の女性市外住民が福生市に働きに来ている。ま

た、卸売業,小売業においては、約 1,400 人の女性市民が市外へ働きに行き、約 700

人の女性市外住民が福生市に働きに来ていることがわかった。 

医療,福祉や卸売業,小売業が、女性が就業しやすい産業であることはもちろんだが、

福生市の産業の中である程度、女性市外居住者の雇用の受け皿となっている。  

また、少子高齢社会の到来による

生産年齢人口の減少を補完する意味

において、女性労働力の確保は欠か

せない。 

年齢階級別の就業率と潜在的労働

力率を見てみると、男性が就業率と

潜在的労働力率の差があまりないの

に比べ、女性の差が大きくなってい

る。特に 30～34 歳で 14.8％、35～39

歳では 15.0％の格差があり、大きな

Ｍ字カーブを描いている。これは、

働く意欲があるものの就業に結びつ

いていない者が多く存在しているこ

とであり、この年齢層の女性を就業

へと結びつけることが重要である。

【図 13】 

 

第２節 職住近接志向の高まりが「都心回帰」を生む 

（１）都内自治体間における人口の獲得競争 

福生市を含めた近接市町の平成 24 年中の人口の動きを、転入・転出を理由とした

社会動態と、出生・死亡を理由とした自然動態を表したのが【表３】である。 

 

 

【表３】福生市近接市町の変動要因別人口 （単位：人）

社会増減 転入 転出 自然増減 出生 死亡 うち外国人増減

立 川 市 179,514 ▲ 285 ▲ 0.2 5 3,916 3,911 ▲ 157 ▲ 49 1,465 1,514 ▲ 84 ▲ 210 179,799

昭 島 市 111,766 ▲ 513 ▲ 0.5 ▲ 152 1,630 1,782 ▲ 187 ▲ 32 949 981 ▲ 142 ▲ 120 112,279

福 生 市 58,771 ▲ 328 ▲ 0.6 33 850 817 ▲ 154 ▲ 148 439 587 ▲ 59 ▲ 43 59,099

武蔵村山市 70,543 154 0.2 22 945 923 250 ▲ 4 560 564 ▲ 114 ▲ 106 70,389

羽 村 市 56,523 ▲ 182 ▲ 0.3 ▲ 62 926 988 70 ▲ 36 439 475 ▲ 154 ▲ 124 56,705

あきる野市 80,968 ▲ 104 ▲ 0.1 ▲ 56 777 833 171 ▲ 255 627 882 36 5 81,072

瑞 穂 町 33,103 ▲ 202 ▲ 0.6 ▲ 71 355 426 5 ▲ 90 209 299 ▲ 46 ▲ 64 33,305

市 部 4,134,723 2,306 0.1 9,317 97,490 88,173 ▲ 3,222 ▲ 959 32,245 33,204 ▲ 2,830 ▲ 3,155 4,132,417

23 区 9,002,488 36,899 0.4 44,424 299,795 255,371 2,561 ▲ 340 74,794 75,134 ▲ 9,746 ▲ 12,182 8,965,589

東 京 都 計 13,222,760 38,599 0.3 53,686 398,615 344,929 ▲ 431 ▲ 2,025 107,626 109,651 ▲ 12,631 ▲ 15,422 13,184,161

注：増減人口割合＝平成24年中増減人口÷平成24年1月1日現在の人口×100

注：「その他の増減」とは、外国人人口の増減数及び、帰化、国籍離脱、出国並びに実態調査等職権による記載、消除、補正による増減等である。

（出典）東京都総務局統計部「人口の動き（平成24年中）」
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現在人口

市町村名
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資料：平成23年版 働く女性の実情（厚生労働省）

【図13】年齢階級別就業率及び潜在的労働力率

男性就業率
男性潜在的労働力率
女性就業率
女性潜在的労働力率
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まず、増減人口総数では、市部・23 区ともに人口が増加傾向にあり、特に市部に比

べて 23 区の増加人口割合が高くなっている。しかし、近接市町の状況を見ると、武

蔵村山市を除き、全ての市町の人口が減少しており、特に昭島市と福生市の値が高く

なっている。 

自然動態については、日本全体における近年の少子化傾向により、各市町とも自然

増減数がマイナスの値を示しているのは自然な流れとして、ここで注目したいのは、

都内間移動による増減の違いである。 

立川市・昭島市・福生市の人口が大幅に減少しているのに対し、武蔵村山市やあき

る野市は逆に大幅な増加を示しており、都内間移動による増減の二極化が顕著である。

つまり、この狭い地域においても、都内市町村間での人口の獲得競争に「勝った市」

と「負けた市」の差がはっきりと現れていることになる。 

その理由の一つとして、【図 14】

のとおり、新築住宅着工戸数の違い

が挙げられる。 

人口が比較的同じ規模である福

生市・武蔵村山市・羽村市・あきる

野市を比較すると、福生市の新築住

宅着工戸数が極端に低いのがわか

る。また、大規模な宅地開発があっ

たためか、武蔵村山市は平成 19・22

年の着工戸数が特に多く、あきる野

市はコンスタントな着工戸数を記

録している。 

このように、住宅の供給が新たな人口を呼ぶきっかけとなっており、市域が狭く宅

地開発の余地が少ない福生市では安定した住宅供給が行えず、ライフステージの変化

に伴う住居の移動に際し、転居先として選ばれていないことが伺える。  

また、市部と 23 区を比較して見ると、市部が大きく人口を減らし、23 区に「取ら

れている」ことがわかる。他府県から東京へ人口が流入しているだけではなく、東京

の中においても、市部から 23 区へと、「都心への回帰」が現れている。 

 

（２）時間価値の増大 

国民の生活時間の変化を、活動別

に表したものが【図 15】である。睡

眠・食事など生理的に必要な活動

（１次活動）に大きな変化はない

が、仕事・家事など社会生活を営む

上で義務的な性格の強い活動（２次

活動）が減り、趣味や休養など自由

に使える時間（3 次活動）が増えて

きている。 
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資料：東京都統計年鑑

【図14】近隣市新築住宅着工戸数
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資料：社会生活基本調査

【図15】行動の種類別生活時間の推移 週全体 15歳以上

1次活動 2次活動 3次活動
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これは、ライフスタイルの変化とともに、限りある時間を少しでも有意義に、より

豊かに過ごしたいという意識の高まりであると言える。 

次に、所得階層別行動者週平均時

間を表したものが【図 16】である。 

収入が上がる程２次活動が増え、

３次活動が減っているが、所得が 700

万円を超えたあたりから２次活動が

減少し、逆に３次活動が増加してい

る。この階層の年齢を考えると、子育

て期が終わり自由になる時間が増え

たことが一因と考えられるが、高所

得者層では３次活動の時間価値が高

まっている傾向がある。 

また、世帯収入別の夫と妻の生活

時間の使い方を表しているのが【図

17・18】である。 

世帯収入が上がれば２次活動が増え、３次活動が減っていくのは、夫・妻ともに共

通しているが、299 万円以下の所得層では、夫の３次活動が２次活動を上回っている

のに対し、妻の２次活動が減っていない。これは、所得階層に関わらず、家事や育児

を主に妻が担っていることの表れであり、男女共同参画社会において女性の就業を考

える場合、就業を直接的に支援するだけでなく、保育所等の整備や男性の家事・育児

への積極的な参加を促す環境の整備が必要となっている。 
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【図16】所得階層別 行動者週平均時間
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資料：H23社会生活基本調査

【図17】世帯収入別生活時間割合（夫）
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資料：H23社会生活基本調査

【図18】世帯収入別生活時間割合（妻）
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第４章 政策提言 

 

 第１章では、福生市の産業構造の特徴として、商業（卸売業・小売業）や宿泊業・飲

食サービス業が大きな割合を占めているが、それらに従業する者の平均月間現金給与額

は低い水準に止まっていること、市内において事業所数・従業者数ともに増加している

産業は農林漁業・不動産業、従業者数のみ増加している産業は情報通信業・医療福祉・

サービス業であることを述べた。 

そして、第２章では、既存人口が新規人口を引きつける正のフィードバックが働くと

すれば、移動人口の主役である若年層を直接的にも間接的にも増加させることが重要で

あること。人口を引きつける産業要因を回帰分析により検証した結果、住基人口と若年

層の双方の増加に対してプラスに作用するのは不動産業、若年層のみプラスに作用する

のは情報通信業であること。また、検証結果を踏まえて、若年層の流入を促して福生市

に定住させるために、不動産業に対する何らかの付加価値を保証するような誘導施策を

行うべきであり、若年層の経済的基盤を確立させるためにも、情報通信関連産業の創設

や誘致を検討すべきと述べた。 

また、第３章では、社会動態による人口の動きと新築住宅着工件数を比較したところ、

近隣市でも「勝ち組」と「負け組」が明確になっており、人口が減少している福生市は

住居の移転に際して選ばれていないこと。そして、人口予測ワーキンググループより、

20 歳代から 30 歳代までの女性人口の流出をくい止めるべきとの指摘に基づき、世帯収

入別の夫・妻の生活時間割合を分析したところ、所得階層に関わらず家事や育児は主に

妻が担っている実態がわかり、女性の就業を考える場合は就業を直接的に支援するだけ

でなく、保育所等の整備や男性の家事や育児への参加を促す環境の整備が必要となって

いることを述べた。 

そこで、以上を踏まえて、福生市の人口増加のために必要な戦略を三つにまとめ、以

下のとおり提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不動産業の活性化】  【女性の就業促進】  

【新しいライフスタイルの提案】  ＜施策例＞  

・優良住宅認定制度の導入  

・優良認定住宅バンクの開設  

・市内転居費用の一部助成  

など  

人口が人口を呼び込む 正のフィードバックの実現  

＜施策例＞  

・女性起業者特別融資制度の導入  

・技能者 (マイスター )の育成支援  

・キャリア形成に積極的な企業  

に対する認定制度の導入  など  

＜施策例＞  

・米軍ハウス等を活用した  

新しいライフスタイルの提案  

・情報インフラを完備した  

複合型インキュベーション施設の創設  

など  

戦略 戦略 

戦略 

若年層人口を増やす 子育て世代の女性をつなぎとめる 
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【不動産業の活性化】 

人口増加の主役である若年層が福生市を「選び」「住み続ける」ためには、前述のとお

り住宅の供給側である不動産業が重要な役割を担っている。 

従って、若年層のライフスタイルに合わせて、居住面積や住環境（学校との距離や交

通の便）など、一定の基準を満たした良質な住宅を対象として認定制度を創設し、「自治

体が認める優良物件」としてのブランド化を図ることにより、魅力的な住宅を不動産業

が顧客に供給し続けられるような環境整備に取り組む必要がある。また、良質な住宅を

継続して供給している事業所に対しては優良企業表彰や税制優遇制度を設けるなど、イ

ンセンティブが働くような制度の導入も効果的である。 

その他、優良認定を受けた住宅に関する情報を「優良認定住宅バンク」として市ホー

ムページ等に掲載し、市内外へ積極的にアピールしていくことも重要である。また、ラ

イフスタイルの変化により住み替えを行う際、市内に転居した場合には引っ越し費用の

一部を助成することにより、市内での住宅確保を促すことも有効である。 

これらの施策を実行することにより、不動産業を刺激し、事業所の誘致につながるこ

とが期待される。 

 

【女性の就業促進】 

 第３章第１節において、福生市の産業人口を分析した結果、福生市民の女性就業者や

福生に立地する事業所の女性就業者が、主に医療,福祉、卸売業,小売業に従事している

ことがわかった。また、30 歳から 39 歳の年齢層での女性の就業率と潜在的労働力率の

差が男性に比べ大きく、多くの女性が働く意欲があるものの就業に結びついていない現

状も明らかとなった。 

 定住化の視点で女性の就業を考える際、医療,福祉など、女性の持つ特性を生かすこ

とのできる産業を伸ばして行くことはもちろんのこと、時間価値の増大による職住近接

志向の高まりから「都心回帰」する女性人口をつなぎとめることが大切である。  

女性が家事や育児をハンディとせず、安心して働き続けながらキャリア形成を実現さ

せるために、個人に対する直接的な就業支援（人づくり）と就業先の理解や支援体制な

どの周辺整備（環境づくり）の二つの側面からそれぞれ施策を実施していく必要がある。 

人づくりについては、女性が意欲や能力を発揮できるスキルを養成し、起業を希望す

る女性に対して負担軽減を行うことにより、社会参加への機会を提供することが求めら

れる。そのためには、女性の技能習得・養成を目的とした奨励金制度の導入や、企業や

大学との連携によるものづくり講座の実施など、女性技能者の育成を支援していくこと

が必要である。 

また、女性起業者に対しては、優遇措置のある融資制度の導入や、経営知識やノウハ

ウを学習するセミナーや経営相談会などを行い、女性の起業に伴う事業面での負担や精

神的な不安を軽減させるように努める必要がある。 

環境づくりについては、出産や子育てを担いながらも継続して就業できる社会環境を

整備し、仕事と生活の調和を図ることが求められる。そのためには、女性社員を積極的

に雇用している、女性管理職の育成に取り組んでいる、子育てに関する福利厚生制度が
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充実しているなど、仕事と子育ての両立を支援するために具体的な取組みを行っている

事業所を「子育て応援企業」として認定し、認定された企業や事業所に対して経営面の

優遇措置を行うことにより、働く女性が活躍できる場所の提供について意欲的に取り組

む事業所を拡充していく必要がある。 

また、同時に男性の家事・育児参加を促進させるため、情報誌の作成やイベントの実

施などの啓発活動を積極的に行っていくことも重要である。 

 

【新しいライフスタイルの提案】 

人口の増減に与える影響について、第２章で不動産業や情報通信業の活性性が若年層

を呼び込むと述べたが、第３章では 20 歳代から 30 歳代女性人口の流出抑制や女性の就

業支援の必要性を述べている。これらの課題に対して、「不動産業と女性」と「情報通信

業と女性」の二つの視点から、それぞれ有効であると思われる施策を検討した。  

まず、「不動産と女性」では、前述の優良認定住宅制度を女性の視点で特化させ、異国

情緒あふれる福生らしい住宅（米軍ハウスやフラットハウスなど）を認定し、『仕事もプ

ライベートも素敵におしゃれに』をキーワードに、住宅を通じて新しいライフスタイル

を提案していくことが必要である。 

また、「情報通信業と女性」では、空き店舗等を活用して、情報通信インフラを整備し

たインキュベーション施設を創設し、女性のＳＯＨＯビジネスやコミュニティビジネス

への起業を支援することが重要である。さらに、託児施設の併設やキャリア支援関連の

情報提供、子育て女性を対象にした再就職相談会の開催などの付加機能を充実させるこ

とにより、若年層や女性の就業に関する包括的な支援拠点を整備していくことが求めら

れる。 

 

 



エピローグ ―５ワーキンググループの結論を踏まえて― 

 

 人口予測 WG はシミュレーションを踏まえ、人口流出を食い止めるには「20 代から 30

代の女性の流出を食い止めるとともに、未就学児を育てる若手世帯に直接アピールする政

策」が有効と訴えます。 

これを踏まえ以下の WG の使命は「これこそ福生の街の魅力」を感じさせる政策を発

見・考案そして実行する糸口を探す、あるいは示唆することです。 

 まず土地利用 WG が GIS データ分析で詳細な検討を行った結果、「駅前を中心に未利用

地等を活用することで、1 万人弱の人口を呼び寄せることができる」という推計結果を得

ました。そしてターゲットとしての若い女性層（20－39 歳）を惹きつけるには、駅西口

の再開発を中心に「商業施設、保育園などの厚生医療施設、教育文化施設、公園等」の

「複合的」土地利用が、さらに未利用地については良質な住宅（農地とセットにする等）

や、団地等の更新が人口増加を促すという具体的提言をしました。 

 次に交通 WG は市政世論調査データを活用した予備研究から「子育て世代」では、「子

どもの教育環境、保育施策の整備、交通を中心とした安全対策」への関心を浮かび上がら

せました。その上で地元アンケート調査を設計し「現在の関心事項＝＞不満な事項」とい

う意識構造を浮かび上がらせます。通学路や歩道などの交通安全性、防犯などの安全性、

都市的な魅力に対して居住選択時に「考慮しても、しなくても」関心があり続けているこ

とは、「現状に不満」だからです。それが「居住地選択で失敗」という意識を醸成し、何

かのきっかけで福生から転出という構図を指摘しました。 

 次に社会インフラ関連 WG は公共施設や公園などとの近接性に優れていること、子育て

に関する事業に多く活用されていること、更新改築の必要な施設が多いことを浮かび上が

らせると同時に、税収との兼ね合いも考えた綿密な改修計画の策定が必要であることを指

摘しました。その上で、公共施設の活用利便性が交通アクセスの面で十分でなく、市域が

狭い割に市民は車を移動手段にせざるを得ないから、福祉バスの運行改善や駐車場の整備

等が必要なことも指摘しました。 

 最後に産業 WG は、福生市の事業所数は人口 10 万人当り多摩 26 市中、４番目に多いと

いう高密度地域ですが、他の多摩地域同様、福生市も商業（卸・小売）の比重が高い一方

で、事業所当りの従業者数は 26 市で最低という特異性を見出しました。所得の伸びが移

動力のある若い世代を惹きつけるシグナル効果を持つことを指摘し、市民の利便性を高め

る都市型産業のうち、特に不動産業と情報通信業に着目すべきことを指摘しました。ま

た、都心回帰を選択する若年女性就業者に焦点を合わせて、「人口を呼び込む正のフィー

ドバック」を実現するため、新しいライフスタイルを提案し、女性が活躍しやすい SOHO

やコミュニティビジネスへの包括的支援策の必要性を指摘しました。 

 以上の提言を踏まえ、「実行できることから即実行する」という意気込みと具体的政策

の構築を期待して、全体のまとめとします。 



＜記 録＞ プロジェクトメンバー 

まちづくり総合活性化プロジェクト 

プロジェクトリーダー：副市長 村山 利夫  副リーダー：企画財政部主幹 北村 章 

 

◆人口予測ワーキンググループ◆ 

池 周一郎 帝京大学文学部社会学科教授（指導教授） 

小池 明子 企画財政部企画調整課企画調整担当主事 

和泉 宗介 企画財政部情報システム課情報システム係主任 

田村 理恵 総務部契約管財課契約係主任 

石野 拓司 教育委員会事務局庶務課庶務係主査 

 

◆土地利用ワーキンググループ◆ 

西浦 定継 明星大学理工学部総合理工学科環境・生態学系教授（指導教授） 

森田 尚之 企画財政部企画調整課企画調整担当主任 

松原 朝範 生活環境部環境課環境係主事 

山岡 秀生 子ども家庭部子ども育成課保育係主任 

近野 淳 都市建設部まちづくり計画課住宅グループ主査 

 

◆交通ワーキンググループ◆ 

根本 敏則 一橋大学大学院商学研究科教授（指導教授） 

中島 雅人 企画財政部企画調整課課長補佐 

冨田 亮 福祉保健部社会福祉課生活福祉係主任 

幡野 友美 子ども家庭部子育て支援課子育て支援係主任 

大畠 秀貴 教育委員会事務局指導室学務・指導係主任 

 

◆社会インフラ関連ワーキンググループ◆ 

吉川 徹 首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授（指導教授） 

清水 大嘉 企画財政部企画調整課企画調整担当主任 

並木 俊幸 市民部収納課収納係主任 

内出 昌弘 福祉保健部介護福祉課介護保険係主任 

豊嶋 実 都市建設部施設課下水道グループ主任 

 

◆産業ワーキンググループ◆ 

細野 助博 中央大学大学院公共政策研究科委員長（指導教授） 

田村 満利 企画財政部企画調整課課長補佐 

相羽 克洋 企画財政部財政課財政係主任 

澤田 弥優 市民部保険年金課保険年金係主任 

山下 真央 生活環境部シティセールス推進課まちの魅力創造グループ主任 

坂本 乃一 教育委員会事務局スポーツ推進課スポーツ推進係主任 



＜記 録＞ プロジェクト活動一覧 

 

 

年 月 日 活 動 内 容 

平成２５年 ４月１５日  第１回指導教授打ち合わせ、キックオフミーティング 

５月１７日  第１回社会インフラ関連ワーキンググループ会議 

５月２２日  第１回人口予測ワーキンググループ会議 

５月２４日  第１回産業ワーキンググループ会議 

５月２９日  第１回交通ワーキンググループ会議 

５月３１日  第１回土地利用ワーキンググループ会議 

７月１０日  第２回指導教授打ち合わせ 

７月３１日  第２回産業ワーキンググループ会議 

７月３１日  第２回交通ワーキンググループ会議 

７月３１日  第２回人口予測ワーキンググループ会議 

８月２１日  第２回社会インフラ関連ワーキンググループ会議 

８月２１日  第２回土地利用ワーキンググループ会議 

１０月２５日  第３回交通ワーキンググループ会議 

１０月２５日  第３回産業ワーキンググループ会議 

１０月２８日  第３回人口予測ワーキンググループ会議 

１０月２８日  第３回土地利用ワーキンググループ会議 

１０月３０日  第３回社会インフラ関連ワーキンググループ会議 

１２月  ４日  第３回指導教授打ち合わせ 

平成２６年 １月  ８日  第４回土地利用ワーキンググループ会議 

１月  ９日  第４回交通ワーキンググループ会議 

１月  ９日  第４回産業ワーキンググループ会議 

１月１５日  第４回人口予測ワーキンググループ会議 

１月１６日  第４回社会インフラ関連ワーキンググループ会議 

随   時 職員打ち合わせ 

随   時 グループごとに指導教授訪問等 
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