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南区の概況

基礎指標

区の特徴

○ 面積は、全市の９％（７区中５番目）ですが、

世帯数は15.9%（３番目）、人口は16.9%（２番目）を占めています。

○ 昭和３０年代半ばの比較的早い時期から住宅開発が進んだ

閑静な戸建住宅や大規模団地が広がる「生活のまち」です。

4.5%0.3%増減率

②16.9%1,463,826247,043平成22年

②17.6%1,401,279246,367平成17年

人口（人）

9.1%3.1%増減率

③15.9%708,027112,835平成22年

②16.9%649,138109,466平成17年

世帯数（世帯）

⑤9.1%341.3230.98面積（k㎡）

７区中の割合・順位福岡市南区
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〔世帯数、人口は国勢調査結果。平成22年は速報値。〕



○ 各校区の高齢化率は全２５校区中、

１０校区で２０％を超えています。

○ 中でも早い時期に住宅開発が進んだ

東花畑、弥永、長住の３校区は２６％を超えています。

○ 高齢化率（65歳以上人口の割合）は、

城南区、西区とともに１８％台です。

２



人口の推移

② 2005年からの30年間に、福岡市全体の人口は微増するけれども、

南区は１割弱減少する という国の研究機関の推計があります。

16,61715,00712,77612,988
対前年同月
増減

1,476,3161,469,0691,466,4541,463,826全市

△ 877△ 1,017△ 1,612△ 1,368
対前年同月
増減

247,828247,451247,068247,043南区

７月１日現在４月１日現在
平成23年

１月１日現在

平成22年
１０月１日現在

① 南区の推計人口は、平成22年10月以降は対前年同月比で毎月減少しています。
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〔 国立社会保障・人口問題研究所 HP掲載資料「日本の市区町村別将来推計人口（平成20年12月推計）」から抜粋〕

103.5105.0105.8105.7104.7103.0100
2005年を100
とした指数

1,449,7741,471,326
1,482,27

2
1,481,3141,467,8381,443,0491,401,279全市

92.495.397.799.4100.4100.6100
2005年を100
とした指数

227,563234,871240,756244,975247,371247,808246,367南区

２０３５年
（平成47年）

２０３０年
（平成42年）

２０２５年
（平成37年）

２０２０年
（平成32年）

２０１５年
（平成27年）

２０１０年
（平成22年）

２００５年
（平成17年）

〔 福岡市推計人口から抜粋〕

〈注〉

イ．平成22年10月１日の数値は、

平成22年国勢調査結果（速報値）である。

ロ．平成22年11月１日現在以降の推計人口

は、平成22年国勢調査結果（速報値）を

基礎として算出した人口であり、

今後の平成22年国勢調査結果（確報値）

の公表により、数値が変わることがある。
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〔 国立社会保障・人口問題研究所 HP掲載資料「日本の市区町村別将来推計人口（平成20年12月推計）」から抜粋〕

③ ②の推計では、2005年からの30年間に、南区の年少人口は４割近く減少し、

生産年齢人口も約２割減少する一方で、

65歳以上人口は７割増加し、うち75歳以上は２．25倍になると推計しています。

249.3100190.710090.510071.9100
2005年を100
とした指数

236,45694,842412,895216,480900,010994,502136,869190,297全市

225.4100170.210080.910063.3100
2005年を100
とした指数

37,30216,55065,23738,331140,731173,93221,59534,104南区

２０３５年
（平成47年）

２００５年
（平成17年）

２０３５年
（平成47年）

２００５年
（平成17年）

２０３５年
（平成47年）

２００５年
（平成17年）

２０３５年
（平成47年）

２００５年
（平成17年）

〈うち75歳以上〉〈65歳以上〉〈15～64歳〉〈15歳未満〉

老年人口（人）生産年齢人口（人）年少人口（人）

人口減少と少子高齢化の進行が課題なんだ！人口減少と少子高齢化の進行が課題なんだ！
「生活のまち・南区」は、どうすればいいのかな～？「生活のまち・南区」は、どうすればいいのかな～？



25年後の南区は、・・・ 5

☆若者や子育て家族が

住みたくなる街にしよう

☆お年寄りがいつまでも

元気で暮らせる街にしよう

『『子どもからお年寄りまで、子どもからお年寄りまで、

みんなが暮らしやすい街みんなが暮らしやすい街』』

をめざそうをめざそう２つの視点から２つの視点から

考えたヨ！！考えたヨ！！



いろいろなアイディアを考えました！
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遊び・趣味

仕 事

住 ま い

自然環境

交 通
子育て環境

教 育

買い物

健康・

スポーツ

安全・安心

健康・

スポーツ



７

●住みたくなる街並み

○新しい暮らしの街を創造○新しい暮らしの街を創造
・油山の麓に『森、緑』をテーマにした自然環境調和型ニュータウンを造ろう。

若い世代に人気の高いブランドをイメージキャラクターにプロデュース
・太陽光発電、スマートグリッド（次世代送電網）などエコ＆省エネ。
・家庭菜園でオーガニック生活を楽しもう。

○子育てに優しいマンション○子育てに優しいマンション
・保育所併設などのサービス充実

子育て家庭が集まれば子育てコミュニティが広がる。

○２世代、３世代住宅を応援○２世代、３世代住宅を応援

・高齢者だけの世帯が増えないように、二世代・三世代同居住宅建築を促進。

“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案

イングリッシュ・ガーデン
が美しい街並み

○オシャレな街区○オシャレな街区
・有名建築家デザインの住みたくなるマンション＆タウン
・古い建物も若い人むけにリノベーション

〔〔居住者向け居住者向け〕〕
建設費助成、税金減免、建設費助成、税金減免、
交通機関運賃助成など交通機関運賃助成など

〔〔供給者向け供給者向け〕〕
税制面優遇、税制面優遇、
新交通システム建設など新交通システム建設など

建設費助成建設費助成
税金減免、税金減免、
福祉介護サービス福祉介護サービス
の特典などの特典など

家賃助成や家賃助成や
市営住宅建設市営住宅建設



●自然を楽しむ暮らしをしよう

“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案
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○森や池などを楽しもう○森や池などを楽しもう

◇池のほとりの公園や森のそばに、ステキなお店を誘致
買い物や食事をしながら寛ぎのひと時

◇子どもや家族向けイベント
・自然教室やキャンプなど、自然体験のプログラム充実

○エコ生活を楽しもう○エコ生活を楽しもう
◇農林業の後継者、就農者の養成

那珂川町や周辺市町村とコラボ
◇空き地や休耕田で家庭菜園
◇も～も～らんどアンテナショップ
◇那珂川町や周辺市町村と産直コラボ

ピーターラビット

がすむ森！

ムーミンがいる谷！



９
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○交通不便地に企業誘致○交通不便地に企業誘致
・雇用が生まれれば、人も増える。
・交通利便性の向上などの波及効果が期待できる。
・高齢者にも雇用の場を提供できる。

◇太陽光パネル生産など環境関連産業を誘致できればベスト。

◇『ワーク・ライフ・バランス』応援企業をサポート。

◇災害時協力など社会貢献に積極的な企業をアシスト。

建設費助成建設費助成
税制優遇措置税制優遇措置 などなど

●仕事環境

助成金、税制優遇措置、助成金、税制優遇措置、
企業名ＰＲ企業名ＰＲ などなど



“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案
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●交通システム

○新交通システムを導入○新交通システムを導入

◇ＬＲＴ（Light Rail Transit／軽量軌道交通）やモノレールを導入
西鉄大牟田線や地下鉄、ＪＲの駅と接続
区西部の住宅地と結んで生活利便性アップ
南区居住者は利用料無料or割引

○車の利用を効率化○車の利用を効率化

◇カーシェアリングで車の効率的な利用を促進
・交通の主要ポイントにステーションを設置。
いつでもどのステーションからでも利用可能。

・公民館をステーションにして、
電気自動車など低公害車の普及促進。

○巡回バス・タクシー○巡回バス・タクシー 運行運行
・交通の不便な場所と要衝を結節
・病院、銀行、学校など公共施設間を巡回

新交通システム整備新交通システム整備
OrOr 企業支援企業支援

タクシー会社などにタクシー会社などに
業務委託業務委託

○新幹線の新駅を誘致○新幹線の新駅を誘致
・博多駅～博多南駅の間（弥永近辺）に
新駅誘致。



“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案 11

●魅力、アトラクション

○賑わいスポット○賑わいスポット
◇西鉄沿線（高宮～大橋 近辺）に
「Ｂ級グルメロード」や「スイーツストリート」、
「パン屋さん通り」など特長のあるお店を集めて、
賑わいをつくろう。

◇単館映画館を誘致するなど、
通（つう）が集まる粋（いき）な街をめざそう。

○自然動植物園○自然動植物園
◇油山市民の森、も～も～らんど、花畑園芸公園をパワーアップ！
・目玉動物や希少植物がいる人気スポットに。
・ピーターラビットの仲間（ネザーランド ドワーフ）たちも住んでいる。
・園内や近隣生産地の収穫物でオリジナルスイーツ開発。
・界隈には、ハーブや自然素材のオシャレなお店も集合。

◇交通機関は、ここから住宅地を経由して都心にアクセス
→住宅地の交通利便性も同時にアップ

カブト虫やクワガタも
いっぱいいたらいいな！

道くさしていこう～っと！

○スポーツでまちづくり○スポーツでまちづくり
◇メジャースポーツからニュースポーツまで、
いろいろなスポーツにチャレンジできる
総合運動公園や施設を整備しよう。

◇何かのプロチームを招致して、
ホームタウンをめざそう。

・プロが指導するプロ養成塾をつくって、
有名アスリートを育てよう。

女子サッカーかな～？ ソフトボールかも？

もしかして
ペタンク？



“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案
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●学校や医療機関 など

○特色ある学校、保育所･幼稚園○特色ある学校、保育所･幼稚園

◇特色のある教育で子育てファミリーを呼び込もう
・鬼ごっこなど昔ながらの遊びや体操などで元気っ子を
育てる教育

・スポーツの英才教育、語学の英才教育 etc・・
・幼児教育から小、中、高校まで一貫教育 など

○メディカルモールを整備○メディカルモールを整備

◇いろいろな分野の医療機関を一カ所に集めたメディカルモール
ワンストップで治療を受けられるので、子育て親子やお年寄りには
特に便利。

◇特色のある産科、小児科があれば、子育てファミリーの転入促進
にも。

◇全国ブランドになる学校づくり
・学力、スポーツなど子育てファミリーを呼び込む特長
を持った学校を整備 or 誘致。

子どもの才能が

はばたく南区！



“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案 13

○自転車の利用促進○自転車の利用促進 ・・・・・・ 環境にもやさしい環境にもやさしい

◇自転車専用道路を整備
・歩車分離して安全性向上

◇レンタサイクルの普及促進
・交通の主要ポイントにステーション設置。
いつでもどのステーションからでも利用可能。

・電動アシスト自転車なら坂道でもＯＫ

◇自転車に乗りたくなる仕掛け
・道路に走行キロ数表示板設置、
走破した距離記録、チャリ世界一周認定、
チャリマイレージ貯めて健康グッズ・サービス
をゲット。

・チャリ通勤手当（企業）
◇自転車文化を開花させよう
・サイクリングコースを整備してレッツサイクリ
ング

・ツール・ド・フランスのような世界的イベント
を育てる。

◇歩きたくなる仕掛け
・歩道に歩いたキロ数表示板設置、
歩いた距離記録、徒歩日本一周認定、
徒歩マイレージを貯めて健康グッズ・サービス
をゲット。

・徒歩通勤手当（企業）

○ウォーキングの促進○ウォーキングの促進 ・・・・・・ 歩いて街を楽しもう歩いて街を楽しもう

◇お散歩コース整備
・歩車分離して安全性向上
・要所に休憩ポイント、トイレ
気の利いたお店

●健康づくり

○自転車の利用促進○自転車の利用促進 ・・・・・・ 環境にもやさしい環境にもやさしい

◇自転車専用道路を整備
・歩車分離して安全性向上

◇レンタサイクルの普及促進
・交通の主要ポイントにステーション設置。
いつでもどのステーションからでも利用可能。

・公民館もステーションとして活用。
・電動アシスト自転車なら坂道でもＯＫ

◇自転車に乗りたくなる仕掛け
・道路に走行キロ数表示板設置、
走破した距離記録、チャリ世界一周認定、
チャリマイレージ貯めて健康グッズ・サービス
をゲット。

・チャリ通勤手当（企業）
◇自転車文化を開花させよう
・サイクリングコースを整備してレッツサイクリ
ング

・ツール・ド・フランスのような世界的イベント
を育てる。

さあ、ここから、
もっと身近なことも
考えていこう！



“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案
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○元気な高齢者を応援○元気な高齢者を応援

・健康診断、がん健診などを毎回きちんと受診する人には、
医療保険料を減免するなどの特典を付与。

・病気や怪我をしない人に、医療費相当額の一部を何らかの形
で還元する。
例えば何にでも使えるポイント付与。

○健康は“食”から○健康は“食”から
◇バランスのとれた健康食体験！
・区役所食堂などの公共施設で提供。
・公民館などの料理教室でも健康食体験。
・学校食堂や企業の社員食堂にも健康食を
広めよう。

●健康づくり タニタの社員食堂
を超えるわよ！

○スポーツでまちおこし○スポーツでまちおこし

○スポーツで体力アップ○スポーツで体力アップ
◇子どもからお年寄りまで、それぞれに
スポーツを楽しめる環境をつくろう。
・アスレチック公園、運動公園
・散歩コース、ジョギングコース、
サイクリングコース など



“みんなが暮らしやすい街・南区をめざして” チーム提案 15

●地域コミュニティ

○コミュニティ・ステーション○コミュニティ・ステーション
◇小学校区ごとに設置されている『公民館』は、

世代間交流やボランティアのベース基地に最適。

・現在、区役所でしか受けられないサービスを
公民館でも利用できるようにする。

・公民館をカーシェアリングやレンタサイクルのステーションにする。

・高齢者が、幼児や小学生の見守り
若いお母さんの不安解消

・料理教室で「おばあちゃんの味」「おふくろの味」
を伝承。

・交通手段を持たない高齢者に代わって、
若い人が買い物に行く ｏｒ 同伴する。

○世代間交流を促進○世代間交流を促進

○教養・スキルアップ講座○教養・スキルアップ講座
・高齢者の再就職･転職をアシスト
・趣味や教養が広まる。深まる。
・コミュニティも広まる。深まる。

暮らしの中で暮らしの中で
とっても大切なとっても大切な

“地域”“地域”
のことを考えるのことを考える

ゾウ！ゾウ！
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●安全・安心

○寄付金で運営○寄付金で運営

・ボランティアポイント運用をはじめ、
様々なボランティア活動の運営資金
は、寄付金で賄うのが理想。

・寄付者は、
施設や備品などにネーミングや
メッセージを残すことができる など。

○ボランティアポイント○ボランティアポイント
・活動内容に応じてポイント給付。
・ポイントは、ボランティアサービス利用時に使える
ばかりでなく、公共料金や公共サービスの支払い
にも利用可能。

・社会貢献に関心の深い企業と提携できれば、
買い物や食事などにも使える。

個人の善意だけに頼らない、普及拡大の仕組みをつくろう。

ボランティア、社会貢献活動 などの促進

○協力企業を支援○協力企業を支援
・災害時協力など社会貢献に積極的な
企業をアシスト。

助成金、税制優遇措置、助成金、税制優遇措置、
企業名ＰＲ企業名ＰＲ などなど

みんなで明るい未来をつくろう！

ＥＮＤ

さあ、みんなで明るい未来をつくろう !!さあ、みんなで明るい未来をつくろう !!



《南区の将来ビジョン 検討メンバー》

赤尾 由雅

石橋 拓也

入澤 由三子

高栁 敦

松尾 久美子

田原 裕次郎

清森 慶祐

美奈川 加代子

目野 俊子

矢野 貴広

5050音順だよ。音順だよ。5050音順だよ。音順だよ。


