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第１節 福島市のすがた 

 

 

                                   第 2 章  福 島 市 の 現 状  

本市は、福島県中通り地方の北部に位置し、明治40年の市制施行から平成20年まで数度の合併

を経て767.72ｋ㎡の広大な市域を有しています。 

西は吾妻連峰、東はなだらかな丘陵状の里山の阿武隈高地に囲まれた福島盆地の中に開け、中

心部には、緑豊かな信夫山があります。また、荒川、松川、摺上川などの河川が阿武隈川に注い

でいます。 

那須火山帯に属している奥羽山脈があるため、飯坂、土湯、高湯をはじめ多種多様な効能を持

つ、いで湯や秘湯が数多くあります。 

交通網についてみると、東北新幹線が縦貫し、さらに山形新幹線の起点となっており、主要道

路も東北縦貫自動車道をはじめ国道などが東西南北に延びており、さらには東北中央道の整備も

進み、東北圏と首都圏、太平洋と日本海を結ぶ交通の結節点として重要な位置を占めています。 

市内には福島大学などの教育機関があり教育環境に恵まれています。また、福島県立医科大学

や総合病院などがあり医療機能も充実しています。 

本市は、県都として県内の政治・経済・教育・文化を牽引し、農業・工業・商業・観光などの

産業がバランスよく発展した都市です。 

平成30年４月の中核市移行に伴い、保健所を設置します。移譲される権限を生かし、市民の

ニーズに応じたきめ細かい行政サービスの提供を行うとともに、業務を通して保健・医療・福祉

の連携を強化し、施策の充実を図ることで「いのちと健康を守る拠点」としての市保健所を目指

していきます。 



5 

第２節 市民の健康動向 

 

 

                                  第 2 章  福 島 市 の 現 状  

1 人口動態 

（１）総人口と年齢構成別人口の推移 

 本市の人口は29万人で推移しています。平成29年10月1日現在の0～14歳までの年少人口

は11.5％、15～64歳の生産年齢人口は59.2％と減少傾向にあり、65歳以上の老年人口は

29.3％と高く、増加傾向にあります。 

（図表１）人口動態 ～平成12年以降、29万人台の人口で推移しています～ 

（図表２）年齢階級別人口割合の推移  

     ～年少人口、生産年齢人口の割合が減少、高齢者人口の割合は増加～ 

資料：総務省統計局(国勢調査）、平成29年のみ「福島県の推計人口」平成29年10月1日現在 福島県企画調整部統計課 

資料：総務省統計局(国勢調査） 

区      分 
１９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０ ２０１５ 2017 

昭和６０年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 平成２９年 

総   人   口 
人 人 人 人 人 人 人 人 

270,762 277,528 285,754 291,121 290,869 292,590 294,247 291,013 

年  少 人  口 
(22.2) (19.4) (17.7) (17.3) (14.7) (13.6) (11.9) (11.5) 

60,051 53,704 50,510 50,481 42,688 39,736 34,412 32,972 

生 産 年 齢 人 口 
(67.6) (68.1) (67.2) (65.9) (64.7) (61.7) (60.４) (59.2) 

183,142 188,874 192,165 191,820 188,241 180,618 175,079 169,595 

老  年 人  口 
(10.2) (12.3) (15.1) (17.9) (20.6) (23.5) (27.7) (29.3) 

27,566 34,074 43,256 52,071 59,911 68,621 80,252 83,942 

  
後期高齢者 

(3.8) (4.7) （5.5) (6.9) (9.6) (12.0) (13.9) (14.8) 

  10,268 13,146 15,774 20,034 27,986 35,013 40,357 42,525 

  
年 少 人 口 

                  

  32.8  28.4  26.3  26.3  22.7  22.0  19.7  19.4  

  
老 年 人 口 

                  

  15.0  18.0  22.5  27.2  31.8  38.0  45.8  49.5  

従 属 人 口 指 数 
                  

47.8  46.4  48.8  53.5  54.5  60.0  65.5  68.9  



6 

（２）平均寿命と健康寿命 

 本市の男性の平均寿命は80.3歳で県・国と比べ長く、65歳の健康寿命を指す「お達者度」

は17.39年で国よりやや短く県より長くなっています。女性の平均寿命は86.1歳、「お達者

度」は20.47年で、どちらも国より短く県より長い状況です。健康な期間が65歳時の平均余命

に占める割合は男性は全国よりやや短く県と同じ、女性は国、県よりも長い状況です。 

（図表４）主要死因別死亡数の割合（平成27年） 

     ～悪性新生物・心疾患・脳血管疾患で半数以上を占めています～ 

（図表３）平均寿命と健康寿命 ～65歳健康寿命は男性17.39歳、女性20.47歳～ 

（３）主要死因別死亡数 

 平成27年の死因のうち、悪性新生物で死亡する人の割合は26.2%、心疾患が18.0％、脳血

管疾患が10.1%で、3疾患で54.3%を占めています。 

資料：厚生労働省 人口動態調査の調査票情報 

  

男 性 女 性 

福島市 福島県 全国 福島市 福島県 全国 

平均寿命（歳） 80.30 78.84 79.59 86.10 86.05 86.35 

65歳平均余命(年） 19.06 18.65 19.08 23.86 23.79 23.97 

「お達者度」(年） 17.39 17.01 17.45 20.47 20.35 20.55 

介護を要する期間(年） 1.67 1.65 1.64 3.39 3.44 3.42 

健康な期間が 

65歳時の平均余命に 

占める割合（％） 

91.2 91.2 91.4 85.8 85.5 85.7 

資料：平均寿命 

    ・福島市(厚生労働省「平成22年市区町村別生命表」） 

    ・福島県、全国（厚生労働省「平成22年都道府県別生命表」） 

   65歳平均余命、お達者度、介護を要する期間、健康な期間が65歳時の平均余命に占める割合   

    ・平成25年 福島県市町村別「お達者度」  

    ・福島県市町村別「お達者度」とは、厚生労働省科学研究班による「健康寿命の算出プログラム」を用い 

     人口、死亡数、介護保険の要介護認定者数を使用して、65歳の健康寿命を算定したもの 
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（４）年代別死因順位 

 年代別の死因順位をみると、0～5歳では「染色体異常」、6～19歳では「先天奇形」

「自殺」「その他の外因」、20～39歳では「自殺」、40～64歳と65歳以上では「悪性新

生物」がそれぞれ第１位となっています。 

年代 第１位 第２位 第３位 第４位 第５位 

乳幼児期 

０～５歳 

染色体異常 

（40.0％） 

その他 

（60.0％） 
― ― ― 

学童思春期 

６～１９歳 

先天奇形      

自殺 

その他の外因 

（各33.3％） 

― ― ― ― 

青年期 

２０～３９歳 

自殺 

（35.7％） 

心疾患 

（10.7％） 

不慮の事故 

交通事故 

（7.1％） 

悪性新生物     

くも膜下出血   

肝臓疾患 

（各3.6％） 

― 

壮年期 

４０～６４歳 

悪性新生物 

（40.5％） 

心疾患 

（23.4％） 

脳血管疾患 

（6.2％） 

自殺 

（5.8％） 

不慮の事故 

（3.3％） 

高齢期 

６５歳以上 

悪性新生物 

（25.1％） 

心疾患 

（17.6％） 

脳血管疾患 

（10.5％） 

肺炎 

（8.3％） 

老衰 

（8.1％） 

計 
悪性新生物 

（26.2％） 

心疾患 

（18.0％） 

脳血管疾患 

（10.1％） 

肺炎 

（7.6％） 

老衰 

（7.3％） 

（図表５）年代別死亡順位（平成２７年）～壮年期、高齢期では悪性新生物が１位～ 

資料：厚生労働省 人口動態調査の調査票情報 
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（５）部位別がん死亡率 

 部位別がん死亡率では男性、女性とも第1位は「気管支・肺がん」で、男性の第２位は「胃

がん」、女性は「結腸がん」、男性の第3位は「結腸がん」、女性は「胃がん」となっていま

す。 

 この5年では、男性は「胃がん」「結腸がん」が増加し、「膵がん」「結腸および直腸が

ん」「肝及び肝内胆管がん」などが減少しています。女性は「気管支・肺がん」「子宮がん」

「白血病」が増加し、「結腸および直腸がん」「肝および肝内胆管がん」などが減少していま

す。 

（図表６）部位別がん死亡率(平成27年 人口10万対）  

      ～男女とも「気管支・肺がん」が第１位～ 

【男性】 

【女性】 

資料：厚生労働省 人口動態調査の調査票情報 
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（６）自殺死亡率 

 自殺死亡率は国、県よりも低い状況にあります。平成17年以降、減少する傾向にありま

すが、平成25年以降はほぼ横ばい状態です。 

（図表７）自殺死亡率の推移(国・県・市 人口10万対）  

      ～国・県同様減少傾向だが、平成25年以降横ばい～ 

資料：厚生労働省 人口動態調査の調査票情報 
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（７）標準化死亡比（ＳＭＲ） 

 年齢構成の異なる地域間の死亡状況を比較するために用いられる標準化死亡比（ＳＭＲ）によ

ると、本市の急性心筋梗塞の標準化死亡比は男性 2.37、女性 2.04で県北や全国平均より高い状況

です。脳梗塞も、男性 1.23、女性 1.28と県北や国より高い状況にあります。 

標準化死亡比：年齢構成の異なる地域間の死亡状況を比較するために所定の計算式により算出したもの。全国平均を１として

おり、１より大きい場合は全国平均より死亡率が高く、１より小さい場合は死亡率が低い。 

資料：福島県県北保健福祉事務所 県北地域診断シート（平成23年～27年 平成28年度作成版） 

【男性】 

【女性】 

（図表８）標準化死亡比（ＳＭＲ）  

    ～男女とも急性心筋梗塞、脳梗塞の死亡が全国より高い～ 
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２ 乳幼児期の状況 

（１）出生数・出生率 

 本市の出生数は2,000人程度で推移しています。出生率は国に比べ低い状況ですが東日本

大震災以降は回復傾向にあります。 

（図表９）出生数 ～出生数は約2,000人～ 

（２）合計特殊出生率 

 本市の合計特殊出生率は1.4程度で推移しています。県に比べ低い状況ですが、ゆるやかに

上がってきています。 

（図表11）合計特殊出生率 ～国同様1.4台で推移～ 

  平成１７年 平成２２年 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

市 出生数 2,531人 2,402人 2,151人 1,941人 2,203人 2,186人 2,213人 

（図表10）出生率(人口千対） ～東日本大震災以降、回復傾向～ 

資料：福島県保健福祉部 保健統計の概況 

資料：市は 厚生労働省 人口動態調査の調査票情報より 、国・県は 福島県保健福祉部 保健統計の概況 
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（３）乳幼児健康診査実施状況 

 当市では母子保健法に基づき、４か月児・10か月児・１歳６か月児・３歳６か月児健康

診査を実施しています。すべての健康診査で90％以上の受診率となっています。集団健康

診査の未受診者に対しては、ハガキによる受診勧奨をし、その後も未受診の場合は家庭訪

問を行い、全数の状況把握を行っています。 

（図表12）乳幼児健康診査概況 ～90％以上の受診率～ 

  平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成28年度 

４か月児健診 96.3% 98.9% 98.8% 97.6% 97.8% 98.4％ 

１０か月児健診 90.5% 91.0% 89.3% 89.8% 91.0% 92.3％ 

１歳６か月児健診 96.8% 98.2% 96.8% 97.6% 97.7% 98.3％ 

３歳６か月児健診 94.9% 96.3% 96.5% 97.6% 97.1% 97.0％ 

資料：福島市乳幼児健康診査 
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（４）むし歯の状況 

 

 １歳６か月児も、３歳６か月児も経年的に見ると、むし歯有病率は減少はしているもの

の、国と比べると、３歳６か月児のむし歯有病率は、かなり高い状況にあります。むし歯

有病率は、平成28年度の１歳６か月児健診のむし歯有病率は0.90%ですが、３歳６か月児健

診では25.3%と、１歳６か月児よりも大幅に増加しています。 

 朝７時前に起きる子どもの割合は、１歳６か月児、３歳６か月児ともに以前より増加し

ています。しかし、21時前に寝る子どもの割合は、１歳６か月児では増加していますが、

３歳６か月児では減少しています。 

資料：福島市乳幼児健康診査 

（図表13）乳幼児健康診査におけるむし歯の状況 ～３歳６か月児はむし歯が多い～ 

（５）生活習慣 

①生活リズム 

（図表14）７時前に起きる子どもの割合 ～1歳6か月児 、3歳6か月児 ともに増加～ 

（図表15）21時前に寝る子どもの割合 ～3歳6か月児は減少～ 

資料：国立保健医療科学院、福島県保健統計の概況、1歳6か月児及び3歳6か月児歯科健康診査 

   表の「－」は未発表につきデータが得られないもの 

資料：福島市乳幼児健康診査 

区  分 17年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 

１
歳
６
か
月
児 

市 
一人平均むし歯本数（本） 0.11 0.07 0.03 0.04 0.07 0.03 0.02 

むし歯有病率   （％） 3.7 2.9 1.3 1.2 1.3 0.95 0.90 

県 
一人平均むし歯本数（本） 0.13 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 － 

むし歯有病率   （％） 4.31 3.02 3.04 2.49 2.22 2.07 － 

国 
一人平均むし歯本数（本） 0.09 0.06 0.06 0.05 0.05 ー － 

むし歯有病率   （％） 3.07 2.17 2.08 1.9 1.8 ー － 

３
歳
６
か
月
児 

市 
一人平均むし歯本数（本） 1.8 1.4 1.2 1.1 0.96 0.89 0.98 

むし歯有病率   （％） 39.9 31.9 30.5 27.4 26.53 24.1 25.3 

県 
一人平均むし歯本数（本） 1.97 1.29 1.26 1.14 1.08 0.99 － 

むし歯有病率   （％） 41.1 30.47 30.12 27.4 25.73 24.8 － 

国 
一人平均むし歯本数（本） 1.14 0.74 0.68 0.63 0.62 ー － 

むし歯有病率   （％） 28.01 20.37 19.07 17.91 17.69 － － 
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 ②食生活 

 ほとんど毎日甘い物を食べる習慣がある子どもの割合は１歳６か月児では減少していま

すが、３歳６か月児では横ばいです。ほとんど毎日甘味飲料を飲む習慣がある子どもの割

合は、平成17年度から平成23年度は大きく減少しましたが、平成28年度はゆるやかな減

少にとどまりました。 

資料：福島市乳幼児健康診査 

（図表16) ほとんど毎日甘い物を食べる習慣のある子どもの割合  

               ～１歳６か月児は減少、３歳６か月児は横ばい～ 

（図表17）ほとんど毎日甘い飲み物を飲む習慣のある子どもの割合  

         ～平成23年度から平成28年度は１歳６か月児はゆるやかな減少～ 

 

資料：福島市乳幼児健康診査 
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３ 学童思春期の状況 

（１）肥満傾向 

 学校保健統計調査によると、本市の肥満傾向児の出現率は県より低い傾向、国より高い傾

向にあります。 

（図表18）肥満傾向児の出現率 ～国よりも高い傾向～ 

資料：学校保健統計調査（平成28年度） 

＊市：全数集計（ｎ＝20,424） 県：抽出集計（ｎ＝9,723)  国：抽出集計（ｎ＝496,320） 

 

（２）むし歯被患率 

 学校保健統計調査によると、本市のむし歯被患率は県とほぼ同じ傾向、国より高い傾向

にあります。 

資料：学校保健統計調査（平成28年度） 

＊市：全数集計（ｎ＝20,228） 県：抽出集計（ｎ＝38,568)  国：抽出集計（ｎ＝2,224,493） 

（図表19）むし歯被患率 ～国よりも高い傾向～ 
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（３）生活習慣 

 ①栄養・食生活  

  「ほとんど毎日３食、食べる」「朝食を毎日食べる」児童･生徒の割合は、ともに、学年が上 

  がるごとに低くなっており、高校生が最も低い状況です。 

  「甘い物をほとんど毎日食べる」児童・生徒の割合は、小学生・中学生・高校生のすべて 

  で以前より増加しています。 

（図表20）ほとんど毎日３食、食べる児童・生徒の割合  

         

（図表21）朝食をほとんど毎日食べる児童・生徒の割合  

     ～高校生が最も低いが、平成23年度よりわずかに増加～ 

           資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

     （「福島市民の健康と生活習慣調査」についてはｐ112～を参照） 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

0 

0 

～ ～ 

～ ～ 



17 

（図表22）甘い物（あめ、チョコレート、アイスなど）をほとんど毎日食べる児童・生徒の割合 

       ～小学生・中学生・高校生いずれも平成23年度より増加～ 

（図表23）甘味飲料（ジュース、スポーツ飲料、乳酸飲料、缶コーヒーなど）を 

               ほとんど毎日飲む児童・生徒の割合        

     ～小学生・中学生・高校生いずれも平成23年度より増加～ 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 
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（図表24）体育の授業以外で、運動をしている児童・生徒の割合 

           ～平成23年度より回復する傾向～                  

②身体活動・運動  

 平成23年度に原子力災害の影響で減少したと考えられる、体育の授業以外で運動している児

童・生徒の割合は、回復する傾向にあります。 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

③ストレス  

 ストレスを「とても感じている」「多少感じている」生徒は学年が上がるほど増えていま

す。「とても感じている」と答えた割合は平成17年度、23年度から減少しています。 

資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

（図表25）ストレスを感じている児童・生徒の割合  
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（図表26）喫煙経験のある児童・生徒の割合 ～経年的には減少～ 

（図表27）飲酒経験のある児童・生徒の割合 ～経年的には減少～ 

④喫煙  

 喫煙経験のある児童生徒の割合は、学年が上がるほど減少傾向にありますが、まだ０％

ではありません。 

⑤飲酒  

 飲酒経験のある児童生徒の割合は減少傾向にありますが、まだ０％ではありません。 

                        資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

※平成17年度、23年度は「吸ったことがある」「時々吸う」「よく吸う」と答えた者を合算した割合。 

 平成28年度は「吸ったことがある」と答えた者の割合。 

                            資料：福島市民の健康と生活習慣調査 

※平成17年度、23年度は「飲んだことがある」「時々飲む」「よく飲む」と答えた者を合算した割合。 

 平成28年度は「飲んだことがある」と答えた者の割合。 


