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市民憲章
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市の木「ケヤキ」
City Tree Zelkova (Keyaki）

The Citizens Charter

古くから屋 敷 林 樹として 、

一

空も水もきれいな

みどりのまちをつくりましょう。

一

教育と文化を尊び

希望に輝くまちをつくりましょう。

一

親切で愛情あふれるまちをつくりましょう。

一

きまりを守り、力をあわせて

一

子どもからおとしよりまで安全で健康なまちをつくりましょう。

また、街路樹や公園樹として
市民に親しまれています。

市の花「モモ」

楽しく働けるまちをつくりましょう。

•Let's create a city with a beautiful sky, clean rivers and rich greenery.
•Let's create a city where education and culture are highly valued and people are full of hope.
•Let's create a city full of love and kindness.
•Let's create a city where rules are observed and people can work happily in cooperation.
•Let's create a city where safety and health can be enjoyed by both the young and old.
※市民との共創のまちづくりを進める上でも、市民憲章の精神を生かしながら、
より良いまちをつくっていきます。
*Fukushima City promotes city development in cooperation with citizens, applying the spirit
of the Citizens' Charter in order to create the best city possible.

City Flower Peach blossom

市章
City Emblem
「フ」の字を９字、
「マ」の字を
４字組み合わせて
「フクシマ」
を表し、四囲に大きく発展す
ることを表現しています。

福島市観光PR
キャラクター
＂ももりん＂
吾妻の雪うさぎがモチーフに
なっています。福島市特産
くだ も の モ モとリン ゴ を
あわせて「ももりん」
と命名
されました。

春、郊外を美しく彩り、信夫
野の風物として市民の心を
和ませてくれます。

市の鳥「シジュウカラ」
City Bird Japanese great tit
四季を通じて市内に生息し、
身近に見ることがます。

福島市は、福島県中通り地方の北部に位置し、西に連なる雄大な
吾妻連峰、東に有するなだらかな阿武隈高地に囲まれた盆地の中に
開けた都市です。
まちの中心部には緑豊かな信夫山があり、10年連続「水質が最も
良好な河川」で日本一と評価された荒川や県北地方に良質な水を供
給する摺上川、松川が、市域を南北に流れる阿武隈川に合流してい
ます。
盆地特有の気候と風土を生かした農業が盛んで、初夏のサクラン
ボ、真夏のモモ、秋のナシやブドウ、そして初冬の蜜が入ったリンゴな
ど、四季折々のくだものが楽しめ、観光果樹園ではくだもの狩りが体
験できます。
郊外には、飯坂・土湯・高湯の個性が異なる３つの温泉を有し、市
内では花の名所の観光シンボルとなる「ふくしま花回廊」、円盤餃子
や日本一の酒処福島のお酒などの食文化を楽しめるほか、昨年放送
された連続テレビ小説「エール」の遺産を活用した「古関裕而」のまち
づくりを進めており、まさに実湧満彩のまちとなっています。
また、県都かつ県北地域の拠点として、行政、産業、教育、医療等の
諸機能が集積し、東京から東北新幹線で１時間半、東北縦貫自動車
道と東北中央自動車道の結節点となるなど、都市と豊かな田園地域
が調和した温かみや優しさがある人情あふれる地域社会を育んでき
たまちです。
今後は、
「 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催
を契機としたレガシーを創出しながら、東日本大震災から10年、新た
な復興創生ステージをスタートし、福島市を将来に向けて夢が持て
る新ステージへの飛躍を図ってまいります。

令和3年４月

Fukushima, City of the Concerto of the Future −
a harmony performed by people, city, and nature

Fukushima City is located in the northern part of the Fukushima Nakadori (central) Region. The city
has grown and developed in a basin valley, nestled between the towering Azuma Mountain Range
extending to the west, and the gentle slopes of the Abukuma Highlands to the east.
In the center of the city is the lusciously green Mt. Shinobu, and across the Abukuma River ﬂows
across the city from north to south. It is joined by the Matsukawa River, the Arakawa River, rated No.1
in Japan for the best water quality 10 years in a row, and the Surikami River, which provides the
Kenpoku (northern) Region with good quality water.
Prosperous agriculture takes advantage of the distinctive climate and landscape of the basin valley,
making fruit available across the changing season. Cherries at the beginning of summer, peaches in
mid-summer, pears and grapes in fall, and apples packed with nectar at the beginning of winter, can be
picked and enjoyed at tourism orchards.
On the outskirts of the city are the three onsen hot spring areas of Iizaka, Tsuchiyu, and Takayu, each
with their own distinctive properties. In the city, you can enjoy the famous ﬂower-viewing spot and
tourist attraction of the
Fukushima Floral Corridor , and Fukushima s gourmet culture; enban
gyoza (dumplings fried onto a circular shape) and sake (rice wine) from Fukushima, Japan s top sake
producer. Furthermore, the city is also promoting town planning inspired by the legacy of the ongoing
television drama Yell (Voices of Cheer) broadcast last year. Fukushima City truly is the city of
abundance, warmth, satisfaction, and vibrancy.
Furthermore, as the prefecture capital and hub of the Kenpoku (northern) Region, the various facilities
of government, industry, education, medicine, and more are consolidated in Fukushima City. Only 90
minutes away from Tokyo by the Tohoku shinkansen, and as the junction point of the Tohoku Jukan
Expressway and Tohoku Chuo Expressway, this city has fostered a regional community that balances
urban life with prospering farming areas, and is full of kind, warmhearted people.
Going forward, as we build on the legacy generated by the Tokyo 2020 Olympic & Paralympic
Games, 10 years on from the Great East Japan Earthquake, we will enter a new stage of revitalization
and reconstruction; striving towards the leap to a new stage where Fukushima City can be hopeful for
the future.
April, 2021

英訳●ルイーズ アデル キャロル Translator : Louise Adele Carroll
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古関裕而を生んだまち
The Town that Gave the World Koseki Yuji

古関

裕而

古 関 裕 而 氏 は 、夏 の 甲 子 園 の 入 場 曲「 栄 冠 は 君 に輝く」や 、
1964年東京オリンピック入場行進曲の「オリンピック・マーチ」、
「 高 原 列 車 は 行く」
「 長 崎 の 鐘 」など数々の 名 曲を 生 み 出した、
福 島 市 出 身の日本を代 表する作 曲 家です。
生涯作曲数は5,000曲にも及ぶと言われ、福島市名誉市民第
一号として、その功績と栄誉を称えられています。2020年には、古
関夫妻をモデルとした連続テレビ小説「エール」
も放映されました。
2021年3月にリニューアルオープンした古関裕而記念館では、
古関氏の功績や古関メロディーに触れていただくことができます。
KOSEKI YUJI
Mr. Koseki Yuji is an iconic Japanese songwriter born and raised
in Fukushima City. He brought the world a number of famous
songs including; ʻThe Crown Will Shine on Youʼ, a song that is
symbolic of high school baseball, the 1964 Tokyo Olympic
Entrance March ʻOlympic Marchʼ, ʻThus Goes the Highland Trainʼ,
and ʻThe Bells of Nagasakiʼ.
Said to have composed as many as 5,000 songs in his lifetime,
Koseki was awarded the honor of being the ﬁrst Honorary Citizen
of Fukushima City in celebration of his achievements. In 2020, he
and his wife also became the inspiration for the NHK continuous
television drama ʻYell (Voices of Cheer)ʼ .
You can see Mr.Kosekiʼs achievements for yourself at the Koseki
Yuji Memorial Halls, newly re-opened in March of 2021.

福島を胸に、世界にエールを送り続けた生涯
21歳で上京した後は、日本コロムビアの専属作曲家として数々
の名作を世に送り出します。
初めての大ヒット曲「船頭可愛や」をはじめ、戦前・戦中は「暁に
祈る」
「露営の歌」などの歴史的作品を残したほか、戦後は「とんがり
帽子」
「長崎の鐘」
「高原列車は行く」など希望にあふれた歌謡作品
を次々と発表していきます。
同郷福島出身の作詞家・野村俊夫（福島市）、歌手・伊藤久男（本宮
市）
と3人で、
「福島三羽ガラス」
と呼ばれ、その友情はドラマ「エール」
でも見どころとなりました。
成功を収めた後も、妻金子に「何でも福島なのね」
と嫉妬された
ほど、生涯にわたり故郷福島へ想いを馳せ創作をしていた古関氏
は、福島市民の誇りとなっています。
After moving to Tokyo, Koseki sent out a number of famous songs into the world
as an in-house song writer at Nippon Columbia.
Koseki wrote a number of war-time songs, including his ﬁrst hit song, ʻThe Little
Boatmanʼ, as well as ʻPayer at Dawnʼ and ʻThe Bivouac Songʼ , which were composed
prior to and during the 2nd World War. He has also left behind songs written after
the end of the war such as ʻThe Pointed Hatʼ, ʻThe Bells of Nagasakiʼ,ʻThus Goes the
Highland Trainʼ, and more ballads ﬁlled with hope one after the other.
Koseki and his two home-town friends, lyricist Nomura Toshio (Fukushima City)
and singer Itou Hisao (Motomiya City) were together known as the ʻthree crows of
Fukushimaʼ and their close friendship has become a highlight of the ʻYell (Voices of
Cheer)ʼ drama.
Even after gaining success, Koseki continued to write with his heart full of a
life-long love for Fukushima: A love so intense that it even stoked the ﬁres of jealousy
from his wife Kinko, who would say ʻitʼs always Fukushima with youʼ. It is this Koseki,
the man who loved Fukushima all his life, who has become the pride and joy of every
citizen of Fukushima.

天才音楽家を育んだ福島の地
The Land of Fukushima that Raised a Genius Musician

幼少期
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Koseki Yuji was born on August 11th 1909, into a family that ran one of the
cityʼs major kimono stores ʻKitasan Gofuku-tenʼ, in Omachi, Fukushima City. His
father, who loved music, bought a phonograph, which were still rare at the time.
In his spare time would play mainly rokyoku (a genre of often tragic, traditional
Japanese narrative singing sometimes called naniwa-bushi, usually accompanied
by a shamisen). Koseki instead preferred folk songs and wind instrumentals,
beginning to write songs in his elementary school years.
Koseki enrolled in the Fukushima Prefectural Fukushima Commercial School in
1922, in preparation to inherit the family business of kimono drapery. Koseki,
however, enjoyed music, and taking great inﬂuence from the songs of Yamada
Kosaku, became engrossed in music writing. Around the time of his graduation,
Koseki was already fostering his musical genius right here in Fukushima, joining
the ʻFukushima Harmonica Society,ʼ and at the young age of 21, winning a prize
for one of his compositions in an international contest.

小学生の頃（左）

福島商業時代

裕而・金子夫妻

福島三羽ガラス
上／野村 左／伊藤 右／古関
古関氏を愛する多くの市民の強い願いが叶い、ついに2020年前半
の連続テレビ小説「エール」の主人公のモデルになりました。
オープニングで有 名になった緑の美しい 水 林自然 林をはじめ、
ハ ー モ ニカの 演 奏 を 行った 旧 広 瀬 座 や 信 夫 山 など、市 内でも
数々の名場面が撮影されました。

「福島に生まれ育って本当によかった」 〜古関裕而〜

1909年8月11日、福島市大町にあった市内有数の呉服店「喜多
三」に生まれました。音楽好きだった父は、当時では珍しい蓄音機
を購入し、主に浪曲のレコードをかけていましたが、古関氏は民謡
や吹奏楽が好きで、小学校の頃から作曲を始めるようになります。
1922年、古関氏は県立福島商業学校（現・福島商業高等学校）
に入学。家業である呉服店を継ぐためでしたが、山田耕筰の曲に
多大な影響を受け、曲作りに熱中するようになっていきます。卒業
するころには「ハーモニカ・ソサエティー」に所 属し、2 1 歳の時に
は自分で作曲した曲が国際コンクールで入賞するなど、福島の地
で音楽家としての才能を育んでいきました。

A Lifetime of Sending Cheer to the World with Fukushima in his Heart

オープニング映像のロケ地となった水林自然林。美しい緑が印象的なシーンとなりました。

窪 田 正 孝 さん（古 山

The fervent hopes of the many citizens of Fukushima City who love Koseki Yuji
were at last answered in 2020, when Koseki Yuji became the inspiration for the
main character of the NHKʼs continuous morning drama for the ﬁrst half of the year.
Filming was carried out at locations that are well known within the city, which
included not only the beautiful scenery of Mizubayashi Natural Forest, garnering
even more fame in the seriesʼ opening, but also Kyu-Hiroseza (the former Hiroseza
theatre) where the harmonica concerts had been held and Mt.Shinobu.

裕 一 役）のコメント

裕一を演じるにあたり、古関さんをよく知る方にお話を伺う
機会があり、皆さん、古関さんの味方というか、古関さんの誰も
敵に回さない人柄を感じました。誰かを憎んだり、怒ったりする
ことはあっても、古関さんはそれを別の愛情に変えている気が
しています。周りに少し煙たがられても、音楽の力や自身の人
柄で大きく包み込んでいるイメージがあるので、そこを大事に
して演じていきたいと思います。
古関さんのふるさとである福島でのロケでは、100人を超え
る地元エキストラさんの前でハーモニカを吹くシーンを撮影し
ました。正直、最初はプレッシャーがあったのですが、
ワンカット
終わるたびに、皆さんが拍手を送ってくださって、１曲終わるた
びにエールを送ってくださり、背中を押していただきました。す
ごく温かくて力強いシーンになったと思いますので、ぜひ楽し
みにしていてください。

In preparing to play Yuuichi (the character based oﬀ
Koseki Yuji), I had the opportunity to speak with those who
were close to Mr. Koseki, and was able to get a sense that Mr.
Koseki was friends with everyone, or at least had the kind of
personality that didnʼt antagonize anyone. I have a feeling
that, even when angry or upset, Mr. Koseki would turn that
anger into a diﬀerent kind of love. I have an image of him
where although he was somewhat under-appreciated by
those around him, he enveloped this in the power of music
and his own accepting personality.
On location in Mr. Kosekiʼs home town of Fukushima, we
ﬁlmed a scene of a harmonica-performance in front of over
100 local extras. To be honest, I did feel some pressure at the
start, but as we ﬁnished each take, the round of applause
gave me great encouragement. I think it turned out to be a
very heart-warming and powerful scene.

※「エール」公開前の2020年2月のコメントです。

※ Comment made in February 2020, prior to the
broadcast of ʻYell (Voice of Cheer)ʼ
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Fukushima ‒ The Home of Koseki Yuji

古関裕而のまち ふくしま
本市では、連続テレビ小説「エール」のレガシーを活用し、古関
裕而氏と音楽を活かしたまちづくりを官民一体で進めています。
今後も、古関氏を生んだまちとして「古関裕而のまち・ふくし
ま」にふさわしいまちづくりを進め、
さまざまな音楽家が心をひと
つにして交響曲（シンフォニー）
を奏でるように官民が共創して、
魅力ある
「古関裕而のまち・ふくしま」を発信していきます。

❶古関裕而記念館

Koseki Yuji Memorial Hall

❺古関裕而ストリートサイン看板
Koseki Yuji Street Signboard

阿

武

Fukushima City is embracing the legacy of the ongoing television drama
ʻYell (Voices of Cheer)ʼ, to promote joint town planning between the public
and private sectors that is inspired by Koseki Yuji and music.
We will continue to promote town planning beﬁtting of ʻFukushima ‒ the
Home of Koseki Yujiʼ, the city that gave
the world Mr. Kosek. Just as many
市役所
musicians bring their hearts together in the performing of a symphony, we
will work together with the private and public sectors in building and
promoting all the charms of ʻFukushima ‒ the Home of Koseki Yujiʼ.

川

至郡山

❸古関裕而デザイン
マンホール

1 古関裕而マンホール
ふくしん夢の音楽堂

隈

「阿武隈の歌」歌碑
明治病院

Koseki Yuji Decorative Manhole

❹エールポスト

福島県庁

ʻYellʼ Post

福島警察署

県 庁 通り
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❽JR福島駅発車メロディ−

まちなか
広場

JR Fukushima Station Departure Melody
新幹線は
「栄冠は君に輝く」
在来線は
「高原列車は行く」
が流れます

福島三羽ガラスによる
「暁に祈る」
が刻まれた歌碑

信夫山トンネル

5

９時、12時、15時の１日３回、古関メロディーが流れます
旧国道4号

古関裕而ストリート

パセオ4 7 0

通り

3

平和通り時計塔

4
7
6

平和

並 木 通り

至仙台

文 化 通り

信夫山

Birthplace Memorial Stone

7

ＱＲコードで古関さん情報を
取得できます

信夫山第一展望台

❻生誕の地記念碑

大原綜合病院

古関裕而
デザイン
マンホール

古関裕而氏の功績を称え後世へ継承していくため、 「サウンド・トリップ」や当時の仕事部屋を再現した書
1988年11月に市制80周年を記念してオープンし、 斎、テーマ・ジャンル別展示など、古関氏ゆかりの貴重
な資料や品々、珠玉の古関メロディーを存分に堪能で
2021年３月に全面リニューアルしました。
約２万点にも及ぶ資料を展示・保存しており、1階は、 きる空間となっています。
連続テレビ小説「エール」の放映により来館者が増えて
休 憩 サロン や 視 聴 覚コーナー の ほ かミュージアム
おり、今後も全国から多くの方々の来館が期待されます。
ショップを備え、２階は目玉展示である音楽立体空間

「福島行進曲」
歌碑

❼メロディーボックス
Melody Music Box

古関裕而ストリートなどに
設置され、ボタンを押すと
さまざまな古関メロディーが
流れます

AXC

❷古関裕而生誕100年記念モニュメント
もっと 知 りた い

5

東口
8

橋

至飯坂温泉
方面

福島交通飯坂線

西町 陸

福島交通飯坂線
曽根田駅

福島県観光物産館
コラッセふくしま

2

こむこむ NHK
福島放送局

東北本線

メロディーバス
Melody Bus

ルート

発車時や走行中に古関メロディーが楽しめます

福島駅
JR福島駅
西口 西口観光案内所（2F）

福島駅西口広場 9

あづま陸 橋

福島駅東口

Memorial Monument for the Anniversary of Koseki Yujiʼs 100th Birthday
30分ごとに珠玉の古関メロディーが流れます

7

東北新幹線

9
●JR福島西口駅前広場
モニュメント

JR Fukushima Station West Side
Square Monument
30分ごとに古関メロディーが流れます
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東京2020オリンピック開催会場

福島市

共生社会の実現

東京2020大会遺産創出のまちづくり

Making an Inclusive Society a Reality

令和元年12月スイスとの共生社会ホストタウンに登録。令和2年3月に
「先導

Town Planning for Creating the Tokyo2020 Olympic & Paralympic Games Legacy

的共生社会ホストタウン」に認定（どちらも福島県内初）。官民一体で取り組
むバリアフリー推進パッケージや
「障がいのある人もない人も共にいきいき
と暮らせる福島市づくり条例」
の制定など、
ソフト・ハード両面のバリアフリー

福島市開催の競技スケジュール

化を進め、
「誰にでもやさしいまち ふくしま」の実現を目指します。

Schedule of Olympic events to be held in Fukushima City

ソフトボール競技

Softball Games

日付／令和 3 年７月21日
（水）
・22日
（木）
※各日 3 試合
時間／午前９時〜午後５時

Date: July 21st (Wed.) ‒ 22nd (Thurs.) 2021 *3 games /day
Time: 9:00am ‒ 17:00pm

野球競技

Baseball Games

In December 2019 Fukushima City was registered as a Host Town of an Inclusive
Society for Switzerland and in March 2020 was also recognized as a Leading Host
Town of an Inclusive Society, both of which were ﬁrsts for Fukushima Prefecture. We
aim to make ʻa Fukushima City that is kind to everyoneʼ a reality, through the advancement of both the physical and social aspects of barrier-free accessibility; enacting the
barrier-free promotion package which will be implemented in joint by public and
private sectors, and the ʻPromotion Guidelines to advocate active lives for both those

日付／令和 3 年７月28日
（水）
※ 1 試合
時間／正午〜午後３時

会場：福島あづま球場

バリアフリー推進パートナーキックオフミーティング

with a disability and those withoutʼ.

バリアフリー推進パートナーなどと実際に歩いて点検する
「まち歩き点検」

Date: July 28th (Wed.) 2021 *1 game
Time: 12:00am ‒ 15:00pm

多文化共生の推進

Promotion of Multicultural Inclusiveness

スポーツによるまちづくり
Town Planning Through Sports

外国人と共に福島の未来を考え、地域社会の
パートナーとして歩めるよう
「多文化共生のまち
福島推進指針」
を定め、社会全体で多文化共生

中央市民プールの改修（令和元年〜３年）
や十六沼公園サッカー場の人工

を推進しています。

芝張り替えなどのスポーツ施設の整備をはじめ、合宿や大会の受け入れに
関するワンストップ窓口やパラスポーツ推進のための窓口であるスポーツ
コミッションを設立し、
スポーツによる交流人口の拡大を図ります。

We are working towards expanding the number people involved in sports, initially through
improving sports facilities, including the renovation of the Central Public Swimming Pool

We have laid down the ʻPromotion Guideline for the
Multicultural City, Fukushimaʼ and are promoting
multicultural inclusiveness across all levels of society, so
that we may work together with people from other
countries in thinking about the future of Fukushima, and
walk alongside them as partners in our regional community.

(2019-2021) and the relaying of fake turf at the Jyurokunuma Park Soccer Fields, and secondly

結・ゆ い・フェスタで 交 流 する外 国 人と高 校 生

by establishing the Sports Commission, a one-stop support desk for the admission of training
camps and tournaments, and for the promotion of Paralympic sports.

十六沼公園サッカー場人工芝コート
（左）
十六沼公園サッカー場でプレーする選手たち（上）

賑わいのまちづくり
Town Planning for Prosperity

健康づくり

東京2020大会開催時には、国内外から多数の来福者が見込まれ

Health Promotion

ており、福島駅周辺でのモモを中心とした農産物PRイベントの
開催や来日した海外メディアを招へいするファムツアーを行うこと

市民参加型の「ふくしまパラスポーツチャレンジ！2020」の開催や、福島の玄関口と

で、風評払拭と復興した福島の姿を全世界へ発信します。

なる福島駅前での路上喫煙を禁止する受動喫煙防止条例の制定などに取り組み、
子どもから大人まですべての市民の皆さんが健やかで安心して暮らすことのできる

During the Tokyo 2020 Olympic Games, a large number of both domestic and
international visitors are projected to come to Fukushima. This will be an

「健都ふくしま」の実現を目指します。

opportunity to sweep away rumors, and to globally promote Fukushimaʼs

We are aiming to make ʻHealthy Fukushimaʼ a reality, where all residents, young and old, can live

revitalization through events promoting agricultural produce, especially

healthily and with peace of mind. To achieve this, we are implementing such projects as the

peaches, in the area around Fukushima Station, and by inviting the international

ʻFukushima Para-Sports Challenge! 2020ʼ, for residents to take part in, and the enacting of speciﬁca-

media visiting Japan to take part in farm-tours.

tions to prevent second-hand smoke inhalation, which prohibit smoking on the sidewalks in front of

ふくしまパラスポーツチャレンジ！2020
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Fukushima Station.

モモを P R するミスピー チキャンペ ーンクル ー
08

東京から280ｋｍ、仙台から80ｋｍ内に位置する福島市は、東北新幹線が縦貫し、山形新幹線の起点でもあり、東北縦貫自動車道と
東北中央自動車道が東西南北に伸びた交通の結節点となっています。東北中央自動車道の福島大笹生IC周辺には、交通アクセスに
優れた「福島おおざそうインター工業団地」や新たな地域振興施設としての道の駅の整備が進んでいます。

くだもの の 宝石箱

の

の

1 持続的に発展するまち

ふ くし ま

ふ くし ま
魅力

魅力

2

盆 地 特 有の寒 暖 差 が 大きい 気 候を生 かし、福 島 市はくだものの栽 培 が 盛んです。初 夏のサクランボから始まり、モモ、ナシ、
ブドウ、リンゴと一 年を通してさまざまな 旬 の 味 覚を楽しむことができます。その 種 類と生 産 量 の 多さ・品 質 の 高さは、まさに
「くだものの宝 石 箱 福 島 市」と呼ばれるゆえんです。

首都圏に近く、豊かな生活環境に恵まれた福島市。県内の政治・経済・教育・文化をけん引し、農業・工業・商業・観光などの

市内には多くの果樹園があり、
くだものを身近に感じることができます。

産業がバランス良く、持続的に発展している都市です。

2
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秋田新幹線

The thriving fruit cultivation of Fukushima
City takes advantage of the basinʼs distinctive
climate, characterized by a substantial disparity between hot and cold temperatures.
A variety of seasonal ﬂavors can be enjoyed
throughout the year: Beginning with cherries
in early summer, and then followed by
peaches, pears, grapes, and apples.
The sheer number of varieties and quantity
of fruit grown, as well as the high quality of
the produce have earned Fukushima City the
title ʻThe Treasure Trove of Fruitʼ.
With many orchards in the city, fruit never
feels far away.

Akita Shinkansen

秋田港

東北新幹線

Akita Port

1 肉質が緻密で甘みの強いモモ・あかつき

Tohoku Shinkansen

Akatsuki peaches are extremely sweet and have a delicate texture

2 糖度が高く大粒なサクランボ・佐藤錦

東北縦貫自動車道

Akidzuki pears are juicy with a high natural sugar content

Yamagata Shinkansen

Yamagata -Chuo IC

山形市 仙台市 Sendai
Yamagata
仙台港
◉
Sendai Port
◉
●
◉仙台空港

東北中央自動車道
Tohoku-Chuo Expressway

新潟港

福島大笹生IC

新潟市 ◉ Fukushima Ozaso IC

Sendai Airport

●

Nigata

Located 280km from Tokyo and 80km from Sendai,
Fukushima City is traversed by the Tohoku Shinkansen, and
is also the starting point of the Yamagata Shinkansen. Major
roads, including the Tohoku Jukan Expressway, and the
Tohoku Chuo Expresway, also intersect the city from north,
to south, and east, to west, making Fukushima City a
junction point for road transportation.
Near the Tohoku Central Expressway Fukushima Ozaso
Interchange, construction is progressing on both the
ʻFukushima Ozaso Interchange Industrial Parkʼ, which will
have excellent transport access, and the michi-no-eki
roadside service area; a new facility for regional promotion.
Close to the Tokyo metropolitan area, Fukushima City is
blessed with a vibrant urban environment. It is a sustainably
developing city, leading the prefecture in administration,
economics, education, and culture, while balancing agriculture, industry, commerce, and tourism.

◉

福島市へのアクセス
約60分
約60分

成田空港
羽田空港

約160分
約130分

仙台駅
東京駅

約20分
約80分

※JR福島駅より東北新幹線を利用した
場合の標準時間

Extra juicy kyoho grapes have a thick sweetness

4

5

5 甘みと酸味が調和する蜜入りリンゴ・サンふじ

Sun Fuji apples are full of nectar with a balance of sweetness and sourness

Soma Port

相馬IC

1

Soma IC

Banetu Expressway

◉

福島空港

Fukushima Airport

福島市

Fukushima City

小名浜港
Onahama Port

※高速道路を利用した場合の福島市
から空港までの標準時間

※JR福島駅より東北新幹線、JR線等の
鉄道を利用した場合の標準時間

4 濃厚な甘みと果汁たっぷりなブドウ・巨峰

相馬港

●

磐越自動車道
福島空港
仙台空港

3 果汁が多く糖度の高いナシ・あきづき

山形新幹線

Sakata Port

山形中央IC

Nigata Port

Large satonishiki cherries are packed with natural sugars

Tohoku Jukan Expressway

酒田港

◉ 東京都
Tokyo
◉

◉

成田空港
Narita Airport

羽田空港

Haneda Airport

●福島大笹生ＩＣ周辺に整備した
「福島おおざそうインター工業団地」
と令和４年春の
開業を目指す「（仮称）道の駅ふくしま」
（完成イメージ）
The ʻFukushima Ozaso Interchange Industrial Parkʼ constructed
in the area around the Tohoku Chuo Expressway Fukushima
Ozaso Interchange, and ʻMichi no Eki Fukushima Roadside Station
(tentative name)ʼ scheduled to open in the spring of 2022
(completed image)
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「ここで育ってよかった」
と子どもたちが思えるよう、
「子育てするなら福島市」
と称されるよう、多様な子ども・子育て支援を展開しています。
妊娠期から子育て期のサポートを充実させるため、妊産婦の相談窓口や乳幼児の定期健診はもちろん、オンラインでの相談や指導も実施
します。
また、
ご家庭のニーズに合った施設選択が可能となるよう、保育士等の確保・育成など待機児童解消・維持の取り組みを進めるほか、
幼児教育・保育の質の向上を図ってまいります。

健康長寿 のまち

の

の

3 子どもたちの えがお あふれるまち

ふ くし ま

ふ くし ま
魅力

魅力

4

福島市は高齢者が元気で笑顔にあふれるまちです。
ボランティア活動、
スポーツ大会、いきいきももりん体操（福島市版介護予防体操）
といった多種多様な社会参加の場があり、高齢者が
地域社会で活躍しています。
また、
ごみ収集や、公共交通機関の利用などサポート体制も整えています。
高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で心豊かに安全に安心して暮らせるように、地域全体で支え合い、共に生きてゆける地域社
会づくりを目指します。
Fukushima City is a place where the elderly are healthy and always
smiling.
There are a wide variety of opportunities for social participation, such
as volunteer activities, sporting tournaments, and the Iki-Iki Momorin
Exercises (nursing prevention exercises published by Fukushima City),
where the elderly are able to be active in the local community.
In addition to this, support systems are also available for rubbish
collection, the use of public transportation, and more.
To ensure that the elderly have purpose and are able to live fulﬁlling
lives, safely, and with peace of mind in the region they have lived in, we
aim to build a local community where residents support each other and
where we can continue to live side-by-side.

2

1 ニュースポーツ交流大会（高齢者元気アップ事業）
New Sports Exchange Tournament

子どもから高齢者まで気軽に楽しめるニュースポーツを通じて、障がいのある人もない人も、
世代を超えて交流を深める。
福島市では健康長寿増進のため、ボッチャや、
カローリングなどのニュースポーツの普及にも
取り組んでいます。

2 いきいきももりん体操

Iki-Iki Momorin Exercises
仲間と一緒に健康長寿を目指す通いの場・仲間・元気な体を作るための体操。

3 シルバーパス

1

2

3

We are expanding support for children and parenting, so
that children can be glad that they grew up here, and to
make Fukushima City known as the place to raise children.
In order to enhance support during pregnancy and for
parents raising children, not only do we provide consultation desks for midwives and regular infant health checks,
the city also oﬀers online consultation and guidance.
Furthermore, in order to ensure that it is possible for
households to select the facility that best suits their needs,
we are promoting initiatives to eliminate waiting lists and
keep them clear by securing and nurturing the development of childcare workers and other childcare professionals. In addition we are also working towards improving the
quality of early childhood education and childcare.

Silver Transport Pass

75歳以上の市民の方に、シルバーパスポートを交付して市内路線バスなどの
公共交通機関を無償化。

3

4

4 ふれあい訪問収集

Rubbish Collection Visits
戸別に訪問してごみ収集し、併せて安否確認する「ふれあい訪問収集」。

1

1 保育所・幼稚園などで子ども一人ひとりに合わせた
保育を行っています。

Preschools & Kindergartens

2 乳幼児健康診査

4

Infant and Toddler Health Checks

０歳から定期健診を実施し、乳幼児の健康と子育てをサポート。

3 子育てアプリえがお

Child-rearing app. ʻEgaoʼ (smile)

専用アプリを導入し、子育てに関する情報を配信。

4 地域子育て支援センター

Regional Child-rearing Support Center
親子の交流の場の提供や、子育て相談などを実施。
市内に23か所あります。

5 保育士等の確保

Security of Childcare-worker Numbers
待機児童の解消・維持に向けて保育士等の確保に努めています。

6 ふくしま児童公園ＳＦＣももりんパーク SFC Momorin Park
6
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5

ふくしま児童公園ＳＦＣももりんパークやこむこむ、ぴょんぴょん
ドームなど親子で気軽に遊べる施設が充実。
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東日本大震災から10年、今も震災と向き合っています。その記憶と教訓を後世に伝え、子どもから大人まで“災害から「生き抜く」

福島らしい文化の創造と発信

の

の

5 災害に強いまち

ふ くし ま

ふ くし ま
魅力

魅力

6

本市固有の文化や歴史に誇りと愛着を持ち、遺産（レガシー）
として次世代へ継承していく取り組みを進めます。
また、
「福島らしい文化」の魅力を全国や世界へ向けて積極的に発信し、新たな観光振興や都市間交流を推進します。

ためのまちづくり”を進めています。
地域で防災意識を高めるため、ハザードマップの確認や、夜の見回りを行うほか、消防団を中心とした啓発活動も盛んです。
感染症流行下での避難所運営にも積極的に取り組んでいます。

1

3

4

1

2

3

10 years after the Great East Japan Earthquake,
Fukushima City is still coming to terms with the
disaster. In order to pass on memories and lessons to
the generations to come, we are promoting to both
adults and children, ʻtown planning to “survive”
disastersʼ.
Educational activities led by volunteer ﬁre-ﬁghters to
raise disaster prevention awareness in local communities, such as going over hazard-maps and carrying
out night-watches, have also been successful.
We are also proactively implementing policies on
the administration of evacuation centers when
dealing with the spread of an infectious disease.

1 新型コロナ対応型防災訓練
Novel Coronavirus (Covid-19) aware disaster training.
感染症拡大時に災害が発生したことを想定して防災に努めます。

2 消防フェア

Fire-Fighting Fair
学生消防団員が中心になりイベントを通じて防災、防火を啓発します。

3 災害に備えた情報共有
Sharing information in preparation for possible disasters
日頃から地域の防災意識を高めるため、町内会でハザードマップを確認。

4 町内見回り Local town-watch
子どもたちも参加して、地域で防災に努めます。

4
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5

5 避難所開設の訓練

Training for evacuation center set-up
災害時避難所内での感染症対策に努めます。

2

With a deep love and pride for this cityʼs distinctive, traditional culture and history, we are promoting policies to ensure this legacy is inherited by the
next generation.
Furthermore, while actively employing this
distinctive culture and history as a tool in town
planning, we are also promoting it, not only across
Japan, but also the world; driving tourism and
inter-city exchange.

1 音楽堂

Music Hall

1,002人収容のコンサートホールを備え、国内有数の音響効果により多くの観客を魅了しています。
ステージ正面のパイプオルガンから奏でられるメロディーは、広い空間で重なり合い、高い天井から
降りそそぐように響きわたります。

2 旧広瀬座（民家園）Kyu-Hiroseza - the Former Hiroseza Theatre (in Minkaen Park)
民家園内に復原された明治20年建築の芝居小屋です。
国の重要文化財に指定されており、現在も、歌舞伎や伝 統 芸 能の公 演、古 関 裕 而 氏をモデル
とした連続テレビ小説「エール」のロケ地などとしても活用されています。

3 写真美術館（花の写真館）Photography Gallery (Flower Photography Hall)
市の有形文化財に指定されている、大正ロマンあふれる石造りの歴史的建造物です。
令和3年にリニューアルオープンし、日本を代表する写 真 家である故 秋 山 庄 太 郎 氏の作 品を
はじめ、様々な芸術作品が展示されています。

4 しゃがむ土偶・宮畑遺跡史跡公園

Squatting Clay Figure＆Miyahata Archaeological Site Park
飯坂町東湯野の上岡遺跡で出土した縄文時代の女性像の土偶で、国の重要文化財にも指定
されています。腕を組んで膝を抱えて座った独特のポーズが特徴で、宮畑遺跡史跡公園内の
「じょいもん」に展示されています。
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全国的にも有名な花見山をはじめ、花ももの里や花やしき公園、クマガイソウの里、浄楽園など、花巡りを楽しんでいただける

イベントでにぎわうまち

の

の

7 花といで湯 のまち

ふ くし ま

ふ くし ま
魅力

魅力

8

四季を通じて、市内各地域で毎年恒例の伝統のイベントが開催されます。
夏の一大イベント
「わらじまつり」は、50回の記念の年（令和元年）にリニューアルされ、
より活気のある祭りに生まれ変わりました。

魅力的な花スポット「ふくしま花回廊」が皆さまをお待ちしています。
さらに、３つの温泉地や色鮮やかな紅葉スポットなど、自然の恩恵を受けた観光地がたくさんあり、県内外から多くの観光客が
訪れています。

夏の花火大会や、冬のイルミネーション、各地に残るユニークな秋祭りなども人々を惹きつけ、街に賑わいをもたらします。
Throughout the four seasons, annual and traditional events are
held in local areas all across the city.
In 2019, the biggest event of the summer, Waraji Matsuri (The
Giant Straw Sandal Festival), underwent a make-over to celebrate
the 50th anniversary, and has been reborn as an even more exciting
festival.
The ﬁreworks in summer, light displays in winter, and unique
autumn festivals still celebrated in local areas to this day, attract a
variety of people and bring a lively atmosphere to the city.

2

3

1 わらじまつり／８月

Waraji Matsuri (The Giant Straw Sandal Festival) / August
テーマソング「わらじ音頭」は古関裕而氏作曲。令和元年には、わらじ音頭を
リニューアルし、音楽や衣装もより鮮やかに親しみやすいものとなりました。

2 花火大会／８月 Fireworks /

August
夏の風物詩「ふくしま花火大会」は約1万発の花火が福島の夜空を彩ります。

3 山車祭り／６月

Float Festival / June
県北各地の山車が一堂に会し、中心部を練り歩きます。

4

4 岡山の水かけ祭り／10月

Okuyamaʼs Mizukake Matsuri (Water Splashing Festival) / October
県指定重要文化財で桶に汲まれた水をかけあい悪疫を退散させる奇祭。

5 つるし雛まつり／２〜３月

Tsurushibina (hanging doll decorations) Festival / February ‒ March
飯野、飯坂、旧佐久間邸などの各地で開催され、かわいらしく色鮮やかな
雛飾りを見ることができます。

6 飯坂けんか祭り／10月

6

5

7

8

Iizaka Kenka Matsuri (Fighting Festival) / October
祭りのクライマックス
「宮入り」
では大勢の若者達に担がれた6台の太鼓屋台が
激しくぶつかり合う勇壮な祭り。

7 信夫三山暁まいり／２月

1

2

Shinobu Sanzanakatsuki Mairi (The Mt. Shinobu Dawn Procession) / February
福島市のシンボル信夫山に鎮座する羽黒神社に大わらじを奉納する祭り。

3

The ʻFukushima Flower Corridorʼ is a ﬂoral pilgrimage
around enchanting ﬂower-viewing spots right here in
Fukushima City. Starting with the nationally famous
Hanamiyama, it also includes Hanamomo no Sato
Orchard and Hanayashiki Park, Kumagaiso no Sato
Japanese cypripedium plantation, and Jorakuen
Garden.
On top of this, there is also an abundance of tourist
areas where you can enjoy the bounties of nature,
including three onsen hot-spring areas and spots to
enjoy the vivid fall colors, popular with visitors from
Fukushima Prefecture and beyond.

8 光のしずくイルミネーション／12月〜１月

Hikari no Shizuku (Droplets of Light) Light Display / December ‒ January
福島駅前周辺や街なかのパセオ通りを温かく照らすイルミネーション。

1

1 飯坂温泉

Iizaka Onsen
温泉宿に加え、共同浴場も点在し、温泉街の情緒あふれる街なみが
楽しめる。

2 高湯温泉

Takayu Onsen
効能豊かな白濁の硫黄泉を持つ開湯400年以上の歴史ある温泉。

3 土湯温泉

4

Tsuchiyu Onsen
複数の泉質を持つ温泉郷。
奥にある土湯峠温泉郷には秘湯といわれる宿が点在している。

4 磐梯吾妻スカイラインの紅葉

Fall colors along the Azuma Bandai Skyline
浄土平、天狗の庭、不動沢橋など数多くのフォトスポットがあり、
紅葉シーズンには多くの観光客が訪れる。

5 花見山

Hanamiyama (ﬂower-viewing mountain)

国内外から毎年20万人以上が訪れる花の名所。
「福島に桃源郷あり」
と言われる満開の季節は絶景。

5
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6

6 花ももの里

Hanamomo no Sato

飯坂温泉にある花ももの里。鮮やかなピンクの花が観光客を迎える。
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するなど、
日本のバスケットボール界のリーダー的存在として
で初めて参加。市民に明るい希望と活力を与えた功績により、
平成11年に初のふるさと栄誉賞受賞者に選ばれました。
Born and bred in Fukushima City, Mikiko Hagiwara achieved national
fame as a representative of the Japanese national basketball team. She
played a leading role in Japan's national basketball league, receiving the
league's Top Player Award, Leading Points Scorer Award and MVP Award
among others. She was also the ﬁrst Japanese player to play in the
Women's National Basketball Association (WNBA) league in the U.S.A. To
honor her outstanding achievements in giving hope and vitality to the
citizens, Fukushima City presented Hagiwara with the ﬁrst Hometown

Hometown Honor Awards

活躍し、WNBA（米女子バスケットボールリーグ）に日本人

Momorin Ambassadors of Fukushima City

の代表選手。日本リーグでも最優秀選手賞、得点王を受賞

福島市ももりん大使

本市出身の萩原美樹子さんは、元全日本バスケットボール

ふるさと栄誉賞

Mikiko Hagiwara

Hometown Honor Awards

室屋 義秀さん

レッドブル・エアレース
パイロット

Yoshihide Muroya

福島市在住。
昭和48年１月27日生まれ。平成15年「NPOふくしま飛行
協会」
を設立。
「ふくしまスカイパーク」
を拠点に国内のみなら
ず海外でも活躍。平成28年レッドブル・エアレース千葉大会
で日本人初優勝、平成29年アジア人初のレッドブル・エアレー
ス年間総合優勝を飾る。平成27年福島市ももりん大使※就任、
平成30年福島市ふるさと栄誉賞受賞。
Currently living in Fukushima
Born January 27th 1973, Muroya Yoshihide is a pilot based at ʻFukushima
Sky Parkʼ. In 2003 he established the ʻNPO Fukushima Flying Associationʼ and
is active not only domestically but also on the world stage. In 2016 he became
the ﬁrst Japanese winner of the Chiba Red Bull Air Ace Competition, and in
the following year became the ﬁrst Asian winner of the Red Bull Air Ace World
Champion. Yoshihide was designated a Fukushima City Momorin Ambassador
in 2015 and in 2018 received the Fukushima City Hometown Honor Award.

Honor Award in 1999.

Taro IMAHARA / PATHFINDER

（故）
秋山

庄太郎さん

ほぼ毎年、市内渡利にある花見山を訪れ、
「 福島には桃源郷
がある」
という言葉とともにその美しさや福島市を紹介し続け
てきました。
その結果、花の名所として全国的に知れ渡った花
見山には毎年約20万人の観光客が訪れるまでになりました。
本市のPRに大きく貢献された功績により、平成13年に２人目
のふるさと栄誉賞受賞者となりました。平成15年１月逝去。
Shotaro Akiyama was one of Japan's leading photographers. He visited
Hanamiyama, located in Watari, Fukushima City, almost every year since
1975. He featured the beauty of The City in his works, and was quoted as
saying, "There is a Shangri-La in Fukushima." As a result of this publicity,
Hanamiyama has become well known nationwide for its ﬂowers, and receives
about 200,000 visitors every year. In honor of his tremendous contribution to
Fukushima City, Akiyama was the second person to be presented with the
Hometown Honor Award in 2001. He passed away in January, 2003.

佐藤 B作さん

Momorin Ambassadors of Fukushima City

The late Shotaro Akiyama

日本を代表する写真家、秋山庄太郎さんは、昭和50年から

福島市ももりん大使

ふるさと栄誉賞

萩原 美樹子 さん

B-saku Sato

俳優（福島市飯坂町出身）
昭和24年2月13日生まれ。昭和48年劇団「東京ヴォード
ヴィルショー」結成。演劇、
テレビドラマ、
バラエティー番組など
で活躍。平成27年3月7・8日に新作喜劇「田茂神家の一族」
を福島テルサで公演。平成27年福島市ももりん大使※就任。
Actor（Born and raised in Iizaka Town, Fukushima City）
Born on February 13, 1949, B-saku Sato formed a theatrical group “Tokyo
Vaudeville Show” in 1973. He has actively performed in a variety of ﬁelds like
theaters, TV dramas, and variety shows in addition to his performance of
comedy, “Tamogamike no Ichizoku”（The Tamogami clan）at the Fukushima
Terrsa on the 7th and 8th of March, 2015.He was designated a Fukushima
City Momorin Ambassador in 2015.

※福島市ももりん大使とは、福島市ゆかりの著名人に大使を委嘱し、自身の活動の中で
本市の魅力を国内外に発信していただくものです。

（故）
阿部

一郎 さん

The late Ichiro Abe

「花見山公園」
の園主阿部一郎さんは、父親の代から整備
した個人所有の公園を、昭和34年から現在まで約60年の長
きにわたり無料で開放。今では花見山は、全国各地はもとよ
り海外からも多くの観光客が訪れる観光名所となりました。
本市の魅力を国内外に広く知らしめ観光振興に尽力された
ほか、市民に明るい希望と活力を与えることに大きく貢献され
た功績により、平成19年に３人目のふるさと栄誉賞受賞者に
選ばれました。平成25年９月逝去。
Ichiro Abe, the owner of Hanamiyama Park which was established by his

Friendship City

荒川区

（東京都／平成28年2月26日締結）

■区制施行／昭和7年10月1日 ■面
積／10.16㎢
■人
口／216,535人 （令和３年1月1日現在）
■木 ・ 花／サクラ・ツツジ

戦時中に本市で荒川区の集団学童疎開を2,786人受け入れた

father, has opened his privately-owned park to the general public free of

ことが縁となり、平成６年に開催の
「集団学童疎開50周年記念式

charge since 1959, a period of more than sixty years. Today, Hanamiyama

典」
を契機に新たな交流が始まりました。戦後60年の平成18年に

Park is a famous attraction visited by tourists from both within Japan and
overseas.
Ichiro Abe was the third person selected to receive a Hometown Honor
Award in 2007. He was chosen not only for his devoted eﬀorts in boosting
tourism by making the appeal of Fukushima City known both nationally and
internationally, but also for his great contribution in bringing hope and vitality
to the citizens of Fukushima. He passed away in September, 2013.
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友好
都市

は
「災害時における相互応援に関する協定」
を締結。東日本大震災
発災直後から本市の復興に物心両面にわたる多大なるご支援と
ご尽力をいただき、平成28年２月26日、本市として初となる友好都
市協定を締結しました。

●【都電荒川線】区内の沿線では、
毎年５〜６月（春）
と10月
（秋）
ご
ろに約140種13,000株のバラ
が咲き乱れます
（Toden Arakawa Line） Along
the train line that runs through
the ward, 13,000 blooming
roses of 140 diﬀerent varieties
can be viewed in May to June
(spring) and in October
(autumn) every year.

The connection between Arakawa-ku (Ward) and Fukushima City began
during the Second World War, when 2,786 people were sent to
Fukushima from Arakawa as part of the government evacuations of
students to the countryside. In 1994 the ʻStudent Evacuation 50th
Anniversary Ceremonyʼ, provided an excellent opportunity for the two
cities to renew their relations. In 2006, 60 years after the end of the war,
the two cities signed an ʻagreement to assist one another in the event of
a disasterʼ, and as a result of substantial and varied, material and
spiritual support of recovery eﬀorts received in the aftermath of the
Great East Japan Earthquake, Arakawa became Fukushima Cityʼs ﬁrst
oﬃcial Friendship City on February 26th, 2016.
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歩

み

福島市の

福島市は、明治40年４月１日に市制を施行しました。施行当時
は人口わずか31,835人。その後先人たちのたゆまぬ努力と英知

東日本大震災
平成23年３月11日午後２時46分、マグニチュード9.0の巨大地震が発

により着実な歩みを続け、今や人口29万人を擁する中核市として、

生。さらに、東京電力福島第一原子力発電所事故が発生し、甚大な被

政治・経済・教育・文化などあらゆる分野にわたり躍進を続けて

どの暖かい支援が全国各地から寄せられた。

害をもたらした。市内では震度６弱を観測。震災直後から救援物資な

います。福島市誕生から現在に至るまでの歩みを振り返ります。

2

1

4

福島競馬場
大正７年６月に完成し、
初めての福島競馬が開
催された。

1918

3

2011

2011
5

東北絆まつり
令和元年6月1・2日、東北６魂祭2013に引き続き「東北絆まつり」が市内で
開催され、
「わらじまつり」を先頭に東北６県のまつりのパレードが観客を
魅了した。

1907

市制施行直後の福島市役所
庁舎は町役場そのままに、表札だけが新しく掛け替えられた
（現在の福島第一小学校東隣り 昭和18年焼失）。

福島市史年表

年 号

西暦

明 治 4 0 年 0 4月 1907

おもなできごと

福島市市制施行 1
（戸数5,251戸、人口31,835人、面積8.82k㎡）
日本銀行福島出張所が福島支店に昇格

大 正 0 7 年 0 6月 1918

福島競馬場完成、第１回福島競馬開催 2

大 正 1 3 年 0 4月 1918

福島飯坂電気軌道（飯坂線）開業

昭 和 0 2 年 1 0月 1927

本町に福島ビルヂング（福ビル）
オープン

昭 和 1 3 年 0 6月 1938

市内バス運転開始

昭 和 2 7 年 1 0月 1952
昭 和 3 4 年 1 1月 1959
昭 和 3 5 年 0 4月 1960

東北本線上野・福島間電化

年 号

西暦

平 成 1 5 年 0 4月 2003

写真美術館（花の写真館）
オープン

６月

すりかみ浄水場オープン

７月

コラッセふくしまオープン

平 成 1 7 年 0 7月 2005

子どもの夢を育む施設「こむこむ」
オープン
市制施行100周年記念式典開催

づくりがスタート。

平 成 2 0 年 0 7月 2008

伊達郡飯野町と合併

第７回国民体育大会が福島で開催

平 成 2 2 年 1 1月 2010

アクティブシニアセンター・アオウゼ（Ａ・Ｏ・Ｚ）オープン

磐梯吾妻スカイライン開通

平 成 2 3 年 0 1月 2011
３月

国道13号信夫山トンネル開通

市役所新庁舎東棟開庁 3

東日本大震災（福島市震度６弱）4
東京電力福島第一原子力発電所事故
東北六魂祭2013福島開催
パークゴルフ場オープン

昭 和 5 0 年 0 3月 1975

東北縦貫自動車道開通

昭 和 5 4 年 0 4月 1979

名誉市民に古関裕而氏を推戴

昭 和 5 7 年 0 6月 1982

大宮駅暫定始発で東北新幹線開業
民家園オープン

８月

じょーもぴあ宮畑（宮畑遺跡史跡公園）

９月

音楽堂オープン

昭 和 6 0 年 0 4月 1985

市立図書館オープン

７月 2018

市制施行110周年記念式典開催 5

昭 和 6 3 年 0 7月 1988

阿武隈急行線全線開業

11月

東北中央自動車道福島大笹生IC〜米沢北IC間開通

平 成 2 9 年 0 4月 2017

市制施行110周年
「ふくしまの水」モンドセレクション2017最高金賞受賞

平 成 3 0 年 0 4月 2019

中核市移行

平 成 0 4 年 0 4月 1992

パルセいいざかオープン

平 成 0 6 年 0 5月 1994

国体記念体育館オープン

10月

NCVふくしまアリーナオープン

平 成 0 7 年 0 6月 1995

福島テルサオープン

11月

福島圏域連携推進協議会発足

第50回国民体育大会「ふくしま国体」開催
第31回全国身体障害者スポーツ大会
「うつくしまふくしま大会」開催

平 成 1 0 年 1 0月 1998

保健福祉センターオープン

8

東北中央自動車道福島JCT〜福島大笹生IC間開通

昭 和 5 9 年 0 7月 1984

四季の里オープン

7

東京都荒川区と友好都市協定締結

小鳥の森オープン

古関裕而記念館オープン

2020

中核市移行により新設された保健所検査棟

体験学習施設じょいもんオープン
平 成 2 8 年 0 2月 2016

昭 和 5 8 年 1 1月 1983

10月

誕 生 により、市 の 特 色 や 実 情を踏

平 成 1 9 年 0 7月 2007

平 成 2 7 年 0 7月 2015

平成7年9・10月 1995

平成30年４月１日
「中核市ふくしま」
まえたオンリーワンな 新 た なまち

市民憲章制定

07月

中核市移行

摺上川ダム竣工

９月

昭 和 4 8 年 0 4月 1973

11月

2018

おもなできごと

平 成 2 5 年 0 6月 2013

８月

19

市役所新庁舎東棟開庁

わらじまつり始まる

８月

2020

免震構造を採用し、２カ月後に発生した東日本大震災時には防災拠点として機能。

明 治 4 4 年 0 6月 1911

昭 和 4 5 年 0 4月 1970

6

公衆浴場「中之湯」
オープン

令和元年06月
８月

東北絆まつり開催 6
新わらじまつり開催 7

９月

県営あづま球場リニューアルオープン 8

10月

令和元年東日本台風

新わらじまつり

県営あづま球場リニューアルオープン

朝ドラ
「エール」放映開始

50回の伝統を誇るわらじまつりがリニューアルされ、新たな振り付けや

2020年東京オリンピックの、野球・ソフトボール競技開催会場をめざし、令和元年９月に全

衣装で福島の夏の夜を盛り上げる。

面人工芝に改修。

令和２年３月 2020
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Fukushima City by the Data

福 島 市

デ ー タ で み る

移住者の
応援も

総務省統計局家計調査（２人以上世帯）

やってます！
！

平成29年から令和元年の平均から

さまざまな支援制度

Step

1 移住を具体的に考えてみよう！

福島市の支出額全国トップ

位

仕事

The Top Purchases in Fukushima City!

就業して生活したい！
●UIJ ターン移住支援金

位

果物 49,477円
Fruit

フルーツ王国福島は、生産だ
けではなく消費でも日本一。
特にモモの消費額は2位に2倍
以上の大差をつけての 1 位。

位

納豆 6,601円

Natto (Fermented Soybeans)

Fukushima, the ʻFruit Kingdomʼ, is
No.1 in Japan not only for fruit
production but also fruit consumption.
Especially when it comes to the
consumption of peaches: Fukushima
holds ﬁrst place with a substantial
lead, at more than twice the consumption of the prefecture in second place.

食塩
Table Salt

607円

市民は塩辛いものが好き！？
健康面から、減塩の取り組みが
進められています。
Residents of Fukushima City prefer
salty foods!?
Due to health concerns, however,
we are promoting policies to reduce
salt intake.

面積
Area

（H31.3.1）

（R2.12.1）

125,503世帯

1世帯当たり2.3人

767.72㎢

285,067人

（男139,858人/女145,209人）

認 認定こども園
（H31.4.1）

Certiﬁed Centers for Early
Childhood Education and Care

市立 3カ所
307人
保育教諭
71人
私立 10カ所 1,062人
保育教諭
176人

消防
（R2.4.1）

Fire Departments

消防署 常備消防車など
65台
職員 292人
消防団 非常備消防車など 305台
団員 2,331人

21

位

清酒

Sake

幼
（R1.5.1）

菓子類

9,848円

卵

Snacks

95,732円

上・下水道

（R2.3.31）
●上水道

Water Supply and
Sewage System

年間給水量
普及率
●下水道

29,973千㎥
97.82%

下水道管きょ延長 1,050㎞
普及率
66.3%

11,278円

育
（H31.4.1）

保育所・
地域型保育事業

公立 11カ所
保育士
私立 53カ所
保育士

719人
204人
3,350人
717人

Kindergartens

Elementary Schools

Junior High Schools

Industry

（H29.6.1）
福島市「平成30年工業統計調査結果報告書」
●従業員4人以上の事業所

事業所数
327事業所
従業員数
17,169人
製造品出荷額等 5,719億円

（57,168,750円）

総数 51校 13,033人
教員
900人
市立 49校 12,250人
教員
854人

（H30.5.1）

総数 23校 7,301人
教員
570人
市立 20校 6,780人
教員
528人

商業
Commerce

（H28.6.1）
福島市
「平成28年商業統計調査結果報告書」
●卸売・小売業

事業所数
3,285事業所
従業員数
24,831人
年間商品販売額 8,610億円

●チャレンジショップ

小売・サービス業での起業を目指す方に、
最長１年６カ月まで貸しスペースを提供し
ます。

農業
（H27.2.1）

●農業次世代人材投資事業

新たに農業経営を目指す方へ、最長５年
間、資金を交付します。

●青年等就農資金

新たに農業経営を始める45歳未満の方
に、無利子で資金を融資し、農業経営を支
援します。

●週末ファーマー体験講座

将来の農業経営を目指す方に、生産から
販 売まで の 実 地 体 験 および 講 座を開 催
します。

空き家を買いたい・借りたい！
●空き家バンク

空き家の売買などの情報を掲載。農地の
取得条件が緩和され、農地付き空き家を
取得しやすくなりました。

賃貸住宅に住みたい！
●移住希望者向け市営住宅

市営住宅の中で移住者向けの部屋を整備。
単身者から家族まで幅広い層が利用できる
よう住戸を提供します。

Ｕターンで祖父母と暮らしたい！
●多世帯同居・近居支援事業

福島市内で３世帯以上の同居・近居（２㎞
以内）するため住宅等を取得した方に対し、
福島県多世代同居・近居推進事業に上乗せ
補助を実施します。

2km以内

Childcare Centers

中学校

工業

福島県外から転入し、市内の認可保育施
設等で保育士、幼稚園または保育教諭と
して就労する方に必要経費を補助します。

東京圏から福島市に移住し、福島県の起業
支援事業により、起業支援金の交付決定を
受けて起業した方に支援金を交付します。

農業 で生活したい！

Eggs

小学校
（R1.5.1）

保育士なら！

●UIJ ターン移住支援金

位

幼稚園
市立 10園
392人
教員
60人
私立 13園 2,105人
教員
167人

●UIJ ターン保育士等
就労支援補助金

住まい

人口・世帯数

Population and Number
of Households

市民は、色々な料理に納豆を
使ったり、アレンジしたりして
毎日の食卓に並んでいるとか。
市民の健康の秘訣かも！
Whether using it in a variety of
dishes or ﬁnding diﬀerent ways to
serve it with daily meals, Natto
may be the secret to the health of
the residents of Fukushima City!

位
位

東京圏から福島市に移住し、福島県のマッ
チングサイト「Ｆターン」掲載企業の求人
により就業した方に支援金を交付します。

福島市で 起業したい！

Agriculture

2015年農林業センサス

農家数
5,960戸
専業農家数 1,444戸
兼業農家数 2,469戸
自給農家数 2,047戸

Step

2

現地に
行ってみよう！

●福島市移住希望者宿泊費補助

福島県で実施する「ふくしま移住希望者
交 通 費 補 助 」を利 用し本 市を訪 れ 、市 内
宿泊施設へ宿泊した方へ、宿泊費の半額
（上限5千円）を補助します！

福島市では、一人ひとりのライフスタイルに
沿った総合的な支援を行っています。

Step

3

移住が決まったら！

●新生活応援移住準備支援金

福 島 市 へ 移 住 するた め 引っ越しを
した 方 に 、引っ越し代 の 半 額（ 上 限
15万円）を補助します。

●福島市湯めぐりパスポート

特定の条件を満たした移住者の方へ、
市内 4 カ所の温泉施設の 3 年間無料
パスポートをプレゼント！
3年間無料
パスポート

最新情報は
こちら！

福島市移住応援サイト
ふくがましまし ふくしまし

移住応援サポーター
移住ワンストップ
相 談 窓 口

定住交流課職員と移住応援サポーターが、一緒にあなたの理想の暮らしを見つけるお手伝いをします！
移住を検討されている方のニーズに合わせた市内の案内や、生活環境の見学、空き家バンクのご紹介や
民間不動産業者との内覧などもご案内します。
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摺上川ダム
Surikamigawa
Surikami RiverDam
Dam
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小鳥の森
Bird Sanctuary
●ヘルシーランド福島
Healthy Land Fukushima
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