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人・まち・自然が奏でるハーモニー
未来協奏（共創）都市 ふくしま
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市民憲章
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Winter
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
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