
125,503世帯
1世帯当たり2.3人

285,067人
（男139,858人/女145,209人）

●上水道
年間給水量　29,973千㎥
普及率　　　     97.82%
●下水道
下水道管きょ延長 1,050㎞
普及率　　　　　　66.3%

公立 11カ所　　719人
　　　　保育士　　204人
私立 53カ所　3,350人

　　　　保育士　　717人

市立 10園 　   392人
　　　　  教員　　　60人

私立 13園　2,105人
　　  　　教員　　167人

総数 51校 13,033人
　　　　   教員　　900人

市立 49校 12,250人
　　　   　教員　　854人

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

　　　　教員　　528人

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

●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

●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

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

767.72㎢

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

仕事仕事

住まい住まい

育

1
Step

2
Step

3
Step

位 位 位

2km以内

3年間無料
パスポート

就業して生活したい！ 福島市で起業したい！ 農業で生活したい！

空き家を買いたい・借りたい！

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。

賃貸住宅に住みたい！ Ｕターンで祖父母と暮らしたい！

●UIJターン移住支援金
　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。

●UIJターン保育士等
　就労支援補助金
　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。

●UIJターン移住支援金
　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。

●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。

移住ワンストップ
相　談　窓　口

●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。

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。

●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。

●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。

移住を具体的に考えてみよう！

福島市移住応援サイト
ふくがましまし　ふくしまし

さまざまな支援制度

現地に
行ってみよう！

移住が決まったら！

移住者の
応援も
やってます！！

●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！

●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！

移住応援サポーター

保育士なら ！

Fukushima City by the Data

福島市「平成30年工業統計調査結果報告書」

（57,168,750円）

福島市
「平成28年商業統計調査結果報告書」 2015年農林業センサス
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清酒

49,477円49,477円

9,848円9,848円

The Top Purchases in Fukushima City!

SakeSake SnacksSnacks菓子類

95,732円95,732円

FruitFruit

Table SaltTable Salt

Natto (Fermented Soybeans) Natto (Fermented Soybeans) 

卵

11,278円11,278円

EggsEggs

果物 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。
　Fukushima, the ‘Fruit Kingdom’, is 
No.1 in Japan not only for fruit 
production but also fruit consump-
tion.
　Especially when it comes to the 
consumption of peaches: Fukushima 
holds first place with a substantial 
lead, at more than twice the consump-
tion of the prefecture in second place.

607円607円食塩 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.

6,601円6,601円納豆 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!

幼

福 島 市デ ー タ で み る

福島市の支出額全国トップ
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最新情報は
こちら！
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