
⃝奈良市（奈良県）　
Nara City, Nara Prefecture

⃝久留米市（福岡県）
Kurume City, Fukuoka Prefecture

⃝つくば市（茨城県）　
Tsukuba City, Ibaraki Prefecture

⃝鳥取市（鳥取県）
Tottori City, Tottori Prefecture

⃝ブルメン市（オランダ王国）
Brummen, the Netherlands

姉妹都市 Sister Cities

郡山市が推進している６大ブランド  The Six Major Brands Koriyama City Promotes

写真で見る郡山 Koriyama in Pictures

友好都市 Friendship Cities

⃝ハナカツミ　
Hanakatsumi (Japanese Iris Flower)

⃝ヤマザクラ
Yamazakura （Mountain Cherry Blossom Tree）　

⃝カッコウ
Kakkou (Cuckoo Bird)

市章 Emblem of Koriyama City

市の花・木・鳥 Flower, tree and bird of the city
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郡山市の概要
Overview of Koriyama City

郡山市は、福島県の中央に位置し、首都圏から東北新幹線で約80分というア
クセスの良さに加え、鉄道や東北・磐越自動車道が縦横に交差するなど、交通
の利便性が高いことから「人」「モノ」「情報」がつながり、交流する「経済県
都」・「知の結節点」として発展を続けています。
Koriyama City is positioned in the center of Fukushima Prefecture. In addition to being approx. 
80 mins. away from the Tokyo Metropolis via the Tohoku Shinkansen (bullet train), it is also 
conveniently located in terms of trains, as well as the intersecting Tohoku- and Banetsu 
expressways.
Thanks to the exchange and connection of people, goods and information, Koriyama City 
continues to develop as the economic capital of the prefecture and a hub for knowledge.

【人　口】 331,847人（男165,071人、女166,776人）

【面　積】 757.20㎢

【世帯数】 142,948世帯

(令和元年12月1日現在）
(R1.12.1）

郡山公会堂　Koriyama Public Hall (Koriyama Kokaido）

SDGｓ未来都市
（令和元年7月選定）

2030年までに17のゴー
ルと169の具体的なター
ゲットの達成を目指す。
SDGs Future Cities 
(Selected in Jul. 2019)

Aiming to achieve the17 
goals and 169 specific 
targets by 2030. 

こおりやま広域圏
（平成31年3月形成）

持続可能な圏域を目指
し、近隣市町村が手を取
り、強みを生かす。
Koriyama Collaborative 
Core Urban Area
 (formed in Mar. 2019)

Aiming to create a 
sustainable urban 
area in cooperation 
with neighboring cities, 
towns, and villages while 
leveraging the region’s 
strengths. 

セーフコミュニティ
（平成30年2月認証）

地域全体でけがや事故な
どを減らし、安全・安心な
まちづくりを推進する。
A Safe Community 
(certified Feb. 2018)  

Reducing injuries and 
accidents in the whole 
region to promote 
the creation of a safe 
and secure living 
environment.

日本遺産
（平成28年4月認定）

郡山発展の礎である安積
開拓・安積疏水開削の歴史
や開拓者の思いを伝える。
Japan Heritage
 (certified Apr. 2016) 

Relating the history of the 
keystone to Koriyama’s 
development, the Asaka 
Reclamation  and Canal 
Project and the hopes of 
its pioneers.

世界かんがい施設遺産
（平成28年11月登録）
歴史的・技術的・社会的価
値のある施設を保全し、
地域づくりに生かす。
World Heritage Irrigation 
Structures
 (registered Nov. 2016) 

Preserving facilities 
deemed as historically, 
technologically, and 
socially valuable and 
using them to promote 
the community.

エッセン市との
パートナー協定

（平成29年12月締結）
ドイツ・エッセン市と都市間
協力の覚書に基づき、産業
分野等の連携を図る。
Partnership Agreement 
with the city of Essen 
(concluded Dec. 2017)

Collaboration with the 
city of Essen in Germany  
in the field of industry 
etc. based on a partner 
city agreement. 

郡山駅前 ビッグアイ　Big-i in front of Koriyama Station

猪苗代湖の白鳥　Swans of Lake Inawashiro

郡山布引風の高原のヒマワリ　Sunflowers of the Koriyama Nunobiki Kazenokogen Highland

郡山市の市章は「山」の字の小篆（しょうてん）を図案
化したもので、藩政時代から郡山代官支配下の「郡
山」の標識として長い間使用されてきたものです。

The emblem of Koriyama is a stylized version of the 
“yama” kanji character in KoriYAMA. It has been in 
use for centuries as the symbol of Koriyama since 
the area was under the domain of feudal lords.  

【Population】　331,847（men 165,071 women 166,776）

【Area】　757.20㎢

【Number of Households】　142,948

【東北新幹線】　
⃝東京駅から郡山駅まで…約80分
⃝仙台駅から郡山駅まで…約40分

[Tohoku Shinkansen]
From Tokyo Station to Koriyama Station…
Approx. 80 minutes
From Sendai Station to Koriyama Station… 
Approx. 40 minutes

【東北自動車道】　
⃝浦和ICから郡山ICまで……約2時間30分
⃝仙台南ICから郡山ICまで…約1時間30分

[Tohoku Expressway] 
From Urawa IC to Koriyama IC…Approx. 2.5 hours 
From Sendai-Minami IC to Koriyama IC…Approx. 1.5 hours

【磐越自動車道】
⃝新潟中央ICから郡山ICまで…約2時間

[Banetsu Expressway]
From Niigata-Chuo IC to Koriyama IC…Approx. 2 hours

⃝伊丹空港（大阪）から福島空港まで……約70分
⃝新千歳空港（札幌）から福島空港まで…約75分
※福島空港から郡山駅まではリムジンバスで約45分　

From Itami Airport (Osaka) to Fukushima Airport…Approx. 70 
minutes 
From New Chitose Airport (Sapporo) to Fukushima Airport…
Approx. 75 minutes
*Approx. 45 minutes by shuttle bus from Fukushima Airport to 
Koriyama Station 


