
｢ はじめよう｣から、
｢実現する｣ へ。
福島県の
新スローガンです。

震災から10年を機に、
福島県は、「ふくしまから はじめよう。」からの
バトンを渡す、新スローガンを策定しました。
「はじめる」から、「かなえる」へ。
ひとりひとりの力を重ね、それぞれの思いを繋ぎ、
ともに、ひとつずつ、しっかりと、
カタチにし続けていこうと。

https://jitsugensuru-fukushima.jp

ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま

新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」は、
復興に向けて歩んできた「これまで」と、
新しい未来に繋げていく「これから」と、
県民のみなさんひとりひとりの「今」を重ねたメッセージです。

ロゴデザインは、さまざまな人々が集まって作る「実現」を、
豊かで多様な色と形の集積で形成しています。       

新スローガン
「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」

メッセージ

福島県には、四季折々の風景や
地域の特産品、歴史など、たくさんの魅力があります。
そして、震災からの復興に向けて歩んできたひとりひとりの今があります。

たくさんの人が力を合わせ、実現してきた、実現していくその姿を
デザインした「アイランド」を旗印に、福島県の未来を紡いでいきます。
塩屋埼灯台、只見線、赤ベコ、太陽...広大な県の形も
デザインのモチーフになっています。

デザインフラッグ
「アイランド」

新スローガンをより深く知ってもらうため、
県内各地の皆さんに出演いただいた動画を作成しました。
皆さんのさまざまな「実現」を紹介しています。

ステートメントムービー
公開中

福島県の新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」に、
ひとりでも多くの方々の思いが重なるように、新スローガンを掲げる
「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊のみなさんを募集します。

ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま
新スローガン広報隊募集！

震災の一年後、2012年3月に策定された
これまでのスローガン「ふくしまから はじめよう。」は、
未来への意思を宣言し、新しい流れを創造してきました。
そのバトンをしっかりと受け取って、
現在の、そしてこれからの福島に合わせてアップデートしたのが、
新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」です。

大きなこと、だけじゃなく、
ほんの小さな何かをかなえることも、
今日の、明日の、福島県を創るひとりひとりの、ひとつひとつ。
そんな思いも込められています。

ロゴデザインは、
これまでの「卵」の殻を破って、
たくさんの豊かで多様な人々の力が重なることが、
色と形で表現されています。

日々、ひとつひとつ増えていく様々な「実現」が、
福島の幸せな未来を拓きますように。

たとえば、七夕の
色とりどりの短冊のように。
たとえば、いくつもの織物を
つないだ大きな旗のように。

願いをたくすもの。
祈りを重ねてゆくもの。
力をあわせてゆくもの。
明るさをみちびいてゆくもの。

ひとつひとつちがう色と形が、
少しずれたり、はみだしたりしながら、
やわらかくひとつにまとまってゆく。

そんな想像をしながら
こどもの頃にやっていたように
紙に色を塗って、その色紙を
切って貼って、ひとつひとつの
ロゴとフラッグを作りました。

平らな道ではありませんでした。

真直ぐな道ではありませんでした。

希望も、夢も、現実となるその日を

作るための入口なのだと思います。

復興は、まだ道半ば。ひとりひとりが

それぞれの日常を丁寧に、歩みながら。

チャレンジの卵の、その殻を破り、

生まれるものたち。それぞれの場所、

それぞれの思い、それぞれの歩幅で。

ともに思い合いながら。

はじめる、から、かなえる、へ。

Not a Dream.

福島県クリエイティブディレクター

箭内 道彦さん
アートディレクター

寄藤 文平さん



住　　　　　所
（〒　　　　－　　　　　　　）

ふりがな

ふりがな

名　　　称
（個人・団体）

代　表　者　名
（団体の場合）

電　話　番　号

備　　　考

メールアドレス

整理番号　No.

FA X番号

参加人数 人

活動地域
（市町村名）

※ご記入いただきました個人情報は、本事業の運営管理の目的にのみ利用させていただき、必要な対策を講じ、厳重に管理致します。また、利用目的終了後は責任をもって廃棄します。

「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊  ［登録申込書］
兼 PRツール送付申込書

令和　年　月　日申込日

※WEBからもお申込みいただけます
https://jitsugensuru-fukushima.jp

□ は　い □ いいえ
「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊のWEBサイト等に
情報（名称、活動地域、参加人数、実現していくことや意気込み）を掲載してもよろしいですか。

PRツールの送付のみをご希望される場合は、太枠内のみをご記入ください。

※「はい」の場合、広報隊グッズを着用した写真をWEBサイトから提供または運営事務局へ郵送ください。

「実現していくこと」や広報隊としての意気込みなどをご記入ください。

P R ツ ー ル
申　込　数

申込内容 □ 広報隊登録申込　　　　　 □ PRツール送付申込

「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊 運営事務局宛て FAX 024-593-5502

①-1 新スローガンポスター（B1） 枚
①-2 新スローガンポスター（B2） 枚
② マグネット 枚
③ ミニフラッグ 枚
④-1 ステッカー（w80mm×h50mm） 枚

❶缶バッジ 個

❷ピンズ 個

合計 ※申込み数は参加人数が上限になります。 

④-2 ステッカー（B5サイズ） 枚
⑤ 新スローガンチラシ 枚
⑥ のぼり 枚
⑦ 広報隊募集ポスター 枚
⑧ 広報隊募集チラシ 枚

広報隊グッズ
申　込　数
※右記2種のうち
　1人1つまで

「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊 運営事務局
TEL：024-563-6902 ［平日］8:30～17:15　 FAX：024-593-5502

〒960-2153 福島県福島市庄野字清水尻1-10（株式会社山川印刷所 内）

申込み・発送に関するお問い合せ

福島県広報課
TEL：024-521-7124 ［平日］8:30～17:15

〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」 広報隊の事業に関するお問い合せ

New!

New!

New!

ウラウラ

オモテオモテ

A4

⑥のぼり
w600mm

×
h1800mm

⑦広報隊募集ポスター

B2

※掲出用の
　ポール等は
　別途ご用意
　ください。

⑧広報隊募集チラシ

A4

ふるって
お申込ください！
WEBからも
できます！

登録申込書のダウンロード・
WEBからのお申込みはこちら

対象：PRツールの掲出や広報隊グッズを着用いただける
県内外に所在する団体、企業、学校、グループ、個人など全ての方
対象：PRツールの掲出や広報隊グッズを着用いただける
県内外に所在する団体、企業、学校、グループ、個人など全ての方
対象：PRツールの掲出や広報隊グッズを着用いただける
県内外に所在する団体、企業、学校、グループ、個人など全ての方

登録方法
1. 広報隊の登録については、
　 WEBサイトやFAX、郵送により受け付けます。
2. 広報隊登録申込書に、名称、住所、参加人数、送付を希望するPRツールおよび広報隊グッズの数量などをご明記の上、
　 「実現していくこと」や広報隊としての意気込みなどをご記入ください。
3. 後日、お申し込みいただいた住所に、PRツールおよび広報隊グッズを送付します。
4. 活動報告として、広報隊グッズを着用した写真をWEBサイトから提供または郵送願います（WEBサイト等に掲載させていただきます）。

B5

w80mm
×

h50mm

PRツール 幅広い掲出のご協力をお願いします。幅広い掲出のご協力をお願いします。幅広い掲出のご協力をお願いします。

B5B5
❷ピンズ

②マグネット

④ステッカー ⑤新スローガンチラシ

③ミニフラッグ①新スローガンポスター
・B1
・B2

w292mm×h190mm w150mm×h260mm

w30mm×h18mm

※2種類の中から
　１つをお選びください。

❶缶バッジ缶バッジ

直径44mm

「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊
として活動いただける方全員に
広報隊グッズを準備しました。
参加人数を上限に
ひとりひとつの広報隊グッズを
お送りしますので、着用をお願いします。

お店や会社で掲示するポスター、車に貼るマグネット、スマホやパソコン用のステッカー、
卓上を飾るミニフラッグなど様々なPRツールを準備しました。
また、ご要望をいただき、イベントなどでも使用いただけるのぼりを追加しました。

 ▶ ひとつ、ひとつ、実現する ふくしまhttps://jitsugensuru-fukushima.jp

福島県の新スローガン「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」に、
ひとりでも多くの方々の思いが重なるように、

新スローガンを掲げる「ひとつ、ひとつ、実現する ふくしま」広報隊のみなさんを募集します。

募
集
中
!!!


