


　美しく連なる山なみを望み、しずかに流れる多摩川のもと、雑木林と桑畑の武蔵
野台地にひらけた福生市は、多くの人たちのたゆみない努力によって発展をつづけ
ています。
　私
わたくし

たち市民は、この地をふるさととして愛し、平和を願い、いきいきとした市民
のまちをつくるため、ここに市民憲章を定めます。

1　私たちは　健康な心と体をつくり　充
じゅう

実
じつ

した豊かな日々をおくりましょう。

1　私たちは　老人を敬
うやま

い　子供の健
すこ

やかな成長につとめ

 　明るい家庭をつくりましょう。

1　私たちは　自然をたいせつにし　花や木を育て

 　美しい緑のまちをつくりましょう。

1　私たちは　教
きょう

養
よう

を高め　情
じょう

操
そう

を養い　文化の薫
かお

るまちをつくりましょう。

1　私たちは　たがいに親しみ　助けあい

 　みんなが幸せになるまちをつくりましょう。

〔市の木：モクセイ〕
昭和46年12月14日制定

　常緑小喬木で、原産は中
国です。
　秋に黄及び白色の小花を
葉のつけ根に咲かせ、芳香
を発します。

〔市の鳥：シジュウカラ〕
平成2年7月1日制定

　スズメほどの大きさの美
しい鳥で、市内で見ること
ができます。

〔市の花：ツツジ〕
昭和46年12月14日制定

　春4月から初夏にかけて美
しい花を咲かせます。

昭和55年7月1日制定

福生市民憲章



「このまちが好き　夢かなうまち　福生」
を目指して

平成22年3月

福生市長　　加　藤　育　男

　福生市は、これまで3期にわたる総合計画を策定し、
多くの市民の皆様をはじめ、関係各位の御尽力と御協
力によりまちづくりを進め、発展してまいりました。
しかし、近年、世界的規模における課題の顕在化に伴い、
先行の不透明感や不安感が増している状況です。時代
環境は、経済状況の悪化による雇用問題や、環境問題、
少子高齢社会、更に自然災害への対策など、安心して
生活を送ることができるような取組を求め、また、地
方自治体を取り巻く状況も、地方分権の推進により大

きく変化していくことが予想されます。
　このような状況の中、平成22年度からスタートとなる福生市総合計画（第4期）
を策定しました。「このまちが好き　夢かなうまち　福生」を都市像とする基
本構想を目指し、7つのまちづくりの目標の達成に向けた50の施策からなる基
本計画を推進し、更に福生市を発展させていきたいと考えております。
　そして、だれもが未来に夢を持つことができ、ずっとこのまちに住み続けた
いと思っていただけるような福生市を築いていくため、市民の皆様とともに課
題解決を図りながら、前基本構想の行動指針「ACC（アクティブ・クリエイティ
ブ・チャレンジング）」の精神を引き継ぎ、新たなまちづくりに取り組んでま
いります。
　また、この総合計画策定にあたり、基本構想市民会議及び基本構想審議会の
委員の皆様には、多くの御意見等をいただき、多大な御協力を賜りました。心
よりお礼を申し上げます。様々な御意見は、今後の取組及び行政運営の参考と
して生かしてまいります
　そして、平成22年7月には市制施行40周年を迎えます。今後、新たな10年間
において充実した施策を展開し、全力を尽くして「このまちが好き　夢かなう
まち　福生」を目指したまちづくりを進めていく所存でございます。市民の皆
様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
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