
　　

　「人を育み　夢を育む　未来につながる
まち　ふっさ」の実現のためには、市を取
り巻く社会環境の変化や多様化する市民
ニーズ等に対応しつつ、より一層の市民
サービスの向上を図る必要があります。
　「福生市総合計画（第５期）」に基づき、
様々な施策を展開するとともに、部門横
断的に取組を推進していきます。

　議会は19人の議員で構成され、年４回
の定例会と、臨時会があります。市民に
開かれた分かりやすい議会を一層推進す
るため、インターネット議会中継や、年
４回（または5回）発行の「市議会だより」
などにより、積極的に議会情報を公開し
ています。

議場

The city council is constituted with 19 
members. 4 regular meetings and ad hoc 
meetings have been held. The council 
information is shared to the citizens by 
live delivery via the internet and the Fussa 
Council Quarterly newsletter. 

Our goal : ensure sustainable future of 
Fussa by encouraging development of 
people and their dreams.
To make this future come true, Fussa 
City's 5th generation  Comprehensive 
plan enforcement stared in a cross-sectoral 
manner.

 基本構想（第 5 期）

「5つの行動指針」
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行政・議会
Administration 

Municipal assembly

１　生み出す
・活力の元となる地域産業の発展
・観光などを通じた他の地域との
　連携の創出
・交流するひとの流れ・にぎわい
　といった新しい波の創出
・人口増加を促すまちの魅力の創
　造

２　守る
・安定した生活基盤・環境の整備・
　保全
・一人ひとりが安心して暮らせる
　社会の実現
・歴史・文化・自然環境の継承と
　保全

３　育てる
・妊娠・出産・子育てに対する支
　援
・乳幼児、小・中学校の児童・生
　徒への教育の充実
・社会への参画の推進
・地域への愛着や誇りの育成

４　豊かにする
・高齢者や障害のある方にとって
　の福祉の充実
・文化・芸術、スポーツ、ひとと
　の関わりや出会いの創出といっ
　た人生を豊かにする活動の充実
・健康寿命を伸ばすようなライフ
　スタイルの充実

５　つなぐ
・まちづくりに関わるひと・地域
　をつなぐ環境の整備
・地域同士を互いにつなぐ広域連
　携の展開
・持続可能な行財政の運営

　令和 2 年度から「福生市総合計画
（第 5 期）」がスタートします。福
生市の目指すまちの姿である「人を
育み　夢を育む　未来につながるま
ち　ふっさ」を実現するため、まち
づくりにおける「5 つの行動指針」
を定めて、着実に計画を推進してい
きます。 市役所外観

市役所内観



防災食育センター

消防団ポンプ操法審査会

スタントマンの実演による交通安全教室

文化財消防演習
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　近年、大規模災害が次々に発生してい
ることから自主防災組織や各関係機関と
連携し、災害に強いまちづくりを目指し
ています。平成30年には「福生市地域防
災計画」の改定や、平成31年には「福生
市防災マップ、多摩川洪水・内水ハザー
ドマップ」の修正を行いました。消防団
活動の支援や福生消防署との連携を図り
ながら、地域の防災力の強化にも努めて
います。
　また、防犯・交通安全面では、福生警察
署や関係機関とともに犯罪の抑止や交通
安全対策に取り組んでいます。

Recently occurred series of wide-scale 
disasters taught us that Fussa should 
be even more prepared for disaster, 
strive for resilient city in close liaison 
with the city’s related authorities and  
voluntary disaster prevention schemes.
In 2018, the Fussa Regional Disaster 
Prevention Plan was revised.
In 2019, Fussa City Hazard Map, Tama 
River Flood/Inland Flood Hazard Map 
were revised.
The regional disaster prevention ability 
is to strengthen cooperation of the 
Volunteer fire company and the Fire 
department.
We are also working on more effective 
Anti-crime and road safety in close 
liaison with  the Police Office and other 
related organizations.

防災
安全安心

Safer communities
Security

市役所外観

総合防災訓練



We support families with children, 
s e a m l e s s l y  f r o m  t h e  m o t h e r ’ s 
pregnancy to their child-raising time by 
many organizations in cross-sectional 
manner.
The plan includes “post-baby health and 
mental care of the mothers” , “multi-
lingual video-phone translation service” 
for foreign language speaking mothers. 
As is planned in general health care scheme 
“KENKO FUSSA 21”, the Fussa citizent’
s health care is supported in the form of 
“DEMAE KOZA” ( seminars delivered to any 
locations in the city ), and RADIO TAISO 
( radio exercises ),  by our health care 
agents.
The Barrier free universal design is 
introduced to the city influstructure 
like footpaths and the public communal 
facility. 

　妊娠期から子育て期にわたる切れ目な
い支援を行うため、様々な機関が連携し、
子育て世代を支えています。出産後の母
親の心身の回復を促し育児を支援する「産
後ケア事業」や、外国籍の妊婦等が母国
語で相談できる「テレビ電話多言語通訳
サービス」を活用するなど、育児の孤立
化を防ぐ取組も行っています。
　また、「健康ふっさ 21（福生市健康増
進計画）」に基づき、健康づくり推進員
とともに「出前講座」や「ラジオ体操」
などを通じて市民の健康をサポートして
います。　　
　公共施設や道路等には、バリアフリー・
ユニバーサルデザインを順次導入し、人
にやさしいまちづくりを行うとともに、
市オリジナルの介護予防体操「ふくふく
福生体操」の普及など、健康で明るい地
域社会づくりに取り組んでいます。

子ども応援館

ふれあいひろば

健康づくり推進員によるラジオ体操の普及活動

ふくふく福生体操

福祉バス

市内助産院での「産後ケア事業」の様子

子育て世代包括支援センターでのテレビ電話
多言語通訳サービス
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子育て
健康・福祉
Health / Well-Being
Child care



健康づくり推進員によるラジオ体操の普及活動

ふくふく福生体操

福生市 PR アニメ
「Tokyo SAKE Brewery」

福生アメリカンハウス

石川酒造

田村酒造場

落花生ウォーク

観光案内所
「くるみる ふっさ」
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　福生市独自の「和」と「洋」の魅力を中心
に、地域内外へシティセールスを行って
います。特に、日本酒や酒蔵を活用した
観光振興を図るため、平成30年度には「ふ
るさと名物応援宣言」をし、福生の「和」の
文化の魅力発信を行っています。
　また、ベースサイドストリート観光事
業としてアメリカンハウスを拠点に「洋」
の文化の魅力を発信するとともに、商工
会や商店街と連携し、新たなイベントの
企画・開催を行っています。
　農業振興においては、各関係機関との
連携を強化し農地保全に努めるとともに、
平成30年度には市内農業者３名を認定農
業者として認定するなど、地場産農産物
の普及拡大を図っています。

Fussa city sales activity has conducted 
to promote FUSSA’s unique combination 
of charming traditional Japanese and 
the modern products and events.
“Furusato Meibutsu Ouen Sengen” was 
declared in 2019 to start promoting 
the traditional Japanese side of Fussa 
culture.
We also promote Base side Street 
tourist business with the American 
House as a hub.
We are  spontaneous ly  p lann ing 
events in cooperations with the local 
commerce chamber and local shopping 
areas. 
Local agriculture is also promoted.

シティセールス　
商業・農業振興

Citysales
Commerce / Farming  

国道16号線沿い商店街

インターナショナルフェア



We are working on achieving our goal, 
advanced co-existance of people and 
nature.
This effort is made by the cooperation 
of our citizens, business operators and 
the city.
We promote  the  p lan  by  “Fussa 
Environment Festival” and “Waterside 
school”
to scout the future bearers of Fussa’s 
ecologically friendly practices, 
Fussa Environment Management 
System ( F-e) is administrated to reduce 
environmental load towards sustainable 
recycle-oriented society.
We are pract ic ing the reducing, 
reusing and recycling of waste, based 
on “Municipal waste management 
program” 

 環境
 リサイクル

Environment / Recycling

ふっさ環境フェスティバル

福生水辺の楽校

F-e 監査
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　「福生市環境基本計画」に基づき、市民、
事業者、市の協働を基調に、人と自然の
共生の実現に向けて取り組んでいます。
また、環境まちづくりを担う人材発掘の
きっかけづくりや、施策の実効性を確保
するため、「ふっさ環境フェスティバル」
や「水辺の楽校」などの環境教育・学習の
推進を図っています。
　福生市環境マネジメントシステム（F-e)
の運用により、環境負荷の低減を図ると
ともに、「一般廃棄物処理基本計画」に基
づき、持続可能な資源循環型社会形成に
向けて、ごみの発生・排出抑制、資源化、
適正処理の推進に取り組んでいます。

リサイクルプラザ
市民と協働実施する多摩川河川清掃

リサイクルセンター



中央図書館

To realize Fussa’s better education 
environment,  “Fussa Principle of 
Educations” and “ 2nd Fussa basic 
educat ional  promotion plan” are 
conducted.
Through the school education we will 
develop each child’s personal and 
intellectual ability.
We will also enhance our enforcement 
to provide the citizen the environment 
to live 100 years’ lives happily and 
healthy by learning, creating, and 
playing sports.   

福生市民総合体育大会

タブレット端末を使った授業

ふっさっ子学習発表会

茶室福庵

旧ヤマジュウ田村家住宅
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 教育・文化
Education / Culture

　健やかに子どもが成長する教育環境を
実現するため、「福生市教育大網」及び「福
生市教育振興基本計画第２次」に基づい
た事業施策を進め、学校教育を通じ、子
どもたち一人ひとりの個性や能力、可能
性を伸ばし、「生きる力」の育成を推進し
ていきます。
　また、人生100年時代を迎えるに当た
り、生涯にわたって学び、活躍できるよ
うに、学習活動や文化・芸術・スポーツ活
動等に参加する機会や環境の充実に取り
組みます。

郷土資料室



福生アメリカンハウス

福生消防署
熊川出張所

都立多摩工業高校

目白第二病院

都立福生高校

福生かに坂公園
ネッツ多摩 S&D
フィールド
（市営競技場）

福生消防署

公立福生病院

武蔵野台公園

もくせい会館

福東トモダチ公園

防災食育センター

福東球技場

旧ヤマジュウ田村家住宅

くるみる ふっさ

中福生
公園 田園会館

せせらぎ遊歩道公園

ふっさ十景

Fussa City Information

● 保育園数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

● 小学校数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

● 中学校数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

　（日経 DUAL と日本経済新聞社の共同調査〔2015 ～ 2019 年〕より）
　（令和 2 年 1 月 1 日現在）

●公園数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

● 財政規模（平成 30 年度一般会計決算額）

　【歳入】249億 5,068万 5千円　
　【歳出】245億 372万 7千円

76園

中央体育館

● 幼稚園数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

16園 7校

3校
4園

●	共働き子育てしやすい街ランキング
　　　　　　　　　5年連続		トップ 10入り

JR 福生駅

福生かに坂公園

福生地域体育館

武蔵野台図書館

わかぎり図書館
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もくせい会館



福生アメリカンハウス

福生消防署
熊川出張所

都立多摩工業高校

目白第二病院

都立福生高校

福生かに坂公園
ネッツ多摩 S&D
フィールド
（市営競技場）

福生消防署

公立福生病院

武蔵野台公園

もくせい会館

福東トモダチ公園

防災食育センター

福東球技場

旧ヤマジュウ田村家住宅

くるみる ふっさ

中福生
公園 田園会館

せせらぎ遊歩道公園

ふっさ十景

● 面積

● 人口（令和 2 年 1 月 1 日現在）

● 小学校数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

● 中学校数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

● 市内の駅数　
　５駅（福生駅、牛浜駅、熊川駅、拝島駅、東福生駅）

● JR 福生駅の 1 日あたりの平均乗車数（平成30年度）　　
　16,395人（出典：東日本旅客鉄道株式会社）

●公園数（令和 2 年 1 月 1 日現在）

外国人の人口
外国人国籍分布

（人口に占める比率 6.6％）

10.16㎢

57,617人

28,785人

3,809人

63か国

28,832人〈男性〉 〈女性〉

ほたる公園多摩川中央公園 中福生公園

市民会館

熊川地域体育館

わかたけ図書館
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福生野球場

リサイクルセンター



　形の由来は、ふっさの『ふ』を図案化したもので、市の将来
の雄飛と市民の円満和合の姿を表しています。町制施行 20 周
年事業の一環として、昭和 35 年に一般公募で決まり、同年 10
月 1 日に制定されました。

　福生七夕まつりのイメージキャラ
クターとして平成16年に誕生した
竹（飾り）の妖精。平成25年には市
公式キャラクターに就任しました。

　防災拠点として機能する高い耐震
性と災害対策設備を設け、低層部に
市民関連窓口を配置するなど、誰も
が分かりやすく、利用しやすい設計
が特徴。自然エネルギーの活用や省
エネルギーなど、環境にも配慮した
庁舎です。

市章

市民憲章
　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
じゅうじつ

実した豊

　   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
きょうよう

養を高め　情
じょうそう

操を養い　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。

Citizen's Charter

Fussa city lies on Musashino Hills, by the Tama River 
under the range of beautiful mountains.
It is our beautiful city, with lots of trees and 
mulberry fields. It is through we citizen's untiring 
effort that has developed Fussa to what it is today.
We here constitute citizen's Charter with love of 
our city, in the spirit of keeping peace, and vigor of 
Fussa.

1.

2.

3.

4.

5.

We reso lve  to  l ive  l ives  to  the  fu l l  by 
maintaining both physical and mental health.

We resolve to create a comfortable homes 
where elderly are respected and children are 
raised in good health and in safety.

We resolve to go Green and create a beautiful 
city by growing trees and flowers.

We resolve to make a city wherein we can 
cultivate our artistic sentiments and enrich 
ourselves culturally.

We resolve to create a city where we citizens 
help each other and cooperate with each other 
a live happily.

福生市公式キャラクター「たっけー☆☆」

市役所

たっけー☆☆

The City Emblem of Fussa
 “ふ” the Japanese Hiragana, the phonetic letter representing the “Fu” sound 
of Fussa, is designed of the emblem.
The design expresses the future development of the city and the citizens at unity.
The general public was invited to apply his/her emblem designs for the 
Fussa 20th anniversary of the chosei ( grant of township to Fussa ), and was 
established as of October 1st, 1960.

The Fussa Official Character
Originally born in 2004 as Bamboo ( of 
the Fussa Tanabata Festival ) fairy.
In 2013, TAKKE took up the post of Fussa’
s official character.

City Hall
Our Fussa City Hall is designed citizen 
friendly in many ways;
The service windows related to the citizens 
are laid out at the lower tier for everyone’s 
convenience.
Our environment consciousness is also 
taken form in the use of power by natural 
energy, and energy conservation effort in 
the whole office building.
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むつ

あふ

■福生市の歌   
 
設楽千代子 　作詞
丘　灯至夫 　補作
團　伊玖磨 　作曲 

緑さわやか　武蔵野の
夢もゆたかに　弾む町
友と組む手が　ぬくもりが
虹の未来を　築きます
ああ　福生
わが町　福生
ああ福生　いつまでも 

光溢れる　この町の
歩みいくとせ　今日もまた
ちから寄せあい　睦みあい
守るしあわせ　すくすくと
ああ　福生
わが町　福生
ああ福生　いつまでも 

花の香りや　七夕や
多摩の流れに　飛ぶ螢
生きる喜び　抱きしめて
清く　明るく　たくましく
ああ　福生
わが町　福生
ああ福生　いつまでも  

■福生音頭   
 
池野美千留 　作詞
西沢　　爽 　補作
万城目　正 　作曲
都　はるみ・杉　良太郎 　歌 

ハア
意気でひらいて　笑顔で住んでヨ
夢が花咲く　街づくり
歌い囃せや　東も西も
福生繁昌のナ　人の波
　サテ　福生かサッサで 
弥栄　ホイ 

ハア
恋をすりゃこそ　七夕さまもヨ
晴れて今夜は　逢いなさる
福生うれしや　情の街よ
人の心もナ　輪つなぎに
　サテ　福生かサッサで 
弥栄　ホイ 

ハア
多摩の岸辺にゃ　やさしい桜ヨ
柳山から　春霞
変る時代に　変らぬものは
富士の姿とナ　花の色
　サテ　福生かサッサで 
弥栄　ホイ 

ハア
すすむ文化に　のびゆく道路ヨ
結ぶ鉄道は　たすきがけ
栄え栄える　福生の空は
街の灯がナ　虹となる
　サテ　福生かサッサで 
弥栄　ホイ  

■福生よいとこ   
 
横井　　弘　 　作詞
山口　俊郎　 　作・編曲
三橋　美智也　 歌  

ハア　花の空から　雲雀が唄う
街の中から　ヨイトコラサッサ
福が生まれる　夢が湧く 
( 福生よいとこ　コラサッサ
みんな揃って　キタサッサ ) 

ハア　年に一度の　七夕まつり
恋の二人にゃ　ヨイトコラサッサ
銀座通りが　天の川
＝ (　　)内くり返し＝

ハア　嫁にするなら　福生の娘
多摩の流れに　ヨイトコラサッサ
磨きぬかれた　玉の肌 
＝ (　　)内くり返し＝

ハア　日毎拓ける　武蔵野台地
変りないのは　ヨイトコラサッサ
あつい情けに　月のかげ
＝ (　　)内くり返し＝ 

ハア　富士のお山よ
ちょいと見ておくれ
心ひとつに　ヨイトコラサッサ
伸びる福生の　晴れ姿 
＝ (　　)内くり返し＝ 

■福生七夕音頭   
 
高橋　一郎 　作詞・曲
下畑　　薫 　編曲  

今夜は地球がチョイト騒がしい
よく見りゃ日本のど真ん中だよ
こーよ　こーよ　七夕に　アソレ
ふっさの
ふっさの　七夕に　アソレ
踊り明かそうよ　キラキララ
福が生まれる　キラキララ 
アー　星祭り 

輝く笑顔でチョイト見つめあう
年に一度は福生で逢おうよ
こーよ　こーよ　七夕に　アソレ
ふっさの
ふっさの　七夕に　アソレ
浴衣姿が　キラキララ
風に吹かれて　キラキララ 
アー　星祭り 

七夕踊りでチョイト夢心地
サラサラ笹の葉夏のふるさと
こーよ　こーよ　七夕に　アソレ
ふっさの
ふっさの　七夕に　アソレ
多摩の流れが　キラキララ
天の川だよ　キラキララ 
アー　星祭り 

一番星ならチョイトここにきて
見上げてみようよ福生の未来を
こーよ　こーよ　七夕に　アソレ
ふっさの
ふっさの　七夕に　アソレ
弾むこころが　キラキララ
夢を広げる　キラキララ 
アー　星祭り
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ごあいさつ

　福生市は、都心から西へ約40km、美しく連なる奥多摩
の山並みを望み、静かに流れる多摩川の東側に南北に横た
わる武蔵野台地に開けた、人口約58,000人のまちです。鉄
道交通の便に恵まれ、市内にはＪＲ青梅線、八高線、五日
市線、西武拝島線の5つの駅があり、西多摩の玄関口とし
て発展してきました。
　昭和45年７月には市制を施行し、多くの先人たちがたゆ
まぬ努力を続け、今年で記念すべき50周年を迎えることが
できました。
　振り返れば、この50年という年月の間に、少子高齢化の
進展など、社会構造は大きく変化し、また、情報化社会の目
まぐるしい進展によって、市民ニーズも多様化しました。
　このような社会の変化に的確に対応すべく、令和２年度
からは「福生市総合計画（第５期）」がスタートし、目指
すまちの姿として「人を育み　夢を育む　未来につながる
まち　ふっさ」という新たな目標を掲げています。
　この「未来」をキーワードに、次の50年、100年も市民
の皆様との対話を大切にしながら、「住んでよかった」
「ずっと住み続けたい」と思っていただけるようなまちづ
くりを目指して、これからも様々な施策に全力で取り組ん
でまいります。

令和２年３月
福生市長　加藤　育男

Fussa City is located at 40km from the center of Tokyo;
With a population of  about 58,000 people.
Within the city, 5 stations are available on 3 JR lines and 1 
Seibu line; JR Ome line, JR Hachiko line, JR Itsukaichi line, 
and Seibu haijima line, respectively.  
July 1970 ( Showa 45 ) : Establ : establishment of a municipal 
system.

This year is 50th anniversary of Fussa municipalism thanks 
to the untiring efforts of our forefathers.
It’s the start of Fussa City’s 5th generation Comprehensive 
plan to keep pace with the society has changed drastically.  
Social ( community ) structure changed by the rapid aging 
of the population resulting from the decline in the 
birthrate,
The citizens’ requirement is changing due to the dizzying 
pace of advancement of informatization.
Our goal is to ensure sustainable future of Fussa by encour-
aging development of people and their dreams. 

This keyword ‘the future’ expresses our basis of policies. Our 
scheme is to make people feel satisfied, keeping to live in 
Fussa for the next centenarian.

March, 2020
Mayor of Fussa  city  

Ikuo Kato

もくせい シジュウカラつつじ
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