
市  の  概  要 
 

１ 位 置 

北    緯        ３５°４４′（福生市役所） 

東    経       １３９°１９′（  〃  ） 

標  高 
最  高       １４３ｍ（武蔵野台一丁目付近） 

最  低       １０４ｍ（福生第五小学校付近） 

 

 

 

 

 

２ 面 積 

東      西 ３．６ｋｍ 

南      北 ４．５ｋｍ 

面      積 10．16ｋ㎡ 

 

 

 

 

 

３ 人 口 

人 口   E 

総  数 ５８，７９８ 人 

男 ２９，５３９ 人 

女 ２９，２５９ 人 

世   帯   数 ３０，０４３ 世帯 

 

 

 

 

４ 常勤特別職等 

職 名 氏    名 就 任 年 月 日 任 期 満 了 等 年 月 日 

市 長 加 藤 育 男 平成24年５月21日 平成28年５月20日 

副市長 福 島 秀 男 平成26年８月27日 平成30年８月26日 

教育長 川 越 孝 洋 平成27年４月１日 平成30年３月31日 
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(契約管財課長兼務）

（協働推進課長兼務）

（指定管理者）

(介護福祉課長兼務）

（健康課長兼務）

地域安全係

もくせい会館

総合窓口課 総合窓口係　

議会事務局 次　　長
議　事　係

施設等総合管理計画）

５　福生市役所機構図

市　長

企画調整担当
企画調整課

基地・渉外担当

 主 幹（新公会計・公共

　平成27年４月１日現在

庶　務　係
市議会

企画財政部 財　政　課 財　政　係　　

 主 幹（基地・渉外） 新公会計・公共施設等総合管理計画担当

秘　書　係　　
秘書広報課

広報広聴係　　

情報システム課 情報システム係

副市長
総　務　係

総　務　課
法　制　係

検　査　係

防　災　係
総　務　部 安全安心まちづくり課

職　員　課

 主 幹

職　員　係

管　財　係　
契約管財課

契　約　係　　

産業活性化グループ

市 民 税 係 　
課　税　課

資 産 税 係　 
市　民　部

収　納　課 収  納  係　

環  境  係

生活環境部 環　境　課 ごみ対策係　　

リサイクルセンター係　 

保険年金係　
保険年金課

後期高齢医療係　　

まちの魅力創造グループ
シティセールス推進課

協働推進課 協働推進・男女平等推進担当

輝き市民サポートセンター

庶務・福祉計画担当
社会福祉課

生活福祉係　　

障害福祉課 障害福祉係　　

高齢福祉係　　
福祉保健部 介護福祉課

介護保険係　　

(福祉事務所) 福祉センター

地域包括支援センター

健康管理係　
健　康　課

保健指導係　

参　事

地域包括支援センター係

保健センター
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(福祉事務所) （指定管理者）

（指定管理者）

（指定管理者）

(子ども家庭支援課長兼務）

参　事

子ども育成課

子ども家庭部
田園会館・田園児童館

子ども育成係

保　育　係

まちづくり計画課 住宅グループ

用地グループ

都市建設部
管理グループ

武蔵野台児童館

熊川児童館

子ども家庭支援課

子ども家庭支援センター

会計管理者（参事） 会  計  課 会　計　係

（参事兼務）

選挙管理委員会 選  挙  係　　

監 査 委 員 監査委員事務局 監  査  係　

農業委員会

固定資産評価審査委員会

子育て支援係

子ども家庭支援センター係

道路公園課

選挙管理委員会事務局

道路グループ

公園グループ

建築グループ
施　設　課

下水道グループ

計画グループ　
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（学校給食課長兼務）

（教育指導課長兼務）

（生涯学習推進課長兼務）

（生涯学習推進課長兼務）

（スポーツ推進課長兼務）

（指定管理者）

（指定管理者）

（公民館長兼務） 　

（公民館長兼務）

（公民館長兼務）

（指定管理者）

（図書館長兼務） 　

（図書館長兼務）

（図書館長兼務）

個別支援教育係
教育支援課

わかぎり会館・わかぎり図書館 

（参事兼務）

学　務　係

わかたけ会館・わかたけ図書館 

主　幹（特別支援教育担当）

第一給食センター
給食センター

第二給食センター　

教育委員会
教育総務係

教育総務課
学校施設係

教 職 員 係　　
教育指導課（参事兼務）

指　導　係

主　幹（英語教育推進担当）

生涯学習推進係  
教育長 教育部

生涯学習推進課 地域教育支援係

教育センター

給食第一係　 
学校給食課　　

給食第二係　 

参 　事 文 化 財 係  

松 林 分 館  

白梅会館・白梅分館 白 梅 分 館　 

扶桑会館

かえで会館

スポーツ推進課 スポーツ推進係

中央体育館

熊川地域体育館

小  学  校　

中  学  校  

さくら会館

市民会館

図　書　館  図 書 館 係　 　  

わかぎり分館 

わかたけ分館

武蔵野台図書館 武蔵野台分館

福生地域体育館

公  民  館 公 民 館 係

松林会館・松林分館 
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