
まちの魅力創造グループ 

１ 七夕まつり 

（１） 名  称 第 69 回福生七夕まつり 

 （２） 開催期間 令和元年８月１日（木）から８月４日（日）までの４日間 

 （３） 人  出 ４日間延べ 363,900 人 

 （４） 飾り付け及び飾り付けコンクール 

ア 飾り付け箇所数 159 か所 

イ 飾り付けコンクール参加店舗数 61 店

第１地区 

（商協） 

第２地区 

（銀座商栄会） 

第３地区 

（その他の商栄会） 
合計 

竹 飾 り 12 20 15 47 

壁面飾り  ９ ０ ５ 14 

（５） アトラクション 

月 日 催 物 

８月１日（木） 

オープニングセレモニー、第 17 回七夕織姫コンテスト、”アライブと

レイニー”ライブ、武州唐獅子太鼓演奏、星のパレード、タヒチアン

ダンス 

８月２日（金） みこし・山車パレード、民踊パレード 

８月３日（土） 

米国空軍太平洋音楽隊“パシフィック・ウィンズ”ライブ、バルーン

アート、ダンスパフォーマンス(ベリーダンス・フラダンス・タヒチ

アンダンス)、チアダンス（桜美林大学 CREAM）、ハイブリッドジャズ

ライブ、オープンステージ、消防少年団鼓笛隊パレード、仮面ライ

ダージオウショー、お囃子（東銀座会場）、消防ふれあい広場、山内

達哉ヴァイオリン演奏 

８月４日（日） 

武州唐獅子太鼓演奏（東銀座会場）、Nobu、交通少年団パレード、じ

ゅんいちダビッドソンお笑いショー、OVER THE DOGS ライブ、チアリ

ーディング、タヒチアンダンス（丘の広場特設ステージ）、原大五郎

ライブ、もんでんけんじライブ、福生吹奏楽団演奏 

土日共通 

前年度七夕まつり写真コンクール入賞作品展、市民模擬店、 

ケータリングカーブース、お囃子（武陽ガス駐車場）、 

福生青年会議所 presents「涼み処～福生青年会議所ひろば～」「七夕

まつりの歴史と屋台あそび～福生 JC 屋台ひろば～」、福生市商工会青

年部 presents「マッスルパーク」、 

福生七夕まつり謎解きスタンプラリー「たっけー☆☆と☆（星）を探

せ！」 

福生地酒まつり ※２日（金）も開催 

（６） 市民模擬店 

８月３日（土）・８月４日（日）午後２時から午後８時 45 分まで 

 栄通り片側（市役所側） 出店数 57 店 

（７） 七夕まつり事業費総額  43,212,916 円 （うち市委託料 31,535,000 円） 

シティセールス推進課―151―



２ 桜まつり

（１） 名  称  第 36 回ふっさ桜まつり 

（２） 開催期間  平成 31 年３月 30 日（土）から４月７日（日）まで 

（３） 人 出  期間中、約 60,500 人 

（４） 場 所  永田橋から睦橋までの間 

なお、堤防沿い全長 2.5 ㎞に提灯 652 個を設置した。 

（５） 催  物 

月 日 催し物名 

３月30日（土） 開会式、ライブ演奏、バンド演奏、大道芸、キッズダンス、ダンス 

３月31日（日） 大正琴演奏、人力車、エイサー太鼓、おはやし 

４月６日（土）
アメリカントレイン、和太鼓演奏、草笛演奏、鼓笛隊パレード 

ビッグバンドジャズ演奏、キッズダンス 

４月７日（日）
アメリカントレイン、野だて、筝演奏、ダンス、江戸芸かっぽれ、吹奏楽演

奏、民踊パレード、神輿、和太鼓演奏 

催 物 日 時 場 所 

写真コンクール入賞作品展 

（応募 80 人 198 点） 

６月 20 日（木）から６月 30 日（日）まで 

午前９時から午後 10 時まで 

市民会館 

展示スペース 

（６） 事業費総額 5,563,633 円 （うち市補助金 3,422,000 円） 

３ ほたる祭 

（１） 名  称 第 54 回福生ほたる祭 

（２） 開 催 日 令和元年６月 15 日（土） 

（３） 人 出 延べ 7,000 人（町会発表） 

（４） 場 所 ほたる公園からほたる通り熊牛公園までの間 

（５） 催  物 ほたる絵画展、踊り、吹奏楽、舞踊、かっぽれ、大正琴、フラダンス 

お囃子 

（６） 模 擬 店 出店数 24 店（町会９店、その他 15 店） 

（７） 事業費総額 2,572,489 円（うち市補助金 1,590,000 円） 

４ まちなかおもてなしステーション事業 

（１） 観光ガイドツアー 

毎回違うテーマを設けて市内各観光スポットを巡るツアーを実施した。 

日 程 内 容 参加人数 

４月18日（木） 若葉もゆる草花丘陵～玉川上水～田村酒造場（試飲付） ７ 

５月25日（土） 江戸から昭和・平成へ福生の文化を歩く！！ ７ 

６月23日（日） 自然環境豊かな熊川分水の歴史ロマンウォーク 19 

７月19日（金） 羽村から福生！名所・史跡を巡り手打ちうどん体験ツアー 20 

８月24日（土） ぶらりフォト散歩 ふっさの和文化と自然風景を巡る ３ 

９月19日（木） 大多摩ハム見学と福生の森を歩く 20 

10月18日（金） アメリカンハウス ハロウィンとこだわりのオーガニックカレー ６ 

11月13日（水） 
古民家で坐禅とほうとう作りを体験！

老舗酒蔵見学と新酒に舌つづみ！
７ 

12月18日（水） 
最もアメリカに近い街 ベースサイドストリートでクリスマス気分

を満喫 
13 

令和２年 

１月15日（水） 

古民家で小正月とやさしいヨガ体験 
16 

２月22日（土） 北泉寮特別見学と石川酒造幸御前付き町あるき 29 

３月15日（日） 
熊川分水と旧熊川村の水辺の史跡を巡る（新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止） 
－ 
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（２） イベント出展、その他イベント 

 市内外のイベント等に参加し、福生市及びくるみるふっさのＰＲ活動を実施した。また、その

他やさい市などくるみるふっさ内でイベントを実施した。 

日 程 内 容 来客数 

４月６日（土） イベント出展 第 36 回ふっさ桜まつり 

４月７日（日） イベント出展 第 36 回ふっさ桜まつり 

４月20日（土） くるみるやさい市 23 

４月27日（土） イベント出展 三多摩メーデー 

５月18日（土） くるみるやさい市 28 

６月２日（日） イベント出展 市民発‼ 元気フェスタ 

６月２日（日） 第 17 回環境フェスティバル 

６月15日（土） くるみるやさい市 ８ 

６月15日（土） イベント出展 第 54 回福生ほたる祭 

６月15日（土） イベント出展 西多摩フェア 

６月16日（日） イベント出展 西多摩フェア 

７月20日（土） くるみるやさい市 27 

８月17日（土） くるみるやさい市 11 

９月14日（土） イベント出展 横田基地日米友好祭 2019 

９月15日（日） イベント出展 横田基地日米友好祭 2019 

９月17日（火） イベント出展 2019 年東京多摩観光フェア 

９月18日（水） イベント出展 2019 年東京多摩観光フェア 

９月19日（木） イベント出展 2019 年東京多摩観光フェア 

９月20日（金） イベント出展 2019 年東京多摩観光フェア 

９月21日（土） イベント出展 2019 年東京多摩観光フェア 

９月21日（土） くるみるやさい市 14 

９月29日（日） イベント出展 ラグビーワールドカップファンブース 

10月６日（日） イベント出展 ラグビーワールドカップファンブース 

10月19日（土） くるみるやさい市 21 

10月27日（日） イベント出展 第 29 回産業祭 

11月16日（土） くるみるやさい市 23 

11月23日（土） イベント出展 拝島駅祭り 2019 

11月30日（土） イベント出展 まるごと多摩マルシェ 

12月１日（日） イベント出展 まるごと多摩マルシェ 

12月21日（土） くるみるやさい市 52 

（３） 撮影支援 

  映画やＴＶドラマのロケ撮影誘致に取り組み、福生市のＰＲ及び市民のまちへの愛着の増進を 

図った。（平成 28 年度からまちなかおもてなしステーション事業として実施） 

年 度 問合せ件数 撮影実績 ロケ実施日数 

令和元年度 349 件 29 件 34 日 

平成 30 年度 375 件 30 件 31 日 

平成 29 年度 396 件 40 件 43 日 

（４） くるみるふっさ運営事業 

来所者に対する観光案内、福生市及び友好都市（登別市及び守山市）産品の紹介、宣伝及び販

売を行った。 

開店日数 307 日 

来店者数  3,799 人 
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（５） 西東京バス株式会社バス定期券発行代行業務 

種 別 
バス定期券発行代行業務 代行事務手数料 

件 数 金 額 金 額(１件あたり 300 円) 

年度合計 384 件 8,234,020 円 115,200 円 

５ ベースサイドストリート観光事業 

ベースサイドストリート（国道 16 号沿い商店街）エリアのコミュニティ施設である「福生アメリ

カンハウス」を中心とした情報発信や観光案内を行い、地域活性化、交流人口の増加及びシティセ

ールスの推進を図った。 

【福生アメリカンハウス】 

開所日数  163 日 ※金・土・日曜日及び祝日のみ（12 月 29 日から１月３日までを除く。） 

令和２年３月28日、29日は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時閉館した。 

来場者数  11,615 人 

６ 多摩・島しょ広域連携活動助成金事業 

（１） ＴＧＲラリーチャレンジ協議会 

事 業 名 TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ実施事業 

事業内容 

トヨタ自動車主催ラリー競技・イベントである「TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャ

レンジ」の令和２年開催に向けて、福生七夕まつりや日の出町でのイベント内でラ

リーチャレンジのＰＲ、さらには、ＴＧＲラリーチャレンジ開催自治体の視察を３

回実施し、開催に向けての準備を進めてきた。 

令和元年台風第 19 号の影響で日の出町の林道が壊滅的な被害を受け、令和２年の事

業実施が困難になったことから開催を延期した。 

（２） 青梅線エリア女子旅推進委員会 

事 業 名 女子旅推進プロジェクト 

事業内容 

旅行への関心が高く、魅力的なおでかけスポットやトレンドの情報収集力・発信力

のある女性をターゲットとした観光誘客により、交流人口の増加や更なる観光振興

及び地域の活性化を目的とする立川市・昭島市・福生市・羽村市・青梅市の５市で

構成する委員会で活動した。

【事業内容】

①エリア周遊型イベントの実施（青梅線 girls とりっぷスタンプラリー）

更なるエリアの認知獲得やブランド力の向上を目的としたイベントとしてスタンプ

ラリーを開催した。 

②事業者向けセミナー（女子旅パネルディスカッション）

ことりっぷに掲載された事業者やエリア内の旅行関連事業者を対象者としたパネル

ディスカッションを開催した。 

（３） 多摩広域インバウンド推進プロジェクト協議会 

事 業 名 多摩広域インバウンド推進プロジェクト 

事業内容 

インバウンド需要を効果的に取り入れるため、多摩の魅力を外国人目線で発掘・再

整理し、観光事業者や交通事業者などと連携を図り観光コンテンツや旅行商品をイ

ンバウンド向けに造成・磨き上げを行うことを目的に、福生市、青梅市、あきる野

市、東村山市、日の出町、檜原村で構成する協議会。２年目は、平成 30 年度の分析・

検証結果をもとに協議会エリアの方針を明確にし、事業化を推進した。商品の磨き

上げを行い、旅行商品を造成した。また、エリアの受入整備を行うとともに交通事

業者と連携し、旅行業者向けのモニターツアーを企画・運営することで観光事業者

とのマッチングを行い、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに合わせたプ

ロモーションへ効果的につながるようインバウンド誘客を促進した。 

【事業内容】 

①事業戦略の策定
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②観光事業者向け観光コンテンツの磨き上げ

③交通事業者と連携したモニターツアーと事業者マッチング

ア)観光バスによるモニターツアー

イ)ジャンボタクシーによるモニターツアー

④インバウンド受入に向けてのガイドライン制作と受け入れ対応事業店舗の登録

ア)ガイドラインを作成しインバウンド受入の裾野を広げた。

７ 事業告知資料等デザイン業務支援委託事業 

 事業告知資料等のデザイン制作業務について、専門家（デザイナー）の支援を受けることにより、

福生市の魅力発信に係る制作物及びシティセールス推進課を主とした市事業に係る告知資料等の啓

発効果の向上を図った。 

支援日数 29 日 

支援実績 30 件 

シティセールス推進課―155―


	01　編さん例（年度表記注意事項要確認）
	02-03　目次
	04　まっしろ（ページ付番なし）　
	05-06 市の概要（表紙）赤
	07　市の概要1-4
	08-10  市の概要（機構図）
	11-12　施政方針（表紙)赤
	13-22  施政方針本文
	23-24　事務報告（表紙）赤
	25-26　議会事務局（扉）
	27-37　議会事務局
	38　まっしろ（ページ付番なし）
	39-40　企画財政部（扉）
	41企画調整課
	41-45　企画調整担当（５Ｐ）
	46-48　基地・渉外担当（３Ｐ)

	49-52　行政管理係（４P）
	53-59　財政係（７P）
	05-01　財政係
	05-02　財政係
	05-03　財政係提出用
	05-04　財政係

	60秘書広報課
	60　秘書係（１Ｐ）
	61-64　広報広聴係（４Ｐ) 

	65-68 　情報システム課（４P）
	08-01  情報システム課（２Ｐ）
	08-02  情報システム課（２Ｐ）

	69-70  総務部(扉）
	71総務課
	71-74　総務係（４P）
	75-77　法制係（３P)
	78　検査係（１Ｐ）

	79安全安心まちづくり課
	79-83　防災係(５P)
	84-87　地域安全係（4Ｐ）

	88-95　職員係（8Ｐ）
	96契約管財課
	96-100　管財係(５P) 
	15　管財係(6P) 
	96-100　管財係(５P) 
	4


	101　契約係

	102　まっしろ（ページ付番なし）
	103-104　市民部（扉）
	105-118　総合窓口係（14P）
	1-1
	1-5
	1-6
	1-7
	1-8
	1-10
	1-12
	2-1
	2-3
	2-7
	3-1
	5

	119課税課
	119-123　市民税係（５Ｐ）
	124-126　資産税係（３Ｐ）

	127-133　収納係(7P)
	134保険年金課
	134-146　保険年金係（13P)
	21-01-1　保険年金係
	21-01-2　保険年金係
	21-02　保険年金係(横型）
	21-03　保険年金係
	21-04　(税）保険年金係1
	21-05　保険年金係
	21-06　保険年金係（年金分）（２Ｐ）

	147-148　後期高齢医療係(2P)

	149-150　生活環境部（扉）
	151シティセールス推進課
	151-155　まちの魅力創造グループ（5Ｐ）
	156-163　産業活性化グループ（８Ｐ）
	24【最終】(融資修正)産業活性化グループ（７Ｐ）020612


	164環境課
	164-181　環境係（18Ｐ）
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	182-187　ごみ対策係（６Ｐ)
	188-190　リサイクルセンター係（３Ｐ)

	191-193　協働推進男女平等推進担当（３P)
	194　まっしろ（ページ付番なし）  
	195-196　福祉保健部
	197社会福祉課
	197-203　福祉総務係（７Ｐ）
	204　生活福祉係（１Ｐ）

	205-214　障害福祉係（10Ｐ）
	215介護福祉課
	215-221　高齢福祉係（7Ｐ)
	222-226　介護保険係（５Ｐ）
	227-228　地域包括支援センター係（２Ｐ）

	229健康課
	229-239　健康管理係（11Ｐ）
	240-244　保健指導係（5Ｐ）
	245-247　子育て世代包括支援センター係（３Ｐ）

	248　まっしろ（ページ付番なし）  
	249-250　子ども家庭部（扉）
	251子ども育成課
	251-257　子ども育成係（７P）
	バインダー1
	39-01　子ども育成係（1P）
	251-257　子ども育成係（７P）
	39-03　子ども育成係（4Ｐ）



	258-265　保育係（８Ｐ）
	258-265　保育係（８Ｐ）
	40-01　保育係（1Ｐ）R01【数値変更済】
	40-02-01　保育係（6Ｐ）R01【数値変更済】
	40-02-02　保育係（6Ｐ）R01【数値変更済】

	バインダー1
	3
	4
	5
	6


	266-268　子育て支援係（３Ｐ）

	269-274　子ども家庭支援センター係（6P)
	275-276　都市建設部（扉）
	277まちづくり計画課
	277-279　計画グループ（３Ｐ）
	280-281　住宅グループ（２Ｐ）
	282　用地グループ（１Ｐ）

	283道路下水道課
	283-285　管理グループ（３Ｐ）
	46-01　管理グループ（１Ｐ）
	46-02　管理グループ（１Ｐ)
	46-03　管理グループ（１Ｐ）

	286-288　道路グループ（３Ｐ）
	289-293　下水道グループ（５Ｐ)

	294施設公園課
	294-296　建築グループ（３Ｐ）
	297-304　施設公園グループ（８Ｐ）
	297-304　施設公園グループ（８Ｐ）
	297-304　施設公園グループ（８Ｐ）
	50-01　施設公園グループ（１Ｐ）
	50-02　施設公園グループ（１Ｐ）
	50-04　施設公園グループ（４Ｐ）


	50-03　施設公園グループ（３Ｐ）


	305-306　会計課（扉）
	307-311　会計係（５Ｐ）
	51-01　会計係（２Ｐ）_20200610
	51-02　会計係（１Ｐ）_20200610
	51-03　会計係（２Ｐ）_20200610

	312　まっしろ（ページ付番なし）
	313-314　教育委員会（扉）
	315教育総務課
	315-317　教育総務係（３Ｐ）
	318-319　学校施設係（２Ｐ）

	320教育指導課
	320-322　指導係（3Ｐ） 
	323-326　教職員係（４Ｐ）

	327教育支援課
	327-330　学務係（４Ｐ）
	58-01　学務係(4P)
	58-02　学務係(4P)
	58-03　学務係(4P)
	58-04　学務係(4P)

	331-337　個別支援教育係（７Ｐ）
	59-01　個別支援教育係(7P)
	59-02　個別支援教育係(7P)
	59-03　個別支援教育係(7P)
	59-04　個別支援教育係(7P)
	59-05　個別支援教育係(7P)
	59-07　個別支援教育係(7P)


	338-339　学校給食課（２Ｐ）
	60　学校給食課（２Ｐ）
	2

	340生涯学習推進課
	340-341　生涯学習推進係（２Ｐ）
	340-341　生涯学習推進係（２Ｐ）
	340-341　生涯学習推進係（２Ｐ）
	61-01　生涯学習推進係（1Ｐ）


	61-02　生涯学習推進係（1Ｐ）

	342-344　地域教育支援係（３Ｐ）
	345-350　文化財係（６Ｐ）

	351-361　スポーツ推進係（11Ｐ）
	362-373　公民館（12Ｐ）
	65-01-01　公民館①～⑤
	65-01-02　公民館①～⑤
	65-01-03　公民館①～⑤
	65-01-04　公民館①～⑤
	65-02　公民館⑥⑦（２Ｐ）
	65-03　公民館⑧⑨（１Ｐ）
	65-04　公民館⑩（４Ｐ）
	65-05　公民館⑪‐⑮（１Ｐ）松林・白梅・さくら・茶室

	374-385　図書館（12Ｐ） 
	1
	2
	4
	5
	7
	8
	9
	10-1
	10-2
	11
	13
	15

	386　まっしろ（ページ付番なし）
	387-388　選管（扉）
	389-394　選挙係（６Ｐ）
	389-394　選挙係（６Ｐ）
	389-394　選挙係（６Ｐ）
	52-01　選挙係

	52-02　選挙係

	52-02　選挙係(2.7.10修正分)

	395-396　監査（扉）
	397-399　監査係（３Ｐ）
	400　まっしろ（ページ付番なし）
	401-402　農業委員会（扉）
	403-404　農業委員会　（２Ｐ）
	405　奥付
	
	08-01  情報システム課（２Ｐ）
	08-02  情報システム課（２Ｐ）

	
	1-1
	1-5
	1-6
	1-7
	1-8
	1-10
	1-12
	2-1
	2-3
	2-7
	3-1
	5




