
管 理 グ ル ー プ

１ 福生市駅前駐車施設使用許可台数 

24 台 

２ 道路率及び舗装率 

行政面積 ※道路面積 道路率 ※市道総面積 令和元年度中

舗装面積 
舗装総面積 舗装率

10.16k ㎡ 1.13ｋ㎡ 11.12% 782,751 ㎡ 835 ㎡ 767,132 ㎡ 98.00% 

※道路面積は、国道及び都道を含む。 ※市道総面積は、その他（法敷、分離帯等）を除く。

３ 市道の現況 

区分 

舗 装 道 
未舗

装道 
その他 合 計 

コンクリート 高級瀝
れき

青 ブロック 
コンクリート

平板 
簡 易 小 計 

延長

(m) 
 628 31,528  462 11 94,432 127,061 3,007  ― 130,068 

面積

(㎡) 
 77,958  210,030  25,323 1,751 452,070 767,132 6,515 9,104 782,751 

４ 道路境界確認件数 

51 件 

５ 市道証明取扱件数 

109 件 

６ 施設管理台帳等交付件数 

1,158 件 

７ 市道路線の認定、変更及び廃止件数 

区 分 件数（件） 路線数（路線） 
認 定  1  1

変 更 22 19

廃 止  0  0 

８ 道路台帳補正業務委託件数 

２件（道路台帳平面図及び調書補正）

９ 市道整備測量委託件数 

15 件

10 道路美化ボランティア登録状況 

団体数 16 団体 登録人数 352 人 路線数 30 路線 

11 地籍調査事業 

実施年度 契約金額 実施面積 筆数 実施率 

過年度合計 172,885,920 円 1.45ｋ㎡ 3,791 筆 35.19％ 

令和元年度 11,880,000 円 0.10ｋ㎡ 416 筆 2.43％ 

合 計 184,765,920 円 1.55ｋ㎡ 4,207 筆 37.62％ 

12 道路占用許可及び自費工事承認件数 

区 分 件 数 （件）

道 路 占 用 許 可 335 

自 費 工 事 承 認  31 
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減免前 減免額 減免後

1,480

2,280 1,061本 2,419,080 1,748,760 670,320

3,070

1,320 534本 704,880 704,880

2,120

2,910

130

13 181,622ｍ 2,361,086 3,601 2,357,485

7 5,746ｍ 40,479 3,728 36,751

１個につき１年 1,290 2個 2,580 1,470 1,110

占用面積１㎡につき
１年

790

１個につき１年 2,580 20個 51,600 19,350 32,250

表示面積１㎡につき
１年

8,800

占用面積１㎡につき
１年

2,650 7㎡ 18,550 18,550

31 1,758ｍ 57,468 54,616 2,852

55 6,836ｍ 371,972 282,341 89,631

79 137,961ｍ 10,898,477 896,493 10,001,984

110 103,475ｍ 11,375,181 9,351,250 2,023,931

150 32,846ｍ 4,917,837 2,637,538 2,280,299

230 33,104ｍ 7,601,270 4,308,360 3,292,910

310 8,776ｍ 2,720,560 2,291,055 429,505

550 8,310ｍ 4,570,500 2,000,075 2,570,425

790 1,605ｍ 1,267,950 140,818 1,127,132

1,590 5,044ｍ 8,019,960 7,565,220 454,740

占用面積１㎡につき
１年

2,240

占用面積１㎡につき
１年

1,320 33㎡ 43,560 43,560

4,950 90㎡ 445,500 445,500

2,970

2,240 7㎡ 15,680 15,680

占用面積１㎡につき
１日

88

占用面積１㎡につき
１年

8,800

表示面積１㎡につき
１年

8,800 72㎡ 574,200 228,800 345,400

１本につき１年 2,120 23本 55,440 30,010 25,430

祭礼、縁日等に際し、
一時的に設けるもの

占用面積１㎡又は
１本につき１日

88

その他のもの
占用面積１㎡又は
１本につき１年

8,800 200㎡ 1,760,000 1,420,670 339,330

車道を横断するもの 88,000

その他のもの 44,000

占用面積１㎡につき
１年

2,000

占用面積１㎡につき
１年

8,800 152㎡ 280,130 280,130

60,573,940 33,027,715 27,546,225合　　　　　　　　計

旗ざお
及び幕

外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの

地下電線その他地下に設ける線類

外径が0.7ｍ以上1.0ｍ未満のもの

外径が1.0ｍ以上のもの

外径が0.4ｍ以上0.7ｍ未満のもの

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号
に掲げる工事用材料の置場

外径が0.2ｍ以上0.3ｍ未満のもの

祭礼、縁日等に際し、一時的に設け
るもの

商品置場その他これに類するもの

道路法（昭和27年法
律第180号。以下
「法」という。）第
32条第１項第１号に
掲げる工作物

地下に設ける変圧器

その他の柱類

第２種電柱

長さ１ｍにつき１年

数　量
占　用　料　（円）

単  位
単価

（円）

第３種電話柱

外径が0.04ｍ未満のもの

１本につき１年

路上に設ける変圧器

長さ１ｍにつき１年

地下に設ける通路

その他のもの

法第32条第１項第３号に掲げる施設

法第32条第１項第４号に掲げる施設

外径が0.07ｍ以上0.1ｍ未満のもの

上空に設ける通路

外径が0.3ｍ以上0.4ｍ未満のもの

法第32条第１項第２
号に掲げる物件

外径が0.04ｍ以上0.07ｍ未満のもの

外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの

共架電線その他上空に設ける線類

変圧塔その他これに類するもの
及び公衆電話所

広告塔

その他のもの

第２種電話柱

13　道路占用料徴収状況

第１種電柱

第３種電柱

第１種電話柱

占　　　用　　　物　　　件

法第32条第１項第５
号に掲げる施設
（地下街及び地下室
を除く。）

アーチ式
工作物

法第32条第１項第６
号に掲げる施設

 ※　数量及び金額については、年度途中からの占用も含む。

１基につき１年

令第７条第２号に掲げる工作物

道路法施行令（昭和
27年政令第479号。
以下「令」とい
う。）第７条第１号
に掲げる物件

看板
（アーチ式であるものを除く。）

標識

占用面積１㎡につき
１年
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14 自由通路等管理費負担金 

件 名 金額（円） 内 容

福生駅東口自由通路等管理費負担金 2,377,012 管理費等一式

拝島駅自由通路等管理費負担金 9,038,186 管理費等一式

合 計 11,415,198 

15 屋外広告物許可申請件数 

許 可 機 関 種 類 件 数 （件） 数 量 備 考

東 京 都

広 告 塔 ５ 158 

数量は、屋外広告物

手数料を算定するた

め、表示面積５㎡当

たりを１として計算

したもの。

広 告 板 50 310 

小 計 55 468 

福 生 市

広 告 塔 ０ ０ 

広 告 板 43 275 

は り 紙 ０ ０ 

小 計 43 275 

合 計 98 743 

16 違反広告物撤去数 

協力員撤去数 市撤去数 
合計 

はり紙 はり札 立看板 はり紙 はり札 立看板 

令和元年度 ０ ０ ０ ０ 362 ０ 362 

前年度 ０ ０ ０ ０ 319 ０ 319 

17 違反広告物撤去協力員登録団体・登録人数

団体数 人 数 

平成 22 年度 24 187 

平成 24 年度 20 138 

平成 26 年度 17 114 

平成 28 年度 20 128 

平成 30 年度 20 102 

※ ２年ごとに更新を行う。 

道路下水道課―285―


	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




