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本日の内容
【私たちの】まちづくりについて考えてみた
【徹底分析】福生市の現状と課題
【集結】BASE SIDE SQUARE 完全解説！
【回遊】ベースサイドストリートに訪れた人を福生全体へ
【衝撃】実際のプランの経済効果は…？
【本気の】実施体制と実現にむけて
【ラスト】GO TO FUSSAのまとめ



私たちは福生を選びました！

なぜか？
海外留学経験があるメンバーが半分以上！

米軍基地がありアメリカ感のある福生市に
魅力を感じました
またコロナ禍でも都心から近いため
マイクロツーリズムの観点から大きな可能
性を感じました



人口 57,073人
市内外国人 3,472人

駅が５つある
（多摩26市 1位）

都心から約40㎞
新宿から電車でおよそ1時間
横田基地が福生市内の46.5％を占める

【徹底分析】福生市の現状と課題

福生の基本情報



例えばこんな観光スポットがある！

石川酒造
◆創業 1863年（約140年前）

田村酒造
◆創業 1820年（180年前）

出典：https://tamajiman.com/SHOP/ST-200903.html

赤線地帯
Barや飲食店が立ち並ぶ異国

感漂うディープな飲み屋街

横田基地の米兵や外国人のお客さんも多い

出典 http://yorusannpo.blog.jp/archives/1071367816.html

http://yorusannpo.blog.jp/archives/1071367816.html


福生市の課題

1.地域の魅力を活かしきれていない

2.認知度不足

3.イベント頼りの集客

現地調査とデータ
分析から見つけた

福生市役所
シティーセールス推進課

福生市商工会



福生市入込観光客数 横田基地の友好祭がある
8月に圧倒的な集客

通年を通した賑わいも欲しい



横田基地日米友好祭
福生桜まつり 福生ほたる祭り 八雲祭り
福生七夕まつり
福生市民総合体育大会
福生ふれあいフェスティバル

2020年はコロナウィルスの影響を受け…

7つのイベント

全て中止！

もし、今後もコロナの影響で
横田基地のイベントが中止してしまうと、
大変なダメージになると考えられる



これらの事から…
短期的な集客ではなく

長期的で一定の集客が必要

そこで、私達は福生が誇る、
最もアメリカに近い商店街、
ベースサードストリート

を見直しました



日本で一番アメリカに近い商店街！

・横田基地に隣接する国道16号線沿いの商店街

・個性的な雑貨屋や家具屋、飲食店が並ぶ

・アメリカンな雰囲気のお店ばかり

【歴史】
1950年頃から米兵向けの商店街として栄える

しかし冷戦により帰国する米兵が増えたため来街者が減少

アメリカが好きな日本人も来街するため
現在では日本人向けのアメリカンな商店街
となっている

出典 福生ベースサイドストリート公式HP
http://www.fussabasesidestreet.com/charm/

【集結】BASE SIDE SQUARE 完全解説！

http://www.fussabasesidestreet.com/charm/


ベースサイドストリートを使って
福生をもっと盛り上げたい！！

福生武蔵野商店街振興組合
相談役（前理事長） 冨田 勝也 様

この商店街を
活用しよう！

高石ゼミ
Team初対面ズ

相談役（前理事長）冨田様は、、、



ベースサイドストリートのSWOT分析

強み

・異文化感
・チェーン店ではなく個性豊かな
個人経営店が並ぶ
・外国人と触れ合える

弱み

・コロナ禍での個店の売上減少、来街者
の減少
・ベースサイドストリートの知名度

機会

・コロナ禍による実際のアメリカ旅行や
留学ができなくなり、アメリカを感じる
ニーズが高まっている
・ベースサイドストリート以外に
アメリカンな雰囲気を推している地域が
ある

脅威

・コロナウイルスによるアメリカとの
イベントの廃止
・アメリカ兵の自粛による異文化感の
低下



クロスSWOT分析

強み 弱み

積極的攻勢策： 弱点回避策：

ベースサイドストリートや個店が更に ベースサイドストリートを全国へ発信する。

機会
アメリカ感、ミリタリー色を前面に出していく。 コロナ禍でも通販を始め、postコロナ時に

大いな集客を行う。

差別化策： 脅威回避策：

脅威 アメリカ人がいなくとも日本人中心での異文化感

を確立する。

外出しなくとも日本人のアメリカ好きや

アメリカ軍とのイベントの中止やアメリカ兵が

ミリタリー好きが集まる空間を提供する。

• ベースサイドストリートの知名度の向上
• 他地域と連携した異文化感の維持と活性化
• withコロナとpostコロナへの対応
• 既存の資源の活用



商店街同士の連携プランを
提案をします

私たちは、

全国のベースサイドにある

そのために…



presents



BASE SIDE SQUARE

ステップ３

交流後ベースサイドストリートか
ら福生市内へ分散させる！

GO TO FUSSAの3ステップ

ステップ２
コロナ後リアルに交流する

BASE SIDE SQUARE

ステップ１ コロナ渦
基礎を作り準備する



BASE SIDE SQUAREとは？

基地 横 4つの商店街

BASE SIDE SQUARE

福生のベースサイドストリートと類似した
米軍基地付近の4つの商店街を連携させるプラン

現在の悩みや問題点が類似した商店街を連携させて
Win-Win-Win-Winの関係に！



沖縄 美浜アメリカンビレッジ

青森 Sky Plaza MISAWA神奈川 横須賀ドブ板通り

東京 福生ベースサイドストリート

出典
https://lov  
elypon.exbl  
og.jp/2212  
8875/

米軍飛行場の跡地を再開発してできた
ショッピングモール

海軍の軍港街として栄えた商店街 本州最大の米軍基地の傍にある商業施設

日本で一番アメリカに近い商店街

出典：https://mblogmafi.com/hyouban/americanvillage/

遠く離れた商店街や共同店舗が
提携する事例は過去にない！



なぜ4つを連携させるのか？

もし、2021以降も中止や縮小になったら…という危惧

1.コロナで各地域のイベントが中止

福生ベースサイドストリート 在日米軍横田基地 アメリカ第5空軍司令部他横田基地

日米友好祭2020中止

横須賀ドブ板通り商店街振興組合 在日アメリカ海軍基地 第7艦隊

フレンドシップデー2020中止

美浜アメリカンビレッジ アメリカ第5空軍第18航空団 米海兵隊太平洋基地

アメリカフェスト2020中止

SkyPlazaMISAWA アメリカ空軍第35戦闘航空団

三沢アメリカンデー2020中止



2.似たような客層
・アメリカンカルチャーが好きな人たち

・ミリタリー系や飛行機が好きな人たち

3.ユニークな個人経営店がほとんど
・もっと注目されるべき面白いお店や名産品が

それぞれの街にある

・コンビニや牛丼チェーンなどはない。

過酷な今、これだけの共通点が多い商店街や商業
施設は、悩みや問題点も似ているはず！

今だからこそ実現する
プランなのではないか？



ステップ1コロナ禍での基礎作り

4つの商店街で１つのウェブサイトを作る

ウェブサイトの特徴

・各商店街のパンフレットの機能を持つ
・各商店街にある個店、商品が知れる
・さらに、それらのモノが１つのページ
から購入できる通販サイトにもなる

出典：
https://skyplazamisawa.jp/  https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_1741/  
https://chinen.okinawa/2018/09/28/100154/  
https://skyplazamisawa.jp/shopguide/lanichicken/
http://fussadog.jp/blog/2011/04/11/1/
https://mainichi.jp/articles /20160 925/gnw /00m/040/004000c
http://porktamago.com

〈完成イメージ〉

https://mainichi.jp/articles/20160925/gnw/00m/040/004000c 
http://porktamago.com 
https://skyplazamisawa.jp/shopguide/tsuzuki/  
https://www.timesclub.jp/sp/tanomachi_ex/tokyo/fussa/001.html 
https://dobuita-st.com/shop/fashion/mikasa-vol-2.html#extended  
https://www.depot-island.co.jp/shop/okinawa-orugorudo

http://fussadog.jp/blog/2011/04/11/1/
http://porktamago.com/
http://porktamago.com/
http://www.timesclub.jp/sp/tanomachi_ex/tokyo/fussa/001.html
http://www.depot-island.co.jp/shop/okinawa-orugorudo


ステップ２ コロナ後リアルに交流する

①フレンドシップ貿易 福生の名物、特産品を各所で販売
各地域の名物、特産品も福生で販売

各地イベントに福生を宣伝できるブースを設置
連携して新たな合同イベントを開催②出張イベント

（補足）フレンドシップ貿易とは

各地にある特産品や、個人商店の商品を生かした、商店街間の貿易



横
須
賀

出典：
https://skyplazamisawa.jp
/shopguide/lanichick  en/

出典：
http://porktamago.com

出 典 ：
https://mainichi.jp/articles/20160925/  
gnw/00m/040/004000c

出典
http://fussadog.jp/blog/ 
2011/04/11/1/

新しいものを
取り入れる

三
沢

美
浜

http://porktamago.com/
http://fussadog.jp/blog/


②出張イベント

各地イベントに

各商店街ブースを設置して宣伝
イベントの多い街
だからこそお邪魔させてもらう！

出典：https://ina-navi.net/article/stuff-
news_ina/17998

〈イメージ〉

出典：https://koto-
kanko.jp/event/detail.php?eid=553

４つの地域での合同イベント
も実施
〈例〉BASE SIDE SQUAREフード
フェスティバル



特産品とイベントも貿易可能！
商店街に新たな魅力が生まれ多くの人

に知ってもらえる

4つの商店街がさらに強くつながる！



福生ベースサイドストリート＆横須賀ドブ板通り商店街

福生武蔵野商店街振興組合
前理事長 冨田 勝也 様

ドブ板通り商店街振興組合
理事長 越川 昌光 様



Sky Plaza MISAWA&美浜アメリカンビレッジ

スカイプラザミサワ株式会社
取締役 戸館 剛伸 様

デポアイランド通り会 会長
株式会社奥原商事 代表取締役

奥原 悟 様



4箇所全ての商店街の代表者の意見

福生武蔵野商店街振興組合
相談役（前理事長） 冨田 勝也 様

デポアイランド通り会
会長 奥原 悟 様

ドブ板通り商店街振興組合
理事長 越川 昌光 様

スカイプラザミサワ株式会社
取締役 戸館 剛伸 様



福生市商工会との合同会議

• 福生市商工会

• 福生武蔵野商店街
振興組合

• 高石ゼミ

での合同会議



美浜（沖縄）の奥原様が実際に
福生にいらっしゃいました！

美浜の奥原様と福生の冨田様、ゼミ生での合同会議の様子

左から
福生武蔵野商店街振興組合

冨田相談役（前理事長）
平本理事

デポアイランド通り会
奥原会長

亜大経営学部3年 SHOTAIMEN’S
和田

藤崎（司令官）



GO TO FUSSAの3ステップ

ステップ３

交流後ベースサイドストリートから
福生市内へ分散させる！

ステップ１ コロナ禍
基礎を作り準備する

ステップ２
コロナ後リアルに交流する



ぐるぐる福生 〈店内イメージ図〉

福生ベースサイドストリートの
空き店舗を利用した
福生市内案内所

座ってお茶を飲めるような
休憩スペースも！

〈実際の空き店舗〉

見どころ紹介などのブースを設けます

【回遊】ベースサイドストリートに訪れた人を福生全体へ



ぐるぐる福生内の各種コーナー

✓福生の見どころコーナー
季節ごとのイベントや、観光スポットの紹介

初対面ズ）【改名】 （命名

旧赤線→

出 典 ：https://www.fussa-
tanabata.com/news/archives/113

出 典 http://yorusannpo.blog.jp/archives/1071367816.html

【石川酒造】

【福生七夕まつり】

http://yorusannpo.blog.jp/archives/1071367816.html


日本酒

◼ USミリタリーコーナー
連携している各ベースの写真やグッズを紹介！

出典 http://fussadog.jp/blog/2011/04/11/1/

■福生市内の逸品コーナー
福生にある名物品やそのお店とアクセスを紹介！

出典：https://tamajiman.com/SHOP/ST-

200903.html

福生ドック

■福生ベースサイドストリートの歴史

歴史やお土産を紹介！

出典：http://www.fussabasesidestreet.com/shoplist/?ca=9

■POP UP STORE

シーズンごとに各商店街の特産品を販売！

横須賀 スカジャン 美浜 沖縄オルゴール

出典：
https://dobuita-st.com/shop/fashion/mikasa-vol-
2.html#extended

出典：https://www.depot-
island.co.jp/shop/okinawa-orugorudo/

http://fussadog.jp/blog/2011/04/11/1/
http://www.fussabasesidestreet.com/shoplist/?ca=9


福生ベースサイドストリートでの4地域の店舗間連携によるネット販売効果
Withコロナ期

2021年は3社の提携→2025年には20社が提携（沖縄、横須賀、三沢での販売）

【衝撃】実際のプランの経済効果は…？

5年後には
２億4000万
の経済効果

※1店舗あたり年間売上高40,000千円、グラフの数値はネット連携による増加代



※ベースサイドストリート全体年間売上高（2019年度基準）2,480,000（千円）

福生ベースサイドストリートでの来街者増加による経済効果

Postコロナ期

毎年5％ずつ
来街者が増加
約4億9千6百万
の経済効果



（コロナ終息後）

福生ベースサイドストリートから福生市全体への回遊効果
Postコロナ期

平成２９年度西多摩地域入込観光客数調査報告書より

福生への年間入込観光客数は約60.8万人、うち日帰り利用者数は約57.9万人。
観光消費額：10,000円未満が大半であり5,000円未満が約70％

更に、ぐるぐる福生により福生ベースサイドストリートへの来街者の

10％が福生市全体へ回遊すると想定すると、福生市全体で

年間17億４千万円が消費される！！

日帰り来訪者数(平成29年度を

基準)　（人）

1人当たり観光消費額

（円）
来街者回遊割合

来街者増加による福生市全

体への波及効果

Postコロナ
1年間 579,000 3,000 1.00 1,737,000



【本気の】実施体制と実現にむけて

青森 Sky Plaza MISAWA
（スカイプラザミサワ株式会社）

神奈川 横須賀どぶ板通り
（ドブ板通り商店街振興組合）

沖縄 美浜アメリカンビレッジ
（デポアイランド通り会）

東京福生ベースサイドストリート
（福生武蔵野商店街振興組合）

福生武蔵野商店街振興組合

＆

亜細亜大学 高石ゼミ



実現に向けて全国商店街振興組合連合会様から

・広域での商店街の連携といっても
県内や2地区のような連携があるが、
このような東北から沖縄までの
ユニークな商店街の連携は面白い。
・姉妹商店街のようなものはあるが、
このような実質的連携が実現すれば
素晴らしい。

・今年度スタートの「go to 商店街」
施策も勉強して活用しては。



東京都よろず支援拠点様から

全国のベースサイド型
商店街の連携は、
全国および各域内で
間違いなくマスコミ等が
注目する。

東京都よろず支援拠点
証券アナリスト

国の補助金だけでなく
、東京都の補助金や

支援策も活用できる

でしょう

大学のゼミ内で
これをやれば、
素晴らしい生きた教材
になる



経済産業省 中小企業庁 商業課様で

・このような活動に感謝します。
・商店街は商店が集まる街から生活を
支える 街に変化しつつある。
・全国14000の多くの商店街が賑わいを
失う中で、独自に頑張っているこれらの
ネットワークへの支援を継続して欲しい。

・次年度以降の観光型商店街としての
政策支援も考えたい

・三沢は商店街振興組合ではないが
（株式会社）観光協会とタイアップが
考えられる



実際にメディアの取材を受けました
10月3日 福生アメリカンハウスにて

株式会社 西多摩新聞社

多摩ケーブルネットワーク株式会社



・オンラインを活用しコロナ禍 か
ら始める観光準備

・4つのベースサイドの商店街の連携
・名前だけでなく1つのチームとして

ガッチリ提携
・遠く離れた商店街が提携する
事例は過去にない

・4つの商店街が連携しベースサイド
ストリートを活性化

・来街客が増えた福生ベースサイド
ストリートから市内全体へと回遊

・ベースサイドストリートから福生市内全体

を盛り上げる！

・イベント頼りにならない福生の魅力を

最大限に活かす集客力！

・この仕組みを使えば福生だけでなく

沖縄、横須賀、三沢もさらに活性化する！

新規性 効果

【ラスト】GO TO FUSSA のまとめ



GO TO FUSSA 3ステップのまとめ

ステップ2

ステップ3

ステップ1

オンライン上でBASESIDE
SQUAREを開始

4つの商店街が連携する

福生ベースサイドストリートの
注目度のUPやコロナ後の観光
戦略の基礎づくりに

BASE SIDE SQUAREにより
新たなものをベースサイド
ストリートに取り入れ
魅力度がUP

既存の観光資源や個人店に
まで注目が！

福生の魅力に再脚光を！

ぐるぐる福生を設置

活気溢れたベースサイド
ストリートから福生市全体へ回
遊

足を運べば満足間違いなしの福
生市内の観光地や
お店へ！！



ご協力いただいた皆様

•福生市役所

•福生商工会

• 経済産業省中小企業庁商業課

• スカイプラザミサワ株式会社

• 福生武蔵野商店街振興組合

• 全国商店街振興組合連合会

• デポアイランド通り会

• ドブ板通り商店街振興組合

• 有限会社冨田屋

• 株式会社西多摩新聞社
• 多摩ケーブルネットワーク株式会社

• 東京都よろず支援拠点

• 各商店街でインタビューに応じて

くださいましたお店の皆様

ご協力ありがとうございました！



GO TO FUSSA
新しい時代に対応した、次の時代の観光まちづくり

外部との協力と福生市の観光資源を
最大限に活用して

魅力あふれる新しい福生市へ

ご清聴ありがとうございました。


