
分類 アイデア

1 祭り・イベント
「ももクロ秋の2番煎じ」をやってほしい。びん沼公園が整備され、新
しい施設のお披露目をするのにもよい。

2 祭り・イベント

【50周年記念のお笑いライブ】
PR大使の板倉俊之さんの協力で、有名なお笑い芸人さんに出演しても
らう。市内の若者も出演したら面白い。

3 祭り・イベント

【50年前の富士見市ツアー】
50年間で街は大きく都市化へ変化したため、各ツアーポイントの50年
前の姿をVRで体験しながら、ガイドの説明を聞くというイベントを行
う。

4 祭り・イベント

【高齢世代の非日常における”静と動”の体験・体感事業】
高齢世代の健康増進の一助となるよう、「座禅・伝統芸能・茶の湯
等」の体験イベントを実行委員会を組織して企画する。
（日程案）令和4年4月10日またはそれ以降の土曜日・日曜日
（会場案）市内の寺社で座禅、茶の湯等の体験ができるところ
　①大應寺と水宮神社　②瑠璃光寺と諏訪神社　③護国寺と榛名神社
④金蔵院と八幡神社

5 祭り・イベント
【コスプレ・仮装による鶴瀬駅から市役所までのパレード】
順位を決めて表彰する。

6 祭り・イベント

【事業名】
老若男女　「笑顔でふじびたい」コンテスト
【趣旨】
富士額は、美人を表現する一つとして言われてきている。しかしなが
ら、最近でこうした話を聞く機会も少なく、富士額と言う言葉を知ら
ない世代も多くなってきている。この富士額は、　前髪の生え際が富
士山のようなものを言うので、富士見市にとっても固有名詞上からも
深い縁がある。一方、最近の若い世代には和服に似合う富士額は敬遠
されがちでその言葉を消えていきそうです。そこで、50周年事業とし
て、富士額を改めてPRして市の知名度アップにつなげたい。
【方法】
美人コンテストでなく、性別年齢も関係なく写真による応募方式で、
当然に容姿も問わない。笑顔と生え際の見た目でのコンテストとす
る。※ここがコンテストの主題、笑顔で地域を明るくしてくれる人
応募は、はがき大の顔写真とし、ネットでの応募も可能とする。
【審査】
審査の基準は、笑顔と額の見た目です。写真審査後の上位10名ぐらい
を一同に会しての最終審査を行う方式もコンテストとして盛り上げる1
案です。
【表彰】
①ふじびたい大賞　②ふじびたい笑顔賞※男女別や子どもと成人別で
の表彰も考える。
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分類 アイデア

7 祭り・イベント

【事業名】
50周年だよ、フジミンピック（50周年≒5重≒五輪という意味）
【概要】
50という数値にすべて引っ掛ける形で、市民参加型で、且つ密を避け
た大運動会のようなものを実施する
【背景】
官民一体イベントは、どうしてもふわっとしがちであり、ちょろっと
見たな、行ったな感しかない。より自分事として市制をとらえ、より
住みやすい活気のある市にしていくためには、市民には自らの経済活
動によって市はもっと良くなるという感覚を味合わせる必要がある。
そのためには市内における経済活動が好循環している体感を感じさせ
る「体と頭をフルに使った」ものが必要。
【目的】
市民自ら市を良くしていくんだ、という自律した経済性を高める。大
きく市税を投下せず、参加者には参加費や購入費などで運営費用の負
担頂いたり、市を自らの活動で良くしていくという主体性を高める
【内容（具体的）】
(1)50円玉で買える食べ物　※出店店舗や個人を募集する
(2)4人5脚で50M走　※年代別(小学生低･高学年･中学生･高校生･大人)
(3)50人でフォートナイト
(4)50歳の方限定！
(5)50個の〇〇の早食い
(6)50周（200M×50周＝10㌔）親子マラソン
(7)50本のバラサプライズ

8 祭り・イベント

【市内の町会を全部回るラリー】
20日間で市内の町会すべてを回りスタンプをもらう。備考欄に想いを
記入してもらい、優勝者には記念日当日表彰する。参加賞も準備す
る。

9 祭り・イベント

【市民から募集した楽団でコンサートを実施（状況によってはリモー
トを活用）】
指揮者の北原幸男先生とももいろクローバーZ、飯田里穂さんなども関
わってくれたらよい。
CDなどを作成し、その売上金を子どものための施策に活用する。

10 祭り・イベント

【小学校思い出リレー】
中学校を50年前、40年前、30年前、20年前、10年前に卒業した当時の
生徒会長に集まってもらい、当時の話を聞く会を、市内の全中学校区
で行う。

11 祭り・イベント

【書道展の開催】
旭日小授章を授章された書家の新井光風先生（大東文化大学名誉教
授）の作品を中心に作品展を行う。また大東文化大学の書道学科・書
道部に書道パフォーマンスや書道体験などをしてもらう。

12 祭り・イベント
【成人式思い出リレー】
当時20歳だった人に集まってもらう。

13 祭り・イベント

【税務資料から見た富士見市の移り変わり（写真展）】
市制当初から現在までの写真展を開催する。出来れば、市内各公民館
で1ヶ月ごとに巡回。また、公民館区単位でその移り変わりを見せる。

14 祭り・イベント

【富士見市に移住してきた市民の故郷紹介】
移住者の出身地の広報誌を取り寄せて一堂に展示する。また、富士見
市で生まれ育った人しか知らないような話や料理を集めて、「富士見
市今昔物語」や「昔、こんな物を食べていた」などにまとめる。
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分類 アイデア

15 祭り・イベント

【マンガ家・里中満智子の作品展と講演会】
市制が施行された昭和47年頃に市内に在住していたとのこと。市制施
行50周年の企画としては良いのでは。

16 祭り・イベント

【見て見てクイズ】
今私たちが使っているものの形やデザインの中には、縄文時代から始
まったものがある（ピッチャー、土瓶・急須、アクセサリー、ネック
レス、ペンダント、くしなど）。そのクイズを行う。

17 祭り・イベント

【ロックミュージックイベント】
キラリふじみでロックイベントを実施する。様々な年代のロック
ミュージシャンを迎え、朝から晩までイベントを行う。イベントの金
額の一部を障がい者施設へ寄附する。イベント参加者からも寄附を集
め、一定額（500円以上など）の寄附をした方に、地元産のリンゴを配
布する。

18 祭り・イベント

【富士見市脱出ゲーム】
今流行りの脱出ゲームを市内全域行い、老若男女、地域の人が楽しめ
るスポットを作る！ファミリー層が多い富士見市で、家族連れの人か
ら市外のカップルなどを呼び込み、楽しんでいただきたいです！脱出
ゲームなのに、謎を解いていくうちに富士見市の魅力が伝わっていっ
て、最終的には誰も富士見市から出たくなくなるような仕掛けが出来
たら最高に面白いと思います！

19 祭り・イベント

＜企業案件＞モスバーガー第１号成増店開店記念（※1972年開店）に
合わせて、モスバーガー無料配布・割引チケット・早食い大会・オリ
ジナルモスバーガーイラストコンテスト・プロによるオリジナルモス
バーガー発表試食会・YoutubeなどSNSでリアルタイム配信。全国て投
票。

20 祭り・イベント

＜企業案件＞車好きあつまれ。トヨタカローラレビン、スプリンター
トレノ50周年。思い出の愛車とともにプチモーターショー。若者もお
年寄りも、思い出の名車トレノ・レビンを自慢しよう。ゲスト土屋圭
市。

21 祭り・イベント

10歳の時に富士見町から「市」になりました。その日のイベントの仮
面ライダーショーが未だに強く想い出に残っております。昭和・平
成・令和～ つながる想い仮面ライダー全員集合！冥土の土産に是非と
も叶えて下さい。

22 祭り・イベント 1チーム50人対抗でいろいろな遊びをする
23 祭り・イベント 1日中ずっと誕生日の歌が流れている
24 祭り・イベント 3つの駅に飾りをつけたい
25 祭り・イベント 50歳の芸能人を呼ぶ
26 祭り・イベント 50歳の市民全員でケーキを食べる
27 祭り・イベント 50歳の人を祝う会を開く

28 祭り・イベント
50周年にちなんで、50個プレゼントを用意し、抽選で当選した人に配
る。

29 祭り・イベント 50周年に向けて頑張ったことの表彰式
30 祭り・イベント 50周年のイラストを書く
31 祭り・イベント 50周年パーティ・お祝い会をしたい
32 祭り・イベント 50周年を迎えた他市の子どもと手紙等の交流
33 祭り・イベント 50台のキッチンカーフェスティバル

34 祭り・イベント
50つながりのイベント（50週リレー、50分鬼ごっこ、50回縄跳びリ
レー）
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分類 アイデア

35 祭り・イベント

50歳以上の市民の方からの50年前の思い出・写真公開。写真会。1972
年、昭和47年生まれのハッビーイヤーイベント・プレゼント。2022年
生まれの0歳児とのツーショット写真。イベントゲスト（1972年生ま
れ）新庄剛志、濱口優、藤井隆、高橋尚子、ケンドーコバヤシ、谷原
章介、宮川大輔など。

36 祭り・イベント
50種類の花や木を植える。地域によって異なるようにする。そこを巡
ることができる仕組みを作る。

37 祭り・イベント
50周年だから、50がつくゲームを見つけてゲーム大会をやりたいで
す。たとえばきょうふの50などをやれたらいいなと思います。

38 祭り・イベント 50周年記念に風船をみんなであげる

39 祭り・イベント

50年前のつるせの写真を駅構内や各公民館、ららぽーとなどに展示。
例えば50年前と現在の鶴瀬駅の写真や各公民館がある地域の写真、小
学校の写真を展示する。子供達に富士見市を知ってもらうきっかけに
なるかと思う。また大人には写真を見て懐かしんで頂けるのではない
か。

40 祭り・イベント 5と0がつく金額のゲームや宝くじをする
41 祭り・イベント B級グルメコンテスト
42 祭り・イベント あいうえお順に市民で並びたい
43 祭り・イベント アザラシのショーをやる
44 祭り・イベント 遊び横丁みたいなお祝いを市長としたい
45 祭り・イベント 池の水を全部抜く
46 祭り・イベント イチゴ・イチゴを作った料理が食べ放題の無料のパーティをしたい
47 祭り・イベント 一番格好いい人、かわいい人、性格がよい人、面白い人などの投票
48 祭り・イベント 一緒にごはんを食べる
49 祭り・イベント いろいろな車のパレードを見たい

50 祭り・イベント
いろんな世代の方々の夢や、誰かに宛てた手紙をタイムカプセルに入
れて埋める。

51 祭り・イベント 英語のパーティー
52 祭り・イベント 大きい風船に紙吹雪を入れて、市長が弓で割る
53 祭り・イベント 大きなケーキを作って、みんなで食べたい
54 祭り・イベント 大きな道路の真ん中で寝る
55 祭り・イベント 大きな猫の絵を見てみたい
56 祭り・イベント お菓子釣りをやりたい
57 祭り・イベント お金がいらないで、なんでも食べたり買ったりしたい。
58 祭り・イベント 屋上で全市民が思っていったことを叫ぶ
59 祭り・イベント 鬼滅の刃の劇を見てみたい
60 祭り・イベント お店に泊まりたい
61 祭り・イベント お笑いライブを開催する
62 祭り・イベント 音楽会がやりたい
63 祭り・イベント 音楽会でトトロを歌う
64 祭り・イベント 音楽を流す

65 祭り・イベント
お昼の12時にみんなで一斉にクラッカーを鳴らしてお祝いする。ソー
シャルディスタンスも守れる。

66 祭り・イベント お店屋をやりたい
67 祭り・イベント 絵画展をやってほしい
68 祭り・イベント 仮装パーティをしたい
69 祭り・イベント 学校全体をお菓子にしてみたい

70 祭り・イベント
学校で映画を見たい（ドラえもん・鬼滅の刃・ヒックとドラゴンな
ど）

71 祭り・イベント 学校でお泊まり会をしたい
72 祭り・イベント 学校の2時間目にサンタがプレゼントを運んでほしい
73 祭り・イベント 学校のみんなでマクドナルドへ食べに行く
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74 祭り・イベント
学校やキラリふじみ、ららぽーと富士見などで逃走中をしたい（ハン
ター候補：先生・市長・市の職員）

75 祭り・イベント 学校や市役所、キラリふじみ、ららぽーとなどで鬼ごっこをしたい
76 祭り・イベント 学校やららぽーと富士見で脱出ゲーム
77 祭り・イベント 学校を休んで、みんなでケーキを食べたい
78 祭り・イベント 学校をレストランに
79 祭り・イベント 川に市民が絵や文字を書いた行燈を流す

80 祭り・イベント

川の生きもの調査が山崎公園で中止になったので、4月にはどこか違う
場所でいいので是非して欲しいと思いました。ぜひ50周年で50円とか
でも無料じゃなくていいので。

81 祭り・イベント 気球に乗りたい
82 祭り・イベント キャンプファイヤー
83 祭り・イベント 恐竜パーティをしたい。
84 祭り・イベント 巨人軍1軍の人のサインボールがほしい
85 祭り・イベント 巨人軍と一緒に写真が撮りたい

86 祭り・イベント
巨大な食べ物（プリン・ケーキ・焼きそば・ラーメン・ゼリーなど）
を作って食べたい

87 祭り・イベント キラリで狂言や歌舞伎を観る
88 祭り・イベント キラリふじみで演奏会をしたい
89 祭り・イベント クーポンを全員に配る
90 祭り・イベント クラスみんなでららぽーとを探検したい
91 祭り・イベント グレンゲを歌う
92 祭り・イベント ケーキを50個用意して、パーティをする
93 祭り・イベント ゲームセンターなどでゲームやり放題
94 祭り・イベント 劇がしたい
95 祭り・イベント 劇団四季の劇をやってほしい
96 祭り・イベント けやきを50周年記念に植えたい
97 祭り・イベント 県知事や総理大臣を呼んでお祝いする
98 祭り・イベント 公園で犬50～100匹と遊ぶ
99 祭り・イベント 豪華な料理をたべる
100 祭り・イベント 国立博物館ツアー
101 祭り・イベント コスプレ・仮装大会をしたい
102 祭り・イベント 子供たちで50歳の人に音読でお祝いしたい
103 祭り・イベント 子どものマーケット
104 祭り・イベント 埼玉スタジアムやメットライフドームの招待券の抽選
105 祭り・イベント 昨年のソヨカで行ったライブペインティングの作品
106 祭り・イベント 雑学王はだれだ決定戦をしたい
107 祭り・イベント サバイバルゲームをしたい
108 祭り・イベント 様々な機関が発行している50周年切手を集めて展示する。
109 祭り・イベント 市制施行日の前後1週間は街をゴージャスにする
110 祭り・イベント 市全体の小学生がお誕生日の恰好をして登校
111 祭り・イベント 市長と記念写真撮影、握手をしたい
112 祭り・イベント 市長にドッキリをしたい
113 祭り・イベント 市長のサインを配る
114 祭り・イベント 市内スピーカーで「ふじみ音頭」を流して踊る
115 祭り・イベント 市内全部の学校体育館で一斉にくす玉を割る
116 祭り・イベント 市内で聖火リレーをしたい
117 祭り・イベント 市内で輪ゴム鉄砲を使った対戦イベントをする
118 祭り・イベント 市内の家等に飾り付けをし、賑やかにする
119 祭り・イベント 市内の小学校で絵や折り紙の作品を50万個展示
120 祭り・イベント 市内の富士山スポットを巡る企画
121 祭り・イベント 市の偉人の劇をする
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分類 アイデア
122 祭り・イベント 市の偉い人で合奏をする
123 祭り・イベント 市のきれいな景色の写真がたくさん見たい
124 祭り・イベント 市の真ん中で、市長たちが大きいケーキを切って配布
125 祭り・イベント 自分でゲームを作りたい
126 祭り・イベント 市民ゴスペルクワイヤー（ゴスペルを歌うチーム）を集めて歌う。
127 祭り・イベント 市民全員でサッカースタジアムに行きたい
128 祭り・イベント 市民でグリコをする

129 祭り・イベント

市民で文化的な業績を残した人々の顕彰活動をし、郷土富士見の豊か
な文化を再認識する活動をする。文芸分野は図書館の司書の方々によ
る解説付き展示が望ましい。
①渋谷定輔（農民詩人、文筆家、中央図書館の「文庫」資料を残し
た）
②小口益一（版画家、国公立美術館収蔵の他、多くを塩尻市に寄贈）
③米田利昭（歌人、文芸評論家、宇都宮大学名誉教授）
④冬敏之（小説家、元ハンセン病患者、元市職員）
⑤佐藤洋子（歌人、新年歌会始入選者、元市職員）
＜参考＞
東松山市では高坂プロムナードの彫刻作家の顕彰活動を2017年から取
り組み、今年も東松山市総合会館とギャラリー喫茶亜露麻で展示が行
われた。

130 祭り・イベント 市役所で中古店を開いてほしい
131 祭り・イベント 小中学校の生徒で市内全部使って鬼ごっこ
132 祭り・イベント 小中学校や高校生のみなさんで富士見市との交流会をやりたい

133 祭り・イベント
笑点の公開収録をキラリふじみのメインホールでチャリティで行う。
寄せられた金額は50周年記念事業に有効に使うこととする。

134 祭り・イベント 市をピカピカにする
135 祭り・イベント 森林見学を開催する
136 祭り・イベント 好きな映画を見放題
137 祭り・イベント スポーツ教室を開いてほしい(ランニング教室など)
138 祭り・イベント すみっコぐらしの集まり会がしたい
139 祭り・イベント 戦闘中をやりたい
140 祭り・イベント 体育館で鉄道ジオラマ展示パーティ
141 祭り・イベント タケコプターを使って空を飛びたい
142 祭り・イベント 誕生日イベント（お化け屋敷、トランポリン、逃走中、花火）
143 祭り・イベント 誕生日とクリスマスにお祝いをする
144 祭り・イベント チーズハンバーガーを100個食べたい
145 祭り・イベント チーム分けして大規模な鬼ごっこをしたい
146 祭り・イベント 抽選で当たった人の望みを叶える
147 祭り・イベント 鶴瀬駅東口再開発事業の展示
148 祭り・イベント つるせ台小を振り返りテレビで映像を流す
149 祭り・イベント 手品を見てみたい
150 祭り・イベント 動画でパーティーをやってほしい
151 祭り・イベント 動物園を調査してみたい

152 祭り・イベント

東武東上線沿線のゆるキャラとふれあいゲームなどを市民と一緒に楽
しんだ後、ゆるキャラグランプリのようなコンテストを行う。
ゆるキャラを見るのではなく、コミュニケーションを必ず取る祭りに
する。
（例）お玉競争・玉入れ・だるまさんがころんだ、など

153 祭り・イベント 道路を通行止めにして、いろいろなスポーツカーを集める
154 祭り・イベント 道路を通行止めにして、みんなでセグウェイに乗りたい
155 祭り・イベント ドーナツが落ちてくる雨
156 祭り・イベント 特産物を使ったメニューを作って食べたい
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分類 アイデア
157 祭り・イベント どっきり
158 祭り・イベント 長岡仁也さんの忍者ショー
159 祭り・イベント 流しそうめんを学校でしたい
160 祭り・イベント 習い事を発表する機会がほしい
161 祭り・イベント 二次元に行く
162 祭り・イベント バザーをしたい
163 祭り・イベント ハロウィンパーティをしたい

164 祭り・イベント

ピアノコンサートがあったら良いと思います。角野隼斗さんというピ
アニストを呼んでいただければ嬉しい。角野さんはPITINA特級グラン
プリを受賞されておりクラシックの腕は勿論のこと、YouTubeで公開し
ているジブリ等の馴染みの曲も再生回数200万回を超える人気のピアニ
ストです。レパートリーも幅広いので、若い年代やクラシックに詳し
くない人も楽しめると思います。

165 祭り・イベント ピカチュウなどのポケモンが来てほしい
166 祭り・イベント 病院にいる人たちに外からサプライズをする
167 祭り・イベント ファッションショー
168 祭り・イベント 富士山を近くで見るツアー
169 祭り・イベント ふじみがふるさとを盆踊りみたいに踊る
170 祭り・イベント 富士見市お楽しみ会で、市に関係する遊びやクイズをする
171 祭り・イベント 富士見市がもっと好きになるイベントをする
172 祭り・イベント 富士見市コーヒーフェスティバル
173 祭り・イベント 富士見市食べ放題パーティをしたい。
174 祭り・イベント 富士見市であった出来事をまとめたり、発表したりする
175 祭り・イベント 富士見市で逃走スタンプラリー
176 祭り・イベント 富士見市と同じ誕生日のアイドルと市民全員でパーティをする
177 祭り・イベント 富士見市に住んでいる人で一斉にジャンプしたい
178 祭り・イベント 富士見市に住んでいる人でショー
179 祭り・イベント 富士見市の先生たちに特技を見せてもらう
180 祭り・イベント 富士見市の代表の人を見てみたい
181 祭り・イベント 富士見市の特産品を配る
182 祭り・イベント 富士見市のみんなでクリスマスパーティをしたい
183 祭り・イベント 富士見市をゲームの世界にしたい
184 祭り・イベント プラネタリウムがみたい
185 祭り・イベント ブルーインパルスの芸を見る

186 祭り・イベント
プレゼントパーティー(折り紙のプレゼントをお互い渡し、「おめでと
う」を伝え合う

187 祭り・イベント

プロの落語家さんによる、三題噺の新作落語会(例えば題材に、「富士
見市」「50周年」「ふわっぴー」など、または、当日来場者が書いた
項目を演者がくじ引きして三つお題を決める)

188 祭り・イベント プロ野球選手のサイン会・握手会・交流会
189 祭り・イベント ふわっぴーや市長、県知事と写真撮影
190 祭り・イベント 文化の杜公園でファイアダンスを見たい

191 祭り・イベント
ポケモンGOと連動して富士見市フェスを開催。市外から来た人に魅力
をPR

192 祭り・イベント ポケモンと富士見市のコラボ
193 祭り・イベント 保護者の運動会

194 祭り・イベント

またももクロちゃんのコンサート開催を希望します！！ももクロちゃ
んきっかけで富士見市に引っ越してきました。またあらためてこの市
内でももクロちゃんライブにいけたらうれしいです

195 祭り・イベント 街中おもちゃだらけにしてみんなで遊びたい
196 祭り・イベント 漫画家のサイン会
197 祭り・イベント みかん狩りをしたい
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分類 アイデア
198 祭り・イベント ミス富士見を1度だけ復活
199 祭り・イベント ミュージカルを見たい
200 祭り・イベント みんなで5日間パーティをする
201 祭り・イベント みんなで同じ時刻に歌をうたう
202 祭り・イベント みんなで学校の屋上で富士山を見たい
203 祭り・イベント みんなで合唱する
204 祭り・イベント みんなでキャンプをしたい
205 祭り・イベント みんなで外でジュースを飲む
206 祭り・イベント みんなで輪になって、富士見市の形を作りたい
207 祭り・イベント みんなで外で「富士見市おめでとう！50歳！」と叫ぶ
208 祭り・イベント みんなで市内のゴミ拾いをしてきれいにする
209 祭り・イベント もちつき
210 祭り・イベント 焼き肉パーティをしたい
211 祭り・イベント 雪合戦をする
212 祭り・イベント 洋服の安売り
213 祭り・イベント ラーメン食べ放題フェスティバル
214 祭り・イベント ららぽーと富士見で「芸能人を探せ」ゲームをしたい

215 祭り・イベント
ららぽーと連動企画で、鶴瀬の街中にテント店舗を出店(200くらい？)
してもらう。富士見市の町中を2～3日間ららぽーと化する。

216 祭り・イベント ろうそく50本を立てる

217 祭り・イベント
一日市長体験・子ども市議会→子どもたちだけで市政について考え、
提案、検討する。ここで採用されたことを本当に区政に活かす。

218 祭り・イベント
浦添市では市制施行50周年記念事業で、ロボットプログラミング事業
を行ったそうです。同じようなものをやってほしい。

219 祭り・イベント

皆で富士見市役所近くのトンネルに絵を描こう！！
私（絵描き）と有志、マスキングなどを施して下準備をし、マスキン
グされていない所に好きに色々な方に絵を描いて頂くという企画

220 祭り・イベント 学校でバーベキューするか、学校の生徒・父母でバーベキューに行く

221 祭り・イベント
学校の体育館を使った無料の映画上映  学校ごとに違う映画を上映し
て生徒にはボランティアをしてもらう もちろん学生も見れる

222 祭り・イベント 鬼滅の刃とコラボした大イベントを開催する
223 祭り・イベント 鬼滅の刃とコラボしてほしい
224 祭り・イベント 校庭に動物園を呼んでほしい
225 祭り・イベント 高嶋ちさとや葉加瀬太郎によるクラッシックコンサート
226 祭り・イベント 市の小学校で同時にクラッカーを鳴らす

227 祭り・イベント
市制30周年、40周年に続いて、市民が合唱団として参加するベートー
ベンの第九の演奏会を是非実施してほしい。

228 祭り・イベント 市内各地の店内などでスタンプラリー

229 祭り・イベント

市内在住の市内外で活躍しているアーティスト達のLIVE又はコンサー
トなどを、キラリふじみの大ホールで行う。コラボLIVEなどが有ると
なお良いと思います。

230 祭り・イベント 市民が自主的に行う50種類のワークショップ一斉開催

231 祭り・イベント
市役所の廻りのお堀の水を抜いて大掃除をすることをイベント化して
実施する。

232 祭り・イベント

商品の割引やポイント、粗品やプレゼントなどの優待など、賛同して
くれる事業者を募って、一定期間を感謝祭として実施して、市全体で
お祝いをする。

233 祭り・イベント 神木隆之介さんのトークショーと出演映画の上映
234 祭り・イベント 水子貝塚資料館の竪穴住居にタイムスリップイベントをする。
235 祭り・イベント 水子貝塚公園でレキシのライブ！
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分類 アイデア

236 祭り・イベント

西口大通り付近を中心に活用した、阿波踊り大会を実施。高円寺では
毎年大規模な阿波踊り大会が実施されています。阿波踊りは人気があ
り、多くの観光客の来場が予想されます。この大会を機に毎年実施を
し富士見市の更なる発展に繋がればと思います。多くの阿波踊り連が
あるので、募集すればかなりの盛り上がりになると思います。

237 祭り・イベント
全国のペットを集めて、ペットフェスを開催。　(富士見市はペット飼
育率高いので)

238 祭り・イベント 体育館などを暗闇にしてお化け屋敷をやりたい
239 祭り・イベント 大宴会逃走中(逃げる人は役所員、ハンターは市民)
240 祭り・イベント 町を飾り付けるイベントをやりたい

241 祭り・イベント
鶴瀬から市役所をつなぐメインストリートに、富士見市を象徴するよ
うなもの(物産など)を販売、閲覧できるようにする。

242 祭り・イベント

伝統芸能各地域の古くから続いている祭りを紹介し、伝統芸能は、キ
ラリふじみで公演。埼玉県内や市内外で活躍している、例えば民舞の
ときわ会、つるせの獅子舞、囃子連、ふじみ野の阿波踊りみほの連、
津軽三味線の山中信人(世界大会三連覇された方で埼玉県内にお住まい
の方で今超売れています。津軽三味線大合奏は、迫力がある。）、お
琴の会、太鼓の会沖縄のエイサーなど。

243 祭り・イベント 日本一の大鍋けんちん汁～富士見市産の里芋をアピール
244 祭り・イベント 富士見ふるさとレシピコンテスト

245 祭り・イベント
富士見市50年の歴史を見てみたい。写真など。50年前と今のビフォー
アフターの写真は大人も子供も楽しめそうかなと思います。

246 祭り・イベント 富士見市でサーカスがみたい
247 祭り・イベント 富士見市なので　富士山の見える絶景ポイントまたは絶景写真展
248 祭り・イベント 富士見市にある商店等をしりとりで巡るスタンプラリー

249 祭り・イベント

富士見市のフォトロゲイニング。フォトロゲイニングは、地図をもと
にチェックポイントを回り得点を集め、子供から大人まで年齢を問わ
ず楽しめて、個人でもチームでも楽しめるスポーツです。富士見市内
の魅力を探し歩き回り、新たな発見があったりと、富士見市を満喫で
きるイベントだと思います。

250 祭り・イベント 富士見市の公園等巡りや輪郭回りのウォークラリーをする

251 祭り・イベント
富士見市の名所をめぐる街歩きの謎解き。難易度は子供向けの簡単な
やつと、大人向けのかなり難しいやつ2つを用意する。

252 祭り・イベント
富士見市プロデュースの音楽フェス開催。(富士山の麓で開催されるフ
ジロックフェスにかけて)

253 祭り・イベント

富士見市関連の問題を解きながら施設・市役所・公園などをめぐりス
タンプを集めて(クイズラリー)富士見市ならではな商品と交換しても
らう企画。

254 祭り・イベント

富士見市主導で地ビールを仕込んで、鶴瀬の街中を巻き込んでビール
祭り。　(鶴瀬駅前にオープンした、鶴瀬クラフトダイニングさんが中
心？)

255 祭り・イベント

富士見市発見!ウォーキングお散歩コースの様にいくつかのコースを用
意して、できれば解説付きで回る。歴史・地理がわかるもの、名産物
やおいしいものがわかるもの、景色や建物がステキなもの、公園や児
童館など子どもがたのしめるもの、などいろいろ選べると良い。個人
的には、ブラタモリのように歴史・地理の発見ができるものがいいで
す。

256 祭り・イベント

文化財、名産品を巡るスタンプラリー。スタンプは店舗内に設置して
営業時間内のみ押印が可能。全てスタンプを揃えた人には富士見市に
ちなんだ商品を提供する。

257 祭り・イベント
密にならないように、外で出店やフリーマーケットを行い、たくさん
人が来られるイベントをやってほしい。
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分類 アイデア
258 祭り・イベント 柳瀬川の土手への桜植樹
259 祭り・イベント 学校の先生参加の運動会
260 祭り・イベント 市内の子どもだけで運動会をやりたい
261 祭り・イベント 玉入れ
262 祭り・イベント 地区運動会をしたい
263 祭り・イベント 運動会・ミニ運動会がしたい
264 祭り・イベント 富士見市の全小学校で運動会をやりたい
265 祭り・イベント １日同じ学年の音楽会をやりたい
266 祭り・イベント 歌大会をしたい
267 祭り・イベント 親子クッキング教室をやってみたい
268 祭り・イベント リモートで記念式典を行いたい
269 祭り・イベント 富士見市お祝いのパレードを見たい
270 祭り・イベント 東武鉄道の電車をラッピングして貸し切り、市民を招待して運行する
271 祭り・イベント アニメのワンピースの人たちと会いたい
272 祭り・イベント アンパンマンを呼ぶ

273 祭り・イベント
歌手有名アーティストのライブをする（LISAやあいみょん、ジャニー
ズ、King＆Prince、official髭男dism、星野源など）

274 祭り・イベント 学校にねずことたんじろうとこちょうさんが来てほしい
275 祭り・イベント 学校に妖怪ウォッチがきてほしい。

276 祭り・イベント
鬼滅の刃のキャラクター（胡蝶忍さん）が月～金曜日に学校へ来てく
れるとよい。

277 祭り・イベント 恐竜博士を呼ぶ
278 祭り・イベント キンプリのれんれんや広瀬すずを呼ぶ
279 祭り・イベント 吾峠呼世晴先生を呼ぶ
280 祭り・イベント 残酷な天使のテーゼの人に生で歌ってほしい
281 祭り・イベント ジャニーズを呼んでパーティをする
282 祭り・イベント ストプリ全員と会いたい
283 祭り・イベント ドラえもんがきてほしい
284 祭り・イベント ハンドボールのれみい選手を読んでほしい
285 祭り・イベント プロスポーツや有名なサッカー選手に来てほしい
286 祭り・イベント まふまふに会ってみたい（有名人でもいい）
287 祭り・イベント みつりとれんごくさんに来てほしい

288 祭り・イベント
有名人（芸能人や声優、ユーチューバーなど）を呼んでお祝いをして
もらいたい

289 祭り・イベント 菅首相を招待する
290 祭り・イベント 西武ライオンズの選手（森選手など）に来てほしい
291 祭り・イベント 富士見市出身の著名人や芸能人を呼んでスペシャルイベントをやる。
292 祭り・イベント アイスホールケーキを配る
293 祭り・イベント ウェディングケーキを作りたい

294 祭り・イベント

【50周年記念のスポーツ大会】
PR大使の今成亮太さん、小原日登美さんに協力してもらい、有名なア
スリートを招待して実施する。
バイク・ヨガが趣味の下川原リサさんにも協力してもらう。

295 祭り・イベント
【富士見ツーデーマーチ】
毎年4月の第2土・日のツーデーウォーキング

296 祭り・イベント 100ｍ競走会やかけっこ大会をやる
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分類 アイデア

297 祭り・イベント

2019年ラグビーW杯日本開催が大変盛り上がりました富士見市では田ん
ぼラグビーなどのイベントが有名ですので、是非ラグビーにちなんだ
イベントはいかがでしょうか！【50人でパス&トライ】【障害を乗り越
えてトライ50本】【ゴールキック成功50本】【50人リレー、ボールを
持って走ってつないでゴールでトライ】何かのイベントに合わせて、
そこに集まった人でチャレンジするとか市内の団体から代表者50人集
めてみんなでやるのも楽しそうですその他【ストリートラグビーの招
致】【市内団体対抗、学校対抗によるタグラグビー大会】など

298 祭り・イベント 50㎞マラソン大会を開く
299 祭り・イベント 50m勝ち抜き競争会をしたい
300 祭り・イベント 50歳の人と小学生で体を動かす対決
301 祭り・イベント eスポーツ大会をやりたい（子どものみ・一般）
302 祭り・イベント いろんな人でバトンをつないで、50周リレーをする
303 祭り・イベント 空手大会
304 祭り・イベント サッカー大会をしたい(優勝者は50周年メダルなどをあげる）
305 祭り・イベント 自転車大会
306 祭り・イベント 柔道大会
307 祭り・イベント 障害物競争

308 祭り・イベント
スポーツがやりたい（野球、サッカー、ドッジボール、卓球、ボウリ
ング、つり、バドミントン、ゴルフ）

309 祭り・イベント スポーツテストをやりたい
310 祭り・イベント スポーツ大会をしたい（学校対抗など）
311 祭り・イベント 体操大会がやりたい
312 祭り・イベント 卓球大会をやる
313 祭り・イベント 地区体育祭
314 祭り・イベント 綱引き大会
315 祭り・イベント 跳び箱何段飛べるか大会
316 祭り・イベント トランポリン大会がやりたい
317 祭り・イベント バスケットボール大会をやりたい

318 祭り・イベント
バドミントン選手、バスケ選手と卓球選手を呼んで試合をし、サイン
をもらいたい

319 祭り・イベント バレーボール大会
320 祭り・イベント パン食い競争がしたい
321 祭り・イベント ハンドボール大会
322 祭り・イベント プールがしたい
323 祭り・イベント ぶらんこ大会をしたい
324 祭り・イベント ボーリング大会をする
325 祭り・イベント マラソン・持久走大会をしたい
326 祭り・イベント マラソン選手を呼んで、富士見市１周リレーをする
327 祭り・イベント みんなでサイクリング
328 祭り・イベント 野球チームを作って、西武ライオンズの選手に教わる
329 祭り・イベント 野球の選手と野球をしたい
330 祭り・イベント リレー大会がやりたい
331 祭り・イベント 巨人軍と一緒にキャッチボールしたり、走ったりしたい
332 祭り・イベント 体育の授業でバレーボール・ソフトバレーボールをしたい
333 祭り・イベント 釣り大会がしたい
334 祭り・イベント 徒競走

335 祭り・イベント

縄文マラソン大会を、富士見市の文化遺産やおススメの観光場所を巡
るコースにする。また、ハーフを増設したり、参加人数が少ないので
もっとPR活動に力を入れて市民スポーツ活性化に寄与して欲しい。

336 祭り・イベント 「富士見市50才の誕生日おめでとう！」と叫びたい
337 祭り・イベント 24か25日に市内の学校にサンタクロースが来てくれる
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分類 アイデア
338 祭り・イベント 50周年の人文字の写真を撮って下敷きにしてほしい
339 祭り・イベント 給食の一品を作りたい
340 祭り・イベント 芸能人と1時間話したい
341 祭り・イベント 校庭で人文字作って50周年を祝う
342 祭り・イベント 子ども会をしたい
343 祭り・イベント みんなで記念写真を撮りたい
344 祭り・イベント みんなでくじ引きをしたい
345 祭り・イベント 夕方の放送を変更してほしい
346 祭り・イベント ○×クイズ
347 祭り・イベント 4年生の大会を開いてほしい
348 祭り・イベント Ｂ級グルメ大会を開き、富士見市の名物料理を作る
349 祭り・イベント 映画大会
350 祭り・イベント 絵描き大会をしたい
351 祭り・イベント エコ大会

352 祭り・イベント
大食い大会をしたい（キムチご飯・いちご・から揚げ・市のご当地グ
ルメ・廃棄前の食べ物）

353 祭り・イベント お菓子大会をやりたい
354 祭り・イベント オセロ大会
355 祭り・イベント お笑い大会
356 祭り・イベント 学校のみんなで遊び・ゲームをしたい
357 祭り・イベント カブトムシ相撲大会
358 祭り・イベント カラオケ大会をする
359 祭り・イベント かるた大会をやる
360 祭り・イベント かわいいペットグランプリ
361 祭り・イベント クイズ大会をしたい
362 祭り・イベント ケーキ大会(優勝はケーキ屋で売る）
363 祭り・イベント ゲーム大会をしたい
364 祭り・イベント ケシピン大会をしたい
365 祭り・イベント 工作大会がしたい
366 祭り・イベント コーデ大会
367 祭り・イベント 市長とにらめっこ大会
368 祭り・イベント 市のプレゼン大会
369 祭り・イベント 射的大会
370 祭り・イベント じゃんけん大会をやりたい（商品：市内で使える商品券）
371 祭り・イベント 将棋大会
372 祭り・イベント ストレス発散大会がしたい
373 祭り・イベント 太鼓の達人大会
374 祭り・イベント だじゃれ大会
375 祭り・イベント 誰が早く寝れるかの大会をする
376 祭り・イベント ダンス大会をしたい
377 祭り・イベント 読書大会をしたい

378 祭り・イベント
ドッチボール大会をやりたい（学校対抗・コロコロドッチボールな
ど）

379 祭り・イベント トマト投げ合い大合戦
380 祭り・イベント 友達とかでチームを組んでスイーツ大会

381 祭り・イベント
ドラえもん大会、やってみよう大会、色とりどり大会、けん玉大会を
やりたい

382 祭り・イベント トランプ大会をしたい
383 祭り・イベント どろけい大会をやりたい
384 祭り・イベント なぞなぞ大会

385 祭り・イベント
何かのコンテスト（子どもギネス、ランキング、自慢大会、スポーツ
コンテスト）
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分類 アイデア
386 祭り・イベント なわとび大会がやりたい（学校対抗など）

387 祭り・イベント
なんで持ってきていい遊び大会、コロコロコロリン大会、しっぽとり
大会、ぱっちんがえる大会

388 祭り・イベント のど自慢大会
389 祭り・イベント バカップル大会
390 祭り・イベント ぴえん大会をしたい
391 祭り・イベント 百人一首大会
392 祭り・イベント ビンゴ大会をしたい
393 祭り・イベント 不自身人間コンテスト
394 祭り・イベント 富士見オリンピックを開催
395 祭り・イベント 富士見市一周リレー
396 祭り・イベント 富士見市に関するクイズ大会（50周年の歴史など）がしたい
397 祭り・イベント 富士見市のいいところを言い合う大会
398 祭り・イベント 富士見市の市制施行日に水泳大会をやりたい
399 祭り・イベント プログラミング大会
400 祭り・イベント ふわっぴーや市のキャラクターを似顔絵大会をする
401 祭り・イベント ベーゴマ大会をしたい
402 祭り・イベント 放課後クラブで○○大会をしたい
403 祭り・イベント マスク買い大会
404 祭り・イベント 水鉄砲大会
405 祭り・イベント 水でっぽう大会をしたい
406 祭り・イベント 昔の遊び大会をしたい
407 祭り・イベント 虫捕り大会をしたい
408 祭り・イベント 山のぼり大会をしたい
409 祭り・イベント 野球大会をしたい
410 祭り・イベント リアルすごろく大会
411 祭り・イベント 料理大会をしたい
412 祭り・イベント ルービックキューブの大会をやりたい
413 祭り・イベント わなげ大会
414 祭り・イベント 四つ葉のクローバーを見つける大会をしたい
415 祭り・イベント 市民全員で乾杯
416 祭り・イベント 扇凧揚げ大会/大扇凧
417 祭り・イベント 謎解きゲーム・謎解き脱出ゲームをしたい
418 祭り・イベント 富士見市全域を走るシティマラソン(街中を通行止め)。
419 祭り・イベント 遊びの大会をしたい
420 祭り・イベント 「10万円で出来るかな」に出て、みんなで5枚ずつスクラッチをする

421 祭り・イベント
【富士見市50周年俳句・川柳大会の開催】
TBS「プレバト」のような専門家による審査会を実施

422 祭り・イベント
NHK「ガッテン」（2018年7月18日放送）に足指のストレッチ「ひろの
ば体操」で出演した湯浅慶朗先生の講演会を希望する。

423 祭り・イベント NHK「のど自慢」に来てもらう。
424 祭り・イベント NHKのFMラジオでもいいが、クラシックコンサートをお願いする。
425 祭り・イベント ゲームを100人でやっているテレビ中継をする
426 祭り・イベント 出川哲郎のロケ
427 祭り・イベント テレ玉の有名な番組が小学校にロケに来てほしい

428 祭り・イベント
テレビ東京「開運！なんでも鑑定団」の「出張！なんでも鑑定団in富
士見」の開催

429 祭り・イベント 逃走中のテレビにみんなで出る

430 祭り・イベント
50周年にちなんだ花火を上げる（50の形・50発・5尺玉・おめでとうな
ど）

431 祭り・イベント 打ち上げ花火と手持ち花火をする
432 祭り・イベント 花火大会をやりたい
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分類 アイデア
433 祭り・イベント 花火を180本打ち上げてほしい　※（2+4+3+4+5）×10＝180本
434 祭り・イベント 花火を一晩中打ち上げる（5555発）
435 祭り・イベント 花火を見ながらいろんなケーキを食べたい
436 祭り・イベント ふわっぴー型花火を打ち上げる
437 祭り・イベント 祭りを開催し、花火を上げてほしい

438 祭り・イベント

【ふわっぴーの誕生日会（2月23日開催）】
近隣市町村のゆるきゃらや、富士山仲間のゆるきゃらを招待する。ふ
わっぴーグッズや招待したゆるきゃらのブースを作り物販・写真撮影
会などを行う。

439 祭り・イベント

【ふわっぴーのファンクラブ発足】
登録者にふわっぴーの出るイベント情報や年賀状等を送る。ファンク
ラブカードも必要。
（参考：裾野市　すそのんのお誕生会）

440 祭り・イベント 3年生みんなでふわっぴー誕生日会をやる
441 祭り・イベント 給食時にふわっぴーお誕生日の歌を流す
442 祭り・イベント 下校時にふわっぴーお誕生日おめでとうを言う
443 祭り・イベント ハロウィンにふわっぴーが学校周辺でお菓子を配る
444 祭り・イベント 人文字でふわっぴーをつくる
445 祭り・イベント ふわっぴーが市内を紹介
446 祭り・イベント ふわっぴーとお出かけ
447 祭り・イベント ふわっぴーとお泊り会
448 祭り・イベント ふわっぴーと記念写真撮影、握手会をする
449 祭り・イベント ふわっぴーと市長でパーティをし、配信する
450 祭り・イベント ふわっぴーと授業がしたい
451 祭り・イベント ふわっぴーとスポーツ大会
452 祭り・イベント ふわっぴーとハロウィン
453 祭り・イベント ふわっぴーと富士山を見たい
454 祭り・イベント ふわっぴーと遊びたい
455 祭り・イベント ふわっぴーに手紙を書きたい
456 祭り・イベント ふわっぴーに花束を渡したい
457 祭り・イベント ふわっぴーの仮装をして、誕生日おめでとうと言う
458 祭り・イベント ふわっぴーパレード
459 祭り・イベント ふわっぴーをパーティーコーデして学校に来る
460 祭り・イベント 他の県のキャラクターなどとコラボイベントを行う

461 祭り・イベント
市制施行50周年事業を記念した、ふわっぴーのイラストデザインの募
集及び、着ぐるみ用の衣装デザインの募集とお披露目会の開催

462 祭り・イベント
「富士見市50祭り」ふるさと祭りの縮小版で富士見市の特産物などを
使った祭りをする

463 祭り・イベント
4月10日の夜に、小中高すべての学校で店を出したり、お化け屋敷を
作ったりする

464 祭り・イベント 50周年のお祭りを学校でやりたい
465 祭り・イベント 秋祭りをしたい
466 祭り・イベント 駅前でお祭りをしたい

467 祭り・イベント

お祭りでいろいろなお店を出してほしい
（わたあめ・くじ引き・金魚すくい・射的・焼きそば・セルビアのお
つまみやおやつ・お菓子・鬼滅の刃のショップ・飲物・りんごあめ）

468 祭り・イベント 学校を休みにして、記念のお祭りを数日間開催する
469 祭り・イベント 上沢公園でお祭りをしたい
470 祭り・イベント キラリふじみでお祭り
471 祭り・イベント くわがた祭りがしたい
472 祭り・イベント 芸能人やYouTuberなどお祭りに呼びたい
473 祭り・イベント 子どもミニ縁日
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分類 アイデア
474 祭り・イベント 数日間にかけて市役所でお祭りをしたい
475 祭り・イベント 図書館で屋台をやりたい

476 祭り・イベント
内容：お団子コーナー、ミニヨン・ドラえもん・ばいきんまんと写真
撮影

477 祭り・イベント 肉祭り

478 祭り・イベント
富士見市50歳おめでとう祭りを開催し、富士見市の特産物で作った料
理などを出す

479 祭り・イベント 富士見祭りを市内全部の公園でやりたい

480 祭り・イベント
屋台が1軒ずつ歩き回るお祭り。富士見市グッズやお菓子作って10円で
販売

481 祭り・イベント 富士見市の50歳の誕生日祭りをする
482 祭り・イベント 4年生みんなで修学旅行したい
483 祭り・イベント 宇宙に行きたい
484 祭り・イベント 学校のみんなで遊園地に行きたい
485 祭り・イベント スカイツリーが見たい
486 祭り・イベント 鈴鹿サーキット行きたい
487 祭り・イベント ディズニーランドや遊園地を富士見市で貸し切り
488 祭り・イベント バスで雷門に行きたい
489 祭り・イベント みんなで遠足に行きたい
490 祭り・イベント みんなで北海道に行きたい
491 祭り・イベント みんなでレストランに行きたい
492 祭り・イベント 林間学校に行きたい
493 祭り・イベント 学校の外に出る授業で動物園・水族館・博物館などに行きたい
494 祭り・イベント 修学旅行に行きたい
495 祭り・イベント 富士見市民で旅行がしたい
496 祭り・イベント 1か月に一回イベントをしたい
497 祭り・イベント 1時間お話会をしたい
498 祭り・イベント 1年生から6年生みんなであつまって歌いたい
499 祭り・イベント 4年生と1年生で合同体育
500 祭り・イベント 50才の誕生日に全力鬼ごっこをやりたい
501 祭り・イベント 50周年記念でみんなで誕生日の歌をうたう
502 祭り・イベント いちご狩りがしたい
503 祭り・イベント 一日だけ学校にゲームをもってくる
504 祭り・イベント お互いの小学校を探検する
505 祭り・イベント お誕生日会でケーキを食べてゲームをしたい

506 祭り・イベント

大人と子どもの一日。子どもが大人に読み聞かせをして、DVDをみて、
チョコケーキを食べて、50mきょうそうをして、くいずやなぞなぞをし
て、給食を一緒に食べる

507 祭り・イベント 思い出映画を見たい
508 祭り・イベント 各学校でオンラインでパーティをする
509 祭り・イベント かげ遊びを一緒にしたい
510 祭り・イベント 仮装をして学校に行きたい
511 祭り・イベント 家族2人を連れて学校の中を探検し、お弁当を食べたい
512 祭り・イベント 学校全員で色鬼がやりたい
513 祭り・イベント 学校で音楽会をしたい
514 祭り・イベント 学校でこま大会をする
515 祭り・イベント 学校で作品展をやりたい
516 祭り・イベント 学校でドラマが見たい
517 祭り・イベント 学校でふわっぴー柄のクラッカーをやりたい
518 祭り・イベント 学校のみんなで遊びたい
519 祭り・イベント 学校のみんなでクリスマスパーティをやりたい
520 祭り・イベント 学校のみんなで市制施行日を祝ってほしい
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分類 アイデア
521 祭り・イベント 学校や市役所、ららぽーと富士見でかくれんぼをする
522 祭り・イベント 給食後、女子と男子を分けておやつパーティをする
523 祭り・イベント キュンデスゲームをやりたい
524 祭り・イベント 金魚すくい
525 祭り・イベント クイズノックのメンバーを学校に呼ぶ
526 祭り・イベント クラス全員とふわっぴーと市長で記念写真を撮りたい
527 祭り・イベント ゲームの日を作る
528 祭り・イベント 校庭で泥んこ遊びをしたい
529 祭り・イベント 校庭で祭りをして、最後にみんなで空に風船を飛ばす
530 祭り・イベント 校庭などで焼き芋会をする
531 祭り・イベント サバイバルゲームをしたい
532 祭り・イベント 市長と遊びたい
533 祭り・イベント 市長に各学年の歌を聴かせる
534 祭り・イベント 市内の学校とパーティがしたい
535 祭り・イベント 水曜日に小さい子と遊びたい
536 祭り・イベント 図工で飾りを作ったり、遊んだりする
537 祭り・イベント 全校集まって1校ずつ歌をうたう
538 祭り・イベント 全校合同で給食を食べる

539 祭り・イベント
全校生徒とふわっぴーで記念写真を撮り、学校に飾りたい。同じ洋服
を着て、クラッカーをいっせいに鳴らす

540 祭り・イベント 戦闘中をやりたい
541 祭り・イベント 体育館で将来の夢を語りあいたい
542 祭り・イベント 体育の授業で一輪車やドッチボール、ポートボールをやりたい
543 祭り・イベント 宝探しをする
544 祭り・イベント 朝会の中で50周年のお祝いの言葉を放送したい
545 祭り・イベント デュエマ大会
546 祭り・イベント 得意なことを披露したい
547 祭り・イベント 土日に小学校の校庭で遊ぶ
548 祭り・イベント 人形劇を見たい
549 祭り・イベント 上り棒対決、マンカラ対決
550 祭り・イベント バランスボールでショーがしたい
551 祭り・イベント バンドをする
552 祭り・イベント 富士山に登りたい
553 祭り・イベント 富士見市名物や有名な公園などを巡る遠足に行きたい
554 祭り・イベント プレゼントやお手紙の交換会がやりたい
555 祭り・イベント 毎週1日1回学校でゲームをしたい
556 祭り・イベント マリオのゴーカートコーナーを作ってほしい
557 祭り・イベント 水遊びをしたい
558 祭り・イベント みんなでお菓子パーティをしたい（学校や貝塚公園などで）
559 祭り・イベント みんなでお芝居がしたい(ふわっぴーの冒険)
560 祭り・イベント みんなでキャンプファイヤーをしたい
561 祭り・イベント みんなでドラえもんを見る
562 祭り・イベント みんなでふわっぴークイズをしたい
563 祭り・イベント みんなと人形劇をしたい
564 祭り・イベント よさこいがやりたい
565 祭り・イベント 学校でお楽しみ会をしたい
566 祭り・イベント 学校で地域の人も巻き込んで文化祭をやりたい
567 祭り・イベント 富士見市をバスで観光する
568 祭り・イベント 富士見市を探検したい
569 祭り・イベント 歩行者天国を作って、道に屋台（スイーツなど）を出す

570 給食
お祝いに給食のいただきますのところで「市制施行50周年記念事業お
めでとう」とやってほしい
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分類 アイデア
571 給食 お弁当の日を作る（市制施行日当日など）
572 給食 給食でパーティをしたい
573 給食 スイーツづくりをしてみんなで食べたい
574 給食 外で給食を食べたい
575 給食 誕生日に学校でケーキを食べたい

576 給食

学校給食の今と昔とか、学生時代にしか食べる機会がなかった給食を
大人になって食べてみてどう感じるかなど、みんなが懐かしく今の給
食の安全性や栄養バランスの良い給食の良さなどを伝えられたらいい
と思います。

577 給食 給食を市長の部屋で食べたい・市の名物を市長と一緒に食べたい

578 給食
給食でジュースなどが飲みたい（コーヒー牛乳・いちごミルク・オレ
ンジジュース・スイカジュース・ぶどうジュース・りんごジュース・
ミルクティ・タピオカ・ココア・炭酸飲料）

579 給食 給食時に音読を流してほしい
580 給食 3つ星シェフの給食が食べたい
581 給食 給食でお祝いのスープ(かまぼこがふわっぴー)を出してほしい
582 給食 給食で回転ずしをやってほしい
583 給食 給食でクリスマスメニューを食べたい
584 給食 給食で市の特産物のメニューを出してほしい
585 給食 給食で好きなメニューが食べたい
586 給食 給食でバイキングや食べ放題をしたい
587 給食 給食でマックのメニューを食べたい
588 給食 給食の試食を復活させてほしい
589 給食 給食の量を増やしてほしい
590 給食 給食を7大アレルギー対応ごはんにしてほしい
591 給食 誰でも食べることができる給食がほしい
592 給食 地方や世界の料理を食べたい
593 給食 バースデー給食にして、デザートはチョコレートケーキが食べたい
594 給食 給食費を50円にしてほしい

595 給食
給食で埼玉県の形をしたチョコケーキを食べたい（富士見市のところ
にホイップクリームをのせる）

596 給食
給食でデザート（50周年記念ケーキ・アイス・フルーツなど）を食べ
たい

597 給食 給食でデザートやフルーツの食べ放題をしたい

598 給食
給食のデザートを増やしてほしい（毎日・月1回・月2回・毎月末・１
週間連続）

599 給食 給食の冷凍みかんをなくしてほしい
600 給食 富士山の形をしたゼリーを食べたい
601 給食 富士見市の形をしたケーキを食べたい
602 給食 給食でふわっぴーのケーキやゼリーを食べたい
603 給食 ふわっぴーと給食を食べたい
604 給食 ふわっぴーに関係あるものを給食で食べたい

605 給食

「富士見市」になった日の給食を何か1品でも再現して、子どもたちに
提供してください！富士見市内の子どもが「50年前に食べてたもの」
を味わうことが、また、この先50年をイメージできることにつながる
と思います。

606 制作・工作
西武ライオンズコラボグッズのTシャツ（外崎選手のサイン付）を1人1
枚配布

607 制作・工作 富士見市のみんなの写真を市役所に貼る
608 制作・工作 小中学生から市PRキャラクター募集

609 制作・工作
富士見市限定のグッズ・食べ物を作って欲しい（文房具・マスク・は
がき・絵本・ミニポーチ・和菓子・パンなど）
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分類 アイデア
610 制作・工作 50周年を記念したグルメ開発（地元の食材のみを使用）
611 制作・工作 50周年の富士見市にプレゼントをつくる
612 制作・工作 絵のうまい人に絵を教えて欲しい
613 制作・工作 折り紙制作をしたい
614 制作・工作 富士見市へメッセージや手紙を書きたい

615 制作・工作
【50周年記念で「ふわっぴー音頭」作成】
作詞・作曲は市民から一般募集。プロの振付家にキャッチーな振り付
けをする。

616 制作・工作 50種類のふわっぴーの仲間を作る。
617 制作・工作 各学校でふわっぴーの絵を描き、ららぽーとに展示する
618 制作・工作 ふわっぴーグッズ配布
619 制作・工作 ふわっぴー体操があったらやりたい
620 制作・工作 ふわっぴーたちにダンスを踊ってほしい
621 制作・工作 ふわっぴーと市長で富士見市オリジナルソングを作る
622 制作・工作 ふわっぴーと図工がしたい
623 制作・工作 ふわっぴーと料理がしたい
624 制作・工作 ふわっぴーの映画をみたい

625 制作・工作
ふわっぴーのお菓子やケーキ・中華まん・クッキー・オレンジジュー
スを作ってほしい

626 制作・工作 ふわっぴーの形の花壇を作ってほしい
627 制作・工作 ふわっぴーの宅トレ動画を作ってほしい
628 制作・工作 ふわっぴーの人形をプレゼントする
629 制作・工作 ふわっぴーの人間化キャラを募集してグッズ化する
630 制作・工作 ふわっぴーの便せんに10年後の自分へタイムカプセルをしたい
631 制作・工作 ふわっぴーの新しい洋服（50周年にちなんだ）を作る
632 制作・工作 ふわっぴーの大人版や子ども、兄弟を作る。新キャラを作成する
633 制作・工作 ふわっぴーを作る
634 制作・工作 市役所や文化の杜公園などにふわっぴーの銅像を作る

635 制作・工作

【50周年記念写真集作成事業】
①富士見市でこの50年間に撮られた写真を市内全域から募る（公民館
だよりの古いものも記録なので同様に集める）。集まったものは、検
討委員会などで整理・選定する。
②キラリなどで展示会を開く（50周年記念式典とあわせる）
③集まった中から選り抜きで、風景として美しい写真をポストカード
ブック（ミシン目で切り離せる絵葉書サイズの写真集）に収録。ポス
トカードブックは一般販売する。
※なぜポストカードブックか→郷土の魅力ある風景を発信するため
※なぜ販売するのか→売り上げはコロナ等の影響で困っている方の支
援にあてるため

636 制作・工作

【巨大モザイクアートの製作】
・市内の風景を撮影した写真を組み合わせて1つの絵を作製する。
・使用する写真は市が持っているデータと公募で集める。
・作製作業は市内の高校生の美術部の協力や市内の絵画・美術サーク
ルから希望者を集って作製委員会を組んでもらうなど、市民の参加が
できるといい。
・完成した作品は、メディアで取り上げてもらえるよう積極的に配信
し、ＰＲする。

637 制作・工作

【市制施行50周年たんぼアート】
みずほ台駅と柳瀬川駅間の針ケ谷方面の田んぼを借りて、ふわっぴー
の図柄の田んぼアートを制作する。市民参加で田植えから刈り取りま
でを行う。（※イメージ図あり）
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分類 アイデア

638 制作・工作
【タイムカプセル】
小中学生が、50年後の自分に対し、自分や富士見市・日本・世界の姿
を予想して書いてもらい、50周年式典時に埋めるイベントを行う。

639 制作・工作

【短冊アート制作事業】
①七夕で吊るすようなブルー系の短冊を用意
②公民館などの来館者や市内小中学校の子どもたちに「富士見市での
想い出、または将来こんなまちになって欲しいという願い」を書いて
いただく（無記名）
③集めた短冊を使って、富士山の絵を創る（壁画のようなもの）
④50周年記念式典のとき、檀上またはロビーに飾る
⑤式典終了後は、本庁舎ロビーに飾る

640 制作・工作

【富士見市の歴史を漫画で紹介】
市の歴史の変遷や特色（有形・無形）をとらえて漫画で表現した冊子
を作成して配布する。
・冊子の作成は、市内または近隣に在住の漫画家またはイラストレー
ターからい選定。
・ふわっぴーを登場させる
・企画から発行までは10～15名程度の委員で行い、市と連携している
大学や富士見高校から推薦された者を含める
・市内の小中学校や図書館、公民館での閲覧、ふるさと納税者や寄付
者、式典等への参加者等に配布

641 制作・工作

【富士見市を題材とした写真を募集して写真集を作成】
風景、建物、行事、人物等何でもよい。協力を得られるのであれば、
富士見市に縁のある神木隆之介さん、有安杏果さんにも提供してもら
う。売上金は子どものための施策等に活用する。

642 制作・工作 50個写真を飾る
643 制作・工作 LEGOで大きいケーキや学校を作る
644 制作・工作 アニメ映画を作りたい
645 制作・工作 アンドロイドを作りたい
646 制作・工作 家ぐらい大きい恐竜を作る
647 制作・工作 動くおもちゃ作り、プラバン
648 制作・工作 お花畑をつくりたい
649 制作・工作 傘の端をのばした便利グッズを作る
650 制作・工作 飾りを作って展示する
651 制作・工作 学校などのまわりに絵を描きたい
652 制作・工作 学校の制服を作ってほしい
653 制作・工作 記念日が春なので桜餅や桜の押し花を作る
654 制作・工作 キャラクターろうそく

655 制作・工作
巨大クレーンゲームを作り、景品は市内で使用できるクーポン券にす
る

656 制作・工作 キラリふじみのポスターを作りたい
657 制作・工作 クラスでマスク作り
658 制作・工作 クリスマスに巨大クリスマスツリーを作りたい
659 制作・工作 校庭にでっかい富士山を作りたい
660 制作・工作 氷のアートをつくりたい
661 制作・工作 子どもたちが考えたグッツを作ってほしい
662 制作・工作 子どもたちが何かを作る
663 制作・工作 市専用の仮装グッズを作る
664 制作・工作 市で昔に作った道具をみんなで作る
665 制作・工作 市内の駅やららぽーとなどを折り紙や風船で飾る
666 制作・工作 市に咲いている花で作品を作る
667 制作・工作 市の50年の歴史をドラマにして、配布
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分類 アイデア
668 制作・工作 市の歌を作る
669 制作・工作 市の小学生一同で映画をつくり上映する
670 制作・工作 自分の似顔絵をかいて飾る
671 制作・工作 市ホームページを新しくする
672 制作・工作 市民全員に記念銅貨を渡す
673 制作・工作 市役所を50周年できれいに飾り付けする
674 制作・工作 小中学生が描いた絵をつなぎ合わせて、1つの大きな絵にする
675 制作・工作 図工で大きなケーキを作りたい
676 制作・工作 図工で大きなトラを作りたい
677 制作・工作 図工で熊を作りたい
678 制作・工作 スノードーム作りをしてみたい
679 制作・工作 スライムをつくる
680 制作・工作 世界一でっかい亀の銅像
681 制作・工作 世界中の人の銅像をつくりたい
682 制作・工作 総理大臣や芸能人と何かを作る
683 制作・工作 タイムカプセル
684 制作・工作 タンブラー作成
685 制作・工作 手作り人形
686 制作・工作 時計を作りたい

687 制作・工作
どのようなベンチが、どこへ欲しいかのアイデアを市民コンテストに
して、作る。

688 制作・工作 ドラえもんを作ってほしい
689 制作・工作 富士見市アルバムを作りたい
690 制作・工作 富士見市が出来てから現在までの写真で、ビデオを作り、鑑賞する。
691 制作・工作 富士見市全体を「50歳おめでとう！」で飾る
692 制作・工作 富士見市での思い出を絵にかく
693 制作・工作 富士見市のカルタを作りたい
694 制作・工作 富士見市の工芸品を作る
695 制作・工作 富士見市のすごいところを本にまとめる
696 制作・工作 富士見市のダンスを考えて踊りたい
697 制作・工作 富士見市の特産品を子ども達でつくりたい
698 制作・工作 富士見市の旗やポスターを作りたい
699 制作・工作 富士見市の旗を作りたい
700 制作・工作 富士見市の風景のカレンダーを作る
701 制作・工作 ポスターを作成する
702 制作・工作 みずほ台駅の階段出入口に富士見市の歴史の写真を貼ってほしい
703 制作・工作 みんなでおもちゃを作りたい
704 制作・工作 みんなとおそろいのものを作る
705 制作・工作 みんなときれいなものを作りたい
706 制作・工作 昔の伝統、勾玉作りなど色々体験したい
707 制作・工作 メダリストや年上の人の話を聞いて富士見市の本やグッズを作る

708 制作・工作
各小学校にタイムカプセルを埋める。50年後の自分に手紙と宝物を入
れて、50年後の市制100周年の時に同級生のみんなと開けたいです。

709 制作・工作

個人で作っても良いくらいなんですが、市内外問わず導入したくなる
富士見市アプリがあると良いなと思っています。富士見市の魅力や見
所を伝える事が主目的ではなく、富士見市とある程度絡めるのは当然
としても、ゲームや、何かしらの便利システム、動画等で楽しむこと
に主眼を置いたエンターテイメントアプリです。これの目標のひとつ
として、今個人的にかなり薄いと感じている富士見市のふるさと納税
の売上（あえて売上という表現にします）に寄与できればと思ってい
ます。
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分類 アイデア

710 制作・工作
市内の学校校庭で学生又はその地域の人たちで人文字を一文字または
二文字づつ撮影し、それを張り合わせて富士見市のPRポスターや動画
を作成し富士見市をPRする。

711 制作・工作 富士見市ＰＲ動画の制作、ホームページやSNSへの掲載
712 制作・工作 富士見市の50歳メダルを作る
713 制作・工作 富士見市のゲームを作り、販売する

714 制作・工作

富士見市の観光やイメージアップにつながるイメージソングを創る。
私の同窓生で志木市出身のホッピー神山という著名な音楽家が数年前
に、栃木県真岡市から依頼されたものがYouTubeにございます。参考に
ご覧になってみてください。駅では春夏秋冬バージョンが常に流さ
れ、市民を癒しているそうです。冬バージョンは特に秀逸かと。

715 制作・工作 富士見市の合言葉を作る

716 制作・工作
富士見市の市域図を、市民の笑顔の写真で作成（ＰＲ大使を含む）し
て、市役所の壁面等に掲示する。そのほか、各種パンフレット等に使
用する。

717 制作・工作 富士見市の新しいキャラクターを作る（50という数字を入れるなど）

718 制作・工作

富士見市の未来を担うこどもたちが、幼児期から富士見市に親しみを
持つことで次の富士見市の50年にしっかりとバトンを繋げられるよ
う、市民から市のマスコットキャラクターふわっぴーを題材にした
「絵本（案）」を募集して、投票等で1位になった絵本を製本して公共
施設に読み聞かせ用の絵本として配置する。そのほか、簡易版として
同絵本をミニ冊子を作成して、出生時に配布する。

719 施設 イルミネーションをする
720 施設 学校に新しい遊具（ブランコなど）がほしい
721 施設 学校の教室が全部パソコン室だったらよい
722 施設 学校の校庭や体育館でプールをやりたい
723 施設 学校の水道からジュースを出す
724 施設 学校のリニューアル・リフォームをする
725 施設 学校をきれいにする
726 施設 学校を増やす
727 施設 教室にドアとトイレがほしい
728 施設 校庭に記念樹を植える
729 施設 市内の全小・中学校の体育館等にエアコンを設置する
730 施設 東京タワーより高い学校を建てる
731 施設 冬に学校の水道からお湯が出てほしい
732 施設 水谷東小でウォシュレットトイレにする
733 施設 50本以上の木を植えて、森を増やす。二酸化炭素を増やさない

734 施設

50周年記念50台のグリーンベンチ。鶴瀬駅からヤオコーへの歩道の片
側を歩行者専用にし、そこにグリーンベンチを設置し、休憩しなが
ら、売り子さんからアイスを買ったりしながらまったりと行き来でき
るようにする。

735 施設 雲居の滝復元事業
736 施設 ソーラーパネル付きの風車を作ってほしい
737 施設 公園に噴水を作らせたい

738 施設
市内に大きな公園を作って、50周年を祝うパーティをする。公園には
ふわっぴーや富士山などの遊具を作る

739 施設 諏訪の森を自然公園にする
740 施設 電車が置いてある公園を作ってほしい

741 施設
公園に遊具をたくさんほしい（鉄棒、ブランコ、うんてい、回転滑り
台など）

742 施設 公園をもっと大きくする、公園を作る
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分類 アイデア

743 施設
(富士見市ゆかりの)東武東上線の電車の外観を1週間、富士見市PRデザ
インに変える。

744 施設 公共交通機関の充実
745 施設 コミュニティーバスのデザインリニューアル
746 施設 コミュニティバスの範囲を拡大する
747 施設 市内の駅にホームドアを設置する
748 施設 市のキャラクターと乗り物のコラボ
749 施設 地下鉄を作る
750 施設 東武鉄道に富士見市のラッピング電車を走らせる

751 施設
東武東上線3駅（みずほ台・鶴瀬・ふじみ野駅）の電車発着のメロ
ディーを青少年の歌やふじみ音頭といった富士見市にゆかりのある音
楽にしてもらう。

752 施設 バスの行先表示をフルカラーLEDにする
753 施設 ららぽーと～鶴瀬駅間に路面電車を敷く
754 施設 新しい図書館が欲しい
755 施設 巨大なプールで遊ぶ
756 施設 巨大迷路
757 施設 コロナ対策をした市役所・児童館にする
758 施設 サッカーコートやスタジアムを作ってほしい
759 施設 市内に動物園や博物館・水族館・科学館がほしい

760 施設
市のオリジナルテーマパークを造りたい（ふわっぴーをモチーフにす
る）

761 施設 高台に観覧車を作り、関東平野の広さを楽しむ。
762 施設 鶴瀬に昆虫館を作ってほしい。
763 施設 図書館の本を返すポストが家の近くに欲しい
764 施設 図書館や図書室に漫画を増やしてほしい
765 施設 ナイトプールとクラブがほしい
766 施設 富士見市にお菓子の家を作りたい
767 施設 勉強できる施設が欲しい
768 施設 保育園を増やす
769 施設 ボール遊びができる壁打ちボードを作る。
770 施設 ボルタリングやエア遊具が欲しい
771 施設 みんなでジェットコースターをつくりたい
772 施設 野球スタジアムがほしい

773 施設

既に市内ではサイクリングを楽しめるような整備はある程度されてい
るが魅力的とは言えない。そこで走る場所が限られていてかつ最近人
気が上がっているオフロード系をターゲットに、川口市のゴリラ公
園、さいたま市が構想中のサイクルパークや、千葉県の幕張、神奈川
県の横須賀に設営されているようなBMXやMTBの本格的なコースを作
る。

774 施設 巨大アスレチックを作りたい
775 施設 市に面白い遊園地や観光地を作ってほしい
776 施設 市営温泉掘削事業（関東平野は掘ればどこでも出るはず）
777 施設 新しい児童館がほしい
778 施設 富士見市役所を新しくする

779 施設

【駅に市内の情報やニュースを伝えるディスプレイ・モニターを設
置】
千種ゆり子さんの協力で、天気予報も表示する。また、画面にはふ
わっぴーも登場する。

780 施設
【富士山を見る会】
富士山が見えるスポットがいくつかあると思うので、そこに展望台を
作って街の駅にするのはいかがでしょうか！！！
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分類 アイデア
781 施設 1世帯50円ずつ募金して施設を作る
782 施設 榎町のたんぼに建物を作る
783 施設 お祝いの出店を開いてほしい
784 施設 街灯をふやしてほしい（みずほ台駅周辺）
785 施設 ガンダムを建ててほしい
786 施設 市内にテレビモニターを作る
787 施設 水谷東に駐車場を増やす
788 施設 巨大トランポリンを作りたい

789 施設
難聴に関する講座や、ことば・きこえの学校を増やしてほしい。草加
や所沢、坂戸まで行っているが、遠くて大変。

790 施設 新しいガードレールを作る
791 施設 道路のリニューアル
792 施設 ふわっぴーのお城があってほしい
793 施設 鶴瀬西排水場の一般開放。外観をふわっぴーの柄に塗り替える。
794 施設 お金がかからないお菓子屋がほしい

795 施設

お店を増やしてほしい（アイス屋・アニメイト・本屋・家具屋・ペッ
ト屋・タピオカ屋・本屋・スーパー・美容院・洋服屋・車屋・ラーメ
ン屋・電気屋・自転車屋・靴屋・パン屋・文房具屋・ケーキ屋・カ
レー屋・そば屋・コンビニ・寿司屋・メガネ屋・駄菓子屋・マスク専
門店）

796 施設 ギター教室・ベース教室を作る
797 施設 ゲームセンターを増やす
798 施設 ゲームのテーマパーク
799 施設 校庭にディズニーランドを作りたい
800 施設 校庭にトイストーリーセンターが欲しい
801 施設 校庭に東京ドームを作りたい
802 施設 市内にビルやニュータウンを誘致する
803 施設 釣り場が欲しい
804 施設 歯医者を増やす
805 施設 病院を増やす
806 施設 ポケモンセンター

807 施設
水谷東にお店を作る（スーパー、おもちゃ屋、ショッピングモール、
駄菓子屋）

808 施設 みずほ台小学校に近い塾をつくってほしい
809 施設 ららぽーとにキッザニアを作る
810 施設 ららぽーと富士見を拡張する
811 施設 鶴瀬駅などを急行が止まる駅にする
812 その他 大人もクリスマスプレゼント（交換？）値段を決めて
813 その他 がいこくや、他県の子どもたちとあそびたい
814 その他 どこかの店で「Re：ゼロから始める異世界生活」コラボをしてほしい
815 その他 休み時間に船に乗りたい
816 その他 学校遅刻してもOK
817 その他 学校に行くけど授業がない
818 その他 学校の休み時間を長くする
819 その他 学校を50日休みにして、初日に学校全員で記念撮影
820 その他 学校を休みにする
821 その他 ノースマホ・ノーゲームデーをなくす
822 その他 富士見市だけの休日をつくりイベントをやる
823 その他 富士見市の休日をつくり市内の店の品物の値段を安くする
824 その他 富士見市の祭日をつくり、キラリふじみで文化祭をしたい
825 その他 富士見市の日をつくって、市民の祝日にする
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分類 アイデア

826 その他

【子育てのお手伝い】
市内で生まれ育って1年目の新生児全員と小学1年生全員にお祝いを贈
る。お祝い品は新生児には木製玩具、1年生には木製の学用品とし、ふ
るさと納税や遺贈、寄附で集まったお金で基金を新設し、その利子に
より市内業者へ製作を委託する。お祝い品は新生児の母親や幼稚園・
保育所等の保育士、小学校の教諭、祖母等に調査し決定する。※経費
の補助について、埼玉県森づくり課に確認する。

827 その他 1回食事無料
828 その他 1家族1匹無料で動物をあげる
829 その他 1家庭に宝くじを1枚配布
830 その他 1家庭につき10個ハーゲンダッツを配布
831 その他 1人1台タブレット貸し出し
832 その他 1年間、税金をなくす
833 その他 1人1台スマホ
834 その他 50円のものを無料にする
835 その他 50個の漫画から好きな全巻セットを渡す
836 その他 50歳になる人にふわっぴーの人形をプレゼントする
837 その他 BTSのグッズ
838 その他 家におもちゃや嬉しいものが届いてほしい
839 その他 各家庭に記念給付金を支給する
840 その他 学校に1つふわっぴーのぬいぐるみを置く
841 その他 学校の生徒に筆箱を配布
842 その他 ケーキを無料にしてほしい
843 その他 子どもにタブレットやパソコンを支給する
844 その他 字が上手になる鉛筆がほしい
845 その他 市制施行日に子どもへプレゼント
846 その他 市長からお年玉がほしい
847 その他 市内の家をすべて無料で新築できる
848 その他 市内のいろいろな場所で紅白のお餅を配る
849 その他 市内の全世帯に富士見市名物を贈ってほしい
850 その他 市内の物やイベント等を1日無料にする
851 その他 市民全員無料のガン検査
852 その他 消毒液を1人1個ほしい
853 その他 消費税を無くしてほしい
854 その他 商品のセールを行う
855 その他 好きな本をほしい
856 その他 すみっコぐらしのグッズがほしい
857 その他 西武ライオンズの森選手のサイン付ボールがほしい
858 その他 全家庭に藤の苗木をプレゼントする。
859 その他 図書カードや文房具が買えるカードがほしい
860 その他 富士見市50周年記念で、その日だけセールをしたい
861 その他 富士見市の日を作ってその日だけ消費税を無くす
862 その他 文房具を3つもらえる
863 その他 マスクを支給する
864 その他 みんなに1匹ずつカブトムシの幼虫を渡す
865 その他 メロン一世帯一房プレゼント
866 その他 よしよし子のグッズがもらえる

867 その他
ららぽーとで買い物したらポイントを付与する等のキャンペーンをす
る

868 その他 市内の子どもに新しいゲーム機やソフトをあげる

869 その他
市内の小中学生に図書カードをプレゼントする（ふわっぴーのデザイ
ンしよう）
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分類 アイデア
870 その他 市内の店で使える割引券・ギフト券の配布
871 その他 市民全員にケーキを配布する
872 その他 1日クラブ
873 その他 家でオンライン授業をしたい
874 その他 英語の先生を2人アメリカ人にしてほしい
875 その他 各学校に芸能人に1人ずつ来てもらい、50周年記念授業をしてもらう
876 その他 学校で自分たちの好きな教科の授業を受けたい
877 その他 学校で手話をやってほしい
878 その他 学校で動物とふれあい体験や保護犬・保護猫の授業をする。
879 その他 学校の授業で図書館に行きたい
880 その他 学校の宿題をなくしてほしい
881 その他 学校の体育館に今はやっている本を置く
882 その他 教室で50周年授業をやってみたい
883 その他 時間割にパソコン教室いきたい
884 その他 市長が学校を訪問してほしい
885 その他 市長に学校で授業をしてもらいたい（市の歴史など）
886 その他 実験をしたい・みせたい
887 その他 市内の学校で交換留学がしたい
888 その他 自分の大切なものを授業で発表したい
889 その他 市役所でお話がしたい
890 その他 授業を短縮してほしい
891 その他 授業を増やしてほしい

892 その他
職業体験をしたい、（老人ホームの介護体験やららぽーと、美容師な
ど）

893 その他 体育の時間に好きな遊びをする（フラフープ、リレーなど）
894 その他 読書週間を長くしたい
895 その他 図書を増やして
896 その他 昼休みにコンピューターで遊ぶ
897 その他 富士見市の学力を上げて欲しい
898 その他 富士見市の学校をめぐりたい
899 その他 富士見市の歴史などを授業で学びたい
900 その他 保育園や幼稚園の先生のお手伝いをする
901 その他 他の学校の人と交流がしたい
902 その他 他のクラスと合同で授業したい・他の学校で授業をしたい
903 その他 毎日1回は課外活動がしたい。
904 その他 毎日読書タイムが欲しい
905 その他 みんなで絵を描きたい（大きな紙や黒板など）
906 その他 有名人から授業を受けたい（賢い人、AKBなど）
907 その他 ラジオ体操をしたい
908 その他 理科で虫取り放題
909 その他 老人ホームのお手伝い
910 その他 富士見市の魅力50選
911 その他 コロナの影響を考えて縮小して祝うべき
912 その他 コロナの人を治す薬を作ってほしい
913 その他 何もやらない、その予算でコロナ対策。

914 その他

【～心の風景と重ね合わせる～「新地元民」特集】
他から来て、現在の富士見市の地を愛して住んだ人の「新地元民」に
ついて、市広報で特集を組んでほしい。（提案者/「心の風景のデッサ
ン」の著者・鈴木和夫氏）

915 その他
【「まちをきれいにしよう運動」のような活動を展開】
特定日だけでなく、日常よりみんなできれいにすることを定着させる
ようにできるとよい。
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分類 アイデア

916 その他

【事業名】
市制施行50周年「野菜・お花のプレゼント」避難訓練に参加して、富
士見市地産の野菜やお花をもらっちゃおう！
(いざと言うときの為に、実際に自宅から避難所まで歩いてみよう。希
望者には、お泊まりコースも用意しています。)
【概要】
市内の各避難所が会場。そこで避難時の注意点や災害の規模に応じて
自宅で過ごす「在宅避難」のすすめとその備えを参加者にレクチャー
する。参加者には野菜やお花のプレゼント。その他に、ひまわりの種
を配り、避難所近辺の空き地に蒔いてもらい「富士見市ひまわりいっ
ぱい計画」に参加してもらう。(種を蒔く行為と後日咲いた花を見る事
で、その場所が頭の片隅に残り、災害時のパニック状態の時にでも思
い出すような気がする)もう一つ、市内で活動している様々なパフォー
マーを募集して、小中高各学校(避難所)の体育館で披露してもらう。
【ポイント】
避難訓練(ウォーキング・健康)→防災講習(備えよ常に)→プレゼント
(地産地消のすすめ)→パフォーマンス(若者の参加増)

917 その他

【写真で見る富士見の歴史】
市民と富士見市の移り行く様子（例えば、富士見市での生活の変化、
小学校、幼稚園、高校設置運動、公共施設の変化など）を写真と文章
でまとめる。
新しい市民の方々に伝えることで富士見への愛着も広がると思う。

918 その他
【富士見市50周年都市計画史の発行】
富士見市の都市計画の歴史をまとめた書籍を編成する。

919 その他

【各駅のプロジェクションマッピングorイルミネーション計画！】
プロジェクションマッピングなどで駅をはじめとする市内の各地を彩
り、『インスタ映えスポット』にすることで、SNSにアップする写真を
撮りに来る人を増やし、活性化したいです！そうして駅の利用者が増
え、駅ビルを建て替えて、お店やホテルの入る商業施設にすることで
更なる活性化を図りドンキホーテを駅前に建てて欲しいです！！！

920 その他

【未来へ咲かせよう　花の種プロジェクト】
まず市で多年草の種を集めます。スポンサー企業の協力を得てもいい
かと思います。そしてその種を市民全員に、学校、町内会、ポスティ
ングなどで配ります。通常売っている一袋ではなく、数粒ずつ配るこ
とで原価を下げます。そして23日、富士見の日に皆様に蒔いてもらい
ます。場所は自宅の庭でも、プランターでも、道路沿いの植え込み、
公園、校庭などどこでも構いません。蒔いた時、芽が出た時、花が咲
いた時、SNSに投稿していただけるとベストです。数か月後、少しずつ
街に花が増えていくでしょう。そのイベントを年に数回、季節によっ
て蒔く種を変えて、繰り返します。花の溢れた街、富士見市。市の魅
力アップにつながると信じています。

921 その他

【未来可能性基金】
かなえたい夢やアイデアを募集し、限られた数のものを公表し、クラ
ウドファンディングと市からの補助でその夢やアイデアを支援し、か
なえた人が一定の割合で基金に返金し、それを元にしてさらにまた別
の人の夢をかなえる補助とする循環型の基金の設立をする

922 その他 1日市議会議員
923 その他 1日市長がやりたい
924 その他 3人投稿者を決めて、富士見市の手紙を書き発表する
925 その他 50種類のストレッチで健康寿命を延ばす取り組み
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分類 アイデア

926 その他
50人の｢PR大使｣を募る。なるべく各年代から男女のバランスよく集め
て、記念事業の式典参加や市内の名所やお店の紹介を｢広報富士見｣に
掲載する。任期は一年。

927 その他 50年前から現在まで続いている地元のお店の紹介。
928 その他 いじめをなくしてほしい
929 その他 一日猫無料、猫争奪戦
930 その他 医療関係者にお礼のプレゼントをする
931 その他 いろいろなことを50にする
932 その他 お菓子を学校に持ってくる
933 その他 おもちゃやお菓子をもっと安く
934 その他 学校で動物や生き物を飼いたい
935 その他 学校に家にある鉄道模型を飾りたい
936 その他 学校にゲームを持っていきたい
937 その他 学校にスマホ持参可能

938 その他
学校に一つだけ好きなものを持って行ってもいい。マンガを持ってい
きたい

939 その他 学校にママがきてほしい
940 その他 学校の手紙で沖縄の旅行券を配る
941 その他 家庭訪問をしたい
942 その他 カメムシの退治
943 その他 キャンプをなくして、人口発火をさせない
944 その他 芸術作品を見たい
945 その他 航空写真を撮りたい
946 その他 ゴーカートの運転がしたい
947 その他 子どもが運転できる電気自動車がほしい
948 その他 子どもが働いていい日を作る（給料あり）
949 その他 埼玉県の色んな景色が見たい
950 その他 自然の体験ができるようにしてほしい。
951 その他 市長が富士見市のいい所を50個紹介する
952 その他 市長などの偉い人にプレゼントをする
953 その他 自転車で登校

954 その他
市民が家の中で最も大切なものとその理由を書いたプラカードを持っ
て行進する。自分の１番好きな洋服やカバン、靴を身に着けて行進し
てもらうことで、市民の意識改革と存在感を表現できる。

955 その他 市民全員でヘリウムガスを吸う
956 その他 市や春に関する詩を募集する
957 その他 捨てられた犬などの譲渡会
958 その他 ストプリの絵が欲しい
959 その他 ストプリのメンバーに会いたい
960 その他 スマホの通信料を１か月無料にしてほしい
961 その他 他県にエールを送りたい
962 その他 中学校の水泳部を増やす
963 その他 テレ玉にドラマを放送する
964 その他 テレビで富士見市50周年記念CMを流す
965 その他 ニンテンドースイッチカセット無料

966 その他

藤の花木苗を記念樹として市民50名に購入してもらい、記念プレート
を付け、市内の避難所に5～7本をコの字に植え付ける。普段は、小学
生や地元の人々の憩いの場となるようにする。同時に藤棚のそばに
ペットの避難場所を併設できるように造り方を工夫する。

967 その他 富士見市に咲いているきれいな花を知りたい
968 その他 富士見市を安全にしたい
969 その他 望遠鏡で海王星、シリウスやペテルギウス、オリオン大星雲をみたい
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分類 アイデア
970 その他 放課後児童クラブの短期利用
971 その他 放課後に学校内ありにしてほしい
972 その他 マジシャンを増やす
973 その他 まちを明るくしてほしい
974 その他 水谷東１丁目の信号を短くする
975 その他 水谷東をテレビで紹介する
976 その他 ミニチュア料理を作って食べたい
977 その他 元市長さんたちが見たい（写真でもいいので）
978 その他 夕焼け放送でハッピーバースデーを流す。
979 その他 ららぽーとの本屋にどっちが強いシリーズの本を追加して欲しい
980 その他 ランドセルにキーホルダーをつけていいようにしてほしい
981 その他 陸上クラブを作ってほしい
982 その他 街を富士見市住民のお庭と思えるような、素敵な街にしてほしい。

983 その他

富士見市から草花の種とメッセージをつけた風船を学校や色んな団体
から飛ばして、空をカラフルにしたいです。その風船をキャッチした
方が種をまいてステキな花を咲かせたら、富士見市にお手紙をもらっ
たら嬉しいなぁ。

984 その他

富士見市の農産物や特産品をセットにして可愛いネーミングにして
ネット販売する、というのはいかがでしょうか。3000円、5000円程度
のもの2パターンにして春夏秋冬で内容を変え年間を通して販売する。
広報誌のほかSNSで告知すれば広告費も抑えられると思います。

985 その他 富士見市の有名なものを見たい、食べたい

986 その他

富士見市はこんなに便利な街であるにもかかわらず、豊かな自然が残
された、すばらしい地域です。便利なのは、知っています。だけど豊
かな自然の詳細を一番知ってほしい「子育て世代」が知りません。
もっと多くの方にこの自然の存在を理解し、便利さだけでなく生命力
も感じられるような事業を行ってほしい。他市とは違います。富士見
市が持っている財産である自然。これらを知ってもらうことで、地域
への愛着や誇りを市民に感じてほしいです。50年前からあった自然が
今まだ手元にある。その自然に触れる機会を作り、富士見市をより深
く理解する事業を望みます。川のように、管理されている場所は、一
般人は介入できません。市が関与するからこそ、実施できる取り組み
です。既に取り組みをされている方もおられます。私は絶滅危惧種で
あるホトケドジョウを見せていただきました。これは全国的にも、す
ごい発見です。市のバックアップがあれば、きっと素晴らしい記念事
業になると思います。

987 その他 学校にふわっぴーが来てほしい

988 その他

ふわっぴーグッズを作ってほしい（文房具・マスク・ぬりえ・大きな
人形・生活に役立つ商品・キーホルダー・トミカバス・シール・パズ
ル・かるた・ヘアゴム・子ども向けの食器・ふわっぴーになれる帽
子・ワッペンなど）
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分類 アイデア

989 その他

ふわっぴーとその家族ひとりひとりに名前があったほうがいいと思う
ので、市制施行50周年記念事業として、一般公募などで名前を募集す
るのはいかがでしょうか。男の子と女の子、2人合わせて「ふわっ
ぴー」というのはわかりずらいです。男の子が「ふわっぴー」、女の
子は別の名前(ふわっぴーの妹 などでもいいので、男の子と区別でき
る名前)にしたほうがキャラ立ちもしますし、市内での知名度も上がる
と思います。お父さん、お母さんなど家族がどんどん増えているの
で、ひとりひとりに名前が付いていた方が、合わせてアピールもしや
すくなるのではないでしょうか。最近は鶴瀬駅前が綺麗に整備され始
め、新しい時計台や市内循環バスにふわっぴーがデザインされてい
て、可愛く華やかになってきたなと感じています。ふわっぴーの今後
の活躍に期待しています！
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