
 
プレスリリース にぎわいとやすらぎの交流都市 立川 

 

 

 

  

令和２年 11 月２日 立川市広報課 

送付文書 計５枚 

報道機関 各位  

「立川市プレミアム婚姻届カップル応援キャンペーン」 

 立川市が提供する、「立川市プレミアム婚姻届」は、現在のサービスに加え、コロナ禍で

結婚式を挙げられないまたは、延期しているカップルなど、全国的にコロナ禍で影響を受け

ているカップルに対し、プレミアムな支援を行います。 

この婚姻届は写真や筆跡を残すことができ、提出時の思い出をそ

のまま残せるプレミアムな婚姻届となっています。地元の印刷会

社・デザイナーと協働で作成し、立川市にこの婚姻届を提出した夫

妻は、地元飲食店等で特典が受けられるなど、地元総出のおもてな

しが受けられます。平成 28 年の発売から累計販売数 6,937 部（令

和２年９月末現在）。婚姻届はどこの役所・役場にも提出できるこ

とから、プレミアム婚姻届の購入・提出のために北海道や沖縄から

立川市へ足を運ぶカップルもおり、提出者の半数以上は市外在住者

となっています。 

現在、結婚式を挙げられないなど、コロナ禍で影響を受けているカップルに対し、立川市

は４つの支援を行い、コロナ禍でのカップルの思い出作りをお手伝いします。 

【コロナ禍で影響を受けたカップルとは？】 

・ コロナ禍で結婚式や、両家顔合わせなどの結婚関連イベントの延期・中止をしたカップ

ル 

・ 結婚式の招待客数を削減した、婚姻届提出時期を遅らせたなど、結婚関連イベントに何

等かの影響があったカップル 

・ コロナ禍での結婚に対して、精神的負担を感じたカップル など 

※上記の対象条件は自己申告制であり、証明資料等は不要となります 



【キャンペーン内容】 

■抽選で SORANO HOTEL 宿泊券が当たる！抽選キャンペーン。 

対象：2020 年 12 月 1 日（火）以降に立川市役所本庁舎（日中

窓口）にプレミアム婚姻届けを提出した夫婦で、コロナ禍によ

る影響を受けたカップル。（申告制） 

概要：2020 年 6 月に GREEN SPRINGS 内にオープンした話題のホ

テル・SORANO HOTEL の２食付き宿泊券を抽選で 2 組へプレゼン

トします。（先着 70 組） 

 

■先着 70 組にオリジナルグッズをプレゼント 

対象：2020 年 12 月 1 日（火）以降に立川市役所本庁舎（日中窓

口）にプレミアム婚姻届けを提出した夫婦で、コロナ禍による

影響を受けたカップル。（申告制） 

概要：立川市プレミアム婚姻届の制作会社である福永紙工株式

会社が提供する、オリジナルグッズをプレゼント。（先着 70 組） 

 

■「いい夫婦の日」特別記念撮影会を開催 

対象：2020 年 11 月 22 日（日）に立川市プレミアム婚姻届を本

庁に提出したご夫婦 

日時：11 月 22 日（日）午後 10 時から午後 2 時 

場所：市役所プレミアム婚姻届記念写真撮影コーナー 

概要：プロカメラマンによる結婚記念撮影会を行います。撮影

したデータはその場でプレゼント致します。 

 

■たちかわの輝く個店で素敵な特典が受けられます 

対象：立川市にプレミアム婚姻届を立川市へ提出し、市役所の記念撮影コーナーでプレミア

ム婚姻届と一緒に写真を撮影したカップル 

概要：立川市内の様々な名店「たちかわの輝く個店」で素敵な特典が受けられます。 

※こちらは立川市プレミアム婚姻届の既存の特典になります。 

 

【問い合わせ】  

立川市総合政策部企画政策課 ：浅見・牛山・平野 

℡０４２―５２３―２１１１（内線２６８７・２６８８） 



立川市プレミアム婚姻届事業概要 

 

１ 本事業の目的、メインターゲット  

・婚姻届の販売時と届出時、たちかわの輝く個店の特典提供を受けるとき等、立川市に訪れるしく

みを構築することで、交流人口の増加と、市外在住者に対する立川市のイメージアップを図る。 

・メインターゲットは、首都圏の結婚を控えた 20 代～30代の男女（主に市外在住者） 

 

２ 本事業立ち上げの経緯 

・「立川市プレミアム婚姻届」は、平成 27年度、地方創生総合戦略策定の過程で考案された。 

・本市の課題は、「若い世代（25～39 歳）の転出超過の克服」であることから、同年齢層の若手職

員によるワーキンググループを結成（庁内公募）。本市ならではの地方創生事業を検討すること

となった。 

・約２か月間、協議を重ね、理事者や全部長の前でプレゼンテーションを実施。 

・その結果、本事業の提案が採用、予算化されることとなった。 

  

３ 販 売 

・販売開始 平成 28年５月 20日 

・販売価格 1,000 円 

・販売部数 6,937 部（令和２年９月 30日現在） 

・販売場所 立川市内のホテルや結婚式場、ジュエリーショップ、 

立川市役所内コンビニエンスストア計４か所 

 

・販売初年度は、ＴＶや雑誌等で紹介されたことで全国各地から立川市への

来訪があり、一時品切れ状態になるなど多くの反響があった。 

 

４ 効 果 

・立川市へ実際に訪れて「立川市プレミアム婚姻届」を提出した数 2,628 件 

                そのうち夫婦とも立川市外在住 1,456 件 

                そのうち夫婦とも立川市内在住   649 件 

（令和２年９月 30 日現在） 

  

・立川市に実際に足を運んで、婚姻届（プレミアム婚姻届、一般の婚姻届問わず）が提出された数

は、本製品作成前(2015年)と比べ、年平均で約 29％増加。 

 北は北海道、南は沖縄県からも実際に立川市へ足を運んできている。 

また、プレミアム婚姻届提出者の半数以上は市外在住者であり、交流人口の増加やまちのにぎわ

いの創出につながっている。 

 

 H27 年度 1,053 件（販売開始前） 

 ------------------------------------- 

 H28 年度 1,299 件（H27 年比 23％増） 

 H29 年度 1,616 件（H27 年比 53％増） 

 H30 年度 1,338 件（H27 年比 27％増） 

    H31年度  1,189 件（H27年比 13％増）  （平均 29％増） 

 

 



５ 特 典 

・立川市に「立川市プレミアム婚姻届」を提出し、記念写真撮影コーナーにて記念撮影をしたカッ

プルを対象とし、「たちかわの輝く個店」アワードを受賞した店舗の利用時に各種特典を提供。 

・特典提供にご協力いただいている店舗は令和２年３月現在で、28店舗。 

 

※輝く個店とは 

 立川市と立川市商店街連合会が、街にある個店の魅力を店舗デザイン、商品力、接客など様々

な視点から審査、表彰し、市内外へ PRすることで、街の魅力を高め、商店街振興にも結び付け

ることを目的とした事業。 

 

・記念写真撮影コーナー裏に、「立川市プレミアム婚姻届特典提供店舗マップ」を設置。立川市の

全体図に各特典提供協力店舗の所在地を示し、特典内容を紹介している。 

 

・アルバルク東京との連携（新型コロナウイルス感染症の影響で当面の間中止、令和２年９月 30 日現在） 

令和元年 10 月より、立川でホームゲームを行うアルバルク東京の協力のもと、立川市プレミアム

婚姻届の特典として、アリーナ立川立飛で行われるアルバルク東京のホームゲームの試合終了後

に、選手と記念撮影を実施（下記両条件を満たす方）。 

◆2019 年 10 月３日～2020 年２月に立川市プレミアム婚姻届を立川市に提出し、本庁舎１階の記

念写真撮影コーナーで撮影された方 

◆2019-20シーズンのアルバルク東京のホームゲーム観戦チケットを購入し、観戦に来られる方 

  

６ 記念写真撮影コーナーの設置 

・立川市役所内に、立川市プレミアム婚姻届記念写真撮影コーナーを開設。（平成 30 年６月８日に

リニューアルを実施し、より明るくカラフルなデザインに変更。） 

・開庁時間内であれば、職員が対応し、撮影を行う。閉庁時も記念

写真撮影コーナーは利用可（8：00～22：00）。 

・希望者はインスタントカメラで撮影した後、写真を掲示すること

ができる。 

・婚姻届用のオリジナルお祝いスタンプや記念写真撮影用のボード

を用意。 

 

７ 地方創生大賞の受賞 

・平成 29年３月、「ふるさと名品オブ・ザ・イヤー」において、地方創生大賞を受賞。 

 ※ふるさと名品オブ・ザ・イヤーとは 

 地域の素晴らしさ域外の消費者に直接伝えようとする「地域のあらたなチャレンジ」を、より

多くの人に知ってもらうことを目的とした表彰制度。 

 

８ 2019年度グッドデザイン賞受賞 

・「立川市プレミアム婚姻届を活用した地方創生」というテーマで応募し、2019 年

度グッドデザイン賞を受賞。複写式で形に残る点だけではなく、婚姻届を提出し

た夫婦が地元飲食店等で特典を受けられるなど、まちへの関心と愛着を高めるき

っかけとして婚姻届をデザインしたことが評価された。 

 

 ※グッドデザイン賞とは 

公益財団法人日本デザイン振興会は主催する総合的なデザイン評価・推奨制度。1957 年に創設

されて以来 60年にわたって実施されており、その対象はデザインのあらゆる領域にわたる。 



９ その他の取組 

・11月 22日（いい夫婦の日）には「立川市プレミアム婚姻届」を提出したカップルを対象に、プロ

のカメラマンによる撮影会を実施。（令和元年 11 月 22 日は、プレミアム婚姻届の届出数 30 件、

うち撮影会参加数 22件） 

・イベント開催時や近況について、各種 SNS（Twitter、Facebook、Instagram 等）で随時更新。 

 立川市プレミアム婚姻届専用サイト（http://tachikawacity-premium.jp/）にて、詳細や販売状

況等を掲載。  

 

１０ メディア取扱 

・販売開始から現在まで、新聞、テレビ、インターネット記事等、各種メディアに取り上げられて

いる。 

《平成 31年度取扱状況》（令和２年１月 31日現在） 

【ラジオ】 

・ＦＭたちかわ    令和元年 6月 14日 （生放送 10 分間） 

【テレビ】 

・ＢＳフジ「クイズ！脳ベルＳＨＯＷ」（奇跡のアイディア）   令和元年 9月 10日  

・ＮＨＫ「おはようニッポン」（けさのクローズアップ）       令和元年 11月 22日 

【インターネット】  

・アルバルク東京 HP ニュースリリース  令和元年 10月 2日  

・PR TIMES（アルバルク東京 HP ニュースリリース同内容） 令和元年 10 月 2日  

・時事通信(iJUMP) 令和元年 10月 25 日  

【新聞】 

・読売新聞 令和元年 10 月 10 日 朝刊 

・朝日新聞 令和元年 10 月 17 日 朝刊 

・毎日新聞 令和元年 12 月 3日 朝刊 
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