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第３編 リーディングプラン関連事業 
 

 リーディングプランは、本市の主要課題を解決し、将来都市像の実現を導くため、分野

別計画を横断的に捉えて構成したもので、特に重要な 10 のテーマを設定し、主要施策を

位置づけたものです。 

 第 3 編では、第 2 編に示した分野別実施計画事業について、リーディングプランの観点

から整理し、第三次総合 3 ヵ年計画のもとで実施する事業を示します。 

 
 
  ■リーディングプランの１０のテーマと主要施策 

 
◆ みんなで支える子育てプラン ～子育てしやすい環境づくりのために～ 

【地域での子育て体制の充実】 

【男女共同の子育て環境整備】 

◆ 活力ある長寿社会プラン ～いきいきと活力にあふれた暮らしを送るために～ 

【生涯現役のための環境づくりの推進】 

◆ いちかわっ子育成プラン ～地域で心豊かないちかわっ子を育成するために～ 

【地域で取り組む教育の推進】 

◆ 文化の息吹を感じるまちプラン ～人々が文化をより身近に感じるために～ 

【文化の拠点とネットワークづくりの推進】 

◆ 安全・安心のまちプラン ～災害に強く安全に暮らせるまちをつくるために～ 

【地域防災まちづくりの推進】 

◆ 人にやさしいまちプラン ～誰もが安心して生活できる環境をつくるために～ 

【安心して移動できる環境の整備】 

◆ 商業の活性化プラン ～地域に根ざした活力と魅力ある商業振興のために～ 

【賑わいのある商店街づくりの推進】 

◆ 緑と水辺の再生プラン ～緑の再生と水辺空間の活用のために～ 

【緑地と水辺空間整備の推進】 

◆ 環境にやさしい都市プラン ～市民一人ひとりが環境問題に取り組むために～ 

【循環型社会づくりの推進】 

◆ IT 活用プラン ～市民サービスの向上に活用するために～ 

【サービス向上のためのシステムづくりの推進】 
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みんなで支える子育てプラン ～子育てしやすい環境づくりのために～ 

恵まれた環境の中で、安心して子どもを育てることができるよう、地域、行政などの社会全体が

協力して、子育て家庭を支援していきます。 

 
【地域での子育て体制の充実】 

【男女共同の子育て環境整備】 

■実施計画事業 

子育て支援地域創設事業（親子つどいの広場） 第 1 章第１節（３） 

子ども家庭総合支援センター事業 第 1 章第１節（３） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

家庭保育事業 第１章第１節（３） 

地域子育て支援センター事業 第１章第１節（３） 

ファミリー・サポート・センター事業 第１章第１節（３） 

すこやか応援隊 第１章第１節（３） 

中高年保育ボランティア 第１章第１節（３） 

両親学級 第１章第５節（２） 

親子 DE クッキング 第１章第５節（２） 
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活力ある長寿社会プラン ～いきいきと活力にあふれた暮らしを送るために～ 

高齢者がこれまで培ってきた知識や能力、経験などを発揮できるよう社会参加や就業支援、趣味

や学習への支援を行い、いきいきと生涯現役生活が送れる環境づくりを推進します。 

 
【生涯現役のための環境づくりの推進】 

■実施計画事業 

市川情報化市民パートナー育成推進事業 第５章第４節（１） 

総合型地域スポーツクラブ事業 第１章第３節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

成人歯科健康診査 第１章第１節（１） 

老人いこいの家建替え工事 第１章第１節（５） 

いきがい事業 第１章第１節（５） 

高齢者クラブ支援 第１章第１節（５） 

高齢者健康保持・教養向上 第１章第１節（５） 

高年齢者職業相談室運営事業 第１章第４節（１） 

シルバー人材センターへの助成 第１章第４節（１） 
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いちかわっ子育成プラン ～地域で心豊かないちかわっ子を育成するために～ 

家庭、地域、学校の連携のもと、次代を担う子どもたちが、個性や能力を伸ばし、健やかに育つ

よう地域の教育力を高めて、心豊かな「いちかわっ子」を育成します。 

 
【地域で取り組む教育の推進】 

■実施計画事業 

青少年指導者育成事業 第 1 章第２節（３） 

家庭教育学級運営事業 第１章第２節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

市川子ども人権ネットワーク（要保護児童対策地域協議会） 第１章第１節（３） 

こども館運営事業 第１章第１節（３） 

こども発達相談室事業 第１章第１節（４） 

音楽会活動事業 第１章第２節（１） 

教育広報活動 第１章第２節（２） 

学校評議員制度推進 第１章第２節（２） 

学習支援推進事業 第１章第２節（２） 

コミュニティサポート 第１章第２節（２） 

きらきら体験留学 第１章第２節（２） 

部活動等地域指導者協力 第１章第２節（２） 

青少年教育国際交流事業 第１章第２節（３） 

原州市との少年野球交流 第１章第２節（３） 

少年野球連盟への協力 第１章第２節（３） 

女子フットベースボール活動等育成 第１章第２節（３） 

少年相談 第１章第２節（３） 

少年補導員活動 第１章第２節（３） 
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文化の息吹を感じるまちプラン ～人々が文化をより身近に感じるために～ 

点在する文化的資産や歴史的な街並みを楽しみながら訪ね歩くことができるよう、施設整備とネ

ットワーク化を進め、人々が身近に文化を感じることができるような仕掛けづくりを推進します。 

 
【文化の拠点とネットワークづくりの推進】 

■実施計画事業 

まちかどミュージアム都市づくり事業 第２章第１節（１） 

市民文化サポーター協働事業 第２章第１節（２） 

地域文化振興事業（街回遊展） 第２章第３節（２） 

シティーセールス事業 第２章第３節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

まちかどミュージアム都市づくり構想 第２章第１節（１） 

文化活動施設改修検討会 第２章第１節（１） 

東山魁夷記念館拡充構想 第２章第１節（１） 

美術作品展示 第２章第１節（１） 

市川市民文化振興事業 第２章第１節（２） 

文化振興財団自主事業補助事業 第２章第１節（２） 

市川の文化人展 第２章第２節（１） 

水木洋子文化基金事業 第２章第２節（１） 

行徳まつり 第２章第２節（２） 

地域文化振興 第２章第３節（２） 

Ｉ－ｌｉｎｋタウン４５階管理事業 第２章第３節（２） 

旧行徳街道街並整備 第３章第３節（３） 
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安全・安心のまちプラン ～災害に強く安全に暮らせるまちをつくるために～ 

火災や地震、風水害などから市民を守る災害に強い安全なまちの実現に向けて、防災拠点の整備、

水害対策など都市防災化を推進します。 

 
【地域防災まちづくりの推進】 

■実施計画事業 

広尾防災公園整備事業 第３章第１節（１） 

急傾斜地崩壊対策事業 第３章第１節（１） 

市川駅南口再開発事業区域周辺道路整備事業（都市計画道路３・５・

３３号） 
第３章第２節（２） 

公共施設耐震改修事業 第３章第２節（５） 

耐震診断助成事業 第３章第１節（１） 

浸水対策事業 第３章第１節（２） 

都市基盤河川改修事業（大柏川） 第３章第１節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

耐震性貯水槽整備 第３章第１節（１） 

防災用施設維持管理 第３章第１節（１） 

防災用品備蓄 第３章第１節（１） 

橋りょう補修事業 第３章第１節（１） 

住宅リフォーム 第３章第１節（１） 

総合防災訓練 第３章第１節（１） 

自主防災組織育成 第３章第１節（１） 

自治会連合協議会防災活動事業費補助金 第３章第１節（１） 

婦人消防クラブ補助金 第３章第１節（１） 

春木川左岸道路整備事業 第３章第１節（２） 

公共下水道整備（雨水） 第３章第１節（２） 

内水排水施設整備 第３章第１節（２） 

保水・遊水対策補助 第３章第１節（２） 

都市再生整備計画事業 第３章第１節（２） 

斜面緑地崩壊対策 第４章第１節（２） 
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人にやさしいまちプラン ～誰もが安心して生活できる環境をつくるために～ 

子どもから高齢者まで誰もが快適で安心して移動できる環境をつくるために、歩道の確保、歩道

や駅周辺のバリアフリー化、防犯灯、街路灯の設置などを進めます。 

 
【安心して移動できる環境の整備】 

■実施計画事業 

交通バリアフリー推進事業 第３章第２節（１） 

人にやさしい道づくり重点地区整備事業 第３章第２節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

防犯灯設置事業 第３章第１節（３） 

道路通行障害撤去補償 第３章第２節（１） 

道路改良 第３章第２節（２） 

道路拡幅整備 第３章第２節（２） 

市川大野駅周辺整備 第３章第２節（２） 

大町レクリエーションゾーン整備事業 第３章第２節（２） 

道路舗装事業 第３章第２節（２） 

側溝整備事業 第３章第２節（２） 

電線類地中化 第３章第２節（２） 

不法看板等撤去事業 第３章第２節（２） 

放置自転車対策 第３章第２節（３） 

市川南口まちづくり推進事業 第３章第３節（２） 

旧江戸川照明灯整備事業 第４章第１節（３） 
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商業の活性化プラン ～地域に根ざした活力と魅力ある商業振興のために～ 

まちを活性化させ、多様化する消費者ニーズに対応するため、再開発事業とも関連させながら、

広域的な集客力を持つ商業集積の整備を推進します。さらに、地域住民の交流の場として商店街の

再整備を支援するなど、コミュニティを重視した商業環境づくりを促進します。 

 
【賑わいのある商店街づくりの推進】 

■実施計画事業 

商店街活性化事業 第３章第４節（１） 

都市景観形成事業 第３章第３節（３） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

中山参道地区街なみ環境整備事業 第３章第３節（３） 

歴史的街なみ景観整備事業 第３章第３節（３） 

市川市産業賞 第３章第４節（１） 

市川商工会議所等補助金 第３章第４節（１） 

市川市商店会連合会 第３章第４節（１） 

資金融資利子補給 第３章第４節（１） 

中小企業等資金融資預託金 第３章第４節（１） 
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緑と水辺の再生プラン ～緑の再生と水辺空間の活用のために～ 

快適で潤いのある生活環境を整備し、人々に安らぎを与えるまちをつくるため、貴重な緑の保護、

再生に努めるとともに、河川や海辺の水辺空間を整備して親水空間としての活用を進めます。 

 
【緑地と水辺空間整備の推進】 

■実施計画事業 

南行徳水辺の周回路計画 第４章第１節（３） 

国府台緑地整備事業 第４章第１節（２） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

緑地保全 第４章第１節（２） 

協定樹木管理 第４章第１節（２） 

緑地対策事業補助金 第４章第１節（２） 

緑地整備 第４章第１節（２） 

緑と花の市民大学 第４章第１節（２） 
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環境にやさしい都市プラン ～市民一人ひとりが環境問題に取り組むために～ 

持続的発展が可能な循環型社会を構築するため、市民一人ひとりが自ら進んで環境問題へ取り組

み、身近でできることから行動することを通して、地球環境に配慮したライフスタイルの確立を目

指します。 

 
【循環型社会づくりの推進】 

■実施計画事業 

環境学習推進事業 第４章第２節（２） 

ごみ発生抑制等啓発事業 第４章第３節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

流域貯留浸透維持管理 第３章第２節（４） 

生ごみ処理機設置 第３章第２節（５） 

減農薬栽培推進事業補助金 第３章第４節（３） 

梨剪定枝炭化事業補助金 第３章第４節（３） 

環境基本計画推進事業 第４章第２節（１） 

地球温暖化対策 第４章第２節（１） 

新エネルギー推進 第４章第２節（１） 

環境活動支援 第４章第２節（２） 

生ごみ減容･資源化推進事業 第４章第３節（１） 

生ごみ堆肥化事業 第４章第３節（１） 

資源回収 第４章第３節（１） 

事業系ごみ対策 第４章第３節（１） 

塵芥（可燃、不燃・有害ごみ）収集運搬 第４章第３節（２） 

大型ごみ収集運搬 第４章第３節（２） 

プラスチック容器包装類回収資源化 第４章第３節（２） 

空ビン・空缶収集運搬 第４章第３節（２） 

紙・布収集運搬 第４章第３節（２） 

資源ストックヤード整備事業 第４章第３節（２） 

クリーンスパ市川・モニタリング（ＰＦＩ） 第４章第３節（２） 
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IT 活用プラン ～市民サービスの向上に活用するために～ 

人々の生活を限りなく便利に変えてくれる可能性を持つＩＴ（情報通信技術）を、市民生活の向

上に活用するために、ＩＴを最大限に活かした市民サービスの展開を推進します。 

 
【サービス向上のためのシステムづくりの推進】 

■実施計画事業 

市川情報化市民パートナー育成推進事業 第５章第４節（１） 

電子申請推進事業 第５章第４節（１） 

インターネット放送局 第５章第４節（１） 

■施策を支えるその他の主な取り組み 

小学校中学校コンピュータ教育振興 第１章第２節（１） 

学校情報化研究 第１章第２節（１） 

公共図書館と学校とを結ぶネットワーク 第１章第２節（２） 

市ホームページ管理運営事業 第５章第１節（２） 

「いちかわ夢マガジン」配信 第５章第１節（２） 

例規集データベース維持管理 第５章第３節（２） 

電子調達共同利用 第５章第３節（３） 

住基カード普及活動 第５章第４節（１） 

情報化推進事業 第５章第４節（１） 

地域ＩＣＴ利活用モデル事業 第５章第４節（１） 

電子窓口運営事業 第５章第４節（１） 

証明書自動交付機運用事業 第５章第４節（１） 

セキュリティ構築事業 第５章第４節（１） 

情報システム再構築事業 第５章第４節（１） 

情報システム運用管理事業 第５章第４節（１） 

情報システム室等環境整備事業 第５章第４節（１） 

 




