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いつも新しい流れがある  市川

避難所にしてまいります。また、環境問題は差し迫った課題です。市民の
みなさまが自分の身近なこととして行動できる仕組みをつくります。文化
芸術作品は観

み

ている人の心を動かし市民生活を豊かにします。そのため
に地域で芽生えつつある文化活動を支えるとともに、積極的に情報を発信
していきます。そのことが自分のまちに愛着を持ち、誇りに思うことになる
でしょう。
　まちが賑

にぎ

わうにはそのまちに訪れる人の身になって考える必要がありま
す。さまざまな顔を持つまちに多くの観光客を迎え入れ、本市にいつも心
を寄せてくれる方を増やします。
　本市が、江戸川のようにいつも新しい流れがあるまちとして、住んでよ
かったと思えるよう取り組んでまいります。

市川市長　村越祐民

　桜の花が咲き、入学や就職など、新生活が始ま
る人には心が弾む季節となりました。
　今年は学期末、学年末の時期が休校になりま
したが、暖かい日を迎え普段どおりの生活が戻っ
てくることを確信しています。
　市民のみなさまには、これからも健康管理には
留意して、生活を送っていただきたいと思います。
　いつも私は、他者の目で物事を考えるように心

がけています。これは他人の考えを理解した上で自分を見つめ直すこと
で、今年度の市政運営における基本的な方針にもつながっています。
　例えば災害で避難したとしても、早く普段の生活に戻れるようにします。
その間、避難した方の思いを受けとめ、何が心の支えになるのかを考えた

新しい市川市を思い描く
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日時 場所・会場 対象・人数 申し込み・応募 問い合わせ費用・料金 持ち物講師講内容内 行徳支所 子どもにおすすめ ☎市川市の市外局番は047仮本庁舎

未来を創る市政運営と教育の振興

安心なまちづくり

生涯を通じた学び

施政方針

教育行政
運営方針

基本方針

基本方針

▲避難所開設訓練

▲中央図書館

子育て支援の充実
　子育てのしやすい環境を整備するため、保育施設などの整備、
発達に課題のある子どもの早期療育、児童虐待の防止や体制を強
化する

新たな価値を創出する場づくりの推進
　本などを介して集う、学びと交流の新たな場づくりを推進

図書館機能を活用した学習活動の充実
　開館日数の増加と所蔵する古い地域資料のデジタル化

文化財の保護と活用
　先進的な技術を活用した多言語による解説サービスの提供

健康づくりの推進
　心身の健康と、まちの健康に配慮した「健康都市いちかわ」を実
現するため、市民の意見を分析し、効果的な事業を進める

治水対策の推進
　水害のないまちに向け、排水路の機能強化や排水施設の整備・
老朽化対策などを計画的に進める

防災まちづくりの推進
　災害から市民の生命を守り、避難者の心身の負担が軽減され
るよう、避難所生活のストレスや衛生面に配慮した取り組みを実
施する

●災害時の支援を強化
●環境に責任をもつまちづくり
●新しい文化を応援
●観光でまちを活性化

学んだことをさまざまな場面で
活かせるよう、生涯を通じた
学びとその基礎となる
幼児教育や学校教育の
目指す方向を同じにして
取り組んでいく

市議会2月定例会において、村越市長が施政方針、田中教育長が教育行政運営方針をそれぞれ述べました。
特集1では、新年度の主な施策を紹介します。

 ☎︎712-8591企画課、☎︎383-9224教育総務課

令和2年度 施政方針・教育行政運営方針 
つ　く
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●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。

特集1

未来を創る市政運営と教育の振興
　施政方針とは、新年度を迎えるにあたって、市長が向こう1年
間の市政運営の基本方針や重要な施策を示すもので、例年市
議会2月定例会の冒頭、予算案などの審議に先立って演説が行
われます。教育委員会については、教育長が同様に教育行政運
営方針を示します。
　施政方針と教育行政運営方針の全文は、市公式Webサイト
で公開しています。

こちらの方針に基づく主な事業は4、5面へ

【 施政方針・教育行政運営方針とは 】

快適なまちづくり

学校における学び

活力のあるまちづくり

教育環境の整備

▲いちかわスポーツ
フェスタでの体験

▲令和2年8月完成
予定の塩浜学園▲自分のねらいを明確にして学ぶ

幼児期における教育の推進
　就学前の子どもの発達や学びを、小学校の学
習につなげるための教育内容の充実

安全・安心で質の高い
教育環境の整備
　塩浜学園の教育成果を踏まえた小中一貫校の
推進と国府台病院内の院内学級の新校舎の完成特別支援教育の推進

　すべての子どもが自分らしく社会参画できる
ための教育を推進

子どもの安全・安心を確保する
家庭・学校・地域の取組の推進
　SNSによる悩み相談の実施、放課後子ども教室の増設児童生徒の確かな学力を育成する取組の推進

　外国語科やプログラミング教育の充実及び、学校の ICT環境を
整備

教職員の働き方改革の推進
　勤怠管理システムの導入による教職員の勤務時間の適正化

スポーツ環境の充実
　スポーツ環境を充実させるため施設を再整備す
るとともに、東京2020オリンピック・パラリンピック
関連のイベントによりスポーツへの関心を高める

行徳地域の特性を活かした
まちづくり
　市川漁港の整備や遊歩道の設計のほか、地域
コミュニティゾーンにおける施設整備を進める

循環型社会形成の推進
　エネルギーの地産地消に向け、生ごみを資源として回収するほ
か、エネルギー関連の計画を策定するなど、環境に責任を持つま
ちとしての取り組みを実施する

デジタルトランスフォーメーション※の推進
　オンライン申請の拡充やキャッシュレス化など、情報通信技術
を活用し市民の目線に立ったサービスを提供する
※デジタルトランスフォーメーションとは、情報通信技術の活用により市民生活をあらゆる
　面でより良い方向に変化させることです。都市基盤などの計画的な整備

　市域の強
きょう

靭
じ ん

化を見据えた道路機能の向上とともに、都市計画
道路や公共施設の計画的な整備を進める 文化創出などの推進

　本市の貴重な文化を継承するとともに、日常的に文化に触れら
れるよう、若手アーティストなどの発表の場づくりを進める公園・緑地などの整備・保存など

　地域の特性を踏まえ、自然に触れ合える場を提供するため、行
徳野鳥観察舎や小塚山公園を整備する 都市型観光の推進

　都市型観光を推進するため、魅力ある観光資源の発掘や観光
振興ビジョンを策定する

▲

市川漁港の完成イメージ図
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☎市川市の市外局番は047

令和2年度当初予算

施政方針・教育行政運営方針に基づく主な事業

安心なまちづくり 快適なまちづくり
子育て支援の充実 スポーツ環境の充実

循環型社会形成の推進

都市基盤などの計画的な整備

公園・緑地などの整備・保存など

その他

健康づくりの推進

治水対策の推進

防災まちづくりの推進

その他

令和2年度一般会計当初予算額は、前年度に比べて2.7％増え、1,620億円となりました。
特別会計、公営企業会計と合わせた全会計では、1.6%増え、2,548億7,600万円と、過去最大の予算規模となっています。
新年度は、施政方針及び教育行政運営方針に沿い、多くの施策を実行することで、市政の諸課題を解決し、
自分の住むまちに愛着を持ち、誇り高く暮らすことを実現するための予算配分となっています。　　 ☎︎712-8595財政課

一般会計

公営企業会計

全会計

特別会計

1,620億円 （対前年度比 2.7％増）

187億3,500万円 （対前年度比 0.3％減）

2,548億7,600万円 （対前年度比 1.6％増）

741億4,100万円 （対前年度比 0.1％減）
◎国民健康保険特別会計
◎介護保険特別会計
◎後期高齢者医療特別会計

◎下水道事業会計

383億4,100万円
301億4,200万円
56億5,800万円

187億3,500万円

一 般 会 計
特 別 会 計
公営企業会計

： 福祉や道路、教育など市の基本的な事業を行うために設けられた会計
： 国民健康保険税などの特定の収入をもって特定の事業の費用に充てるために設けられた会計
： 地方公共団体が経営する公益的な事業を行うために設けられた会計

●公共下水道整備雨水事業 下水道事業会計 　【15億830万円】
　市街地における浸水被害の軽減を図るため、ポンプ場及び管

かん

渠
きょ

の整備を
行います。
●排水施設整備事業 土木費 　【7億6,000万円】
　市街地における浸水被害の軽減を図るため、鬼高排水機場及び二俣排水
機場の改修整備を行います。

●保育園整備計画事業 民生費 　【14億8,920万円】
　待機児童対策として、民間保育施設整備費用などの一部を補助し、保育
施設の充実を図ります。
●キッズ・ゾーン整備事業 民生費 　【2,700万円】
　未就学児が安心して歩行できる空間を確保するため、保育施設などの周
辺に路面標示などを施し、注意喚起の対策を講じます。

●避難所環境整備事業 総務費など 　【2億8,949万円】
　災害から市民の生命を守るため、避難者の心身への負担が軽減されるよ
う、避難所生活のストレスや衛生面などに配慮した取り組みを行います。

●産後ケア事業 衛生費 　【1,188万円】
　宿泊及びデイサービスによる産後ケアを医療機関で実施し、母親の心身
の安定及び育児に対する不安の解消を図ります。

●地域生活支援拠点等整備事業 民生費 　【900万円】
　介護者が急病などで不在となった場合に支援を必要とする障がい者に
対して短期入所施設などを案内するコーディネーターを配置します。

●国府台公園再整備事業 総務費 　【18億2,170万円】
　国府台公園の再整備の一環として、野球場や周辺施設の整備工事を行い
ます。
●オリンピック・パラリンピック関連事業 総務費 　【4,610万円】
　東京2020大会関連イベントの開催などを通じて、市民のスポーツ意識
高揚につなげていきます。

●都市計画道路整備事業 土木費 　【6億9,157万円】
　都市計画道路の整備に必要な用地取得を進め、道路の築造工事を行いま
す。

●交通バリアフリー推進事業 土木費 　【1億7,473万円】
　鉄道駅にバリアフリー設備を整備する鉄道事業者に費用の一部を補助
します。

●小塚山公園整備事業 土木費 　【1億2,900万円】
　隣接する堀之内貝塚公園との連携強化を図り、小塚山公園の拡充整備を
行います。
●行徳野鳥観察舎整備・管理運営事業 衛生費 　【4,315万円】
　令和2年度開館を目指し、野鳥をはじめ緑地の眺望などを楽しめる行徳
野鳥観察舎を整備します。

●生ごみ資源化事業 衛生費 　【500万円】
　生ごみの資源化に向けて、バイオガス化施設の事業手法を検討します。
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●これまでの「広報いちかわ」が市公式Webサイト・検索 広報　　　（http://www.city.ichikawa.lg.jp/pla04/1111000009.html）でご覧になれます。

特集2

一般会計における歳入・歳出予算の内訳

活力のあるまちづくり
行徳地域の特性を活かしたまちづくり

デジタルトランスフォーメーションの推進

文化創出などの推進

都市型観光の推進

その他

基本方針

教育関係

●電子行政推進事業 総務費 　【2億5,000万円】
　新第1庁舎などにおけるワンストップ窓口サービスを行うとともに、ワ
ンスオンリー※2の推進や最新技術を活用した地域における無線通信環境
の整備などを行います。
●ICT化推進事業 総務費 　【3,772万円】
　市民サービスや業務効率の向上を目的に、SNSの活用、オンライン申請
の拡充やキャッシュレス化など行政手続きの ICT化を進めます。

●スマートダストボックス開発事業 衛生費 　【595万円】　生ごみの資源化に向けて、生ごみ専用スマートごみ箱※1の設置を進めます。
●文化施策活性化事業 総務費 　【2,885万円】
　若手アーティストの作品発表の場の創出や、日本の伝統文化に関するイベントを開催するなど文化施策を行います。
●観光振興ビジョン策定事業 観光費 　【2,000万円】　都市型観光を強く推進するため、観光振興ビジョンを策定します。

●永井荷風書斎移築再現事業 総務費 　【3,000万円】
　八幡に現存する書斎を新第1庁舎に移築再現し、永井荷風の足跡が感じ
られる展示を行います。

●行徳パスポートセンター整備・運営事業 総務費 　【2,259万円】
　行徳地域におけるパスポート申請手続きの利便性向上のため、（仮称）
市川市行徳パスポートセンターの開設に向けた整備を行います。
●地域コミュニティゾーン整備事業 土木費など 　【3億1,506万円】
　住民の利便性と地域の魅力向上のための施設整備などを行います。

●電動アシスト付き自転車等活用事業 観光費 　【1,000万円】
　市内観光の利便性を高めるため、電動アシスト付き自転車などの配備に
関する実証実験を行います。

●自治会提案地域活性化事業補助金 総務費 　【600万円】
　地域の歴史や文化、伝統を伝えるなど、自治会の創意工夫による新しい
取り組みに対して補助金を交付します。

●放課後保育クラブ運営事業 教育費 　【14億7,718万円】
　放課後保育クラブの整備を進め、児童の健全な育成を図ります。
●学校情報化研究事業 教育費 　【14億2,104万円】
　学校の ICT環境整備を進めるため、校内LANシステムの無線化などを
行います。
●子どもの居場所づくり事業 教育費 　【6,785万円】
　市立小学校などで、全ての子どもが安全に安心して活動することができ
る場所を確保し、体験活動の機会を提供します。
●史跡維持管理事業（文化財多言語解説等整備事業） 教育費 　【3,600万円】
　国指定文化財について、VRなどを活用した多言語による解説コンテン
ツを整備し、文化財の魅力を発信します。
●新たな学びと交流の場づくり事業 教育費 　【2,200万円】
　本などを介して、市民などが集い新たな価値を創出できるよう、学びと
交流の新たな場の提供に向けた基本構想を策定します。
●少年相談事業 教育費 　【1,162万円】
　中学生を中心に SNSを活用した相談を受け、いじめ問題などの解決を
図るためアドバイスを行っていきます。
●教職員勤怠管理システム事業 教育費 　【158万円】
　教職員の長時間勤務の改善のため、勤務実態及び健康状態の把握を行い
勤務時間を集約するシステムを導入します。

※1
生ごみを24時間、いつでも捨てられるごみ箱で電源として太陽光パネルとバッテリーを搭
載しています。2次元コードで扉が開閉し、蓄積量を把握できる機能などがあります。
※2
新第1庁舎では関連する複数の手続きを1カ所で完結させる「ワンストップ窓口サービス」
を行います。将来的には、市役所での届け出などが一度だけで済む「ワンスオンリー」を目
指しています。

歳 出歳 入

市民1人あたり一般会計予算額　330,483円

民生費：高齢者・障がい者・児童の福祉など　（153,124円）
総務費：文化振興、防災対策や情報化の推進など　（43,397円）
衛生費：医療、保健、環境、ごみ処理など　（33,721円）
教育費：学校や公民館、図書館など　（33,462円）
土木費：道路、河川、公園の経費など　（30,661円）
公債費：借入金の返済　（16,928円）
その他：産業振興、観光、消防、議会関連経費など　（19,190円）

市税：市民税・固定資産税・都市計画税・市たばこ税など　（174,071円）
国庫支出金・県支出金：市が行う事業への国や県からの補助金など　（85,576円）
市債：主に建設事業を行うときの銀行などからの借入金　（21,909円）
その他：地方消費税交付金、使用料及び手数料など　（48,927円）

●予算額を人口490,192人（令和元年12月末時点）で割って算出
　（　）は市民1人あたりの予算額

民生費
750億6,000万円
46.3%

市税
853億2,800万円
52.7%

国庫支出金
299億9,203万円
18.5%

その他
239億8,394万円
14.8%
市債
107億3,950万円
6.6%

県支出金
119億5,653万円
7.4%

その他
（商工費、観光費、消防費など）
94億600万円
5.9%

公債費
82億9,800万円
5.1%

土木費
150億3,000万円
9.3%

衛生費
165億3,000万円
10.2%

教育費
164億300万円
10.1%

総務費
212億7,300万円
13.1%

施政方針
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●農業委員会定例総会
4月8日（水）午後1時30分～5時／ 第1
委員会室　　　　　　　　

（同事務局）
●市議会定例会開会予定日
6月12日、9月4日、12月4日、いず れも金
曜日　　　　　　　　　　

　（総務課）

申請方法　ちば 電 子 調 達システム
Webサイトで必要事項を入力後、印
刷した申請書に必要書類を添え、郵
送で千葉県電子自治体共同運営協議
会（〒260-0855千葉市中央区市場町
1-1県庁南庁舎2階共同受付窓口）。詳
しくは、市公式Webサイトを確認してく

ださい。
☎712-8593契約課

各監査を実施しました。監査結果及び
過去の指摘事項についての措置報告
は、市公式Webサイトなどで閲覧でき
ます。
●定期監査及び行政監査
監査期間　令和元年11月1日～令和2
年3月27日
監査対象　環境部、行徳支所、生涯学
習部、学校教育部
●学校監査
監査期間　令和元年11月1日～令和2
年3月27日
監査対象　生涯学習部、学校教育部、こ
ども政策部、市立の幼稚園・小学校・中
学校・義務教育学校及び特別支援学校
●工事監査
監査実施日　令和元年11月7日
監査対象　市川市新第1庁舎新築工事

☎711-1143監査委員事務局

市内に所有し居住する住宅（マンショ
ンの場合は専有部）の性能を向上させ
る改修工事費用の一部を助成します。
市内施工業者を利用するなど、一定の
要件を満たす必要があります。申請書
は、必ず契約の前に提出してください。
分譲マンション管理組合による共用部
の改修工事に対する助成もあります。
対象となる工事など詳しくは市公式
Webサイトを確認してください。

☎712-6327街づくり推進課

記念館の駐車場は全て無料になりまし
た（大型バスなども含む）。ただし、記
念館を利用しない方は駐車できませ
ん。

☎333-2011同館

国民年金は、日本国内に住所がある20
歳以上60歳未満の全ての方が加入する
制度です。次のようなときには、市役所
へ自ら届け出が必要です。

・会社を退職したとき
・収入増加や離婚、配偶者の退職などに
より被扶養配偶者でなくなったとき
令和2年度の国民年金保険料は月額
16,540円です。納付書は日本年金機構
より送付され、金融機関・コンビニエンス
ストアなどで納めることができます。

☎712-8538国民年金課

学生には、国民年金保険料の納付が猶
予される学生納付特例制度が設けられ
ています。保険料が未納になっている
と障害基礎年金が受け取れないことが
ありますので、保険料の納付が困難な場
合は学生納付特例を申請してください。

☎712-8538国民年金課

いちかわインフォメーション
暮らしに役立つ市川市の情報をお届けします。

【申し込み事項記入例】
申し込み先は下記の で確認してください。
※往復はがきの場合は返信用のあて先も記入。
※熱を加えると消える筆記用具は使用しない

でください。
　　　があるものは、市イベントポータルサイト

（右記２次元コード参照）から申し込めます。

Ichikawa
Information

お知らせ

　3月26日現在、市内在住の感染した患者の数は17人で、うち6人が退院、
11人が入院中です。
　なお、市内スポーツジムを介した集団（クラスター）感染について、新たな
感染者が確認されていないことから、千葉県での利用者の健康観察を終え
ました。

　３つの「密」がそろうとクラスター（集団）発生のリスクが高くなるため、イベ
ントや集会で「密」が重ならないよう工夫しましょう。
●換気の悪い「密閉空間」
●多数が集まる「密集場所」
●間近で会話や発声する「密接場所」

感染した恐れがある方向けの窓口
☎047-377-1103帰国者・接触者相談センター（午前9時～午後5時平日のみ）
☎0570-200-613千葉県電話相談窓口（上記時間以外）

風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上（高齢者や基礎疾患などの
ある方は2日以上）続いている方、強いだるさや息苦しさがある方
健康に関することや一般的なお問い合わせ
☎047-712-8551市川市電話相談窓口（午前8時45分～午後8時平日のみ）
☎0120-241-596あんしんホットダイヤル（24時間365日）
☎0120-565-653厚生労働省電話相談窓口（毎日午前9時～午後9時）
☎0570-200-613千葉県電話相談窓口（24時間365日）

　新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、休館などの対応をとってい
ましたが、感染状況をふまえ現在休館などの対応をしている施設は5月6日

（水）まで休館などを継続いたします。屋外など一部施設は4月1日から再
開しています。
　最新の状況については市公式Webサイトを確認してください。

　公共施設における新型コロナウイルスの感染防止対策や、経済活動の停
滞に伴う市内の中小企業支援などを柔軟かつ円滑に行うことができるよう、
2億円の予備費を増額する補正予算を、3月19日付にて専決処分を行いまし
た。

☎712-8595財政課

　妊婦の方を対象に、布製のマスクを１人２枚を1回に限り配布します。
母子健康相談窓口アイティ（保健センター、南行徳保健センター、

行徳支所、ザ・タワーズイースト3階）
妊婦（市川市に住民票のある方）
母子健康手帳
☎377-4511健康支援課

新型コロナウイルスに関する対応などについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

①行事・講座名など
　（日時・コースも）
②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢（学年）
⑤電話・FAX番号
⑥その他必須事項

市内患者数 相談窓口

「密」を避けて過ごしましょう

施設の休館などの対応について

新型コロナウイルス対応に関連する予算について

妊婦の方に布製マスクを配布

☎712-8641保健医療課

（出典：首相官邸HPより）

傍聴できます〈希望者は直接会場へ〉
監査結果の公表

国民年金の学生納付特例制度

国民年金の手続きを忘れずに

令和2・3年度入札参加資格審査
申請（随時申請）の受け付け

「あんしん住宅助成制度」の
申請受付は5月1日（金）からです

東山魁夷記念館の駐車場が
無料になりました
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…市公式Webサイトのイベントポータルサイトで申し込めます。  　　…エコボポイント対象  　　…健康マイレージポイント対象 ●各公共施設へは公共交通機関のご利用をお願いします。00 00

狂犬病予防接種を飼い犬に受けさせ
ることは飼い主の義務です。動物病院
で注射を受けた場合は、獣医師発行の

「狂犬病予防注射済証」、受付票、手数
料を持参し生活環境保全課（市川南仮
設庁舎）、 総務課、大柏出張所で手続

きしてください。または市公式LINEア
カウントでも手続きが可能です。
なお、市で行う4月の狂犬病予防集合
注射は、新型コロナウイルスの感染拡
大を防止する観点から中止します。今
後行う際は改めて周知します。

市内で犬（生後91日以上）を飼って
いる方

☎712-6309生活環境保全課

交通事故死ゼロを目指す日　4月10日
（金）

スローガン　見過ごすな　信じて挙げ
た　小さな手
重点目標

・子どもをはじめとする歩行者の安全の
確保

・高齢運転者などの安全運転の励行
・飲酒運転などの危険運転の防止
・自転車の安全利用の推進（特に「ちば
サイクルール」の周知徹底）

☎712-6341交通計画課

債権株式会社を名乗る者から「先日、ご
請求をさせて頂きましたが本状発行日
現在、入金の確認がとれておりません。
つきましては、お支払い状況のご確認
をお願いします」などと、覚えのない入
金確認のはがきが届いたとの相談が寄
せられています。
架空請求と思われますので、はがきが
届いても絶対に連絡を取らず、消費生
活センターに相談してください。

☎320-0666同センター

　市では、行政サービスをより一層効果的・効率的に提供できるよう、４月
から行政組織の一部を改正しました。

◎広報室の新設
市の政策や重要施策をはじめとしたさまざまな情報を集約することで、
正確な情報を適切な時期に発信し、広報・広聴機能を強化するため「広報
室」を設置します。
●広報広聴課＝政策及び重要施策に係る情報発信に関することなど
●新庁舎プロモーション担当室（広報広聴課内）＝新庁舎を活用した市の
プロモーション活動の推進に関することなど
●秘書課＝秘書に関することなど

◎観光部の新設
観光資源に関わる多様な主体が一体となり観光地域づくりを推進し、ま
ちの活性化を目指すため、「観光部」を設置します。
●観光政策課＝観光に係る政策の総合的な推進に関することなど
●観光事業推進課＝観光関係行事の企画及び実施、観光資源の周知及
び宣伝に関することなど

◎情報政策部の再編
今年度はデジタルトランスフォーメーションを全庁的に進めていく段階と
択え、情報政策部内の組織を再編します。
●情報政策課＝基幹系システムの再構築、情報システムの調達、セキュリ
ティに関することなど
●デジタルトランスフォーメーション推進課＝デジタルトランスフォーメー
ションに係る総合的な企画、調整及び推進に関することなど
●Web管理課＝Webサイトの管理及び運用に関することなど
●情報システム課＝情報システムの構築・運用管理に関することなど

◎文化芸術課の新設
新しい文化や芸術を育むことを目指し、文化芸術課を設置します。

◎経済政策課の新設
経済政策の研究やスタートアップ支援、新たな産業の創出などを担う経
済政策課を設置します。

☎712-8592行政経営課

　現在、外部・内部の仕上げを行っており、今後外溝工事も始まります。7
月下旬の工事完了に向けて順調に進ん
でいます。
開庁予定　8月下旬
業務開始　8月下旬より、移転後順次

業務を開始します。詳細は
決まり次第、随時お知らせ
します。

☎704-0066新庁舎建設課

行政組織の一部を改正

市役所新第1庁舎の工事状況と開庁予定について

▲2月末時点航空写真

　道路（側溝・街路樹を含む）や公園の遊具などの損傷に速やかに対応
するため、市民のみなさんからの情報提供を従来の電話での受付に加え、
LINEなどでも受け付けます。
　なお、緊急を要する場合は、電話でお知らせください。

【使い方】
●右記2次元コードから、市公式Webサイトにアクセスし、
インターネットで申請
●右記2次元コードから市公式LINEアカウントを友だち
追加し、「道路・公園などの損傷箇所を投稿」を選択

【緊急の連絡先】
道路に関すること＝☎712-6351道路安全課
公園に関すること＝☎712-6366公園緑地課
水路に関すること＝☎712-6361河川・下水道管理課

☎318-9096Web管理課

道路・公園の損傷はオンラインで投稿

▲Webで投稿

▲LINEで投稿

内容内容

健康診査

離乳食
教室

（詳細は
市公式Web

サイト）

1歳6カ月児
健康診査

1回食

生後10カ月の
歯みがきと
離乳食相談

発達相談

大野公民館
信篤公民館

妙典子育て支援センター

市川公民館

行徳公民館

4カ月
あかちゃん

講座

歯みがきと
ぶくぶく

うがいの練習

3歳児
健康診査

2回食

7（木）・19（火）

25（月）

①

①

①

②

①

①

②

②

②

①

②

20（水））

8（金）

22（金）、
29（金）

（2日間
1コース）

29（金）
18（月）

14（木）

20（水）

21（木）
28（木）

15（金）

28（木）

14（木））

11（月）

15（金）

13（水）・20（水））

26（火）

12（火）・26（火）

11（月）

14（木））・27（水））

19（火）

13:00～14:00
に受付

13:00～14:00
14:30～15:30

9:45～10:15
に受付

午前中

いずれも
10:00～11:45

9:30～10:00
に受付※１

9:45～10:00
に受付

9:45～10:00
に受付

9:45～10:00
に受付

平成30年10月生まれ（4
月中旬ごろ通知を発送）
※内科健診は、医療機関
で個別に行います。2歳
の誕生日以降は受診で
きません。

4～6カ月児の保護者
（申込順各35人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各35人）

4～6カ月児の保護者
（申込順各24人）

7・8カ月児の保護者
（申込順各24人）

10カ月児（令話元年7月
生まれ）とその保護者

（申込順40人）

10カ月児（令話元年7月
生まれ）とその保護者

（申込順30人）乳幼児と
その保護者

令和元年10月生まれの
子どもとその母、抽選で
16組程度

4カ月の乳児とその保
護者（参加できなかっ
た場合5カ月の乳児も
可）※予約不要。市川公
民館はベビーカーでの
来館は不可。

1歳～3歳とその保護者
（申込順各20人）

平成28年11月生まれ
（4月中旬ごろ通知を
発送）※4歳の誕生日以
降は受診できません。

発達相談
電話で

あかちゃん
講座

日にち日にち 時間時間 対象・定員対象・定員 場所場所
問
合
せ

問
合
せ

※1＝第1子9:30～9:45、第2子以降9:45～10:00　 ＝保健センター、 ＝南行徳保健センター　 ①☎377-4511保健センター②☎359-8785南行徳保健センター

保健センターからのお知らせ5月

カミカミ
歯みがき

教室
電話で

おやこ
歯みがき

教室
電話で

産後ママの
ための

ボディケア
教室

健康相談（電話・面接）は各保健センターへ

架空請求はがきに注意しましょう4月6日（月）～15日（水）は
春の全国交通安全運動期間です

4月から6月は
狂犬病予防注射月間



日時 場所・会場 対象・人数 申し込み・応募 問い合わせ費用・料金 持ち物講師講内容内 行徳支所 子どもにおすすめ ☎市川市の市外局番は047仮本庁舎

8 2020年（令和2年）4月4日　No.1637

「高圧洗浄を格安で実施」などのチラシ
や業者訪問に関する相談が増えていま
す。一般家庭では必ずしも配管洗浄が
必要とは限りません。対処法は❶業者
が訪問に来ても即答はせず、本当に配管
洗浄が必要か慎重に検討❷話を聞くと

出される書類、段ボール、生ごみなどの
事業系一般廃棄物は量にかかわらず、
家庭ごみ集積所や集団資源回収所に
は出せません。次の方法で適正処理し
てください。
❶クリーンセンターに自己搬入（有料）
❷一般廃棄物収集運搬許可業者に委託

（有料）
◎自宅と事業所が併用の場合、面積や
排出量の要件によって、家庭ごみ集積
所に出せる免除規定がありますのでお
問い合わせください。

☎712-6318生活環境保全課

ごみを設備が整わない状態で焼却する
と、煙や臭いによって近所に迷惑が掛か
ります。また、ごみの種類によっては有
害な物質を発生させて大気汚染の原
因にもなります。ごみの焼却は、風俗習
慣上のものなど一部の例外を除いて禁
止され、違反者には5年以下の懲役もし
くは1，000万円以下の罰金が科せられ
ます。
なお、例外的に認められたごみの焼却
でも、近隣住民から苦情が寄せられた
場合は指導の対象になります。

☎712-6318生活環境保全課

法律一般相談のほか、高齢者相談、クレ
ジット・サラ金相談などを実施します。

4月18日（土）午後1時～3時45分（1
人30分間）

船橋スカイビル5階（船橋市本町
2-1-34）

☎047-431-7775千葉県弁護士会

京葉支部　　　　　
　  （総合市民相談課）

携帯電話の基地局増設（700メガヘルツ
帯）に伴い、市内でテレビの電波障害が
起きる可能性があります。これを防止
するため対策工事を実施していますが、
障害が発生する可能性がある地域に
は、事業者が訪問、または案内チラシを
投
と う

函
か ん

していますので確認してください。
（午前9時～午後10時）☎0120-700-

012（一社）700ＭＨｚ利用推進協会
（消費生活センター）

子どもたちが環境について関心を持ち、
行動できるよう、自然観察会や施設見学
会などを通じて学び、環境にやさしい活
動に取り組みます。生きものや草花が
好きな人、環境問題に興味がある人、家
族やグループで地球に良いことを始め
ましょう。会員には体験イベントなどの
情報をお知らせします。

3歳～高校生の子どもとその保護者
市公式Webサイトより登録用紙2種

お知らせのつづき

　各種スポーツ教室に参加しませんか。爽やかな汗を流して、新緑の季節を楽しみましょう。
運動のできる服装、運動靴（室内の場合は上履き）、飲料水、昼食（終日の場合）　 ☎318-2013スポーツ課

市民スポーツ教室に参加しよう

きは家には入れず長話をしない❸威圧
的な態度をとられても動じず、しつこい
勧誘には「警察に連絡する」と伝えるこ
とが必要です。不審な電話や訪問など
困ったときは消費生活センターに相談
してください。

☎712-6482下水道経営課

店舗、事務所、飲食店など事業所から排

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

　助成制度の申請受付は
4月13日（月）より開始します

（予算枠を超えた時点で受
付終了となる場合がありま
す）。
●耐震関係の助成制度
市に登録している耐震診断
士によって住宅の耐震診断
をする場合や、その結果、補
強工事などを行う場合に費
用の一部を助成します。
◯助成対象となる建築物

・昭和56年5月31日以前の建築で、申請者本人が所有し居住すること
・木造住宅＝在来工法で建てた2階建て以下の一戸建て住宅または併用
住宅

・分譲マンション＝鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の
3階建て以上、1,000㎡以上のマンション
●危険コンクリートブロック塀等除却事業
道路に面したコンクリートブロック等で職員による現地調査の結果、助成
対象となる場合、除却に要する費用の一部を助成します。

☎712-6337建築指導課

▲地震時に倒壊したブロック塀

種目 日時 場所 対象・その他 締切 申し込み・問い合わせ先

柔道

弓道

フェンシング

空手道

ソフトボール

ボウリング

アーチェリー

なぎなた

ユースホステル

5月10日（日）10:00～12:00

6月6日（土）13:00～15:00

5月10日（日）10:00～11:00

5月31日（日）9:00～11:00

5月10日（日）9:00～12:00

5月10日（日）9:00～11:00

5月10日（日）9:30～12:00

5月10日（日）9:30～11:30

5月17日（日）10:00～

塩浜市民体育館

曽谷公民館

市川小学校

アンデルセン幼稚園

原木公園ソフトボール場

本八幡スターレーン

曽谷公民館

市川小学校

市川～松戸ウオーキング

小学生以上

小学校4年生以上

小学生、中学生、高校生

小学生以上

小学生～一般男女

初心者

小学生以上

一般

一般

＝当日参加不可
＝当日参加可

なし

5月2日（土）

先着順20人

5月7日（木）
（先着順20人）

4月30日（木）

4月30日（木）

5月23日（土）

5月16日（土）

5月8日（金）

☎090-3095-9218岩﨑

☎335-5675福場

☎080-1240-2327相田

☎090-3240-7861清水

☎090-3131-8795扇原

☎377-0101
本八幡スターレーン

☎090-3800-7674板橋

☎090-8876-5635中馬

☎090-3240-7365加藤

いちかわこども環境クラブ会員募集

募　集

テレビの受信障害と対策について

春の無料法律相談会

ごみの焼却禁止

点検商法にご注意ください

事業系ごみの適正処理方法
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新生児聴覚検査・
産婦健康診査の
公費助成を開始します
　新生児聴覚検査及び産婦健康診査の助成をし
ます。実施医療機関など詳しくはお問い合わせく
ださい。

産後ケア（デイサービス型）がはじまります。希望される方はお問い合わせ
ください。

☎377-4511保健センター健康支援課

月9日は、小説家・劇作家の井上ひさしの没後
10年に当たります。井上は永井荷風が好きで、

下総国分寺近くの建売住宅を買って市川に住み始め
ました。本の重みで床が抜けたエピソードのある家で
す。さらに「ひょっこりひょうたん島」の大当たりで収入
が安定し、北国分の小塚山公園に隣接する住宅街に

大きな家を建てて転居しています。合わせて20年ほどを市川で暮らしました。
　井上は散歩が好きで、自宅の周辺を歩き回っています。そのころに書いた小説
に「ドン松五郎の生活」（1975年発刊、83年にテレビアニメ、86年には映画化）と、
「偽原始人」（75年から朝日新聞夕刊に連載、76年発刊）があります。どちらにも
江戸川、国分寺、国立病院、市川駅など身近な場所が出てきます。
　2003年、井上は、市民有志の会費で運営する市川市民文化賞を推進する会よ
り第７回市民文化賞を贈られています。その後04年には、市川市文化振興財団
理事長に就任し、亡くなるまで市川市の文化振興に尽力されました。
　さて、井上に先立って02年第6回市民文化賞を贈られたのが、シンガー・ソングラ
イターで小説家のさだまさしです。さだは、中学3年生から菅野の屋敷の離れに下
宿、大学生時代から「グレープ」としてデビューした頃までは国分のアパートに住み

ました。そしてシンガー・ソングラ
イターとして活躍するころから新
田の屋敷に住み、合わせて20年
ほどを市川で暮らしています。
　市川での貧しく、挫折続きのつ
らい日々 、それでもやさしい人たち
との出会いによって何とか生き延
びてきたことを自伝的小説に書い
ています。「精

しょう

霊
ろ う

流し」（01年発
刊、02年からNHK連続ドラマで
放映）と、「ちゃんぽん食べたかっ！」（15年発刊、15年からNHK連続ドラマで放映）
です。その中に、いたずらした三本松バス停や、大事なヴァイオリンを質入れした市
川真間駅近くの質屋などが出てきます。小説やテレビ、映画に市川が出てくるとうれ
しくなります。
　井上は国分界わいを歩き回って、そこを舞台に小説を書き、さだは須和田公園、
里見公園、江戸川までウロウロと歩きながら曲作りをしたそうです。市川の街に文化
を生み出す力があったと考えると、すばらしいことだと思います。　　（広報広聴課）

4

小説の舞台になった街 市川駅から国分界わい

類をダウンロードして必要事項を書き、
FAX712-6308、郵送または直接、生活
環境整備課（〒272-0033市川南2-9-
12）

☎712-6306同課

日常生活で気付いた江戸川などの情報
を国土交通省江戸川河川事務所に月
1回以上連絡するモニターを募集しま
す。詳しくは同事務所公式Webサイト
を確認してください。

7月1日（水）から2年間
満20歳以上、健康で河川愛護に関

心があり、江戸川からおおむね5km以
内に居住している方

同事務所公式Webサイトより応募
用紙をダウンロードして必要事項を書
き、5月18日（月）必着で FAX04-7125-
0679または郵送で同事務所管理課

（〒278-0005野田市宮崎134）
☎04-7125-7319同事務所管理課

（河川・下水道建設課）

鍼・灸・マッサージを取り扱う施術所で
使える助成券を交付しています。
助成枚数　申請月から翌年3月までの
月数×2枚（24枚を限度に交付）
助成額　1枚につき1,000円（1回の施
術につき1枚使用可）
配布場所　 介護福祉課、市川駅行政サ
－ビスセンタ－、大柏出張所、 介護福祉
相談窓口、南行徳市民センター

65歳以上の方、または18歳以上で
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳のいずれかをお持ち
の方で、申請時に個人市民税非課税の
方（この助成券は各種保険証・生活保
護受給証明書との併用はできません）。

住所・氏名・生年月日が確認できるも
の（保険証・運転免許証・身体障害者手
帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手
帳など）

各配布場所の窓口
☎712-8540介護福祉課

受診期限　令和3年3月31日まで
口腔がん検診指定歯科医院（指定

歯科医院一覧表は受診券兼予診票と
同封）
内 1次検診＝問診・診察・結果説明、2次
検診＝1次検診の結果、必要な方に細
胞診・結果説明

市内在住の令和3年3月31日時点で
30歳以上の方

1次検診＝600円、2次検診600円（70
歳以上の方、千葉県後期高齢者医療被
保険者、非課税世帯者は無料）

はがきまたは封書に、申し込み事項
（6面上段参照）、生年月日を書きで保健

センター健康支援課歯科担当（〒272-
0023南八幡4-18-8）

☎377-4511同課センター

市に住民登録があり妊娠の届け出をし
た妊婦を対象に「妊婦歯科健康診査」
を実施しています。受診票は母子保健
相談窓口にて母子健康手帳交付時に
お渡ししています (母子健康手帳別冊
内とじ込み）。

市川市妊婦歯科健康診査指定歯科

医院
受診券（市内に転入してきた方や手

元にない方は連絡してください）
☎377-4511健康支援課

遺児（両親あるいはどちらかが、事故や
病気により死亡、1年以上の生死不明、
または災害によって1・2級程度の障が
いの状況にある）を養育している保護
者に遺児手当を支給しています。現在
受給している方は、3月末に送付した現
況届の提出が必要です。期限までに提
出してください。
手当月額　乳幼児＝6,000円、小学生＝
7,000円、中学生＝8,000円

☎712-8539こども福祉課

子育ての経験豊かな相談員がお話を
伺います。気軽に相談してください。

4月24日（金）、5月12日（火）・21日（木）
いずれも午前9時30分～午後4時

百合台幼稚園（車での来園可。申し
込み時に伝えてください）

0歳～未就学児童の保護者
相談日の午前9時～午後4時に☎

080-3150-9804幼児教育相談員
☎383-9338指導課

歴史と
文化の
散歩道

Vol.85

▲下総国分寺南大門。井上ひさしとさだまさしは、昭和40
年代のほぼ同時期に国分寺近くで暮らしています。

▲自然に触れて、環境について考えよう

新生児聴覚検査

宿泊型

産婦健康診査

デイサービス型

対象

対象

利用料

利用期間

助成回数

助成額

4月1日以降に生まれた
生後1カ月以内の乳児

生後60日未満の乳児と産婦

3,000円／日

合わせて最大7日間

1人1回

最大3,000円

4月1日以降に産婦健康診査を
受診する方

生後120日未満の乳児と産婦

1,800円／日

1人2回（産後2週間及び1カ月）

最大5,000円／回

妊婦歯科健康診査

早期発見のための口
こう

腔
くう

がん検診

健康・福祉

「はり・きゅう・マッサ－ジ施術費
助成券」を交付

河川愛護モニター

幼稚園子育て相談

遺児手当制度

子ども・教育
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幅広い年代層が楽しめる
里見公園
　里見公園は江戸川に面した台地上にあり、かつて
は歴史的な合戦が行われていた場所で、昭和33年
に市は一般の人々の憩いの場として里見公園を開
設しました。市制施行70周年の記念事業としてバ
ラが植栽され、バラの季節には112種類以上のバラ

を楽しむことができるようになりました。その他、園内には文明11（1479）
年に太田道

ど う

灌
か ん

が築いたといわれる国府台城跡など歴史を感じられる場所
や遊具広場などがあり、幅広い年代層が楽しめる公園なので、ぜひ一度訪
れてみてはいかがでしょうか。

I C H I K A W A  S P O T

国府台3-9　　 ☎712-6367公園緑地課

17

資格・経験不問の仕事も多数あります。
入会希望者は、次のいずれかの説明会
を受講してください。

❶4月8日（水）午後2時＝パティオ
本八幡（八幡2-15-10）❷4月15日（水）
午後2時＝ダイエー市川店（市川1-4-
10）❸4月22日（水）午後2時＝パティオ
本八幡

市内在住で60歳以上または年度内
に60歳を迎える健康で働く意欲のある
方

各回前日までに☎326-7000同セン
ター　　　　　　   （地域支えあい課）

スポーツ振興と競技力向上及び生涯ス
ポーツ社会の実現を目指し、指導活動の
促進と指導体制を確立するため、市公
認スポーツ指導者制度を制定し、スポー
ツ指導者を養成しています。
講習会を修了することで、市公認ス
ポーツ指導者資格と公益財団法人日
本スポーツ協会公認スポーツリーダー
資格を同時に取得することができます。

5月24日～8月23日の日曜日（全7日
間。変更の可能性あり）

スポーツセンター及び男女共同参
画センター
内 講義＝22時間、実技＝8時間。検定

試験（講義と実技を全部受けた方のみ
受験可）

市内在住・在勤・在学で、4月1日現在
18歳以上の方、申込順40人

8,850円（参加料3,000円、テキスト
代4,000円、保険料：1,850円）。検定試
験合格者は、別途認定手数料2,500円
が必要

申込書（市内スポーツ施設・公民館
で配布、市公式Webサイトからもダウ
ンロード可）を4月24日（金）必着でス
ポーツ課（〒272-0023南八幡4-2-5い
ちかわ情報プラザ2階）

☎318-2013同課

同アカデミーは、野球指導を通じて、地
域の青少年の健全な育成に寄与し、健
康で明るい地域社会の形成を目指すと
ともに、地域貢献とスポーツ振興を目
的としています。元プロ野球選手6人
を含む総勢8人のコーチが在籍してい
ます。これから野球を始める子どもた
ちも大歓迎です。

4月～12月の毎週火曜日午後4時30
分～5時40分

国分川調節池緑地第2多目的広場
小学1・2年生先着順各15人
右記2次元コード参照

（マリーンズ公式サイト）
右記2次元コードから

申し込み
☎080-2053-2268同アカデミー事

務局　　　　　　　
　   （スポーツ課）

月～木曜日の午後1時～5時に☎339-
2333同クラブ　　　　

   （スポーツ課）

市内3大学の協力により開講します。詳
しくは市公式Webサイトで確認してく
ださい。

6月～令和3年2月（全10回）
コース及びテーマ　❶昭和学院短期
大学「令和の時代を楽しく生きる」❷和
洋女子大学「次世代に引き継ぐ文化と
は」❸千葉商科大学「サステナビリティ
時代の暮らし・地域・社会 partⅡ」

市内在住・在勤・在学の方、抽選で❶
80人❷70人❸100人

4,200円（実習材料費は別途）
または往復はがき、FAX320-

3344に申し込み事項（6面上段参照）、
希望コース（第1～3希望まで）、生年月
日、性別、在勤・在学の方は勤務先または
学校名を書き、4月30日(木)必着で社会
教育課（〒272-0023南八幡1-17-15）

☎320-3343同課

前期、後期の2年コースです。
❶前期課程

6月18日（木）～令和3年2月18日（木）
の毎週木曜日、午前10時～正午

急病診療・ふれあいセンター

初めて手話を学ぶ方で全回受講が
でき、将来手話通訳者として活動しよう
としている市内在住・在勤・在学の方、
20人（応募者多数の場合は書類選考
あり）
❷後期課程

6月12日（金）～令和3年3月12日（金）
の毎週金曜日、午前10時～正午

全日警ホール
全回受講ができ、過去に手話奉仕員

養成講座・前期課程（厚生労働省のカ
リキュラムに沿った講座）を修了された
市内在住・在勤・在学の方、若干名
内 ❶❷ともに、実技・講義全27回と行
事参加3回（主に土・日曜日の行事への
参加あり）

ともにテキスト代3,300円とサブテ
キスト代1,100円

往復はがきに申し込み事項（6面上
段参照）、❶は申し込み理由（200字程
度）、「手話通訳者を目指したい」か「手
話通訳者になるかは未定」のどちらか
を、❷は手話奉仕員養成講座（前期課
程）を修了した年を書き、4月13日（月）ま
で（消印有効）に郵送または持参で
障がい者支援課（〒272-8501※住所
不要）

☎712-8517同課

7月18日から開催の「井上ひさし展」プ
レイベントとして、作品に登場した手児
奈霊神堂や下総国分寺など、ゆかりの
場所を市川案内人の会のガイドととも
に歩きます。参加者には「井上ひさし展」
の招待券をプレゼント。
コース（約5km）　いちかわ観光・物産
案内所前集合→下総国分寺など→千
葉商科大学解散

5月16日（土）午前10時（小雨決行）
申込順20人
☎320-3334文学ミュージアム

春には満開の桜も楽しめる

晴れた日には
富士山とスカイツリーを望める

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。
開催状況については各主催者にお問い合わせください。

　主に高齢者の方の生活支援や、社会参加に関する情報をスマートフォ
ンやパソコンから検索できる【いちかわ・みんなで支え合いアプリ】の実証
実験が始まります。
　「買い物や家事が思うようにできなくなった」などの生活上の困りごとの
解決や、「ボランティア活動や集いの場の情報を知りたい」
など社会参加情報を「簡単・便利・スピーディ」に探すこと
ができます。検索や登録は無料です。ぜひご活用ください。

4月1日（水）～9月30日（水）
☎712-8518地域支えあい課

暮らしの不便や地域活動の
情報検索に

▲

登録などはこちらから

無料体験会開催日時 会場・対象者
平
日
テ
ニ
ス
ゴ
ル
フ

4月16日（木） 
4月23日（木） 
午前11時～午後1時

4月27日（月） 
午後6時～7時

J：COM北市川
スポーツパーク 
初心者～中級者

中山ゴルフセンター 
16歳以上

井上ひさしの歩いた街・いちかわ

お出かけ

いちかわ市民アカデミー講座

手話奉仕員養成講座

講座・講演

マリーンズ・ベースボール
アカデミー市川校新規開校

北市川スポーツクラブ
無料体験会

市公認スポーツ指導者養成講習会

シルバー人材センター入会説明会

スポーツ

高齢者
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総合問い合わせ

（公財）市川市文化振興財団

☎︎ 379-5111

https://www.tekona.net/

締め切り日（消印有効） 掲載号
短歌 4月20日（月） 6月6日号
川柳 5月20日（水） ７月4日号
俳句 6月19日（金） 8月1日号
締め切り日にご注意ください

本広場への掲載は、各施設にある「市民の広場掲載依頼書」に
より、‘記載の決まり’に従ってお申し込みください。

なお、市民のみなさんの依頼に基づき掲載しており内容についての責任は負いかねます。

☎712-8632、FAX712‐8764広報広聴課

【川柳選評】 大江さん。欲しいものはまず百均を探します。行くと、他のものも
買ってしまいます。擬人法が生きています。荒木さん。面白い見付けです。
出不精でも健康には留意しているようですね。ガラス越しが発見です。石川
さん。幸せを他人と比較しても仕方ありませんね。下五が、ほんわかしていい
言葉選びです。大岡さん。くだをまき始めると、周りから人が去っていきます。
残ったペットの憐

あわれ

みの眼を感じます。寺岡さん。同世代からは、共感を得る見
付です。子どもに躾

しつけ

をしているような妻の口調に温かさを感じます。
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髙橋真梨子
Mariko Takahashi Concert
 vol.44 2020 Our Days
Supported by TACHIHI
6月20日（土）17：00/大ホール /全
席指定 8,800円/

開館35周年記念事業
世界が注目する指揮者バッティストーニ
&東京フィル in Ichikawa
指揮者のお話つき
交響曲第9番「新世界より」他
9月30日（水）19：00/大ホール /全
席指定 Ｓ席5,000円　Ａ席3,000
円　B席2,000円/  S般のみ1,500
円引/

…発売初日は 10：00 から
特 別 電 話 ☎ 393-7111 または
Web で受付。（窓口販売はあり
ません）

…発売初日は 10：00 から
下記施設窓口または財団 Web
で受付。電話予約は残席があ
る 場 合 15：00 から。☎ 379-
5111 文 化 会 館 / ☎ 701-3011
行徳文化ホールＩ＆Ｉ/ ☎ 374-
7687 芳澤ガーデンギャラリー。
いずれも発売翌日からは、電話・
窓口（上記 3 施設）・Web で受付。

おかあさんといっしょ
ガラピコぷーがやってきた !!
出演 = 速水けんたろう、はいだ
しょうこ、関沢圭司
6月13日（ 土 ）①13：00②15：30/
大ホール /全席指定 2,750円/
１歳以上有料。保護者１人につ
き１人までひざ上にて無料
山元香那子ピアノリサイタル
共演＝Trio Rosier
6月13日（土）14：00/小ホール /
全席自由 1,000円 /  200円引
/
三浦一馬 キンテート
情熱のタンゴ 2020
出演 = 石田奏尚（ヴァイオリン）、
山田武彦（ピアノ）、大坪純平（ギ
ター）、黒木岩寿（コントラバス）
７月４日（土）15：00/ 大ホール /
全席指定 S席 3,500円 Ａ席 2,500
円 / Ｓ席のみ 500 円引 /
恐竜どうぶつ園 2020

～ Erth's Dinosaur ZOO ～
7月19日（ 日 ）①13：00②15：30/
大ホール /全席指定 3,300円/3
歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞
無料

川井郁子名曲コンサート
曲目=リベルタンゴ他
6月6日（土）15：00/全席指定 3,500
円/  300円引/

柚木沙弥郎「絵本の仕事展」
5月8日（金）～7月12日（日）9：30
～16：30（入館は16：00まで）/一般
600円 シルバー（65歳以上）500
円/中学生以下無料/  100円引

3月26日現在の情報です

語学・教育
●中国語を勉強しよう/第2・4水曜日午後
2時 ～4時/西 部 公 民 館/月2,700円/西 部
ニーハオ /☎090-5301-4634岡田
●発音・文法・活舌を基礎より /第1～4日
曜日午後2時～3時30分/曽谷公民館/入会
金1,000円、月500円/始めようドイツ語会
話/☎080-3708-3114桑原
●初級中級ベテラン講師で3クラス /月3
回金曜日午後1時～4時45分/文化会館/月

4,500円/レイディーバード英会話/☎090-
7005-1271石橋
●初級英会話 中高年向け /第1・3火曜日
午前10時～正午/南行徳市民談話室/入会
金1,000円、月3,000円、部屋代月400円程度
/エンジェル英会話/☎090-4616-2571飯塚
●初級から再び学び始めたい人歓迎/第
1・3月曜日午後1時～2時30分/曽谷公民館
/1回1,000円、教材費別途、運営費月200円
/楽しい中国語/☎373-3256福屋（昼間）

スポーツ・健康
●体幹、脳トレの楽しいダーツ /第1～3月
曜日午後1時30分～4時/曽谷公民館/入会

金1,000円、月1,000円/曽谷ダーツクラブ /
☎090-8330-9068鈴木（昼間）
●健康太極拳・八段錦・練功十八法/毎週
木曜日午後1時15分～3時15分/勤労福祉
センター本館/入会金2,000円、月3,500円/
市川市楊名時太極拳同好会/☎070-5469-
4667瀬川

舞踊・ダンス
●60才以上おどりを楽しむ会/第2・4水
曜日、月1回土曜日午前9時30分～正午/い
きいきセンター北方/月2,000円/民舞同好
会/☎335-0415尾花
●親切指導の社交ダンス /毎週月曜日午
後7時～9時/男女共同参画センター /入会
金1,000円、1回1,000円/アマポーラ ダンス
サークル /☎326-7573宍戸（夜間）

音楽・芸能
●ミュージカル出演者実行委員募集/毎
週日曜日（一部土曜日）午前10時～午後
5時/南行徳公民館ほか（けい古）/参加費
25,000円（20歳未満は15,000円）/いちか
わ市民ミュージカル実行委員会/☎369-
7522同委員会（市川市民文化ネットワー
ク）（昼間）
●英語で歌って、脳トレしましょう /第2・
4木曜日午後3時～4時30分/菅野公民館/
入会金1,000円、月2,500円、3カ月に1回運
営費等1,000円/アメリカン・ソングの会/☎
080-6326-1416澤田（夜間）
●ポップスで青春を、カムバック /第1・
3火曜日午後2時～3時30分/市川駅南公
民館/入会金1,000円、月2,500円、運営費
500円/アメリカンポップスクラブ /☎080-
5909-6515二ノ宮（夜間）
●観世流謡曲（60才以上）経験者/第2・4
金曜日午後1時～3時/いきいきセンター市

川/月1,350円/市 川 修 謡 会/☎335-7521
加島
●アルゼンチンタンゴを歌おう/第3木
曜日午後2時～4時/行徳公民館/月2,000
円/アルゼンチンタンゴを歌う会/☎395-
6341互井（たがい）（夜間）
●楽しく詩吟を 初めての方大歓迎/第
1・3木曜日午後6時～9時/中央公民館/月
1,500円/桜吟会/☎371-1528堀内

書道・絵画
●上手くなりたい方の為の基礎講座/第
1・3月曜日午前10時～正午/全日警ホー
ル /月3,000円/市川書道 倶 楽部/☎090-
8642-3963日野
●好みの図を彫って木版画にしよう/第
1土曜日午前10時～正午/行徳公民館/月
1,000円/市川木版画クラブ /☎090-6490-
3124川又

その他
●60才以上着付け＋で楽しい時間/第2
木曜日午前10時～正午/いきいきセンター
北方/月500円/「着付け＋α」サークル /☎
334-0287鹿嶋（夜間）
●婚活「であいの会」スタッフ募集/第1日
曜日午後1時30分～4時30分/男女共同参
画センター /市川縁結びおばさん /☎080-
5096-4492黒田
●60才以上の方、仲間が待ってます/毎
週火～日曜日午後1時～4時30分/いきいき
センター分館/年会費1,200円/分館将棋同
好会/☎090-9208-0881石塚
●子供将棋（初心者向け教室です）/第2・
4日曜日午前9時30分～正午/勤労福祉セ
ンター分館/入会 金2,000円、月1,500円/
本八幡子供将棋教室/☎090-6508-3925
内ヶ崎（昼間）

やってみよう
……………仲間募集〜趣味・交流……………

■各部門の締め切り日と掲載号
締め切り日現在で、直近の掲載号への応
募作品とします。はがきなどの用紙に、
未発表のものを締め切りごとに1人3作
品（要ふりがな）まで

【応募方法】 応募部門・住所・氏名（ふりがな）・電話番号を明記のうえ、各締め切り
日までに、直接または郵送で 広報広聴課（〒 272-8501※住所不要）

☎712-8632同課

広報うちかわ

今号で1～3面を担当しました。２～3面では施政方針、教育行政運営方針を
紹介することになり、1面の写真は広く市川市を見渡している写真にしようとい
うことに会議で決まりました。しかし、曇っていたり、雨だったり、晴れていても
霞
かすみ

がかかって鮮明に景色が見えなかったりと、なかなか1面の写真が撮れま
せんでした。
その代わりに、ちょうど見頃を迎えていた桜の写真をたくさん撮ることができ
ました。桜の木全体像を撮ったり、一部分だけを撮ったり、と、いろいろな撮り
方をしたのですが、さすが桜、どんなふうに撮った写真もきれいでした。本当
の見頃はほんの数日しかない桜。その開花を皆が1年間待ちわびることも、
とてもすてきなことだと思いました。
この号が出るころには桜は散ってしまっているかもしれませんが、きっとそれぞ
れの桜にまつわる思い出ができたことと思います。来年はどんな状況で、ど
んな気持ちで桜を見るでしょうか。私は太っておなかが出てきてしまったの
で、来年、桜が咲くまでにダイエットをして、何かおいしいものを食べながら桜
を楽しみたいと思っています。

　現在、新型コロナウイル
スの感染防止のためさま
ざまな催しを中止・延期の
対応をさせていただいて
おります。
　また、今後の催しの開催
状況につきましては随時
財団公式ホームページに
てお知らせいたします。
市民のみなさんにおかれ
ましては多方面において
ご不便、ご迷惑をお掛けし
誠に申し訳ございません。
　ご理解くださりますよう
何卒お願い申し上げます。

市民のみなさんへ公演案内
4月19日（日）発売 特W

4月25日（土）発売 特W

好評発売中

文化会館

発売初日のチケット購入方法

行徳文化ホールＩ＆Ｉ

芳澤ガーデンギャラリー

好評発売中
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一般社団法人市川市上下水道空調設備インフラ協会と
災害時支援協定を結びました。協定内容は、災害時の上
下水道の応急処置や、土のうの運搬や積み上げに関する
ボランティア協力を行うも
のです。
昨年も台風で大きな被害が
あり、今後も各種団体・事業
者と協力して市民のみなさ
んが安全に暮らせるよう取
り組んでいきます。

広告

市では有料広告を掲載しています。なお広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。詳しくは広告主にお問い合わせください。

アイ・トピックス

市内の話題・出来事をお届けします。

詳しくは市公式SNSを見てください。       〈広報広聴課〉
市公式SNS
2次元コード

場所によってはまだ少し時間がかかりそうですが、満開の桜も増えてきました。
お近くの桜を見に行かれてはいかがでしょうか。
#市川市 #さくら #桜 #3月 #春 #march #ichikawa #cherryblossoms
#haru #sakura #flower #pink #ichikawacity #japan

市議会定例会初
日となる2月19
日、村越市長が
令和2年度の市
政運営の基本方
針や新年度の重
要な施策などの
施政方針を表明
しました。

いよいよ満開に

新年度へ向けて

市内で桜が見頃になっているところも出
てきました。天気の良い日には桜を眺め
て、ホッと一息つくのも良いですね。
#妙行寺 (原木) #市川市 #さくら #桜 #3
月 #march #ichikawa
#cherryblossoms #sakura #flower 
#pink #ichikawacity #japan

子育てしやすい環境の整備や、全国
的な課題である待機児童対策のた
め、どの地域に保育園が必要か検討
し、利用者の生活動線を考慮した保
育園の整備を進めています。
待機児童対策という市の重要課 題
に、課の全員で協力しあいながら取
り組み、利用者に期待されるような
保育園の整備計画ができたときは
大きなやりがい、喜びを感じます。
一昨年に子どもが生まれ、自らが保
育園に子どもを預ける立場になりま
した。自らの体験や日々の子育てを
通じて、どのような施設が市民にとっ
て必要なのか、市民目線を意識しな
がら今後の仕事に活かしていきます。

色づく季節が到来市民目線を意識しながら
 （こども施設計画課　岩﨑陸）
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スマートフォン・タブレット端末用アプリ
スマートフォンに届く

マチイロ
ぜひご利用ください

・広報いちかわ発行日
に通知でお知らせ

・全国約６００自治体
の広報紙も読めます

が

Android用iOS用

インストールは下の2次元コードからどうぞ

eモニに登録をeモニに登録を
　e-モニター制度（eモニ）は、登録者にメール
で市からアンケート等を配信し、みなさんの声
を広く集めて市政に反映していくものです。
　回答ごとにポイントがたまり、市の施設で利
用できる「エコボ満点カード」と交換できます。 

■登録できる方
国内在住の16歳以上の方で、インターネット及び電子メー
ル（スマートフォン・携帯電話を含む）の使用が可能な方
■登録方法は2通り
◎ 市川市  eモニ で検索
https://www.e-moni.city.ichikawa.
chiba.jp/em/
◎2次元コードを読み取り、
em@e-moni.city.ichikawa.chiba.jp
に空メールを送信。

（事務局から会員登録のため
のメールを送ります）

☎７１２-８６３４ eモニ事務局
（広報広聴課内）




