
 

 

令和３年２月定例記者会見  

 

日時：令和3年2月8日13時30分～ 

場所：市川市役所第1庁舎1階 

 

 （主な会見項目） 

  〇令和３年2月市議会定例会提出議案について（総務部、財政部） 

   

 （その他の項目） 

〇市川市行徳パスポートセンターの開設（行徳支所） 

〇中山参道景観重点地区の指定について（街づくり部） 

〇第21回市川手児奈文学賞（文化スポーツ部） 

〇第１４回市川市景観賞受賞者決定（街づくり部） 

〇令和2年度市川市清掃行政協力者表彰（環境部） 

〇LGBTQ講座 ～多様な性ってなんだろう～（総務部） 

 

 



令和 3 年 2 ⽉定例記者会⾒ 
 

 
 

⽇時︓令和 3 年 2 ⽉ 8 ⽇（⽉）午前 13 時 30 分 

                                                 場所︓第 1 庁舎 1 階  

主な会⾒項⽬ 

タイトル 令和 3 年２⽉市議会定例会提出議案について 

⽇時   

場所   

内容 別添資料 

問い合わせ先   

その他の会⾒項⽬ 

タイトル 市川市⾏徳パスポートセンターの開設 

⽇時 令和３年４⽉９⽇（⾦）  

場所 イオン市川妙典店 １番街３階 

内容 

市⺠サービスの向上を図るため、「市川市パスポートセンター」（市川駅⾏政サービスセンター内）に続き、本市２か所⽬となるパ

スポートセンターを、イオン市川妙典店１番街３階に開設します。パスポートの申請や更新⼿続きにご利⽤下さい。 

 

【開設⽇】 

令和３年４⽉９⽇（⾦） 

 

【開設場所】 

〒272-0111 市川市妙典５丁⽬３番１号 イオン市川妙典店 １番街３階 

東京メトロ東⻄線妙典駅下⾞ 徒歩約３分 

 

【開設時間】 

＜申請＞⽉〜⾦︓午前９時〜午後４時 30 分 

＜受取＞⽉・⽔・⾦・⽇（第４⽇曜⽇を除く）︓午前９時〜午後４時 30 分 

      ⽕・⽊︓午前９時〜午後６時 30 分 

 

【休業⽇】 

⼟曜⽇、第４⽇曜⽇、祝⽇、振替休⽇、年末年始（12 ⽉ 29 ⽇〜１⽉３⽇） 

問い合わせ先 ⾏徳⽀所 市⺠課 047-359-1116 （4 ⽉１⽇以降 047-711-0451） 



タイトル 中⼭参道景観重点地区の指定について 

⽇時   

場所   

内容 

 本市では、中⼭参道地区の寺町らしい⾵情ある参道と緑豊かな住宅地の景観を守り、より良いものとしていくために、市川市景

観計画を改正（令和 2 年 12 ⽉ 1 ⽇施⾏）し、下記のとおり当該地区を市内で初めての景観重点地区に指定しました。 

 今後は、地域住⺠や事業者の皆様のご協⼒をいただくとともに、船橋市との連携を強化していきながら、まちづくりを推進していき

たいと考えています。 

                          記 

１．経緯 

平成 15 年度  中⼭地区の商店会、⾃治会、お寺が中⼼となり、「中⼭まちづくり協議会」 を設⽴ 

平成 18 年度〜２８年度  「中⼭参道地区街づくり協定」の締結、それに基づく修景事業を実施 

平成 29 年度〜  中⼭まちづくり協議会にまち並み景観部会を設⽴し、景観まちづくりルールの検討を開始。 

令和 2 年 1 ⽉  中⼭まちづくり協議会が本市に対して、「中⼭参道地区のまちづくりに係る提⾔書」を提出。 

令和２年１２⽉ 市は提⾔書を受けて、市川市景観計画を改正し、同地区を景観重点地区に指定。 

 

２．概要 

〇区域︓中⼭法華経寺参道に⾯した⿊⾨から⿓王池の区域（中⼭参道地区街づくり協定締結区域と同⼀区域） 

〇景観まちづくりルール︓建築物の建築や⼯作物の建設などを⾏う場合は、景観形成の⽅針に沿って実施する必要があります。

（建築物の配置、⾼さ・規模、外観デザイン、⾊彩等に関するルール） 

〇⼿続きに関する事項︓延べ⾯積が 10 ㎡を超える建築物や⼀定規模を超える⼯作物の新設等の際は、事前の⼿続きが必

要になります。 

 

３．備考 

中⼭まちづくり協議会は、これまでの地域での活動の功績が評価され、千葉県都市協会より令和２年度まちづくり功労者として

表彰されることになりました。 

問い合わせ先 街づくり部 まち並み景観整備課 047-712-8596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



タイトル 第 21 回市川⼿児奈⽂学賞 

⽇時   

場所   

内容 

「市川を詠む」をテーマに短歌・俳句・川柳・詩の 4 部⾨から作品を募集した、第 21 回市川⼿児奈⽂学賞の⼊賞・⼊選作品が

決定しました。 

これに併せて、⼊賞作品展の開催および⼊賞・⼊選作品を掲載した作品集を刊⾏します。 

また、例年⽂学ミュージアムで開催していた贈賞式は新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため中⽌とし、代わりにオンライン上で

作品発表・講評を⾏います。 

 

●⼊賞作品展 

⽇時︓2 ⽉ 9 ⽇（⽕）から 2 ⽉ 14 ⽇（⽇） 

午前 10 時〜午後７時 30 分（⼟⽇祝⽇は 10 時〜18 時 最終⽇は 16 時まで） 

休館⽇︓⽉曜⽇ 

場所︓市川市⻤⾼ 1-1-4 メディアパーク市川１階 エントランスホール 

※緊急事態宣⾔の発出状況等により、変更となる場合があります。 

 

●作品集 

「第⼆⼗⼀回市川⼿児奈⽂学賞 ⼆〇⼆〇年市川を読む〔市川百歌百句〕」 

販売価格︓500 円（3 ⽉以降⽂学ミュージアムで販売予定） 

 

●オンライン贈賞式 

3 ⽉以降市公式 YouTube チャンネル上で公開予定 

問い合わせ先 ⽂学ミュージアム 320-3334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



タイトル ・第１４回 市川市景観賞受賞者決定 

⽇時  

場所  

内容 

 市川市景観賞は、市⺠や事業者による積極的な取り組みを促進するため、本市において良好な 

景観の形成に貢献する活動を⾏っている個⼈や団体を表彰する制度で、平成 19 年度より実施し、 

前回までに 50 件が受賞しています。 

 第 14 回を迎える今回は、2 件(３組)の受賞者が決定いたしました。例年は授賞式を実施しておりますが、新型コロナウィルス

感染拡⼤に伴う緊急事態宣⾔が発出されたため、授賞式は中⽌し、令和 3 年 2 ⽉ 2 ⽇に受賞された⽅々に直接、表彰状を

お渡しいたしました。 

 

【受賞者】 

 ①社会福祉法⼈ 幸志会(こうしかい) ・ 株式会社 奥野設計 

 【活動内容】特別養護⽼⼈ホーム なごみの設計・建築 

 建築・まちなみ部⾨ 

 受賞理由︓隣接する既存の特別養護⽼⼈ホーム「やわらぎの郷」との⼀体感、また中庭を通じて 

         ⼊居者同⼠の交流が図られており、杉板の型枠とコンクリートを組み合わせた設計も違 

        和感がなく意匠として評価できる。 

         また、地域に開放されているスペースもあり今後の市街化調整区域における特別養護 

                  護⽼⼈ホーム設計の良い⼀例となりうる。 

 

 ②神⼒ 富⼦・神⼒ 慶三(じんりき とみこ・けいぞう) 

 【活動内容】曽⾕２丁⽬内及び周辺（弁天池公園、史跡曽⾕⾙塚含む）清掃活動 

 清掃部⾨ 

 受賞理由︓弁天池公園、曽⾕⾙塚、市川・松⼾道路下の三⾓公園のルートを週５回程度まわ 

                  りながら、ゴミ拾いを⾏っている。 

         また、弁天池公園の資源物集積所において、資源物を分別し直し、ビン・カン内の汚 

                 ⽔を出すなど、整理・清掃も実施している。 

         これらの作業を、約１０年にわたり、個⼈で⾏っており、周辺住⺠からも⼤変感謝され 

                 るなど、コミュニティへの貢献が顕著である。 

問い合わせ先 街づくり部 まち並み景観整備課 047-712-8596 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



タイトル 令和 2 年度 市川市清掃⾏政協⼒者表彰 

⽇時   

場所   

内容 

・清掃活動に対する表彰 個⼈ 4 名、団体 4 組 

・被表彰者 

<個⼈> 

代⽥ 芳⼦ 様 

⼤峡 章禧男 様 

⼤橋 明  様 

神⼒ 富⼦ 様・神⼒ 慶三 様 

<団体> 

有限会社 カスピエ 様 

セイコーインスツル株式会社 ⼤野事業所  様 

SG モータース株式会社 東京店 様 

さかえ保育園 保護者会「いずみ会」 様 

 

※令和 3 年 2 ⽉ 2 ⽇(⽕)に開催を予定していた表彰式は、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、中⽌となりました。なお、

被表彰者の活動内容等については、市公式 Web サイト等で紹介いたします。 

問い合わせ先 ⽣活環境整備課  047-712-6317 

  

タイトル LGBTQ 講座 〜多様な性ってなんだろう〜 

⽇時 令和３年３⽉６⽇（⼟）１３時３０分から１５時 

場所 オンライン（ZOOM） 

内容 

性の多様性に関する講座を開催します。 

講座を通して LGBTQ についての正しい知識を学び、当事者が経験する困難や悩みなどを理解し、性の多様性について⾃分ごと

として考えるきっかけにしましょう。 

【定員】 

２０名程度 

【対象】 

テーマに興味のある⽅ならどなたでも参加できます。 

【講師】 

認定ＮＰＯ法⼈ ＲｅＢｉｔ（リビット） 

問い合わせ先 総務部 多様性社会推進課 ０４７－３２２－６７００ 

 







747億8,300万円 前年度比（＋6億4,200万円、＋0.9％）

前年度比（▲22億円、▲1.4％） （国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療）

198億3,500万円 前年度比（＋11億円、＋5.9％）

（下水道事業会計）

824億4,600万円（約▲29億円、▲3.4％） 市税の推移 歳出の状況 314億9,788万円（約▲6億円、▲1.8％）

310億568万円（約＋10億円、＋3.4％） 526億1,922万円（約＋18億円、＋3.5％） 扶助費の推移

対H23年度

＋60.8%

15億6,175万円（約＋8億円、＋105.2％） 財政調整基金繰入金の推移 135億6,483万円（約▲38億円、▲21.9％）

76億7,300万円（約▲31億円、▲28.6％） 76億7,000万円（約▲6億円、▲7.6％） 公債費の推移

対H23年度

▲13.9%

・財政調整基金残高の推移 ・地方債残高の推移

基金残高見込　213億円（▲5億円、▲2.3％） 市債残高見込　671億円（＋3億円、＋0.4％）

　3年度末の財政調整基金残高については、経済対策等

の活用や新年度当初予算の財源として5億円の繰入金を

計上していることなどから、213億円となる見込みである。

　この残高は、過去最高を記録した元年度残高、また、そ

の後の2年度残高を下回るものの、それ以前の残高を上回

るものである。

　3年度末の残高見込みは、文化会館大規模改修事業

に係る市債借入などにより、市債発行額が過年度発行の

市債の償還額を上回るため、増加する見込みである。

　文化会館大規模改修事業や地域コミュニティゾーン整備事業など、大型建設事業の計画

的な事業進捗に伴い減となった。

　正規職員及び退職者数の減少などにより減となった。

　過年度発行の市債の償還進行などにより減となっている。
　第１庁舎の整備や塩浜学園校舎及び屋内運動場の建替が完了するなど、大型建設事

業の計画的な事業進捗に伴い減となった。

　文化振興基金及び職員退職手当基金の活用を図るととも

に、6年振りに財政調整基金の繰入れを行い、収支の均衡を

図っている。

特別会計

　私立保育園の新設による運営費や障がい者支援扶助費な

どにより増となった。
　私立保育園の新設による運営費の増など、扶助費の伸びに伴い増となった。

2,544億1,800万円予算総額

公営企業会計

一般会計の予算規模 1,598億円

前年度比（▲4億5,800万円、▲0.2％）

　新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、個人所得の減少な

どにより、個人市民税等において大幅な減収を見込んでおり、

市税全体としては、8年振りに減となった。

歳

入

の

状

況

令 和 ３ 年 度 当 初 予 算 の 概 要

〇令和3年度当初予算の規模は、前年度に比べ22億円、1.4%減の1,598億円と3年振りに減となった。

〇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う景気の後退により、市税収入が29億円減となった。

〇このような厳しい財政状況下にあっても、待機児童の解消などの重要課題に取り組むとともに、デジタル・

ガバメントの構築等、積極的に予算配分を行った。

〇また、国の補正予算等を活用し、建設事業を2月補正予算に前倒しするなど、補正予算と当初予算を

一体として編成を行ったものである。

10年で1.6倍

財調は6年振り

歳

出

の

状

況
繰入金

人件費

扶助費

公債費

普通
建設
事業費

国庫
支出金

市税

市債
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