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２００７’２００７’２００７’２００７’ H19H19H19H19 1111 ⑥ 防犯情報 焼却ごみ減量 遠地下五差路 作草部26号線 パーク＆ライド 山王町8号線 見做し右折レーン 勝田川拡幅 高速バス千葉北 1

3333 ⑨⑫ 通学見守り 保育園駐停車 ごみ再資源化 団地再整備 検見川稲毛区画整理 バイク駐輪場設置 萩台下水 四街道にバス 土木事務所支援 山王町東寺山線 1

２００８’２００８’２００８’２００８’ H20H20H20H20 7777 ⑥ 防災井戸と発電機 剪定枝再資源化 ごみ焼却場2工場 読書推進と学校開放 学力テスト活用 校庭開放 公立保育所民営化 マンホールトイレ推進 財政向上 1

8888 ⑨ 毒ガス不発弾処理 山王交番要望 専業主婦支援 幼稚園就園奨励 学校耐震化 球技の場所確保 ユースリーダー育成 いきいきセンター 市営住宅・公平入居 狭隘道路改善 1

12121212 ⑫③ 分煙推進 焼却ごみ減量 バイク駐輪場設置 駐輪場拡充 勝田川拡幅 北部コミュニティーバス 高速バス運行決定 パーク＆ライド 1

２００９’２００９’２００９’２００９’ H21H21H21H21 15151515 ⑥ 市長室を1階に?¡ マニュフェスト?¡ モノレール延伸凍結 CO2削減 雪印農場拡幅 毒ガス不発弾処理 学区外通学 市立学校統合 特別支援学校支援 IT弱者対策 1

16161616 ⑨ 給食地産地消 蘇我テニスコート 雨量警戒周知 モノレール名称変更?¡ 市長室を1階に?¡ 市立病院事務長公募?¡ 実現不可能公約 出先機関の役割 教育の政治的中立 モンスターペアレンツ 1

17171717 ⑫ 予算組み替え 自治会支援 健康で長寿 市営住宅削減を ネーミングライツ 自動販売機使用料適正 幼稚園就園奨励費削減?¡ 集団回収費削減?¡ 1

20202020 ③ 市の財政力 違反広告物 待機児童解消 体育館耐震化 新港・横戸町線整備 自治会支援 特別養護老人ホーム AED貸出 高速バス充実 宮野木バス新路線 1

２０１０’２０１０’２０１０’２０１０’ H22H22H22H22 22222222 ⑥⑨ 尖閣諸島問題 16.8兆円無駄削減?¡ ノーベル賞野依教授 高速バス千城・小倉 東大検見川緑地 西千葉・東大・千葉大 稲毛海浜公園活用 商店街振興 2

24～2624～2624～2624～26 ⑫ パチンコに課税 宮野木大橋右折レーン 宮の社稲毛駅バス増便 草野地区狭い道路 稲毛冠水水門操作 学校防犯カメラ増設 園生貝塚公園整備 黒砂運動公園整備 都賀小体育館改良 決裁簡略化 2

30303030 ③ ことばの教室増設 発電機提供公募を実現 休日開庁実現
小学3年生までの医療費支援

窓口警察OB採用 京成稲毛トンネル街灯設置 長沼原台歩道段差解消 作草部・天台・穴川エレベーター設置 山王・千草台公民館冷暖房設備 東千葉駅安全柵設置 2

２０１１’２０１１’２０１１’２０１１’ H23H23H23H23 33333333 ④ 東日本大震災対策 液状化対策 インフラ災害復旧 原子力災害対策 平等な計画停電 中央公園ライトアップ 防水板工事支援 2

36363636 ⑥⑨ 特別養護老人ホーム増床 いきいき外出支援 保育所民営化

南部蘇我区画整理

問題

自治会未加入者問題 市役所建て替え 市内企業の育成 生活保護制度の適正化 災害に強い街づくり 原子力災害への対応 2

38383838 ③ 買い物弱者支援 ひとり親家庭支援 父子家庭支援
千葉市ファミリーサポートセンター

職員採用について 上級事務職削減 市内企業の技術活用 高度地区規制 マンション建て替え 2

２０１２’２０１２’２０１２’２０１２’ H24H24H24H24 39393939 ⑥ 千葉市は本当に破綻？ 稲毛海浜公園再整備 生活保護適正化 市内企業に委託 債務残高と財政力指数 待機児童取り組み 保育所民営化 脱財政危機宣言 2

41414141 ⑥⑨ １２５ｃｃ以下原付バイク駐輪場
自動2輪駐車場 教員の管轄県から市へ 新規就農支援 債務残高の事実 扶助費の増大 無料低額宿泊所 災害時ガソリンの調達 津波対策 家屋対策 2

43434343 ③ 出来ないマニフェスト 公園防災設置基準の緩和 領土教育の請願 寒川保育所民営化
コミュニティーバス補助制度新設 団地再生補助制度新設 ラウンドアバウト交差点 公正な選挙 大型店舗の出店 16号線天台地区再舗装 2

２０１３’２０１３’２０１３’２０１３’ H25H25H25H25 45454545 ④ 家庭ごみ有料化 不法投棄監視 3

46～4946～4946～4946～49 ⑨ 動物公園の活性化 モノレール管理道路を車道に 大人向けの昼食提供を 集客施設のトイレ改善 老朽化インフラの長寿命化 公共施設耐震化 コンクリートの劣化対策 長沼イオン交差点右折レーン 新港・横戸町線渋滞表示 ゲリラ豪雨稲毛小学校付近 3

50505050 ⑫ 平成26年度予算編成 市役所本庁舎再整備 教員の管轄県から市へ NPO法人税制 生活保護から自立へ PM2.5対策 幼稚園への支援
市街化調整区域の中小企業活用 公平な市営住宅の入居 日本語指導通級教室 3

53・5453・5453・5453・54 ③ 町内自治会加入要請 防犯街灯管理は公益的事業 災害時応援協定 マンホールトイレ増設 空き家・特定空き家対策 路上喫煙と喫煙所 認知症初期集中支援チーム 私立幼稚園・就園奨励費拡充 子供通院医療費の助成
いきいき外出支援制度の抽選化を阻止

3

２０１４’２０１４’２０１４’２０１４’ H26H26H26H26 55555555 ⑥ 押印の省略 議員定数削減 生産年齢人口と住宅政策 政令市持ち家率NO.１ マンホールトイレ増設 動物公園売店・トイレ改善 テーマパーク誘致 駐車場の夜間活用を 宮野木大橋交差点改良 新湊・横戸町線左折レーン 3

56565656 ⑨ 土木事務所近隣バス路線新設 宮野木大橋交差点改良 教員の学級経営 学校不適応児対策
市内155校中35学級で不適応発生 学校にPTA・地域団体巡回 ことぶき大学の継続 不健康長寿からの脱却 健康寿命と医療費削減 高速バス利用者駐車場 3

57575757 ⑨ 園生111号線歩道区間を 磯辺・茂呂町線整備促進 ワンズモール歩道橋の撤去 草野小学校マンホールトイレ設置 ヴィルフォーレ前スタンド撤去 あやめ台小学校校舎改修 宮野木～稲毛線バス路線新設 3



58585858 ⑫ 公共施設の総合的管理 資産カルテ
千葉市稲毛海浜プール売店改善 市営住宅供給減少へ 保育所民営化で建て替え 子ども園と社会福祉法人 公民館は社会教育施設 公民館の地域管理慎重に 農業関連施設の有効活用 パーク＆ライド用地 3

60606060 ③ 山王町東寺山線拡幅 防災倉庫の公園設置基準緩和 防災備品の再購入補助実現 建築絶対高度制限の適正化 日本の心と伝統を守る教育 学校外部侵入防犯カメラ増設 障害者雇用のマッチング 言葉・聞こえの教室の充実 デイ作草部・自衛隊北門信号設置 遠近五差路を雪印との換地 3

２０１５’２０１５’２０１５’２０１５’ H27H27H27H27 64646464 ⑤ 指定廃棄物処分場候補地 市街地まで2ｋｍ以上 千葉市の指定廃棄物は少ない
千葉市地価下落 4

66666666 ⑨
いじめ小学校592件中学校515件 いじめという名前がダメ 生徒間SNS禁止を

東電が反対すべき！（民主議員談）
まち・ひと・しごと創生 「1都2県＋千葉」？（市長談） 特定空き家罰金導入を ゴミ屋敷延焼は保険対象外 狭い道路解消

プレミアム商品券デビットカード？
4

67676767 ⑫ 生活保護不正受給対策
稲毛地区海岸5丁目南地区の低層住宅地化

誉田駅北口整備拡大 スポーツ施設指定管理者？ 自民党市議団幹事長 議会運営委員長 ブラッド・パッチ療法 憲法9条議論 4

68686868 ③
ふるさと納税の返礼品を地産品で

区役所窓口改革 地域の空き家情報の活用 おもてなしトイレの設置を いじめを発見した教員評価すべき 通学路における路肩のカラー化 幼稚園児で未就園児預かり 千葉駅東口駅前広場再開発 消防活動用「ドローン」活用 外国人学校地域交流事業補助金
4

70707070 ④ 東寺山・山王町線拡幅整備 山王町交番を開設 パーク＆バスライド社会実験 都計道予定線を変更 工業地帯で大型車通行禁止 自転車レーン 山王中前交差点渋滞解消 みつわ台まで開通目標 阿部県議山王交番尽力 こてはし温水プール駐車場 4

２０１６’２０１６’２０１６’２０１６’ H28H28H28H28 72727272 ⑥ 防災倉庫の充実
避難所運営マニュアル簡素化 地域団体公民館優先利用 IR誘致

ゴミステーションの責任明確化 市業務委託を地元事業者へ ことぶき大学の継続 競輪場の跡地利用計画 ことぶき大学卒業生組織 公共施設の再編 4

73737373 ⑨
稲毛区北部への期日前投票所設置

狭い道路の整備推進 地域運営委員会
東京オリ・パラ周辺歩道の遮熱対策

地元企業の育成 外郭団体職員のケア生活道路安全対策エリア 集客観光 駐車場対策 請願新駅 4

74747474 ⑫ 学童を保育園や幼稚園に委託 防犯カメラ自治会設置補助 インターチェンジ近隣建築物緩和 小中学校へエアコン設置 社福や学法に委託を 社協が直接運営 インターから１KMに要望 学校トイレ改修 夏休みの前倒し キュービクル2度手間 4

76767676 ③ ことぶき大学校の経営状況 山王中から六方交差点の用地取得状況
長沼交差点渋滞対策 国道16号あやめ台付近渋滞対策 千葉西署付近にI.C.新設 アレルギーと食育授業 あやめ台温浴施設 千葉市は給食おいしい 市役所から高速道路不便 アレルギーない人にも教育を 4

２０１７’２０１７’２０１７’２０１７’ H29H29H29H29 83838383 ⑥ 借金を返す際の交付税補助 稲毛海浜公園プールのリノベーション
特定空き家の適正管理 上下水道料金の一括支払い 競輪場民間負担で事業継続 公民館へ自販機設置 千葉市議会議長 千葉市借金約半分は交付税 白い砂浜 空き家放置は税金増 5

85858585 ⑥⑨ 老朽化した団地バリアフリー化 保育所の建て替えを民間で 産業廃棄物の不法投棄対策強化 全国政令市市議会議長会 ヒューストン市公式訪問 保育園民間活用で財政対策 不法投棄ヘリで監視
不法投棄監視郵便局・タクシー 慰安婦像ヒューストンはダメ 大都市ほど扶助費辛い 5

87878787 ③
プール水活用のマンホールトイレ 災害時用公衆電話の設置 花見川緑地交通公園 学校・自治会防犯カメラ拡充 コミュニティーバス補助制度新設

保育人材不足対策
県へ自治体病院経営支援強化

バス停に駐輪場 保育所民営化 市立病院経営健全化 5

88888888 ③
プール水活用のマンホールトイレ 災害時用公衆電話の設置 山王町に交番開設 学校・自治会防犯カメラ拡充 コミュニティーバス補助制度新設

保育人材不足対策
県へ自治体病院経営支援強化

阿部こう一県議 保育所民営化 市立病院経営健全化 5

２０１８’２０１８’２０１８’２０１８’ H30H30H30H30 91919191 ⑥ 学校のエアコン設置
千葉西警察署付近へI.C.設置要望 市有施設ブロック塀安全点検 動物公園駅にパーク＆ライド駐車場 磯辺地区で団地建替え実現 市役所から高速道路遠い 全校集会放送で スマートインターチェンジ 塀セットバック ミーアキャット舎 5

94949494 ⑨ 受動喫煙防止条例 障害者雇用率の誤り
全国工場夜景サミットｉｎ千葉・市原 議会向上会議での議員・議会の質向上

ソフトボール世界選手権 駅前2階に喫煙所つくるべき 駅前喫煙取り締まり 選挙違反防止 議員資質向上 議会のICT化 5

97979797 ⑫
小・中学校教室へエアコン設置決定 遠近五差路の交差点改良 自治会加入促進

市初の空き家法で略式代執行 草野地区ガソリンスタンド撤去 ガソリンスタンド跡地に小歩道整備
全校集会放送で 補助金活用 八潮市・塩尻市住民参加 鵜の森町特定空き家 5

100100100100 ③ 山王交番設置
エアコン設備と夏休みの前倒し

学童保育の拡充
高齢者施設バス活用の買い物支援

私道舗装助成率がＵＰ
ヴィルフォーレ前ガソリンスタンド撤去

小深町付近冠水対策 特定空き家固定資産税上がる バスの乗り換え割引を 稲毛崖対策 5

２０１９’２０１９’２０１９’２０１９’ H31H31H31H31 102102102102 ④
姉妹都市アスンシオン市公式訪問 日・パ友好関係確認書署名 役所千葉駅前出張所の再設置 千葉公園近隣の再整備 いじめの初期段階で発見を 特定空き家勧告・改善を確認 災害対策マニュアル簡素化 市職員の精神疾患 自治会加入率向上 萩台モノレール下道路整備 5

103103103103 ⑨ AEDの設置 ボランティア大学校 台風時対策・問い合わせ 東寺山・山王町線拡幅 インターチェンジ付近土地活用
がけ対策 電線地中化 コンビニにAED 土地属人性の廃止 太陽光発電にも規制を 5

105105105105 ⑫ 電線地中化 樹木の管理 道路側溝の管理 災害時の情報伝達 稲毛小水路バイパス検討 子ども医療費改悪は失敗 小深浸水対策 園生11号線拡幅 35年ぶりに拡幅進む 草野狭い道路 5

107107107107 ③ コロナ対策窓口 市立病院感染対策 介護施設と備品 市政100周年同窓会支援 自衛隊員募集への協力 ホームレスを避難所？ 危険木の当会対策 冠水対策を平時から 崖対策の迅速化 避難所の電源確保 5

H31H31H31H31 108108108108 ④ コロナ対応の詳細 コロナ対策窓口 市立病院感染対策 介護施設と備品 市政100周年同窓会支援 自衛隊員募集への協力 ホームレスを避難所？ 災害対策平時から 崖対策の迅速化 避難所の電源確保 5


