
12月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 水
市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

県情報紙検討会議 広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会、HPVワクチン名古屋訴訟報
告会

2 木
議会運営委員会、議会質問 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

議案打ち合わせ 議案打ち合わせ 会派打ち合わせ

3 金
議会質問 議案打ち合わせ エコトピア評議会

議案打ち合わせ 会派会議

4 土
「本当によい図書館とは？業者任せの運営（指
定管理）でよいのか」講演会

「本当によい図書館とは？業者任せの運営（指
定管理）でよいのか」講演会

オスプレイ反対集会 より良い佐倉図書館が欲しい会総会 より良い佐倉図書館が欲しい会総会 より良い図書館が欲しい会総会

5 日
ささえあい千葉打合せ

6 月
議会質問 総務常任委員会傍聴 総務常任委員会 総務常任委員会傍聴

議案打ち合わせ、市街地整備課ヒヤリング ヒアリング 会派会議

7 火
議会質問、武器見本市反対集会 文教・福祉常任委員会傍聴 文教・福祉常任委員会傍聴 文教・福祉常任委員会傍聴

土地規制法案協働ヒヤリング報告会ZOOM 会派会議

8 水
議会質問 佐倉市高齢者福祉・介護計画推進懇話会傍聴 経済・環境常任委員会傍聴 経済・環境常任委員会

会派会議

9 木
議会質問 建設常任委員会 建設常任委員会傍聴 建設常任委員会傍聴

県情報紙再校検討会議 会派会議

10 金
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

11 土

12 日
しごと探ししごとづくり

13 月
常任委員会傍聴 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会傍聴 会派代表者会議、議会運営委員会傍聴

市議会閉会日 市議会閉会日 市議会閉会日

14 火
環境生活警察常任委員会 HPVワクチン東京訴訟オンライン 県議会健康・福祉常任委員会傍聴

HPVワクチン東京訴訟支援定例会 新佐倉図書館住民訴訟公判傍聴

15 水
常任委員会傍聴

県情報紙3校検討会議 通信配布白銀 教育委員会定例会議傍聴 介護のおしゃべりカフェ

16 木
常任委員会傍聴 「子育て世帯臨時給付金の緊急要望書」提出 「子育て世帯臨時給付金の緊急要望書」提出 「子育て世帯臨時給付金の緊急要望書」提出

市民の力で佐倉を変える会 市民の力で佐倉を変える会 市民の力で佐倉を変える会

17 金
八ッ場通信読み合わせ 八ッ場通信読み合わせ 八ッ場通信読み合わせ

日消連「バイオテクノロジーと遺伝子操作技術
の今」 東京都の気候政策セミナー

18 土
「個人情報保護条例がなくなる？─自治体から
の抵抗は可能か─」Zoom学習会

「個人情報保護条例がなくなる？─自治体から
の抵抗は可能か─」Zoom学習会

「個人情報保護条例がなくなる？─自治体から
の抵抗は可能か─」Zoom学習会

市民電力交流会2021 『校則改革』出版記念イベント　オンライン

19 日

「図書館を未来へつなぐ」森下芳則氏オンライ
ン
ひきたよしあきさんと山崎聡一郎さんに聞く
～SDGｓ『誰ひとり取り残さない社会』に必要な
人間関係のつくり方～Zoom

Zoom学習会「図書館を未来につなぐ」」

20 月
市民エネルギーちば(株)太陽光発電現地見学 市民エネルギーちば(株)太陽光発電現地見学

ＦILAs学習会「本田宏さん」

21 火
県議会閉会

22 水
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会、さくらネット通信企画会

議 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

さくらネット通信企画会議 「デジタル社会における人権侵害抑止システム
～欧州の現状～」学習会 さくらネット通信企画会議、石木ダム勉強会 さくらネット通信企画会議

23 木
八ッ場通信読み合わせ 八ッ場通信読み合わせ 議会運営委員会傍聴 臨時市議会

３党武器見本市申し入れ 議会運営委員会、臨時市議会 臨時市議会、八ッ場通信読み合わせ 八ッ場通信読み合わせ

24 金
福島被災者問題政府交渉 市民エネルギーちば(株)太陽光発電ZOOM学

習会
市民エネルギーちば(株)太陽光発電ZOOM学
習会

25 土

26 日
母里啓子さんをしのぶ会 『教師のバトンとはなんだったのか』出版記念イ

ベント　オンライン

27 月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

28 火

29 水

30 木
ささえあい千葉相談会

31 金



11月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 月
さくらネット通信3校 さくらネット通信3校 さくらネット通信3校 さくらネット通信3校

2 火
印旛広域水道

3 水
「子どもに権利をどう伝える？」ちばこどもおうえんだ
んZOOM

「子どもに権利をどう伝える？」ちばこどもおうえんだ
んZOOM

水問題と八ッ場を考える会幹事会 水問題と八ッ場を考える会幹事会 水問題と八ッ場を考える会幹事会 水問題と八ッ場を考える会幹事会

4 木
ヒアリング

5 金
さくらネット通信4校 さくらネット通信4校 さくらネット通信4校 さくらネット通信4校

子育て支援推進委員会傍聴 子育て支援推進委員会傍聴 子育て支援推進委員会傍聴

6 土
さくらネット通信4校

さくらネット通信4校、子どもの権利条約フォーラムin川

崎ZOOM
さくらネット通信4校 さくらネット通信4校

DVD鑑賞会「食の安全を守る人々」 DVD鑑賞会「食の安全を守る人々」 子どもの権利条約フォーラムin川崎ZOOM

7 日
より良い佐倉図書館が欲しい会世話人会 子どもの権利条約フォーラム

「学校の中の子どもの権利」ZOOM参加

8 月
「ひとと原発」DVD鑑賞会、HPVワクチン訴訟 「ひとと原発」DVD鑑賞会 「ひとと原発」DVD鑑賞会 「ひとと原発」DVD鑑賞会

9 火
決算委員会傍聴 議会運営委員会オンライン研修「議会のICT化」 議会改革推進委員会傍聴 議会改革推進委員会

かしわネットとの話し合い、オンライン幹事会 議会改革推進委員会傍聴、議案説明 議会運営委員会オンライン研修「議会のICT化」 議会運営委員会オンライン研修「議会のICT化」

10 水
大河原雅子さんと面談 ガバメントクラウド・議案説明 ヒアリング 「ガバメントクラウド」聞き取り

新町こんぴら・さくまちイベント視察 道路維持課ヒアリング

11 木
議案説明 議案説明 議案説明

元気ファンド公開審査オンライン 元気ファンド公開審査オンライン 元気ファンド公開審査オンライン

12 金
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

県ネット政策委員会 県ネット政策委員会ZOOM 県ネット政策委員会ZOOM

13 土
図書館問題七井戸公園街宣 図書館問題七井戸公園街宣 図書館問題七井戸公園街宣

議会報告会 議会報告会 議会報告会 議会報告会

14 日
福島原発震災情報連絡センター総会 福島原発震災情報連絡センター総会 福島原発震災情報連絡センター総会 福島原発震災情報連絡センター総会

ささえあい千葉相談会 産業大博覧会（産業まつり×アグリフォーラム） 産業大博覧会（産業まつり×アグリフォーラム） 産業大博覧会（産業まつり×アグリフォーラム）

15 月
決算委員会傍聴 市議会通告、ももくり佐倉と意見交換（給食有機化） ももくり佐倉と意見交換（給食有機化） 市議会通告

HPVワクチン訴訟期日報告集会 HPV東京訴訟期日後報告ZOOM 市議会通告、市内視察 ももくり佐倉と意見交換（給食有機化）

16 火
県ネット運営委員会 議会運営委員会 議会運営委員会傍聴 議会運営委員会傍聴

県情報紙編集会議 「木更津市のオーガニックなまちづくり条例による学校
給食の有機化」 さくらネット通信仕分け

17 水
通信配布者回り

議案説明、相談2件 通信配布者回り 教育委員会定例会議傍聴

18 木
八街通学路現地視察 通信配布者回り 議会質問ヒアリング

議会質問準備 議会質問ヒアリング

19 金
議会運営委員会 議会質問ヒヤリング 議会質問ヒアリング 議会質問ヒアリング

20 土
しごと探ししごとづくり打合せ NPO法人千葉盲ろう者友の会交流会 通信配布者回り

伸さんクラブ会議 さくらネット通信配布

21 日
ももクリさくらフィールドワーク 市のイベント見学、通信配布者回り

HPVワクチン問題出版記念勉強会 子宮頸がんワクチン勉強会

22 月
市議会開会日 市議会開会日

代理人契約書弁護士相談 代表者会議傍聴、議会運営委員会 市議会開会日

23 火
配布者回り

24 水
「流域治水への転換」研修会（剛堂会館）

おしゃべり介護カフェ

25 木

26 金
県議会開会 地方×国政策研究会 地方×国政策研究会

市民の力で佐倉を変える会

27 土
さくらネット通信配布

28 日
オンライン「新たな民主主義への挑戦」

29 月
市議会一般質問、議会運営委員会 議会運営委員会傍聴、市議会一般質問 市議会一般質問

学習会「家庭部門の脱炭素化の取り組みを住宅業
界から」 OKシードプロジェクトサポーター説明会ZOOM

30 火
市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問



10月 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ 伊藤　とし子

1 金
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

オンライン9区市民連合

2 土
市議会報告読み合わせ、通学路現地視察 市議会報告読み合わせ 市議会報告読み合わせ

さくらネット通信企画会議 さくらネット通信企画会議 さくらネット通信企画会議 さくらネット通信企画会議

3 日
反貧困支えあい千葉

4 月
県議会健康福祉常任委員会傍聴 広報公聴委員会 常任委員会傍聴

上別所県ヒヤリング 市議会報告読み合わせ ヒアリング

5 火
県議会総合企画常任委員会傍聴 常任委員会傍聴

市議会報告読み合わせ 市議会報告読み合わせ 市議会報告読み合わせ

6 水
県議会生活環境警察常任委員会傍聴 生活環境警察常任委員会

法務局・市史編さん室にて調査 総務常任委員会オンライン視察 子ども食堂：ホットスペースつき 9区市民連合佐倉ブロック会議

7 木
通学路現地視察に向けて打合せ 通学路現地視察に向けて打合せ 常任委員会傍聴

通学路現地視察 市議会報告読み合わせ

8 金
市内事業者アンケートについて打合せ 市内事業者アンケートについて打合せ オンラインフェミニスト議員連盟記者会見

子ども食堂：夕やけごはん HPVワクチン被害者支援例会

9 土
子ども食堂視察：メリーゴーランド 群馬門倉県議選挙応援

より良い佐倉図書館が欲しい会世話人会 こども食堂視察メリーゴーランド、デンマークの
コロナ対策 子ども食堂視察：メリーゴーランド

10 日
第3回水文学フォーラム 学習会：流域治水

「世田谷区をもっと地球に優しい街に。自然エ
ネルギー100%は省エネと再エネでこう実現す
る〜決定版〜」

「世田谷区をもっと地球に優しい街に。自然エ
ネルギー100%は省エネと再エネでこう実現す
る〜決定版〜」

「世田谷区をもっと地球に優しい街に。自然エ
ネルギー100%は省エネと再エネでこう実現す
る〜決定版〜」

11 月
「ラオスってどんな国？なぜ支援？」オンライン
学習会

12 火
佐倉図書館住民訴訟傍聴 議会運営委員会

広報公聴委員会 佐倉図書館住民訴訟傍聴 閉会、佐倉図書館住民訴訟傍聴

13 水
通学路現地視察（志津・ユーカリガ丘） 元気ファンドヒアリング 通学路現地視察（志津・ユーカリガ丘）

元気ファンドヒヤリング（千葉市子育て支援） 通学路現地視察（志津・ユーカリガ丘） 通学路現地視察（志津・ユーカリガ丘）

14 木
県予算要望提出 県予算要望提出 県予算要望提出、ヒアリング、武器見本市要請

書提出

15 金
通学路現地視察（佐倉地区） 通学路現地視察（佐倉地区） 通学路現地視察（佐倉地区） 宮川さん情宣

宮川伸さんJR酒々井街宣 宮川伸さんJR酒々井街宣 宮川伸さんJR酒々井街宣、通学路現地視察（佐
倉地区）

16 土
子ども食堂：風車

17 日

18 月
葬祭組合説明

福島震災情報連絡センター政府交渉

19 火
代理人会議オンライン 代理人会議オンライン

経済・環境常任委員会ＺＯＯＭ視察（狭山市） 代理人会議オンライン

20 水
教育委員会定例会議傍聴 道路安全点検ヒアリング県、市

教育委員会定例会議傍聴 オンライン幹事会

21 木
議会改革推進委員会傍聴 議会改革推進委員会傍聴

変える会 変える会運営委員会 宮川さん選挙応援JR酒々井

22 金
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

障がい者雇用推進について市民懇談 障がい者雇用推進について市民懇談 宮川さん選挙応援

23 土

24 日
宮川さん選挙応援

25 月
さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校

決算委員会傍聴

26 火
議会デジタル化の意義と展望　オンライン研修
会 オンライン県運営委員会

宮川さん選挙応援 議員研修 オンライン県情報紙企画会議

27 水
建設常任委員会オンライン視察グリーンスロー
モビリティ 宮川さん選挙応援

酒々井学聞き取り

28 木
さくらネット通信再校 さくらネット通信再校 さくらネット通信再校 さくらネット通信再校

葬祭組合議会

29 金
酒々井町教育委員会会議傍聴 宮川さん選挙応援

ポールウオーク西志津

30 土
学習会：新型コロナ感染症について～特徴と対
策 HPVワクチン被害者支援総会

HPVワクチン公開シンポジウム 宮川さん選挙応援

31 日
市民の力で佐倉を変える会第三回総会 市民の力で佐倉を変える会第三回総会 市民の力で佐倉を変える会第三回総会 市民の力で佐倉を変える会第三回総会



9月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 水
広報公聴委員会

DV防止サポートネットちばとのOL意見交換会 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

2 木
市議会一般質問

「ありのままの自分を愛そう」オンライン学習会 市議会一般質問、議案打ち合わせ 市議会一般質問、会派代表者会議

3 金
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

オンライン「HPVワクチン東京訴訟支援定例会」 議案打ち合わせ 会派代表者会議

4 土
平和祈念講演会（音楽ホール）

5 日

6 月
　総務常任委員会傍聴 総務常任委員会 総務常任委員会傍聴

議案説明

7 火
文教・福祉常任委員会傍聴 文教・福祉委員会傍聴 文教・福祉常任委員会傍聴

議案打ち合わせ

8 水
県議会運営委員会 経済・環境委員会傍聴 経済・環境常任委員会

県予算要望打ち合わせ、県広報会議 佐倉市情報公開・個人情報保護審議会傍聴 議案打ち合わせ

9 木
社会運動インタビュー 建設常任委員会 建設常任委員会傍聴 建設常任委員会傍聴

10 金
市予算要望打ち合わせ

11 土
子ども食堂・回転木馬＠さくらネット 会派代表者会議

決算委員会打ち合わせ

12 日

13 月
決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴

県議案ヒアリング 決算委員会傍聴

14 火
決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴

決算委員会傍聴

15 水
議運、開会 決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴

議運、9区市民連合 決算委員会傍聴、教育委員会定例会議傍聴

16 木
JR酒々井朝宣 決算審査特別委員会傍聴、市予算要望書提出市予算要望書提出 決算審査特別委員会傍聴

「ルッキズムとジェンダー」 決算審査特別委員会傍聴 市予算要望書提出

17 金

清田隆之さん　(文筆家、恋バナ収集ユニット

「桃山商事」代表)オンライン講演

「よかれと思ってやったのに…!?　～DVはどこ
からくるのか～」

18 土
「しごと探ししごとづくり」OL打合せ

「デジタル会議で佐倉から未来をつくろう」オン
ライン

「デジタル会議で佐倉から未来をつくろう」オン
ライン

幹事会 市民の力で佐倉を変える会運営委員会 市民の力で佐倉を変える会運営委員会

19 日
しごとづくり、しごと探し打ち合わせ

ゆめ風であいましょう

20 月
9区市民連合

21 火
市議会閉会 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会傍聴 会派代表者会議、議会運営委員会傍聴

議案ヒアリング、幹事会 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会 市議会閉会 市議会閉会

22 水
議会質問

県予算要望打ち合わせ 県予算要望話合いZOOM 県予算要望会議

23 木

24 金
議会質問 水道部ヒアリング 水道部ヒアリング 水道部ヒアリング

HPVワクチン訴訟 新佐倉図書館住民訴訟原告団会議 新佐倉図書館住民訴訟原告団会議 新佐倉図書館住民訴訟原告団会議

25 土
水道について打ち合わせ 新佐倉図書館撮影 会派代表者会議

子どもの貧困情報交換：子どもたちとホームレ
ス

26 日
印西クリーンセンター方法書説明会 印西クリーンセンター方法書説明会 印西クリーンセンター方法書説明会

27 月
議会質問

ヒアリング

28 火
議会質問 ポールウオーク中志津

29 水
議会質問 市議会報告編集会議 市議会報告編集会議 市議会報告編集会議

30 木
議会運営委員会、議会質問 「性をもっと身近なものへ」オンライン学習会
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第1回「しごと探し・しごとづくり相談交流会in
千葉」

男⼥平等参画審議会Zoom傍聴
若葉区電磁波測定Zoom

議会質問打ち合わせ
⾃治体議員⽴憲ネットワークオンライン総会、
オンライン「ワーカーズとの意⾒交換会」

⾃治体議員⽴憲ネットワークオンライン総会 ⾃治体議員⽴憲ネットワークオンライン総会 ⾃治体議員⽴憲ネットワークオンライン総会

重要⼟地調査規制法勉強会Zoom吉沢⽒ 重要⼟地調査規制法勉強会Zoom吉沢⽒ 重要⼟地調査規制法勉強会Zoom吉沢⽒
PARC講座「⽇韓交流」 「誰がセックスワーカーを殺すのか」Zoom 議⻑申し⼊れ
オンライン予算要望「ジェンダーPJ」
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会、市予算要望打合せ さくらネット運営委員会、市予算要望打合わせ さくらネット運営委員会、市予算要望打合わせ

温暖化対策学習会
オンライン県情報紙企画会議、希望連帯⽇韓市
⺠交流講座
オンライン予算要望「福祉PJ」

「みんなで学ぶ⽣理 シオリーヌ」Zoom

全国地⽅議員交流研修会オンライン 全国地⽅議員交流研修会オンライン 全国地⽅議員交流研修会オンライン 全国地⽅議員交流研修会オンライン
市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会 市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会 市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会

県予算要望ヒアリング「⼦ども」 「夏休みスペシャルこども性教育」Zoom
県予算要望ヒヤリング（⼦ども・福祉） 県予算要望ヒアリング

県予算要望ヒアリング「福祉」 議案説明 通学路についてヒアリング、議案説明 通学路についてヒアリング
通学路についてヒヤリング 現地視察、ヒアリング 議案説明、新佐倉図書館ヒアリング

シングルマザーの居住貧困

オンライン県予算要望「その他」

決算説明会／通告 決算説明会、広報公聴委員会 決算説明会
通告 通告

会派代表者会議傍聴、議会運営委員会 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会傍聴 会派代表者会議、議会運営委員会傍聴
オンライン県ネット幹事会 新佐倉図書館建設⼯事視察 新佐倉図書館建設⼯事視察 新佐倉図書館建設⼯事視察

新佐倉図書館ユーカリガ丘駅宣
議会質問ヒヤリング

代表質問ヒアリング 議会質問ヒアリング
県予算要望ヒアリング 議会質問ヒヤリング 議会質問ヒアリング 議会質問ヒアリング

⼋街市の児童死傷事故現地視察 ⼋街市の児童死傷事故現地視察
さくまちプロジェクト②オンライン

「タブーにしない！性の伝え⽅」オンライン
「種⼦法廃⽌と種苗法改定を考える」オンライ
ン学習会

県予算要望ヒアリング 市議会開会 議会質問ヒアリング
オンライン県ネット広報会議 議会質問ヒヤリング 市議会開会 市議会開会
オンライン県運営委員会
薬害根絶デイー2021オンライン集会、オンライ
ン学習会「ローカル保全法/条例を考える」

「ローカルフード保全法/条例を考える」オンラ
イン学習会

薬害根絶デー２０２１オンライン集会 薬害根絶デー2021オンライン集会

県予算要望ヒアリング
「家庭におけるジェンダー平等を考える〜⼦育
て・介護を中⼼に〜」オンライン

千葉9区佐倉ブロック会議
震災情報連絡センター院内学習会「⾃⺠党⼭本
拓議員汚染⽔海洋放出問題」

震災情報連絡センター院内学習会「⾃⺠党⼭本
拓議員汚染⽔海洋放出問題」オンライン

震災情報連絡センター院内学習会「⾃⺠党⼭本
拓議員汚染⽔海洋放出問題」

PARC講座「⽇韓交流」

市⺠相談

オンライン「第1回ローカルパーティ―の可能性
を考えるシンポジウム」

第13回全国政策研究集会2021in神⼾オンライン 第13回全国政策研究集会2021in神⼾オンライン

反貧困ささえあい千葉相談会
「コロナ禍で⾒えた⽇本の医療⾏政の問題点」
オンライン学習会

2021全国政策研究会ｉｎ神⼾

「ネオニコチノイド系農薬はもういらない」オ
ンライン学習会

男⼥共同参画計画策定懇話会傍聴 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問

市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問

3 火

8月

1 日

2 月

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

31 火

28 土

29 日

30 月
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ヒアリング 電磁波学習会打ち合わせ

PARC講座「⽇韓交流問題」
「今さら聞けない！ジェンダー主流化、⼦ども
と若者のセーフガ―ティング、PSEAHって
何？」

電磁波学習会打ち合わせ 電磁波学習会打ち合わせ

都議会議員選挙応援

「少年事件の背景にあった虐待と貧困」オンラ
イン

「少年事件の背景にあった虐待と貧困」オンラ
イン

県予算要望ヒヤリング（千葉休もう会） 市⺠団体ヒアリング 若年妊産婦の居場所

反貧困ささえあい千葉相談会 反貧困ささえあい千葉相談会

予算委員会、常任委員会ヒアリング 代理⼈会議 代理⼈会議
傷つく窓⼝ー児童扶養⼿当の現況届の実態と改
善要望

「原発のコスト」⼤島賢⼀さんZOOM 「原発のコスト」⼤島賢⼀さんZOOM
予算委員会 広報・公聴委員会傍聴、市予算要望打合せ 広報・公聴委員会、市予算要望打合わせ 広報・公聴委員会傍聴
PARC講座「有機農業」
常任委員会傍聴 県議会_県⼟整備常任委員会傍聴

⼋街・上別所現地視察、市⺠相談対応

環境⽣活警察常任委員会
県議会_健康福祉常任委員会傍聴、議会報告編集
会議

県議会総務防災常任委員会傍聴 県総合企画常任委員会傍聴

「⽣理について話そう」ZOOM 議会報告編集会議 議会報告編集会議
政策室 新佐倉図書館住⺠訴訟原告団会議 新佐倉図書館住⺠訴訟原告団会議 新佐倉図書館住⺠訴訟原告団会議
佐倉南⾼問題ヒアリング 議会報告編集会議、市⺠電話相談対応 議会報告編集会議 議会報告編集会議

さくらネット通信企画会議 原⽔爆禁⽌国⺠平和⼤⾏進、こんぴら街宣
原⽔爆禁⽌平和⼤⾏進、さくらネット通信企画
会議

さくらネット通信企画会議

さくらネット通信企画会議、「第17回⼦どもの
貧困対策情報交換会」ZOOM

⽔道料⾦改定についての市⺠説明会

鎌ヶ⾕市⻑選挙応援

市⺠相談・図書館・通学路等電話ヒヤリング
会派打合せ 要望書打ち合わせ

議案説明、議会運営委員会 新佐倉図書館住⺠訴訟公判傍聴 新佐倉図書館住⺠訴訟公判傍聴 新佐倉図書館住⺠訴訟公判傍聴

県議会閉会
「通園・通学路の交通安全点検及び対策に関す
る要望書」提出

「通園・通学路の交通安全点検及び対策に関す
る要望書」提出

県議会閉会傍聴

電磁波測定講習会 電磁波測定学習会、さくらネット運営委員会 電磁波測定学習会 電磁波測定学習会

さくらネット運営委員会
市⺠相談、市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員
会

さくらネット運営委員会、市⺠の⼒で佐倉を変
える会運営委員会

さくらネット運営委員会、市⺠の⼒で佐倉を変
える会運営委員会

福島震災情報連絡センター政府交渉オンライン
より良い佐倉図書館が欲しい世話⼈会、予算要
望聞き取り

選挙プロジェクト

PARC講座「⽇韓交流問題」
中⼩企業同友会懇談会 県予算要望・福祉プロジェクト 県中⼩企業家同友会懇談会
県予算要望・福祉プロジェクト 中⼩企業家同友会懇談会、市予算要望打合せ 県予算要望・福祉プロジェクト
鎌ヶ⾕市⻑選挙応援 鎌ヶ⾕市⻑選応援

鎌ヶ⾕市⻑選挙応援
さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校

⽔道料⾦改定についての市⺠説明会（志津コ
ミュニティセンター）

⽔道料⾦改定についての市⺠説明会（志津コ
ミュニティセンター）

県予算要望「⼦どもプロジェクト」 県予算要望「⼦どもプロジェクト」 県予算要望「⼦どもプロジェクト」
県予算要望「環境プロジェクト」 県予算要望「環境プロジェクト」 県予算要望「環境プロジェクト」
幹事会 県予算要望「⾷と農プロジェクト」
県予算要望「⾷と農プロジェクト」 「教科担任制について考える」ZOOM 県予算要望「⾷と農プロジェクト」
県予算要望「ジェンダープロジェクト」 県予算要望「ジェンダープロジェクト」ZOOM

教育委員会定例会議傍聴、会派打合せ、
さくまちプロジェクト

教育委員会定例会議傍聴、三井さん選対会議 教育委員会定例会議傍聴

さくらネット通信再校 「性と⽣殖に関する健康と権利」ZOOM さくらネット通信再校 さくらネット通信再校
裏新町現地視察、さくらネット通信再校

政策委員会 県予算要望・政策委員会ZOOM 県政策委員会

Zoom「⾃治体のデジタル化でどうなる公務労
働」

Zoom「⾃治体のデジタル化でどうなる公務労
働」

Zoom「⾃治体のデジタル化でどうなる公務労
働」

議会速報読合せ

「しごと探ししごとづくり」打合せオンライン
朝宣・京成佐倉、さくらネット通信３校 朝宣・京成佐倉 さくらネット通信３校 さくらネット通信３校
HPVワクチン原告⽀援定例会 さくらネット通信３校
県ネット運営委員会 県ネット運営委員会オンライン傍聴
PARC講座「有機農業」
朝宣・ユーカリが丘駅 他会派と打ち合わせ 朝宣・ユーカリが丘駅、他会派と打ち合わせ

市予算要望打合せ 市予算要望打合せ 市予算要望打合せ
朝宣・JR佐倉、さくらネット通信4校、 朝宣・JR佐倉、さくらネット通信４校 さくらネット通信４校 さくらネット通信４校
予算要望「まちづくり等」、全国地⽅議員交流
研修会

「⾵テラスからみえてくるもの」ZOOM オンライン「持続的農業の展望」 「⾵テラスからみえてくるもの」ZOOM

朝宣・志津、酒々井町⻑⾯談 朝宣・志津
議員向けHPVワクチンリーフレット問題学習会 議員向けHPVワクチンリーフレット問題勉強会 議員向けHPVワクチンリーフレット問題勉強会

予算要望「⾃治・⼈権」
「シングルマザーの厳しい現状、就労⽀援の必
要性」

HPVワクチン名古屋原告⽀援学習会 三井さん選対会議 コロナ禍と介護保険

3 土

7月

1 木

2 金

4 日

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土

11 日

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

17 土

18 日

19 月

20 火

21 水

22 木

23 金

24 土

25 日

26 月

27 火

31 土

28 水

29 木

30 金
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会派代表者会議傍聴、議会運営委員会 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会傍聴 会派代表者会議、議会運営委員会傍聴

県議会質問ヒアリング、オンライン代理⼈会議 オンライン代理⼈会議 オンライン代理⼈会議
県議会質問ヒアリング 市議会質問作成、問合せ

ほたる⽣息地視察 市⺠相談対応
県議会質問準備

市議会質問ヒヤリング 市議会質問ヒヤリング 市議会質問ヒヤリング
県議会質問準備 市議会質問ヒヤリング 市議会質問ヒヤリング 市議会質問ヒヤリング

カーボンニュートラルサミット
県議会質問準備

県情報紙初稿検討会議
県議会質問準備
県議会質問ヒアリング 市議会開会、市議会質問ヒヤリング 市議会質問作成等 市議会質問ヒアリング

「重要⼟地調査規制法案に関する声明」記者会
⾒オンライン

市議会開会、質問作成等、重要⼟地調査規制法
案記者会⾒オンライン

市議会開会

ワーカーズコープとの懇談「貧困と雇⽤」
「重要⼟地調査規制法案」を必ず廃案へ！（院
内集会）

「重要⼟地調査規制法案」を必ず廃案へ！（院
内集会）

「重要⼟地調査規制法案」を必ず廃案へ！（院
内集会）

議案説明、「重要⼟地調査規制法」伊波洋⼀さ
んZOOM学習会

「重要⼟地調査規制法」伊波洋⼀さんZOOM学
習会

「重要⼟地調査規制法」伊波洋⼀さんZOOM学
習会

「重要⼟地調査規制法」伊波洋⼀さんZOOM学
習会

県議会質問準備
三井さん選対会議

議会運営委員会

県議会質問ヒアリング
G7直前全国アクション署名提出集会・オンライ
ン中継、⼩児在宅医療サポートチーム勉強会

新型コロナウイルスから⼦どもたちの⽇常を取
り戻す

県ネット幹事会
県議会質問準備

県議会質問準備
「⼈⽣が豊かになる性のはなし」村瀬幸浩さん
ZOOM

県議会質問準備 しんぐるまざあずフォーラム

市議会代表質問 市議会代表質問 市議会代表質問
県議会質問ヒアリング、県ネット情報紙再校 議会運営委員会

市議会代表質問（川⼝） 市議会代表質問 市議会代表質問
県議会質問ヒアリング
県議会質問準備 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問

広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会
議案説明、県議会開会 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問（松島、五⼗嵐） 市議会⼀般質問（松島、五⼗嵐）
県議会質問準備
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会
県議会質問準備

「みどりの⾷料システム」ZOOM
⽇本消費者連盟シンポジウム リニア中央新幹線の学習会、気候危機セミナー

県議会質問準備
「コロナ禍を期にこれからの社会-地域を考え
る」ZOOM

官製ワーキングプア研究会総会 市⺠セクターの学習会 困窮者学習会
県議会質問ヒアリング 市議会 総務常任委員会傍聴 市議会 総務常任委員会 市議会 総務常任委員会傍聴

県ネット運営委員会 市議会 ⽂教福祉常任委員会傍聴 市議会 ⽂教福祉常任委員会傍聴 市議会 ⽂教福祉常任委員会傍聴
市⺠電話相談 被ばくの学習会

県議会質問 市議会 経済環境常任委員会傍聴 市議会 経済環境常任委員会傍聴 市議会 経済環境常任委員会
教育委員会定例会議傍聴 教育委員会定例会議傍聴 教育委員会定例会議傍聴

県議会質問 市⺠電話相談
グリーンリカバリー学習会 エコトピア評議会

県議会質問
PARC講座「有機農業」 市⺠の⼒で佐倉を変える会

第⼆回千葉県市⺠連合意⾒交換会ZOOM

「今なぜ、有機学校給⾷なのか？」有機農業学
会シンポジウム2021 ZOOM

シンポジウム「学校における⼦どもの権利擁護
制度の整備を考える」

⼈新世・ＳＤＧｓ・レジリアンス

県議会質問
市議会閉会、代表者会議傍聴、議会運営委員
会、県議会伊藤さん⼀般質問オンライン視聴

代表者会議傍聴、議会運営委員会傍聴 代表者会議、議会運営委員会傍聴

「教育現場での⼦どもの⼈権について考える」
内⽥良さんZOOM

市議会閉会⽇、県議会伊藤さん⼀般質問オンラ
イン視聴、三井さん選対会議

市議会閉会

県議会質問
県予算要望聞き取り（NPOワーカーズコレク
ティブ⾵⾞）

県予算要望聞き取り（NPOワーカーズコレク
ティブ⾵⾞）

PARC講座「有機農業」

県議会運営委員会、県議会質問
「まち×公営塾×学校でまち全体の教育を
Update!」ZOOM

環境活動家⾕⼝たかひささんお話会
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川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ 伊藤　とし子

ジェンダー主流化とは何か ⽴憲ネット役員会

通信発⾏ さくらネット通信配布
すけっと（困窮者⽀援）ヒヤリング すけっと（困窮者⽀援）ヒヤリング すけっと（困窮者⽀援）ヒヤリング ライフサポートセンターヒアリング
通信配布者まわり 通信仕分け・配布者回り 政策調査室会議
通信配布者まわり 通信配布者回り

通信配布者回り
通信配布

通信配布者回り シングルマザーズフォーラム学習会
図書館現地調査会 さいたまネット幹事会との懇談

⼋ッ場通信読み合わせ ⼋ッ場通信読み合わせ ⼋ツ場通信読み合わせ さくら・ネット通信配布
代表者会議傍聴、議案説明 三井さん朝宣ユーカリが丘、代表者会議傍聴 代表者会議 三井さん朝宣ユーカリが丘

地⽅×国政策研究会、代理⼈オンライン会議
地⽅×国政策研究会、配布者回り、代理⼈オン
ライン会議

地⽅×国政策研究会 市原ぞうの国視察、代理⼈会議

三井さん朝宣京成佐倉、総合選対会議 総合選対会議 総合選対会議 三井さん朝宣京成佐倉
新佐倉図書館原告団会議、⼋ッ場通信読み合わ
せ

新佐倉図書館原告団会議、⼋ッ場通信読み合わ
せ

⼋ツ場通信読み合わせ 種苗法ヒアリング

臨時議会ヒアリング 臨時議会ヒアリング 臨時議会ヒアリング

第50回市町村議会議員研修会
第50回市町村議会議員研修会、オンライン
「カーボンニュートラル」、HPVワクチン

第50回市町村議会議員研修会 第50回市町村議会議員研修会

第50回市町村議会議員研修会 議会運営委員会、第50回市町村議会議員研修会
議会運営委員会傍聴、コロナワクチン予約要望
書提出

第50回市町村議会議員研修会

コロナワクチン予約要望書提出 コロナワクチン予約要望書提出 第50回市町村議会議員研修会
通信配布

⼦どもシェルターと児童虐待 学習会「国⺠投票法について」

「国⺠投票法が改悪される」オンライン学習会 「国⺠投票法が改悪される」オンライン学習会 「国⺠投票法が改悪される」オンライン学習会
ヒアリング 指導課ヒアリング 幹事会

指導課・学務課・道路建設課ヒヤリング
参議院環境委員会

市議会臨時議会
市議会臨時議会、HPVワクチン裁判報告会、⽯
⽊ダム学習会

市議会臨時議会 新佐倉図書館裁判期⽇

「デジタル化関連法案と⾃治体の個⼈情報保護
条例について」ZOOM研修会

三井さん朝宣⾅井、知事⾯談

教育委員会定例会議傍聴 教育委員会会議傍聴、⼥性相談から⾒える課題 議会質問ヒアリング
「⽇本の性教育 歴史、現在、課題」オンライン
学習会

「⽇本の性教育 歴史、現在、課題」オンライン
学習会

「⽇本の性教育 歴史、現在、課題」オンライン
学習会

ワクチン市⺠相談 議会質問ヒアリング、政策調査室会議
せっけんの街総会
草ぶえの丘バラ園15周年式典 草ぶえの丘バラ園15周年式典

ちばフェスタ ⽀え合い千葉相談会

さくらネット運営委員会、図書館駅宣京成佐倉
駅

さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

より良い佐倉図書館が欲しい会世話⼈会、県知
事オンライン意⾒交換会

県知事オンライン意⾒交換会 教科書ネット世話⼈会 県知事オンライン意⾒交換会

県運営委員会

オンライン被ばく学習会
福島原発震災情報連絡センター国会議員との懇
談

コロナ災害⾃治体議員の会オンライン情報交換
会

三井さん⾅井駅朝宣 三井さん⾅井駅朝宣 質問準備

三井さん⾅井駅朝宣 宮川さん委員会質問
ファイバーリサイクル⼿伝い ファイバーリサイクル⼿伝い いじめ被害の要因としての物質的はく奪 質問準備

「⼥⼦刑務所〜声なき⼥性たちの訴え」ZOOM
「⼥⼦刑務所〜声なき⼥性たちの訴え」
ZOOM、ウェビナー「リユース⾰命！」

「⼥⼦刑務所〜声なき⼥性たちの訴え」ZOOM

議案説明 都市計画審議会委員説明、議案説明 議案説明 質問準備

市⺠の⼒で佐倉をを変える会運営委員会
市⺠の⼒で佐倉をを変える会運営委員会、県⺠
健康調査を「検討」する会

市⺠の⼒で佐倉をを変える会運営委員会 HPVワクチン訴訟⽀援

第６次エネルギー基本計画 第6次エネルギー計画をめぐる論点
学習会「2030年温室効果ガス50％削減の⾏程
表」

こども・若者未来基⾦助成報告会、グリーンリ
カバリー連続セミナー

「2021ワクチントーク全国集会」ZOOM 「2021ワクチントーク全国集会」ZOOM 「2021ワクチントーク全国集会」ZOOM
前川喜平さん講演会

市議会通告 市議会通告 市議会通告

「第２回流域治⽔シンポジウム」ZOOM 「第２回流域治⽔シンポジウム」ZOOM
「第２回流域治⽔シンポジウム」ZOOM、⼦ど
も基本法学習会

「第２回流域治⽔シンポジウム」ZOOM31 月
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伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

県ネット政策委員会 県ネット政策委員会Zoom 県ネット政策委員会Zoom
市議会速報読み合わせ 市議会速報読み合わせ 市議会速報読み合わせ
市議会速報読み合わせ 市議会速報読み合わせ 市議会速報読み合わせ

⽴憲ネット会議 打ち合わせ 会派会議
市⺠電話問合せ対応

「暮らしの中の電磁波被爆〜迫りくる５G時代」
上⽥昌史

「暮らしの中の電磁波被爆〜迫りくる５G時代」
上⽥昌史

「暮らしの中の電磁波被爆〜迫りくる５G時代」
上⽥昌史

代理⼈会議 代理⼈会議 代理⼈会議 市議会速報読み合わせ
顧問弁護⼠挨拶

打ち合わせ 会派会議

より良い佐倉図書館が欲しい会世話⼈会

スクールガードひまわり会定例会
こんぴら祭り新図書館反対宣伝 こんぴら祭り新図書館反対宣伝

東海第⼆原発オンラインシンポジウム 東海第⼆原発オンラインシンポジウム

Zoom学習会「阿部知⼦さん新型コロナウイル
ス：PCR検査とワクチン」

Zoom学習会「阿部知⼦さん新型コロナウイル
ス：PCR検査とワクチン」

Zoom学習会「阿部知⼦さん新型コロナウイル
ス：PCR検査とワクチン」

Zoom学習会「阿部知⼦さん新型コロナウイル
ス：PCR検査とワクチン」

朝宣京成佐倉駅、ネット通信読み合わせ初校 朝宣京成佐倉駅,ネット通信読み合わせ初校 ネット通信読み合わせ初校 ネット通信読み合わせ初校
楽天モバイル電話問合せ

朝宣⾅井駅、議会運営委員会 朝宣⾅井駅、選挙プロジェクト活動 朝宣⾅井駅
打ち合わせ

ヒアリング GIGAスクールオンラインセミナー
朝宣志津駅、ネット通信読み合わせ再校 ネット通信読み合わせ再校 ネット通信読み合わせ再校 朝宣志津駅、ネット通信読み合わせ再校
ヒアリング 市⺠相談対応
朝宣ユーカリが丘駅、ヒアリング ユーカリが丘駅朝宣
質疑準備 HPVワクチンリーフレット問題学習会 HPVワクチンリーフレット問題学習会 HPVワクチンリーフレット問題学習会

福島原発震災情報連絡センター総会 原発事故10年を振り返るネット学習会 原発事故10年を振り返るネット学習会

気候危機オンライン連続セミナー 飯⽥哲也学習会
ネット通信読み合わせ３校 ネット通信読み合わせ３校 ネット通信読み合わせ３校 ネット通信読み合わせ３校

オンライン「カーボンニュートラル社会とは」
議会運営委員会、臨時県議会 臨時県議会傍聴、請願について市⺠相談 臨時県議会傍聴 臨時県議会傍聴

図書館建設反対京成佐倉駅宣伝 打ち合わせ、図書館建設反対京成佐倉駅宣伝 気候危機問題
朝宣JR佐倉駅、幹事会 朝宣JR佐倉駅、教育委員会定例会議傍聴 宮川さん質問傍聴

教育委員会定例会議傍聴、速報チラシ、三井さ
ん選対会議

教育委員会定例会議傍聴

ネット通信読み合わせ4校 ネット通信読み合わせ4校 ネット通信読み合わせ4校 ネット通信読み合わせ4校
選挙プロジェクト 選挙プロジェクト 選挙プロジェクト 選挙プロジェクト
政策調査室 PTA総会
⼋ッ場通信読み合わせ、弁護⼠⾯談 ⼋ッ場通信読み合わせ ⼋ッ場通信読み合わせ ⼋ッ場通信読み合わせ

ZOOM「⼦どもの声を尊重する社会に！」
さくらネット議会報告会 さくらネット議会報告会 さくらネット議会報告会 さくらネット議会報告会
宮川伸衆議院議員国政報告会 図書館萌の広場街宣 図書館萌の広場街宣 図書館萌の広場街宣
印鑰智哉「改定種苗法下での⾃治体の役割」 印鑰智哉「改定種苗法下での⾃治体の役割」 印鑰智哉「改定種苗法下での⾃治体の役割」 学習会：地域からつくる⾷と農

議会運営委員会傍聴、HPVワクチンリーフ聞き
取り

議会運営委員会、ヒアリング 議会運営委員会傍聴

県ネット写真の撮り⽅研修会 建築審査会傍聴、都市計画審議会傍聴 建築審査会傍聴、都市計画審議会傍聴 都市計画審議会傍聴
県ネット運営委員会、県情報紙企画会議 廃棄物減量等推進委員会傍聴 廃棄物減量等推進委員会傍聴 廃棄物減量等推進委員会傍聴

HPVワクチン問題学習会 市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会
市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会、HPVワ
クチン問題学習会、原発事故１０年を振り返る
ネット学習会

市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会

さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会
⽯⽊ダム総会 コロナワクチン集団接種訓練視察 コロナワクチン集団接種訓練視察、打ち合わせ コロナワクチン集団接種訓練視察
反貧困ささえあい千葉相談会

かにた婦⼈の村と花の⾕クリニック視察 かにた婦⼈の村と花の⾕クリニック視察 かにた婦⼈の村と花の⾕クリニック視察 かにた婦⼈の村と花の⾕クリニック視察
HPVワクチン⽀援 HPVワクチン例会

3 土

4月

1 木

2 金
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8 木
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12 月
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15 木

16 金
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19 月

20 火

21 水
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23 金
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25 日

26 月

27 火

28 水
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  市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問

打ち合わせ
議会運営委員会 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問
閉会⽇ 打ち合わせ等、気候変動と⽔害連続セミナー

市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問
会派議案打ち合わせ 会派議案打ち合わせ 会派議案打ち合わせ

知事選告⽰ 市議会⼀般質問、熊⾕さん出陣式WEB視聴
市議会⼀般質問,熊⾕さん出陣式WEB視聴、広報
公聴委員会傍聴

市議会⼀般質問

広報公聴委員会、会派議案打ち合わせ 広報公聴委員会傍聴 会派議案打ち合わせ 会派議案打ち合わせ

政策調査室
会派会議、コロナワクチン接種デモンストレー
ション視察

会派会議 会派会議

⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料のあり⽅に関する懇
話会傍聴

コロナワクチン接種デモンストレーション視
察、⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料のあり⽅に関す
る懇話会傍聴

コロナワクチン接種デモンストレーション視
察、⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料のあり⽅に関す
る懇話会傍聴

総務常任委員会質問作成
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会
市⺠相談 市⺠相談 市⺠相談 市⺠相談

市議会総務常任委員会 市議会総務常任委員会傍聴 市議会総務常任委員会傍聴

千葉市議補選⼭⽥事務所選挙応援
総務常任委員会傍聴、議案打ち合わせ、ジェン
ダー平等の実現を⽬指して

会派会議

市議会⽂教・福祉委員会傍聴 市議会⽂教・福祉委員会傍聴 市議会⽂教・福祉常任委員会
議案打ち合わせ 会派会議

市議会経済・環境委員会傍聴 市議会経済・環境委員会傍聴、超党派打ち合わせ市議会経済・環境常任委員会傍聴
市⽴美術館観覧、議案打ち合わせ、市内視察 会派会議

タネまきトーク 市議会建設常任委員会傍聴 市議会建設常任委員会他 市議会建設常任委員会傍聴
オンライン「原発ゼロ⾃然エネルギー100世界会
議」

県知事熊⾕候補酒々井駅宣 議案打ち合わせ 市議会予算委員会打ち合わせ 会派会議

政策調査室 市議会予算委員会質問作成
予算委員会打ち合わせ、オンライン「過剰診断
論が⼈々を不安にさせる」

市議会予算委員会質問作成
オンライン「原発事故対応、隠されたもの、⾒
せられたもの」他

千葉市議補選⼭⽥事務所選挙応援 市議会予算委員会質問作成 オンライン「⼦どもたちは守られてきたのか」
オンライン「放射能からコロナへ」他

千葉市議補選⼭⽥事務所選挙応援 市議会予算審査特別委員会 市議会予算審査特別委員会傍聴 市議会予算審査特別委員会傍聴
質問打ち合わせ

市議会予算審査特別委員会 市議会予算審査特別委員会傍聴 市議会予算審査特別委員会傍聴
図書館期⽇、zoom散歩道PJイベント 予算審査特別委員会傍聴、質問打ち合わせ
県有施設化学物質使⽤状況調査ヒアリング 市議会予算審査特別委員会 市議会予算審査特別委員会傍聴 市議会予算審査特別委員会傍聴
市⺠相談 教育委員会定例会議傍聴、打ち合わせ
千葉市議補選⼭⽥事務所選挙応援 会派打合せ 決算委員会討論打ち合わせ 市議会予算審査特別委員会傍聴

市議会予算審査特別委員会
市議会予算審査特別委員会傍聴、討論他打ち合
わせ

会派会議

幹事会、政策調査室 ⼦育て推進委員会傍聴
⼦育て推進委員会傍聴、市⻑と⾯会、市⽴美術
館視察

⼦育て推進委員会傍聴

千葉市議補選⼭⽥事務所選挙応援 より良い佐倉図書館が欲しい会世話⼈会 熊⾕さん知事選街頭演説

県知事候補熊⾕さんラスト応援演説
オンライン学習会 辺野古埋⽴、甲状腺がんの
現状、官製ワーキングプアの⼥性たち

官製ワーキングプアの⼥性たち

熊⾕さん当選祝い

会派代表者会議傍聴・議会運営委員会傍聴
会派代表者会議傍聴、討論等打ち合わせ、議会
運営委員会

会派代表者会議、議会運営委員会傍聴

市議会閉会 市議会閉会、打ち合わせ 市議会閉会

県運営委員会
⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料のあり⽅に関する懇
話会傍聴

⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料のあり⽅に関する懇
話会傍聴

貧困問題オンラインセミナー

図書館駅宣ユーカリが丘 新佐倉図書館街宣ユーカリが丘駅
新佐倉図書館街宣ユーカリが丘駅、嘉⽥さんオ
ンラインセミナー

⽔道料⾦及び下⽔道使⽤料のあり⽅に関する懇
話会傍聴

選挙PJ
「障害のある⼦供も、佐倉に住み、学び、⽣活
できる街に」中⼩企業家同友会

宮川さん委員会質問 選挙プロジェクト

厚⽣労働委員会、中⼩企業家同友会、GIGAス
クール構想の実現に向けて

企業・保護者・学校による三者懇談会

市⺠申請同⾏、市⺠相談 ⾼齢者福祉・介護計画推進懇話会 ⾼齢者福祉・介護計画推進懇話会傍聴
三井さん選対会議 市⺠相談、三井さん選対会議 市⺠相談
⽔問題と⼋ッ場ダムを考える会幹事会 ⽔問題と⼋ッ場ダムを考える会幹事会 ⽔問題と⼋ッ場ダムを考える会幹事会

市内電磁波測定会、HPVワクチン原告⽀援定例
会

市内電磁波測定会 市内電磁波測定会、オンライン 市内電磁波測定会

学習会「デジタル6法関連法案問題点」 学習会「デジタル6法関連法案問題点」 学習会「デジタル6法関連法案問題点」 学習会「デジタル6法関連法案問題点」
オンライン２件

ささえあい千葉相談会

さくらネット運営委員会、 さくらネット運営委員会、通信企画会議 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会、通信企画会議

通信企画会議、佐倉を変える会定例会 佐倉を変える会定例会・結通信会議
通信企画会議、議会速報読み合わせ、佐倉を変
える会定例会

議会速報読み合わせ、佐倉を変える会定例会

政策調査室 新佐倉図書館近隣住⺠アンケートまわり 市⺠のつどい エコトピア評議会
新佐倉図書館資料調査   〃
市議会広報・公聴委員会 市議会広報・公聴委員会傍聴 市議会広報・公聴委員会傍聴
会派打ち合わせ 会派打ち合わせ 会派打ち合わせ
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22 月

23 火
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さくらネット通信４校
新町に５G学習会チラシ配布 さくらネット通信
４校

さくらネット通信４校 さくらネット通信４校

ヒアリング 5G学習会チラシ印刷・配布 

zoom県ネット読み合わせ
教育委員会ヒヤリング 地⽅×国政策研究会
ZOOM研修会

教育委員会ヒアリング 指導課ヒアリング

⽣活困窮者⽀援の事例共有研修・オンライン意
⾒交換会

地⽅×国政策研究会
葬祭組合議会、ZOOM学習会「⽣活保護事例検
討」

印旛広域ヒアリング 学務課ヒヤリング 学務課ヒヤリング 学務課ヒアリング
さくらネット通信5校 さくらネット通信５校、５G学習会チラシ配布 さくらネット通信5校 さくらネット通信5校
議会運営委員会、県議会質問 5G学習会チラシ印刷・配布 
議案説明、新井総合ヒアリング、熊⾕候補との
政策合意署名

代表者会議傍聴、「これからの教育と学校」
ZOOM

代表者会議傍聴、５Gチラシまき 代表者会議

議会運営委員会、県議会質問 登校選択制についてオンライン意⾒交換会 登校選択制についてオンライン意⾒交換会 市⺠懇談
霞ケ浦導⽔事業ヒアリング 都市マスタープラン策定懇話会傍聴 都市マスタープラン策定懇話会傍聴 マスタープラン懇話会傍聴

zoomシングルマザーズフォーラム学習会 zoomシングルマザーズフォーラム学習会

「５G基地局がやってくる！ 」加藤やす⼦さんZOOM学習会
「５G基地局がやってくる！ 」加藤やす⼦さん
ZOOM学習会

「５G基地局がやってくる！ 」加藤やす⼦さん
ZOOM学習会

「５G基地局がやってくる！ 」加藤やす⼦さん
ZOOM学習会

県議会質問 令和３年度当初予算説明会 令和3年度当初予算説明会、市⺠との⾯談 令和３年度当初予算説明会
議会運営委員会傍聴、市⺠⾯談請願について 議会運営委員会、ヒアリング 議会運営委員会傍聴

県議会質問
zoom幹事会 ⽔道料⾦のあり⽅懇話会傍聴 ⽔道料⾦あり⽅懇話会傍聴、ヒアリング ⽔道料⾦のあり⽅懇話会傍聴
県議会質問 議案説明 議案説明、補正予算説明 議案説明
議案説明 通告 通告 通告締め切り
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

三井さん選対会議 三井さん選対会議 質問打ちあわせ
議会運営委員会、県議会質問 図書館・５Gヒヤリング
発議案質疑、県知事選オンライン公開討論会 県知事選オンライン公開討論会 県議会傍聴、県知事選オンライン公開討論会

より良い佐倉図書館が欲しい会世話⼈会
Zoom学習会「ここが違う！NZと⽇本のコロナ
対策」、県ネット情報紙編集会議

「ここが違う！ニュージーランドと⽇本のコロ
ナ対策」Zoom学習会

「ここが違う！ニュージーランドと⽇本のコロ
ナ対策」Zoom学習会

⼦どもの貧困対策情報交換会
通信仕分け・配布 通信仕分け

新井総合ヒアリング 資産管理経営室ヒヤリング
議会準備等、配布者回り、HPVワクチン、気候
変動と⽔害オンラインセミナー

資産管理経営室ヒアリング

予算委員会 議会運営委員会傍聴

佐倉図書館⼯事現場視察、配布者回り
議会運営員会、図書館視察、ヒアリング等、配
布者回り、オンラインセミナー

議会運営委員会傍聴、新佐倉図書館視察

予算委員会 県議会予算委員会オンライン傍聴 県予算委員会傍聴

伊藤質問 教育委員会会議傍聴
県議会傍聴、気候変動学習会、教育委員会定例
会議傍聴、配布者回り

県予算委員会傍聴

予算委員会 議会質問ヒヤリング 議会質問ヒヤリング 議会質問ヒヤリング
ヒアリング

常任委員会傍聴 市⺠相談・現地視察 配布者回り
新井総合ヒアリング 5G電話聞き取り楽天モバイル   〃

先議決分調査・質問作成 配布者、通信配布

反貧困ささえあい千葉相談会 先議決分調査・質問作成

環境⽣活警察常任委員会 議会運営委員会傍聴、会派打ち合わせ  議会運営委員会、議案打ち合わせ 議会運営委員会傍聴
市議会開会、総務常任委員会 市議会開会、打ち合わせ、ヒアリング等 市議会開会
通信配布

常任委員会傍聴 市⺠相談
熊⾕政策カー勝⽥台駅宣 市⺠相談
常任委員会傍聴

住⺠訴訟原告団会議、図書館街宣⾅井駅南⼝
図書館原告団会議、⾅井駅宣、気候危機と⽔害
オンラインセミナー
宮川さん傍聴
三井さん選対会議、⾃治体議員情報交換会

梨の⽊ピースアカデミー中野晃⼀⽒ZOOM
9区市⺠連合佐倉ブロック街宣 佐倉を変える会運営委員会 佐倉を変える会運営委員会 佐倉を変える会運営委員会
熊⾕政策カー佐倉
9区市⺠連合ユーカリが丘街宣 ９区市⺠連合ユーカリが丘街宣28 日
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オンライン県ネット幹事会

NHK取材「コロナ問題」

成⼈式（オンライン）
オンライン学習会「韓国のホームレスをめぐる
状況」

「5Gの光と影-新たな電磁波の健康影響について
-」ZOOM学習会

Zoom代理⼈会議 Zoom代理⼈会議 Zoom代理⼈会議

政策調査室、県へ要望書提出
幹事会、熊⾕知事候補との政策協議 佐倉図書館住⺠訴訟第⼆回公判傍聴

Zoom学習会「５Gのリスクと対策」 Zoom学習会「５Gのリスクと対策」

さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 さくらネット通信初校
佐倉市都市計画審議会傍聴 佐倉市都市計画審議会傍聴、打ち合わせ 佐倉市都市計画審議会傍聴
会派打ち合わせ 三井さん選対会議

こどもサポートネットヒヤリング
県議会議案説明、政策調査室 ⽩銀５G基地局視察、教育委員会定例会議傍聴 ⽩銀5G基地局視察、教育委員会定例会議傍聴 教育委員会定例会議傍聴
知事選・県ネット総会話し合いさくらネット通
信再校

知事選・県ネット総会話し合い、さくらネット
通信再校

知事選・県ネット総会話し合い
知事選について話し合い、さくらネット通信再
校

さくらネット通信再校
議会運営委員会
予算委員会質問ヒヤリング、Zoom9区市⺠連合
会議
市⺠相談「保育園通園路問題」 市⺠相談「保育園通園路問題」 市⺠相談「保育園通園路問題」 市⺠相談「保育園通園路問題」
Zoom学習会「シングルマザーズフォーラム」 Zoom学習会「シングルマザーズフォーラム」 Zoom学習会「シングルマザーズフォーラム」 Zoom学習会「シングルマザーズフォーラム」

反貧困ささえあい千葉相談会
さくらネット通信３校 さくらネット通信３校 さくらネット通信３校 さくらネット通信３校

県ネット運営委員会 市⺠申請同⾏
県情報紙企画会議、佐倉を変える会運営委員会 佐倉を変える会運営委員会 佐倉を変える会運営委員会

葬祭組合議会議案説明
Zoom代理⼈会議 Zoom代理⼈会議 Zoom学習会「⼦どもの貧困調査の研究」

ちばレボの熊⾕さんとのZoom意⾒交換会
ちばレボの熊⾕さんとのZoom意⾒交換会録画視
聴

ちばレボの熊⾕さんとのZoom意⾒交換会、刑法
改正検討会

県議会開会、熊⾕知事候補と政策提案合意署名 市⺠電話相談
予算委員会質問ヒヤリング、政策調査室 佐倉市景観審議会傍聴 佐倉市景観審議会傍聴

新町⽤５G学習会チラシ作成・印刷
⼭⽥正彦さんオンライン学習会「種苗法の何が
問題？」

新町に５G学習会チラシ配布、⼭⽥正彦さんオン
ライン学習会「種苗法の何が問題？」

⼭⽥正彦さんオンライン学習会「種苗法の何が
問題？」

⼭⽥正彦さんオンライン学習会「種苗法の何が
問題？」

31 日

28 木

29 金

30 土

25 月

26 火

27 水

22 金

23 土

24 日

19 火

20 水

21 木

16 土

17 日

18 月

13 水

14 木

15 金

10 日

11 月

12 火

7 木

8 金

9 土

4 月

5 火

6 水

3 日

1月

1 金

2 土




