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県議会運営委員会、⼀般質問

決算委員会

⼀般質問
オンライン⾼校⽣アルバイト就労の実態

解明と⽀援策の検討

オンライン⾼校⽣アルバイト就労の実態

解明と⽀援策の検討

県情報紙初稿検討会議

平和を未来につなぐ会イオンタウン街宣

⽣活指導分科会 「学校と⼈権〜学校に、
⽣徒を権利の主体とする視点を〜」

県議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問

県議会⼀般質問、議案説明 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問（五⼗嵐質問）

県議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問 市議会⼀般質問

ヒアリング 広報・公聴委員会傍聴 広報・広聴委員会

県議会⼀般質問 市議会⼀般質問（川⼝質問） 市議会⼀般質問（松島質問） 市議会⼀般質問

補正予算議案説明 議案打ち合わせ

寺崎学童保育所視察 寺崎学童保育所視察 寺崎学童保育所視察

議案打ち合わせ 会派会議

第3回印旛沼環境会議学習会 清⽥のり⼦の終活セミナー 清⽥のり⼦の終活セミナー 清⽥のり⼦の終活セミナー

環境⽣活常任委員会 総務常任委員会傍聴 総務常任委員会傍聴 総務常任委員会傍聴

視察 会派会議

常任委員会 ⽂教・福祉常任委員会 ⽂教・福祉常任委員会傍聴 ⽂教・福祉常任委員会傍聴

オンライン県議選対会儀 酒々井打合せ、動画作成打合せ

常任委員会 経済・環境常任委員会傍聴 経済・環境常任委員会 経済・環境常任委員会傍聴

議会改⾰推進委員会、議案打ち合わせ 議会改⾰推進委員会傍聴 議会改⾰推進委員会傍聴

常任委員会 建設常任委員会傍聴 建設常任委員会傍聴 建設常任委員会

ヒアリング 議案打ち合わせ 会派会議

県議選あいさつ回り 寺崎学童保育所視察 

ユーカリガ丘へあいさつ回り ⼦育て⽀援推進委員会傍聴 寺崎学童保育所視察 

「希望の給⾷」上映会 「希望の給⾷」上映会

しごと探ししごとづくり相談会 新社会党稲⽥後援会BBQ

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

会派代表者会議、議会運営委員会傍聴、

⽂教・福祉常任委員会
会派代表者会議傍聴、議会運営委員会

⽣活クラブとの2者懇談、オンライン「共
同親権制度を知る勉強会」

市議会閉会、⼣宣京成佐倉 市議会閉会 市議会閉会

閉会、ヒアリング、予算委員会 清⽥⽒朝宣京成佐倉 有機農業セミナー

⼣宣⾅井駅 ⾼齢者福祉・介護計画推進懇話会傍聴

県ネット幹事会 

⼣宣JR佐倉 教育委員会定例会議傍聴 介護のおしゃべりカフェ

さくら通信企画会議
通信企画会議、総合選対会議、ポスター

貼り
通信企画会議、総合選対会議 通信企画会議、総合選対会議

⼣宣ユーカリが丘駅 ⼣宣ユーカリが丘 ⼣宣ユーカリが丘駅 エコトピア評議会

エネルギー議連視察 市⺠懇談 環境審議会傍聴

⼣宣志津

清⽥のり⼦応援団会議 清⽥のり⼦応援団会議 清⽥のり⼦応援団会議

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

政策調査室会議 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

県運営委員会 清⽥⽒朝宣JR佐倉

社会教育課ヒアリング
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「希望の給⾷」上映会



11月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島こずえ 五十嵐　ともみ

1 火
市議会報告配布

酒々井町挨拶まわり 都市計画審議会

2 水
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

さくらネット通信3校、印旛健康福祉センター運
営協議会

さくらネット通信3校 さくらネット通信３校、市民の力で佐倉を変える
会運営委員会

さくらネット通信3校、市民の力で佐倉を変える
会運営委員会

3 木
佐倉西部自然公園現地視察 市議会報告配布 人権シンポin神奈川

（仮）佐倉西部自然公園ワークショップ、県議選
対会議 県議選対会議 県議選対会議 県議選対会議、選考委員会

4 金
決算委員会傍聴 市議会報告配布 子育て支援推進委員会傍聴、市民相談、子ど

もコロナプラットフォーム

市民相談 市民相談 子育て支援推進委員会、市民相談

5 土 DVD鑑賞会「ケアニン」 DVD鑑賞会「ケアニン」 DVD鑑賞会「ケアニン」 DVD鑑賞会「ケアニン」

6 日
千葉土建結成50周年式典 ちばこどもおうえん広場2022 ちばこどもおうえん広場2022 ちばこどもおうえん広場2022

7 月
決算委員会傍聴 会派代表者会議、議会改革推進委員会 会派代表者会議傍聴、議会改革推進委員会傍

聴 会派代表者会議、議会改革推進委員会傍聴

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

8 火
あいさつ回り、ヒアリング 佐倉市子ども議会傍聴、清田氏朝宣京成佐倉

生活クラブ生協県要望書提出 ゲノム編集食品についての要望書提出同席 佐倉市子ども議会傍聴 佐倉市子ども議会傍聴

9 水
さくらネット通信最終校 さくらネット通信最終校 さくらネット通信最終校

清田氏夕宣臼井駅 清田氏夕宣臼井駅 清田氏夕宣臼井駅

10 木
あいさつ回り(宮ノ台） あいさつ回り(宮ノ台）

政策検討会議 政策検討会議 政策検討会議 zoom介護保険改悪を許さない集会

11 金
県の政党あいさつ回り 県の政党あいさつ回り

田んぼダムヒアリング、県ネット情報紙読み合
わせ 田んぼダムヒアリング 田んぼダムヒアリング 八ッ場ダムの会・田んぼダムヒアリング

12 土
佐倉市産業大博覧会 戦没者追悼式 戦没者追悼式

「印旛沼の水利用と水管理」 佐倉市産業大博覧会 産業大博覧会

13 日
選対会議 選対会議

14 月
決算委員会傍聴 第二回環境審議会傍聴 zoom学習会地方×国政策研究会 zoom学習会地方×国政策研究会

環境審議会事前説明、政策検討会議 政策検討会議 第二回環境審議会傍聴、政策検討会議

15 火
写真撮影 写真撮影

オンライン被ばく学習会

16 水
議案説明 教育委員会会議傍聴

環境審議会、県ネット幹事会 会派打合せ、市民相談 教育委員会定例会議傍聴 教育委員会会議傍聴

17 木

酒々井町あいさつ回り、 市民相談（酒々井町）、会員まわり 交通安全対策協議会傍聴、ヒアリング

マイナンバーいらないネット学習会「保険証廃
止反対！オンライン資格確認マイナンバーカー
ド強制反対」

マイナンバーいらないネット学習会「保険証廃
止反対！オンライン資格確認マイナンバーカー
ド強制反対」、市民の力で佐倉を変える会チラ
シ編集会議

カーボンニュートラル学習会、市民の力で佐倉
を変える会チラシ編集会議

市民の力で佐倉を変える会実現する会チラシ
編集会議

18 金
ヒアリング、議会運営委員会 「経済安全保障推進法って何？」Zoom学習会 議案説明 議案説明

議案説明、通信配布者まわり（ユーカリ・王子
台） ヒアリング、配布者回り

19 土
西志津防災訓練

議会報告会 議会報告会 議会報告会 議会報告会

20 日
県情報紙編集会議 白石孝さん学習会「マイナンバーと保険証」、通

信配布者まわり・配布 青少年相談員イベント

白石孝さん学習会「マイナンバーと保険証」 県議選対会議 白石孝さん学習会「マイナンバーと保険証」 白石孝さん学習会「マイナンバーと保険証」

21 月
市議会通告 市議会通告 市議会通告

元気ファンド公開審査 元気ファンド公開審査

22 火
県ネット運営委員会 清田氏朝宣JR佐倉、議会運営委員会傍聴 議会運営委員会 議会運営委員会傍聴

県ネットエネルギーPJ会議 配布者・会員まわり、県ネットエネルギー会議

23 水
新社会党、通信配布者まわり 介護カフェ

白石孝さん学習会「個人情報保護条例の問題
点」Zoom

白石孝さん学習会「個人情報保護条例の問題
点」Zoom

白石孝さん学習会「個人情報保護条例の問題
点」Zoom

白石孝さん学習会「個人情報保護条例の問題
点」Zoom

24 木
議会質問作成

学習会「ＣＯＰ２７報告」 ユーカリが丘あいさつ回り（大野さん） 配布者回り、オンライン貧困セミナー

25 金
議会運営委員会、開会 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

議会質問ヒアリング

26 土
「工業用水の利用、印旛沼と製鉄所の関わり」
「上水道から見た印旛沼の水質と浄水処理」

第2回印旛沼環境基金学習会

27 日
「どうなる酒々井町？どうなる日本？」(伸さんク
ラブ国政報告会）

「どうなる酒々井町？どうなる日本？」(伸さんク
ラブ国政報告会）

28 月
市議会開会 配布者回り、議会質問ヒアリング 議会質問ヒアリング

議会質問ヒヤリング 市議会開会 市議会開会

29 火
個人情報保護条例改正についてヒヤリング 個人情報保護条例改正についてヒヤリング 個人情報保護条例改正についてヒヤリング

30 水
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

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 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
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1 土

8 土

15 土

22 土

29 土

オーガニック給⾷「希望の給⾷」上映会チ
ラシ配布
県予算要望最終検討会議 県予算要望最終検討会議

「給⾷が未来をひらく」DVD上映会 「給⾷が未来をひらく」DVD上映会 「給⾷が未来をひらく」DVD上映会 ⻄志津ふれあい祭り
「給⾷が未来をひらく」DVD上映会

県議会⼀般質問 市⺠の⼒で佐倉を変える会運営委員会 県議会⼀般質問傍聴
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
議会運営委員会、県議会⼀般質問 市議会報告読み合わせ、夢咲くら館内覧 市議会報告読み合わせ 市議会報告読み合わせ
議案説明 ⽂教福祉常任委員会オンライン視察 新佐倉図書館内覧会 新佐倉図書館内覧会
県・常任委員会傍聴 広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会

介護保険改悪を許さない集会
環境⽣活警察常任委員会 県健康福祉常任委員会傍聴 経済環境常任委員会⾏政視察（⻑崎）

県・常任委員会傍聴 ⼦育て推進委員会傍聴、⼦ども家庭課聞き
取り 経済環境常任委員会⾏政視察（⻑崎）

県商⼯労働常任委員会傍聴 ⼦育て⽀援推進委員会傍聴
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

印旛沼シンポジウム
幼・⼩・中図画書写作品展

県・常任委員会傍聴 県・⽂教常任委員会傍聴
⾼等学校チャレンジ基⾦聞きとり 空家等対策協議会傍聴 空き家対策協議会傍聴

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

より良い佐倉図書館が欲しい会世話⼈会

議会運営委員会 市議会報告確認
県議会閉会、共産党新事務所完成式 札幌市教育委員会学校システム環境問合せ

⾰新懇学習会 市⺠相談
⾰新懇学習会、政策調査室
佐倉市防災訓練（⼩⽵⼩） 佐倉市防災訓練 佐倉市防災訓練（⼩⽵⼩） 佐倉市防災訓練
しゃべり場inスペース結 しゃべり場inスペース結 しゃべり場inスペース結 しゃべり場inスペース結
幹事会 朝宣京成佐倉、通信企画会議 通信企画会議 通信企画会議
県・決算委員会傍聴 「静かな汚染、ネオニコチノイド」上映会
県・決算委員会傍聴 広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会

図書館問題打ち合わせ 都市計画審議会議案説明
県・常任委員会視察＠北海道 教育委員会定例会議傍聴 朝宣志津、葬祭組合説明

教育委員会定例会議傍聴
県・常任委員会視察＠北海道 ユーカリが丘駅朝宣 建設常任委員会視察

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
県・常任委員会視察＠北海道 朝宣⾅井 朝宣⾅井 建設常任委員会視察

オーガニック給⾷署名活動（七井⼾公園） 「地⽅から憲法と暮らしを守るには」中野
晃⼀⽒ オーガニック給⾷署名活動（七井⼾公園） オーガニック給⾷署名活動（七井⼾公園）

オンライン学習会「中野晃⼀さん」 いんば沼クリーンウォーク、オーガニック
給⾷署名活動（七井⼾公園） 中野さん学習会 学習会︓中野晃⼀さん

市⺠相談 市⺠の⼒で佐倉を変える会総会・清⽥のり
⼦さん記者会⾒ ⻘少年相談員研修会

市⺠の⼒で佐倉を変える会総会・清⽥のり
⼦さん記者会⾒

市⺠の⼒で佐倉を変える会総会・清⽥のり
⼦さん記者会⾒

市⺠の⼒で佐倉を変える会総会・清⽥のり
⼦さん記者会⾒

県ネット予算要望提出 朝宣JR佐倉、県ネット予算要望提出 県ネット予算要望提出

出前⽴憲⺠主党酒々井町⻑懇談
第27回 貧困問題オンラインセミナー「⽣
活困窮、単⾝⼥性、住まいがない⼈、取材
の現場から」

県ネット運営委員会
平和⽴憲会議「緊急討論集会〜有⽥芳⽣⽒
など」オンライン学習会

平和⽴憲会議「緊急討論集会〜有⽥芳⽣⽒
など」オンライン学習会

平和⽴憲会議「緊急討論集会〜有⽥芳⽣⽒
など」オンライン学習会 葬祭組合議会

⼦どもサポートネット裁判傍聴 全国オーガニック給⾷フォーラム
市⺠相談 全国オーガニック給⾷フォーラム
さくらネット通信初校 さくらネット通信初校 議会運営委員会⾏政視察（⾹川） さくらネット通信初校

熊⾕知事との懇談会 熊⾕知事との懇談会 議会運営委員会⾏政視察（⾹川）
県情報紙企画会議 ケアニン上映会打ち合わせ ケアニン上映会打ち合わせ
宮ノ台防災訓練
千葉県がん診療連携協議会⼩児がん専⾨部
会講演会 花⽕⼤会

HPV訴訟⽀援ネットワーク総会、⽬⿊駅
前情宣 すくすく祭り（根郷公⺠館）

HPV訴訟⽀援ネットワーク学習会
決算委員会傍聴、代理⼈契約 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 上映会試写

2 日

9 日

10 月

16 日

23 日

30 日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

11 火

12 水

13 木

14 金

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

31 月



9月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 木
県予算要望会議（福祉、こども） 県予算要望会議（福祉、こども） 県予算要望会議（福祉、こども）

「教育施策に浸食する財界」

2 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

県予算要望会議（こども） 県予算要望会議（こども） 県予算要望会議（こども）

3 土
選考委員会 道の駅川場田園プラザ来訪

4 日
国葬反対署名活動＠ユーカリが丘駅前 国葬反対署名活動＠ユーカリが丘駅前 国葬反対署名活動＠ユーカリが丘駅前

5 月
県予算要望会議（食と農、自治、防災等） 市議会　一般質問 市議会　一般質問 市議会　一般質問

県ネット情報紙初稿検討会議 県予算要望会議（食と農、自治、防災等）

6 火
県議会議案説明 市議会　一般質問 市議会　一般質問 市議会　一般質問

国保運営協議会傍聴

7 水
市議会　一般質問 市議会　一般質問 市議会　一般質問

予算要望会議ジェンダーPJ 広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会傍聴 広報公聴委員会

8 木
議会運営委員会 市議会　一般質問、議案打合せ 市議会　一般質問 市議会　一般質問

市予算要望会議オンライン 市予算要望会議オンライン 市予算要望会議オンライン 統一教会要望書会派協議、市予算要望会議オ
ンライン

9 金
政策調査室会議 情報公開・個人情報保護審議会傍聴 情報公開・個人情報保護審議会傍聴 情報公開・個人情報保護審議会傍聴

「個人情報保護条例改正への具体的取組事項
を学ぶ」Zoom

「個人情報保護条例改正への具体的取組事項
を学ぶ」Zoom

「個人情報保護条例改正への具体的取組事項
を学ぶ」Zoom

10 土
佐倉市ふるさと広場都市計画公聴会傍聴 佐倉市ふるさと広場都市計画公聴会傍聴 佐倉市ふるさと広場都市計画公聴会傍聴 佐倉市ふるさと広場都市計画公聴会傍聴

「ゲノムトマトの苗が小学校に」Zoom学習会 「ゲノムトマトの苗が小学校に」Zoom学習会

11 日

12 月
総務常任委員会傍聴 総務常任委員会傍聴 総務常任委員会傍聴

会派打ち合わせ 委員会質問打ち合わせ

13 火
文教福祉常任委員会 文教福祉常任委員会傍聴 文教・福祉常任委員会傍聴

明神橋会派現地視察、会派打ち合わせ 明神橋会派現地視察 明神橋会派現地視察

14 水
経済・環境常任委員会、会派打ち合わせ 経済・環境常任委員会 経済・環境常任委員会傍聴

「ワーコレエリア会議環境学習会」キエーロにつ
いて講師担当

教育委員会会議傍聴、ワーコレエリア会議環境
学習会

教育委員会会議傍聴、ワーコレエリア会議環境
学習会

15 木
県議会開会、ヒアリング 建設常任委員会 建設常任委員会 建設常任委員会

「先生が先生であるために」Zoom

16 金
議案ヒアリング

オンライン幹事会 海外のゲノム編集学習会Zoom

17 土
「共同テーブルシンポジウム」パネラー参加

18 日
決算質疑打ち合わせ 決算質疑打ち合わせ 会派会議

オンライン選考委員会 オーガニック給食チラシ配布

19 月
指定管理者審査委員会傍聴

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

明神橋決算委員会現地視察

21 水
オンライン選考委員会 決算審査特別委員会 決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴

22 木
県議会　一般質問 決算審査特別委員会 決算審査特別委員会傍聴 決算審査特別委員会傍聴

「OKシード学習会」Zoom

23 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

24 土

25 日
ささえあい千葉相談会

26 月
県議会　一般質問 決算審査特別委員会、市予算要望提出 市予算要望提出 市予算要望書提出、ZOOM学習：貧困問題女

性だけの支援
指定管理者審査委員会(スマートオフィスプレイ
ス）傍聴

決算審査特別委員会傍聴 決算特別委員会傍聴、指定管理者審議会傍聴

27 火
県ネット運営委員会 新佐倉図書館住民訴訟傍聴 新佐倉図書館住民訴訟傍聴 新佐倉図書館住民訴訟傍聴

28 水
県議会　一般質問 会派代表者会議、議会運営委員会傍聴 会派代表者会議傍聴、議会運営委員会 会派代表者会議・議会運営委員会傍聴

議会資料ペーパーレスシステム研修 市議会閉会 市議会閉会 市議会閉会

29 木
県議会　一般質問 オーガニック給食「希望の給食」上映会チラシ

配布

30 金
県議会　一般質問 議会改革推進委員会 議会改革推進委員会傍聴 議会改革推進委員会傍聴

オーガニック給食「希望の給食」上映会チラシ
配布



8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

県情報紙企画会議

2 火
酒々井町政治懇談会 酒々井政策懇談会 都市計画審議会 都市計画審議会傍聴

3 水
ペットボトルリサイクル工場(株)佐久間、視察 ペットボトルリサイクル工場(株)佐久間、視察 ペットボトルリサイクル工場(株)佐久間、視察 ペットボトルリサイクル工場(株)佐久間、視察

オンライン学習会「個人情報保護条例改正の問題」 オンライン学習会「個人情報保護条例改正の問題」

4 木
教育センター報告会 高齢者福祉・介護計画推進懇話会傍聴

「いま学校に必要なのは人と予算」オンライン

5 金
さくらネット運営委員会 会派代表者会議、さくらネット運営委員会 会派代表者会議傍聴、さくらネット運営委員会 会派代表者会議傍聴、さくらネット運営委員会

代理人会議オンライン 代理人会議オンライン 代理人会議オンライン

6 土
市民セクターフォーラム 「水道広域化と民営化」オンライン ＺＯＯＭ講座：自治体学校

7 日
嘉田さん講演会「ダムに頼らない治水とは」Zoom

嘉田さん講演会「ダムに頼らない治水とは」Zoom 「デジタル化と地方自治のゆくえ」自治体学校 嘉田さん講演会「ダムに頼らない治水とは」Zoom 嘉田さん講演会「ダムに頼らない治水とは」Zoom

8 月
エネルギー議連視察＠秋田 公園緑地課・廃棄物処理課ヒヤリング

会派打合せ 公園緑地課・廃棄物処理課ヒヤリング 公園緑地課ヒアリング

9 火
エネルギー議連視察＠秋田 「公民館を森にぬりかえちゃおう！」オンライン

10 水
エネルギー議連視察＠秋田

香害をなくす議員の会オンライン発起集会

11 木
『カタストロフィ』上映会

要望書打合せ 議会運営要望書協議

12 金
要望書のため調査

県議会報告会＠新社会党

13 土

14 日

15 月
オンライン幹事会 佐倉市平和式典

16 火
ヒアリング 8月議会の運営について要望書提出、打合せ 8月議会の運営について要望書提出、打合せ

国葬反対駅宣＠JR千葉駅

17 水
オンライン政策調査室会議 教育委員会会議傍聴

教育委員会会議傍聴 教育委員会会議傍聴

18 木
議会運営委員会 県予算要望ヒヤリング（福祉・保健・環境）

予算要望ヒアリング 「イチから考える部活動」、ピッコラーレ活動説明会 県予算要望会議

19 金
議案説明、農政課ヒヤリング 議案説明 議案説明

県情報紙読み合わせ会議

20 土
全国政策研究集会in静岡オンライン

生活保護問題議員研修会 HPVワクチン学習会

21 日
ささえあい千葉相談会 全国政策研究集会in静岡オンライン

フェアトレード・サロン

22 月
予算要望ヒアリング 決算説明会、通告 決算説明会、議会改革推進委員会傍聴 広報公聴委員会、決算説明会

議会改革推進委員会 通告 議会改革推進委員会傍聴、通告

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

市民相談

24 水
県予算要望ヒアリング 県予算要望ヒヤリング（子ども）

薬害被害学習会

25 木
県議会臨時議会 議会質問ヒヤリング 議会質問ヒヤリング

議会質問ヒアリング

26 金
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 議会質問ヒヤリング

27 土
子どもたちに平和な未来を 福島原発訴訟報告会

オンライン有機農業研究会 さくらあったか食堂あそびの広場

28 日
市民懇談、市民相談対応

選考委員会

29 月
予算要望ヒアリング 市議会開会 市議会開会 市議会開会

県情報紙読み合わせ会議 建設常任委員会傍聴 決算委員会傍聴 ZOOM学習：居住支援

30 火
子どもたちの森公園視察

市民相談対応

31 水
国葬反対県ネット街宣＠JR千葉駅 市民の力で佐倉を変える会運営委員会



7月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 金
オンライン政策調査室 議会改革推進委員会 議会改革推進委員会傍聴

県予算要望食と農、子どもPJ ゲノムトマト合同プロジェクト会議 県ネットプロジェクト会議

2 土
志津自然園プレーパーク視察 志津自然園プレーパーク視察 志津自然園プレーパーク視察

オンライン「しごとづくり、しごと探し」

3 日
参院選応援・長谷川ういこさん選挙カー船橋

ささえい千葉相談会

4 月
広報・公聴委員会傍聴

オンライン会議 広報・公聴委員会傍聴、ほたるの川のまもりびと
上映会＆トークショー 広報・公聴委員会

5 火
県ネット政策委員会（予算要望）ZOOM 県ネット政策委員会（予算要望）ZOOM 県ネット政策委員会（予算要望）ZOOM

zoom社会運動シンポジウム打合せ 議会速報読み合わせ 議会速報読み合わせ 議会速報読み合わせ

6 水
市予算要望問合せ

参院選応援・福島みずほさんJR津田沼

7 木
オンライン政策委員会 議会速報読み合わせ再校 議会速報読み合わせ再校 議会速報読み合わせ再校

オンライン社会運動シンポジウム打合せ 民主的職員室～教育の現場から

8 金
参院選応援長谷川ういこさんJR市川駅 子育て支援推進審議会傍聴 子育て支援推進委員会傍聴 子育て支援推進委員会傍聴

9 土

10 日

11 月
朝宣・京成佐倉 朝宣・京成佐倉

市民公益サポートセンター運営協議会傍聴 市民相談

12 火
朝宣・JR佐倉、県予算要望環境プロジェクト 朝宣・JR佐倉

県予算要望福祉プロジェクト 県予算要望打合せ（環境・福祉プロジェクト） 県予算要望福祉プロジェクト

13 水
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

OKシードプロジェクトサポーター交流会

14 木
朝宣・臼井、オンライン政策調査室 朝宣・臼井 朝宣・臼井、都市計画審議会議案説明

15 金
朝宣・志津、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 朝宣・志津、さくらネット通信初校

16 土
伸さんクラブ役員会 原水爆禁止国民平和大行進 原水爆禁止国民平和大行進

17 日
清田のり子第1回政策懇談会

オンライン学習会「京都府立医科大学付属病院に
おける小児の療養環境」 市民懇談会

18 月
「あそびのレンズ」上映会 「あそびのレンズ」上映会

いらないネット学習会「個人情報保護条例改正問
題点」

1dayプレーパーク＠ユーカリ南公園 海の日アクション

19 火
朝宣・ユーカリが丘、佐倉図書館住民訴訟第11回
公判傍聴

佐倉図書館住民訴訟第11回公判傍聴 朝宣・ユーカリが丘、佐倉図書館住民訴訟第11回
公判傍聴

朝宣・ユーカリが丘、佐倉図書館住民訴訟第11回
公判傍聴

県予算要望打合せ（食と農・子どもプロジェクト） 県予算要望打合せ（食と農・子どもプロジェクト） 県予算要望打合せ（食と農・子どもプロジェクト）

20 水
選挙打合せ 総合教育会議傍聴、教育委員会定例会議傍聴

オンライン幹事会 総合教育会議傍聴、教育委員会定例会議傍聴 総合教育会議・教育委員会定例会傍聴

21 木
さくらネット通信再校 何故こんなに忙しいのか 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

22 金
県予算要望打合せ（子どもプロジェクト） 県予算要望打合せ（子どもプロジェクト） 県予算要望打合せ（子どもプロジェクト）

商工会議所創立30周年記念式典挨拶 市予算要望打合せ 市予算要望打合せ 市予算要望打合せ

23 土
自治体学校＠松本 自治体学校＠松本 自治体学校＠松本 自治体学校＠松本

24 日
自治体学校＠松本 自治体学校＠松本 自治体学校＠松本 自治体学校＠松本

25 月
自治体学校＠松本 自治体学校＠松本 自治体学校＠松本 自治体学校＠松本

26 火
県ネット運営委員会 市予算要望打合せ 市予算要望打合せ 市予算要望打合せ

選挙打合せ、HPVワクチン東京訴訟定例会 市民の力で佐倉を変える会運営委員会、ゲノム編
集食品学習会 市民の力で佐倉を変える会運営委員会

27 水
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

県ネット動画作成講座 県ネット動画作成講座 県ネット動画作成講座

28 木
政策調査室予算要望 せっけんの街工場見学会 プレーパーク視察＆懇談 モモの広場訪問

酒々井町出前立憲民主党 より良い佐倉図書館が欲しい会世話人会 県ネット予算要望会議 市民相談

29 金
市民相談

平和・立憲会議総会 平和・立憲会議総会 平和・立憲会議総会 平和・立憲会議総会

30 土
県ネット懇談会「抱えている問題を出し合おう」 県ネット懇談会「抱えている問題を出し合おう」 県ネット懇談会「抱えている問題を出し合おう」 県ネット懇談会「抱えている問題を出し合おう」

31 日
議会報告会中止待機 議会報告会中止待機・市予算要望 議会報告会中止待機 議会報告会中止待機

選挙打合せ ふるさと広場視察



6月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 水
個人情報保護法改正のフォローアップ講座Zoom 個人情報保護法改正のフォローアップ講座Zoom

2 木
議会運営委員会、県議会代表質問 議会質問ヒヤリング

議会質問勉強会 議会質問ヒヤリング 議会質問ヒヤリング

3 金
県議会代表質問 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

zoomさくら選考委員会 子育て支援推進委員会傍聴

4 土
佐倉市水防訓練

いんざい環境フェスタ

5 日 FoE Japan会員総会＆上映会トーク

6 月
県議会一般質問 市議会開会、総務常任委員会傍聴 議案打ち合わせ

酒々井町長懇談 農政課ヒヤリング 市議会開会、ヒアリング 市議会開会

7 火
県議会一般質問 公園緑地課ヒヤリング 公園緑地課ヒヤリング 公園緑地課ヒアリング

議会質問勉強会

8 水
追加議案説明、県議会一般質問（伊藤）

県議会伊藤さん一般質問傍聴 県議会伊藤さん一般質問傍聴 県議会伊藤さん一般質問傍聴

9 木
県議会一般質問

補正予算追加提案議案説明、新井総合打合せ

10 金
zoom政策調査室

市民相談

11 土
「復帰50年の沖縄　～ノーモア沖縄戦～」山城博
治さん（「ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会」共同代表）

「復帰50年の沖縄　～ノーモア沖縄戦～」山城博
治さん（「ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会」共同代表）

「復帰50年の沖縄　～ノーモア沖縄戦～」山城博
治さん（「ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会」共同代表）

「復帰50年の沖縄　～ノーモア沖縄戦～」山城博
治さん（「ノーモア沖縄戦 命どぅ宝の会」共同代表）

12 日
県予算要望市民団体ヒアリング

13 月
県常任委員会傍聴 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

福島みずほさん集会＠JR船橋
「電磁波問題よろず相談会」市民科学研究所
ZOOM パブコメセミナー：原発汚染水の海洋放出

14 火
県常任委員会傍聴 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

末廣農場（富里市）訪問

15 水
県環境生活警察常任委員会 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

県内視察 広報公聴委員会傍聴 市議会一般質問、臼井駅宣

16 木
県常任委員会傍聴 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

ヒアリング 市議会一般質問

17 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

zoom幹事会 会派会議

18 土
zoom政策調査室、「線量計が鳴る」DVD上映会 「線量計が鳴る」DVD上映会 「線量計が鳴る」DVD上映会 「線量計が鳴る」DVD上映会

9区市民連合挨拶＠ユーカリが丘イオン前

19 日
県酒々井町土砂災害避難訓練 「学校における子どもが権利侵害を受けたときの

事後対応を考える」（千葉こどもサポートネット）

千葉子どもサポートネット総会 平和のための佐倉市民アクション駅宣・臼井 子どもの貧困対策情報交換会

20 月
総務常任委員会傍聴 総務常任委員会傍聴 総務常任委員会傍聴

議案打ち合わせ 会派会議

21 火
議運、警察ヒアリング 文教・福祉常任委員会、議案説明 文教・福祉常任委員会傍聴 文教・福祉常任委員会傍聴

閉会、Zoom「食の安全 ～今こそ、食の安全保障
を！～」印鑰智哉さん学習会

Zoom「食の安全 ～今こそ、食の安全保障を！
～」印鑰智哉さん学習会

Zoom「食の安全 ～今こそ、食の安全保障を！
～」印鑰智哉さん学習会

Zoom「食の安全 ～今こそ、食の安全保障を！
～」印鑰智哉さん学習会

22 水
参院選小西博之さん出陣式 経済・環境常任委員会傍聴 経済・環境常任委員会 経済・環境常任委員会傍聴

教育委員会定例会議傍聴 教育委員会定例会議傍聴、ユーカリ駅宣

23 木
建設常任委員会傍聴、会派打ち合わせ 建設常任委員会傍聴 建設常任委員会

参院選応援小西博之さんJR酒々井駅前 参院選応援小西博之さんJR酒々井駅前、富里市
・芝山町視察

参院選応援小西博之さんJR酒々井駅前 参院選応援小西博之さんJR酒々井駅前、末広農
場視察

24 金
エコトピア評議会

オンライン選考委員会

25 土
人権センター総会 平和のための佐倉市民アクション会議 平和のための佐倉市民アクション会議

26 日
辻元清美さんチラシ配布（船橋駅前）

参院選応援辻元清美さん船橋駅街宣 青少年相談員交流会

27 月
市議会閉会、文教・福祉常任委員会 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 市議会閉会、経済・環境常任委員会傍聴

28 火
zoom県運営委員会

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

29 水
参院選応援小西博之さん団体確認カー

中小企業家同友会：障がい者雇用 中小企業家同友会：障がい者雇用 中小企業家同友会：障がい者雇用

30 木
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

ＯＫバジ帰国講演2022 ＯＫバジ帰国講演2022 ＯＫバジ帰国講演2022 ＯＫバジ帰国講演2022





4月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 金
Zoom政策調査室会議 会派打ち合わせ

2 土 Zoom選考委員会

3 日
平和を未来につなぐ会ユーカリイオン街宣

4 月
会派打ち合わせ 広報公聴委員会

5 火
朝宣志津駅

農政課ヒヤリング 農政課ヒアリング 農政課ヒアリング

6 水
朝宣ユーカリが丘、サンセットヒルズ視察 サンセットヒルズ視察、ヒヤリング 朝宣ユーカリが丘、サンセットヒルズ視察

市民の力で佐倉を変える会夕宣(京成佐倉駅
前)

市民の力で佐倉を変える会夕宣(京成佐倉駅
前)

7 木
朝宣JR佐倉、通信編集会議オンライン 朝宣JR佐倉 通信編集会議オンライン

みはまネット上映会「ケアニン」 通信編集会議オンライン

8 金
朝宣臼井、さくらネット通信初校、Zoom政策調
査室会議

朝宣京成佐倉、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

福島瑞穂さんオンライン集会「命と未来を守る
には」

福島瑞穂さんオンライン集会「命と未来を守る
には」

福島瑞穂さんオンライン集会「命と未来を守る
には」

9 土 Zoom県情報紙企画会議 子ども食堂、憲法改悪学習会オンライン

10 日
社民党党大会挨拶

11 月
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

ZoomHPVワクチン東京訴訟支援定例会

12 火
新社会党石井としおさん選挙応援 市議会速報打合せ

Zoom県情報紙会議

13 水
Zoom子ども・食と農PJ 朝宣臼井駅、議会改革推進委員会傍聴、市民

の力で佐倉を変える会夕宣JR佐倉
臼井駅朝宣、議会改革推進委員会傍聴 議会改革推進委員会

県こども・食と農プロジェクトオンライン会議 県ネットプロジェクト会議

14 木
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

15 金
「杜人」上映会参加 通学路市民打合せ

Zoom選考委員会

16 土
Zoom政策調査室

Zoom学習会「子どもの権利条約　宮本みちこ
さん」

環境連続講座（脱炭素）オンライン

17 日
青少年相談員

18 月
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

Zoom幹事会

19 火
選考委員会 有機給食について市民懇談 有機給食について市民懇談 有機給食について市民懇談

代理人会議オンライン 代理人会議オンライン 代理人会議オンライン

20 水
さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会 さくらネット運営委員会

市民の力で佐倉を変える会臼井駅宣 教育委員会定例会議傍聴、市民の力で佐倉を
変える会夕宣うすい駅

教育委員会定例会議傍聴、市民の力で佐倉を
変える会臼井駅宣

21 木
Zoom福島震災情報連絡センター総会

より良い佐倉図書館世話人会、Zoom福島震
災情報連絡センター総会

Zoom福島震災情報連絡センター総会、福島み
ずほさん応援団総決起集会

Zoom福島震災情報連絡センター総会

22 金
議会運営委員会、 Zoom：第54回市町村議会議員研修会 Zoom：第54回市町村議会議員研修会 Zoom：第54回市町村議会議員研修会

知事行政訪問参加、Zoom県情報紙編集会議

23 土
チェルノブイリ36年・福島11年救援イベント

24 日
Zoom政策調査室

Zoom：小西ひろゆき国政報告会 Zoom：小西ひろゆき国政報告会 Zoom：小西ひろゆき国政報告会 Zoom：小西ひろゆき国政報告会

25 月
Zoom市民エネルギーPJ説明会、エネルギー
PJ Zoom市民エネルギーPJ説明会

Zoom辻元清美さんトークイベント 辻元清美さんオンライン講演会 辻元清美さんオンライントーク Zoom：辻元清美さん

26 火
Zoom県運営委員会 佐倉図書館住民訴訟第９回公判傍聴

佐倉図書館住民訴訟第９回公判傍聴 佐倉図書館住民訴訟第９回公判傍聴、オンライ
ン被ばく学習会

27 水
酒々井町教育委員会「酒々井学」ヒアリング 前川喜平さん「こども家庭庁」って何？ 酒々井町教育委員会「酒々井学」ヒアリング 酒々井町教育委員会「酒々井学」ヒアリング

Zoom前川喜平さん学習会「子ども庁とは」 酒々井町教育委員会「酒々井学」ヒアリング、
通信配布者回り 配布者回り、前川さん学習会 ZOOM：前川さん

28 木
配布者回り、通信配布 配布者回り 手をつなぐ育成会総会

清田さん選対会議 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、「大阪
カジノ住民投票」「医師は不足か過剰か」オンラ
イン

29 金
ささえあい千葉相談会

30 土
Zoom政策調査室 通信配布打合せ

Zoom選考委員会



3月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 火
県議会質問 市議会一般質問 市議会一般質問 市議会一般質問

県議会定数委員会傍聴

2 水
議案説明、県議会質問 市議会一般質問 会派代表者会議傍聴、市議会一般質問 市議会一般質問

会派代表者会議傍聴 広報公聴委員会、311子ども甲状腺がん裁判
オンライントーク

3 木
上別所現地視察 市議会一般質問 議会運営委員会傍聴、市議会一般質問 市議会一般質問

zoom政策調査室 議会運営委員会
議案打ち合わせ、Zoomロシアのウクライナ侵
攻、Zoom5～11歳のワクチン接種を考える

4 金
予算委員会 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

Zoom世界気候アクション

5 土
Zoom海のがっこう

6 日
Zoom「市民エネルギーちば説明会」東さん Zoom「市民エネルギーちば説明会」東さん Zoom「市民エネルギーちば説明会」東さん Zoom「市民エネルギーちば説明会」東さん

Zoom県情報紙初稿検討会議 平和のための佐倉市民アクション準備会 Zoom国際シンポジウム3.11から11年 平和のための佐倉市民アクション準備会

7 月
予算委員会（伊藤） 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

会派議案 会派会議、県議会傍聴、再エネ新電力の危機 会派会議

8 火
予算委員会 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

議案打ち合わせ 会派会議

9 水
環境生活警察常任委員会 経済・環境常任委員会傍聴 経済・環境常任委員会傍聴 経済・環境常任委員会

議案打ち合わせ、ヒアリング、市内視察 道路視察

10 木
常任委員会 建設常任委員会、委員会視察(六崎道路認定) 建設常任委員会傍聴 建設常任委員会傍聴

議案打ち合わせ、HPV大阪訴訟オンライン 会派会議

11 金
Zoom政策調査室 「平和のためにわたしたちが日本からできるこ

とは」オンライン 会派会議

12 土
佐倉図書館新町住民懇談会

Zoom学習会「上野千鶴子さん格差社会ニッポ
ン弱者はどう生きる？」

サンセットヒルズ農園視察

13 日
決算委員会上下水道部打ち合わせ 会派会議

女性の政治参画オンライン

14 月
常任委員会 予算審査特別委員会傍聴 予算審査特別委員会 予算審査特別委員会傍聴

Zoom県ネット幹事会

15 火
常任委員会 予算審査特別委員会傍聴 予算審査特別委員会 予算審査特別委員会傍聴

16 水
ヒアリング 予算審査特別委員会傍聴 予算審査特別委員会 予算審査特別委員会傍聴

教育委員会会議傍聴

17 木
会派会議 会派会議

予算審査特別委員会傍聴
予算審査特別委員会、沖縄の米軍基地問題
Zoom 予算審査特別委員会傍聴

18 金
議会運営委員会、県議会閉会 Future Earth 日本サミット2022 エコトピア酒々井評議会

19 土
佐倉西部自然公園ミニ観察会

新佐倉図書館ユーカリが丘駅街宣 新佐倉図書館ユーカリが丘駅街宣 新佐倉図書館ユーカリが丘駅街宣、オンライン
被ばく学習会 新佐倉図書館ユーカリが丘駅街宣

20 日
シンポジウム原発事故と甲状腺がんオンライン

21 月
平和のための佐倉市民アクションスタンディン
グ（ベイシア前）

平和のための佐倉市民アクションスタンディン
グ（ベイシア前）

平和のための佐倉市民アクションスタンディン
グ（ベイシア前）

Zoom社会運動鼎談打合せ

22 火
Zoom県ネット運営委員会 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 市議会閉会、コロナ禍の炊き出し 市議会閉会

23 水
県ネット子どもプロジェクトオンライン会議 県ネットこどもプロジェクトオンライン会議 県ネット子どもプロジェクトオンライン会議

24 木
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

ファイバーリサイクル手伝い（佐倉地区） キッズゲルニカ撮影、SDGs学習会Zoom

25 金
市民エネルギープロジェクトオンライン会議、
Zoom政策調査室会議

市民エネルギープロジェクトオンライン会議 市民エネルギープロジェクトオンライン会議

Zoomさくらネット選考委員会 臨時議会議案説明 臨時議会議案説明、子育て支援推進委員会傍
聴

26 土
ささえあい千葉相談会

沖縄の基地問題オンラインシンポジウム 沖縄の基地問題オンラインシンポジウム

27 日
市民の力で佐倉を変える会選対会議 市民の力で佐倉を変える会選対会議 市民の力で佐倉を変える会選対会議

28 月
社会運動鼎談 議会運営委員会、市議会臨時議会 議会運営委員会傍聴、市議会臨時議会 市議会臨時議会

Zoom市民エネルギーちば,Zoom政策調査室
会議

産業振興課ヒヤリング ヒアリング、市内視察 産廃問題視察

29 火
警察法改悪反対集会

自治体議員立憲ネットワーク総会 自治体議員立憲ネットワーク総会 自治体議員立憲ネットワーク総会 自治体議員立憲ネットワーク総会

30 水
議会改革推進委員会傍聴 議会改革推進委員会傍聴 議会改革推進委員会

議会速報編集会議 議会速報編集会議 議会速報編集会議

31 木
議会速報読み合わせ 議会速報読み合わせ 議会速報読み合わせ



2月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　ともみ

1 火
鴨川メガソーラー予定地視察 鴨川メガソーラー予定地現地視察 鴨川メガソーラー予定地現地視察

葬祭組合説明

2 水
佐倉市長表敬訪問 通学路報告書を副市長に提出 通学路報告書を副市長に提出 通学路報告書を副市長に提出

反貧困ささえあい千葉Zoom会議 通学路ハガキくださった方まわり 通学路報告集（ハガキをくれた人訪問）

3 木
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

政策調査室Zoom会議 債権管理課ヒヤリング 債権管理課ヒアリング、改憲問題学習会 債権管理課ヒアリング

4 金
さくらネット通信4校 さくらネット通信4校 広報公聴委員会、さくらネット通信4校 さくらネット通信4校
Zoom学習会「公務非正規で働く女性たちの現
実」

Zoom学習会「公務非正規で働く女性たちの現
実」

Zoom学習会「公務非正規で働く女性たちの現
実」

5 土
「デジタル改革と自治体の個人情報保護のゆく
え」オンライン学習会

Zoom：第52回市町村議会議員研修会

わかばネットZoomおしゃべりサロン いんばぬまシンポジウム

6 日
予算委員会基礎勉強会 （１期・２期向け）基礎勉強会 「サイバー局新設と警察法改悪に反対する市

民集会」オンライン
Zoom県ネット学習会本田宏さん「都立公社病
院の独法化、公立・公的病院の再編統合を考
える」

「サイバー局新設と警察法改悪に反対する市
民集会」オンライン

Zoom県ネット学習会本田宏さん「都立公社病
院の独法化、公立・公的病院の再編統合を考
える」

7 月
zoom県ネット臨時運営委員会

議案説明

8 火
ゲノム編集食品の現状

9 水
議会運営委員会 議案説明 議案説明 議案説明

Zoom学習会「非正規公務員問題基礎講座」
Zoom学習会「非正規公務員問題基礎講座」
(実践編）

ヒアリング 葬祭組合議会、Zoom学習会「非正規公務員問
題基礎講座」

10 木
Zoom学習会「地方×国政策情報センター」 2022年度当初予算説明、Zoom学習会「地方×

国政策情報センター」
2022年度当初予算説明、Zoom学習会「地方×
国政策情報センター」

2022年度当初予算説明、Zoom学習会「地方×
国政策情報センター」

脱炭素の学習会、有機農業の学習会 ZOOM：種から育てよう

11 金 Zoom学習会「阿部知子さん」

12 土
Zoom会議「しごと探し」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

Zoom県ネット学習会「岸田政権下で膨張する
軍事予算」

13 日
コロナの学習会

14 月
予算委員会ヒアリング 市議会通告 ヒアリング 市議会通告

Zoom役員会 議案ヒヤリング 市議会通告、HPV訴訟報告会、脱炭素化学習
会

15 火
議案ヒヤリング 議会運営委員会傍聴 議会運営委員会傍聴

議会運営委員会 ヒアリング

16 水
議会運営委員会、県議会開会 通信配布者まわり 通信配布者回り、食品表示について食の安全

議連に私たちの声を届けるオンライン集会
食品表示について食の安全議連に私たちの声
を届けるオンライン集会 教育委員会定例会議傍聴

17 木
議会質問ヒヤリング 議会質問ヒヤリング

カーボンニュートラル学習会 ヒアリング

18 金
Zoom山形大学生アンケートヒアリング、zoom
政策調査室

議会質問ヒヤリング ヒアリング ヒアリング

ZoomHPVワクチン東京訴訟支援例会 配布者回り、HPVワクチン東京訴訟報告会

19 土
「デジタル時代の子育てを一緒にアップデートし
ませんか」弥富公民館オンライン学習会

Zoom学習会「HPVワクチン名古屋訴訟支援」 配布者まわり 子育て教室、Zoom学習会「HPVワクチン名古
屋訴訟支援」

20 日
Zoom県ネット情報紙編集会議 さくらネット通信配布 東海原発

子育てフォーラム「コロナ禍における子どもを取
り巻く環境の変化～どうする大人！？～」

子育てフォーラム「コロナ禍における子どもを取
り巻く環境の変化～どうする大人！？～」

21 月
さくら通信配布 市議会開会、産業振興課ヒヤリング 議案打ち合わせ

貧困問題オンラインセミナー「ニート ひきこもり 
少年院 若者支援の現場から」

市議会開会、予算委員会、ヒアリング 市議会開会

22 火
県議会質問

予算委員会ヒアリング ソーラーシェアリング学習会、配布者回り、被ば
く学習会 通信配布

23 水
市民の力で佐倉を変える会運営委員会 ヤングケアラー～子ども気を取り戻すために

Zoom学習会「新医協」Zoom会議「市長を選ぶ
会」

通信配布 ヤングケアラー、HPVワクチン学習会、結通信
編集会議

市民の力で佐倉を変える会運営委員会

24 木
県議会質問 「子どもの権利と学び」

予算委員会ヒアリング 「千葉市における子どもの居場所づくりと人材
育成の取り組みから」

「千葉市における子どもの居場所づくりと人材
育成の取り組みから」

25 金
県議会質問

Zoom政策調査室

26 土
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

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

「どうなる？私たちの食の未来～ゲノム食品が
スーパーに並ぶ日～」オンライン学習会

27 日
反貧困ささえあい千葉相談会

28 月
議会運営委員会、県議会質問 市議会一般質問 議会運営委員会傍聴、市議会一般質問 市議会一般質問

議会運営委員会



1月 伊藤　とし子 川口　えみ 松島　こずえ 五十嵐　智美

1 土

2 日

3 月

4 火
Zoom県ネット臨時運営委員会 広報・公聴委員会 広報・公聴委員会傍聴

5 水
通園・通学路調査

6 木

7 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

通学路報告会打ち合わせ 通園・通学路報告会打ち合わせ

8 土 Zoom学習会：石木ダム不要の根拠 Zoom学習会：石木ダム不要の根拠

9 日
佐倉市消防出初式出席 佐倉市消防出初式出席 佐倉市消防出初式出席

10 月
佐倉市成人式出席、新佐倉図書館街宣 佐倉市成人式出席 佐倉市成人式出席、新佐倉図書館街宣

新佐倉図書館宣伝活動

11 火
Zoomフェミニスト議員連盟パワーアップ集中講
座

通学路写真撮影

女性議員パワーアップ集中講座

12 水
Zoom代理人会議、Zoom市民要望打合せ 代理人会議Zoom 代理人会議Zoom

Zoom幹事会 通学路問合せ

13 木
通園・通学路調査等

14 金
子育て支援推進委員会傍聴

ZoomHPVワクチン東京訴訟支援幹事会例会 HPVワクチン東京訴訟オンライン 子育て支援推進委員会傍聴

15 土
市民相談‗通学路について

16 日
木更津シェアハウス見学 木更津グループホーム・デイサービス視察

Zoom放射線副読本学習会 Zoom学習会：原子力は減思力～安全神話に
だまされないために

Zoom学習会：原子力は減思力～安全神話に
だまされないために

Zoom学習会：原子力は減思力～安全神話に
だまされないために

17 月
Zoom臨時幹事会、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

議会改革委員会タブレットデモンストレーション

18 火
病気療養児保護者と県との懇談

さくら県ネット総会議案書説明会 国保運営協議会傍聴

19 水
市民エネルギーちばオンライン懇話会 市民エネルギーちばオンライン懇話会 市民エネルギーちばオンライン懇話会

池田徹さんとの年賀挨拶 教育委員会定例会会議傍聴 教育委員会定例会会議傍聴

20 木
市内事業者アンケート調査会派打ち合わせ 議会で行ったアンケート調査のまとめ 会派会議、市民の力で佐倉を変える会運営委

員会
Zoom学習会「韓国ではコロナ禍のエッセンシャ
ルワーカーの窮状にどう対応したのか？」

「品種名が消えた『雑穀』」オンライン学習会
カーボンニュートラル学習会、市民の力で佐倉
を変える会運営委員会、OKシード学習会

議会改革委員会タブレットデモンストレーション

21 金
Zoom県情報紙企画会議、

Zoom県ネット総会打合せ Zoom県ネット総会打ち合わせ 選考委員会

22 土
革新懇「伊藤真さん憲法学習会」 革新懇「伊藤真さん憲法学習会」 有機給食について生産者と意見交換会

有機米生産者懇談 革新懇「伊藤真さん憲法学習会」、オンライン被
ばく学習会

Zoom：第51回市町村議会議員研修会

23 日
「考えよう！子どものあそび」TOKYO PLAY嶋
村仁志氏オンライン学習会

24 月
さくらネット通信2校 さくらネット通信2校 さくらネット通信2校 さくらネット通信2校

Zoom：市町村議会議員特別セミナー Zoom：市町村議会議員特別セミナー

25 火
県ネット運営委員会 「自治体業務とガバメントクラウド」研修会 Zoom：市町村議会議員特別セミナー Zoom：市町村議会議員特別セミナー

「コロナ禍貧困の記録」雨宮処凛オンライン学
習会 地球ハウス学校 Zoom：生活保護行政の何が問題か

26 水
代表者会議傍聴、「自衛隊への自治体の適齢
者名簿提供問題」オンライン学習会 会派代表者会議傍聴 会派代表者会議

Zoom本田宏さん学習会
「新型コロナで明らかになった医療・社会保障
崩壊」Zoom本田宏氏学習会

「自衛隊への自治体の適齢者名簿提供問題」
オンライン学習会

Zoom本田宏さん学習会

27 木
会派打ち合わせ ２月議会質問打ち合わせ 会派打ち合わせ

通学路について道路維持課ヒヤリング 通園・通学路ヒアリング、気候変動学習会 道路維持課ヒアリング

28 金
「人新世を生き延びるために何ができるのか」
斎藤幸平氏院内学習会オンライン

ZoomHPVワクチン問題議員向け学習会 ZoomHPVワクチン問題議員向け学習会 ZoomHPVワクチン問題議員向け学習会

29 土
市民ネットワーク千葉県総会オンライン 石けん運動 Zoom：ローカルパーティーの可能性を考えるセ

ミナー

市民ネットワーク千葉県総会オンライン 市民ネットワーク千葉県総会オンライン

30 日
こども体験フォーラムZOOM

31 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

Zoom都ネット総会学習会


