
１　常任委員会の年間所管事務調査等（議案審査を除く活動状況）
令和２年１０月５日現在

総務委員会 保健消防委員会 環境経済委員会 教育未来委員会 都市建設委員会

年間調査
テーマ

・災害等に対する危機管理について
　建設局 7/13、都市局 9/14

年間調査以外の
所管事務調査、

行政報告

・次期基本計画について 7/6
・危機管理について 7/6

・新型コロナウイルス等感染症を踏ま
えた避難所開設・運営について 8/20

・千葉市まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン・総合戦略について 9/14

・特別定額給付金について 7/28

・災害対応について（環境局） 8/18
・新型コロナウイルス感染症の影響に
ついて 8/18
・レジ袋有料化について 8/18
・金属スクラップヤード問題について
8/18
・新型コロナウイルス感染症の影響に
よる市内経済状況と対策について 8/18

・新型コロナウイルス感染症及び台風
等に関する危機管理について 7/3

視察等

年間
調査まとめ

請願・陳情
審査件数

請願１件 請願１件 ０件 請願２件 ０件

発議審査
件数

１件 １件 ２件 ０件 ０件

年間調査
テーマ

・受動喫煙対策について
　5/22、6/14、9/12、12/4、12/13

・農業振興について
　5/22、1/16、3/5

年間調査以外の
所管事務調査、

行政報告

・台風15号による被害・対応状況につ
いて 9/12、10/21
・千葉市まち・ひと・しごと創生人口
ビジョン・総合戦略について 9/12

・千葉市病院事業のあり方検討委員会
の答申について 9/12

・保育の質向上を踏まえたこどもの安
全対策 6/14
・こどもの貧困対策 6/14
・児童虐待対策 6/14
・幼児教育無償化への対応 6/14
・多様な学びの場の提供 6/14
・ICTを活用した教育 6/14
・学校における働き方改革 6/14

・千葉都市モノレール延伸計画につい
て 9/12

視察等

・熊本市「防災・減災対策について」
「AIを活用した防災・減災システムの
実証実験について」「国際交流につい
て」 10/8
・長崎市「公共施設マネジメント推進
プロジェクトについて」 10/9
・長崎県「新県庁舎について」 10/10

・産業医科大学「受動喫煙対策につい
て」 10/9
・北九州市「救急ワークステーション
の取り組みについて」「国際協力・技
術協力の取り組みについて」 10/10
・別府市「共生社会実現への取り組み
ついて」 10/10
・大分市「動物愛護について」 10/11

・協議会開催「受動喫煙対策に関する
講演会」 11/21

・豊田市「農業振興施策について」
「グリーンツーリズムについて」「豊
田市美術館について」 10/7、10/8
・田原市「農業振興施策について」
10/9

・市内 ㈱メックアグリ「農業分野にお
ける企業参入について」 1/16
・市内 観光いちご園エーアト・ベーレ
「高収益作物の導入について」 1/16

・堺市「堺市教職員「働き方改革」プ
ラン“SMILE”事業について」「ネット
いじめ防止プログラム事業について」
「さかいマイ保育園事業について」
「キッズサポートセンターさかいにつ
いて」 10/15、10/16
・大阪市「児童虐待の発生予防に向け
た相談体制等について」「こどもの貧
困対策の取り組みについて」 10/16、
10/17

・富山市「コンパクトなまちづくりに
ついて」「公共施設の維持管理につい
て」 11/13、11/14
・金沢市「緑のまちづくり計画につい
て」「金沢方式無電柱化について」
「第2次金沢交通戦略について」
11/14、11/15

・協議会開催「先進的な次世代モビリ
ティサービスの取組状況に関する講義
及び試乗体験」 1/31

年間
調査まとめ

・年間調査報告書作成 3/30

請願・陳情
審査件数

０件 請願３件 請願１件 請願３件・陳情１件 請願１件・陳情１件

発議審査
件数

１件 ２件 １件 ０件 １件

年間調査
テーマ

・消防組織体制の整備・充実について
　6/13、7/20、10/5、12/3、2/28

・有害鳥獣対策について
　6/13、8/20、11/1、1/23、2/28

・立地適正化計画における公共交通施
策との連携について
　6/13、6/26、12/3、2/28

年間調査以外の
所管事務調査、

行政報告

・国及び他自治体における受動喫煙対
策等について 7/6

・ICTを活用した教育について 10/24
・文化財の活用について 10/24

視察等

・弘前市「人口減少対策について」
「新庁舎における防災拠点機能につい
て」「公共施設マネジメントの取り組
みについて」 10/15、10/16
・仙台市「国家戦略特区の活用状況に
ついて」 10/17

・那覇市「民泊に係る施策について」
「地方独立行政法人那覇市立病院の運
営等について」「那覇市消防局の取り
組みについて」 10/15、10/16
・糸満市「糸満市食育推進・地産地消
促進計画について」 10/17

・市内「千葉市消防学校の取り組みに
ついて」 11/15

・熊本市「６次産業化の取り組みにつ
いて」「熊本市現代美術館について」
10/15
・下関市「企業立地支援について」
「有害鳥獣対策について」 10/16
・中国電力㈱新小野田発電所「石炭火
力発電所について」 10/17

・市内「板倉町における有害鳥獣対策
について」、視察後に板倉地区有害鳥
獣対策協議会と意見交換会 1/23

・千歳市「ICTを活用した教育の推進に
ついて」 8/21
・札幌市「子ども関連複合施設の取り
組みについて」「子どもの権利条例、
子どもの貧困対策、子どもアシストセ
ンターについて」「えほん図書館の取
り組みについて」 8/22
・恵庭市「読書のまちづくり、まち
じゅう図書館について」 8/23

・提言を提出「小・中学校の普通教室
へのエアコン設置に関する提言」 9/26

・高松市「立地適正化計画について
（立地適正化計画の概要・公共交通政
策について）」 8/22
・岡山市「浸水対策の推進について」
8/23
・京都市「自転車政策について」「空
き家対策について」 8/23、8/24

・我孫子市「送迎バスの空席を活用し
た高齢者等の外出応援事業について」
11/12

年間
調査まとめ

・年間調査報告書作成 3/4 ・年間調査報告書作成 3/26 ・年間調査報告書作成 2/28

請願・陳情
審査件数

０件 請願１件・陳情１件 陳情１件 請願３件 陳情１件

発議審査
件数

１件 １件 ２件 ０件 １件

年間調査
テーマ

・インバウンド施策について
　7/3、8/30、10/6、4/26

・団地の再生について
　7/3、10/24

年間調査以外の
所管事務調査、

行政報告

・千葉市地域防災計画の修正について
2/2

・市立海浜病院心臓血管外科死亡事案
の損害賠償について 7/3

・競輪事業について 10/6

視察等

・高松市「高松市危機管理センターに
ついて」「高松市公文書館について」
10/25
・浜松市「浜松市民間活力の導入に関
する基本方針について」「徳川家康公
顕彰四百年記念事業について」「浜松
市の防災対策について」「浜松市多文
化共生都市ビジョンについて」
10/26、10/27

・さいたま市「さいたま市危機管理セ
ンターについて」 5/9

・豊橋市「とよはし健康マイレージに
ついて」「消防士への憧れプロジェク
トについて」「豊橋市民病院の運営・
経営状況について」 10/25、10/26
・福山市「第2次健康増進計画及び第２
次食育推進計画の取り組み内容と成果
について」「イエローグリーンリボン
運動について」 10/27

・長崎市「グリーンツーリズムについ
て」「国際観光客誘致プロジェクトに
ついて、長崎さるく事業について」
10/25
・鳥栖市「企業誘致の取り組みについ
て」「空家等対策について」 10/26
・みやま市「みやま市循環型社会形成
推進地域計画、地域循環圏形成モデル
事業について」 10/27

・パナソニックセンター東京
「「wonderjapan2020」特別展示につい
て（各種デジタルサイネージの他「お
もてなしイノベーション」と題したICT
技術等）」 1/24
・東京ビッグサイト「光ID、デジタル
サイネージ、各種インバウンドに関す
る施策・取り組みについて」 1/24

・下関市「コミュニティ・スクールの
推進について」 10/24
・太宰府市「特別史跡の保存・活用に
ついて」 10/25
・大野城市「公民館を活用した子ども
食堂の取り組みについて」 10/26

・大阪高速鉄道㈱「大阪モノレールに
ついて」 10/25
・吹田市「千里ニュータウンのまちづ
くりについて」「千里ニュータウン情
報館」 10/26
・金沢市「総合治水対策について」
10/27

・市内 独立行政法人都市再生機構
「アートヒル高根台における団地再生
の取り組みについて」 4/26

年間
調査まとめ

・年間調査報告書作成 6/6 ・年間調査報告書作成 6/5

請願・陳情
審査件数

陳情１件 請願２件・陳情４件 陳情２件 請願２件・陳情２件 陳情１件

発議審査
件数

２件 ２件 ０件 ０件 １件

２　常任委員会の政策提案等の活動事例

・附帯決議案を提出した事例 ⇒ H25.12の環境経済委員会において補正予算が全会一致で可決。その後、委員から債務負担行為が設定される地域課題解決ソリューション運用管理に
ついては、附帯決議を付すべきとの動議が提出され全会一致で可決。委員長が委員会発議として本会議に提出する旨を提案し了承。本会議も委員会提出からの全会一致で可決。

令和２年
6/10～

令和元年
5/6～

平成30年
6/11～

平成29年
6/28～

・政策条例発議を提出した事例 ⇒ 保健消防委員会においてH22.3とH23.6に墓地建設反対の請願審査。H23.9に委員から墓地等の経営の許可等に関する条例の改正について提案。その
後、委員会で協議を継続。委員協議会で有識者の講演による意見聴取も実施。H25.3の委員会で条例改正に全会一致で合意。本会議も委員会提出からの全会一致で可決。

資料２


