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千葉市新基本計画審議会の概要 

 

１ 設置目的 

本市の中長期的なまちづくりの方向性や今後の施策展開を示す「千葉市基本計画」

の策定にあたり、学識経験者、市民、関係行政機関の職員、関係団体を代表する者

で構成される審議会において、専門的見地や市民視点から、原案について審議いた

だくため、千葉市新基本計画審議会設置条例に基づき設置するもの。 

 

２ 委員数 

４０名 （内訳）学識経験者       １１名 

市民           ４名 

関係行政機関の職員    １名 

関係団体を代表する者  ２４名 

 

３ 会 長 

轟 朝幸（日本大学 理工学部 教授） 

 

４ 副会長 

  長岡 正明（千葉市町内自治会連絡協議会 会長） 

 

５ 開催スケジュール 

（１）親会（全体会） 

 日時 議題 

第１回 令和３年１０月１４日（木） ・会長及び副会長の選任 

・部会の設置及び部会委員の選任 

・総論の審議 

第２回 令和３年１０月２８日（木） ・総論の審議 

第３回 令和３年１１月１０日（水） ・総論部分の中間取りまとめ 

第４回 令和４年 ２月１５日（火） ・答申（案）の審議 

 

（２）第１部会 

ア 所掌事務 

千葉市基本計画原案のうち「環境・自然」、「安全・安心」、「都市・交通」、「地

域経済」の４分野に係る審議及び審議結果に基づく答申（案）の作成に関するこ

と。 

 

 

資 料 
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イ 審議結果 

 日時 議題 

第１回 令和３年１１月１７日（水） ・「環境・自然」、「安全・安心」、「都

市・交通」、「地域経済」の審議 

第２回 令和３年１２月２１日（火） ・「環境・自然」、「安全・安心」、「都

市・交通」、「地域経済」の審議 

第３回 令和４年 １月１７日（月） ・第１部会答申（案）の審議 

 

（３）第２部会 

ア 所掌事務 

千葉市基本計画原案のうち「健康・福祉」、「子ども・教育」、「地域社会」、「文

化・スポーツ」の４分野に係る審議及び審議結果に基づく答申（案）の作成に関

すること。 

 

イ 審議結果 

 日時 議題 

第１回 令和３年１１月１８日（木） ・「健康・福祉」、「子ども・教育」、「地

域社会」、「文化・スポーツ」の審議 

第２回 令和３年１２月２３日（木） ・「健康・福祉」、「子ども・教育」、「地

域社会」、「文化・スポーツ」の審議 

第３回 令和４年 １月２０日（木） ・第２部会答申（案）の審議 

 

６ 答 申 

  令和４年３月２日（水） 午前１０時 千葉市役所本庁舎 市長応接室 
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千葉市新基本計画審議会委員名簿 
（会長・副会長以外 50音順・敬称略） 

 

氏　名 ふりがな 第１部会 第２部会

轟　朝幸 とどろき　ともゆき 日本大学 理工学部 教授 【会長】 ○(部会長)

長岡　正明 ながおか　まさあき 千葉市町内自治会連絡協議会 会長 【副会長】 ○(副部会長)

秋田　典子 あきた　のりこ ○

秋元　裕子 あきもと　ゆうこ ○

浅野　幸子 あさの　さちこ ○

石河　勲 いしかわ　いさお ○

市田　誠 いちだ　まこと ○

市橋　民子 いちはし　たみこ ○

岩崎　久美子 いわさき　くみこ ○(部会長)

梅澤　孝之 うめざわ　たかゆき ○

江波戸　正子 えばと　まさこ ○

大森　康雄 おおもり　やすお ○

小川　順子 おがわ　じゅんこ ○

柿沼　靖 かきぬま　やすし ○

加藤　康幸 かとう　やすゆき ○

鏑木　憲子 かぶらぎ　のりこ ○

菊地　端夫 きくち　まさお ○

倉阪　秀史 くらさか　ひでふみ ○

近藤　利砂 こんどう　りさ ○

斎藤　博明 さいとう　ひろあき ○

斉藤　浩司 さいとう　ひろし ○

貞広　斎子 さだひろ　さいこ ○

島田　利美 しまだ　としみ ○

下河原　忠道 しもがわら　ただみち ○

鈴木　雅之 すずき　まさゆき ○

仙波　慶子 せんば　けいこ ○

添田　智恵 そえだ　ともえ ○

髙梨　園子 たかなし　そのこ ○

高山　功一 たかやま　こういち ○

角田　愛子 つのだ　あいこ ○

中島　陽一 なかじま　よういち ○

成田　智子 なりた　ともこ ○

林　曉甫 はやし　あきお ○

細田　美和子 ほそだ　みわこ ○

松永　哲也 まつなが　てつや ○(副部会長)

森川　博之 もりかわ　ひろゆき ○

若狭　健 わかさ　たけし ○

和田　勝紀 わだ　かつのり ○

渡部　茂樹 わたなべ　しげき ○

渡邉　真由 わたなべ　まゆ ○

千葉大学 大学院社会科学研究院 教授

明治大学 経営学部 教授

千葉市民生委員児童委員協議会 副会長

千葉みらい農業協同組合 常務理事

千葉県警察 千葉市警察部長

千葉大学 教育学部 教授

一般社団法人 千葉市歯科医師会 会長

一般社団法人 千葉市医師会 会長

一般社団法人 千葉県中小企業診断士協会 理事

千葉商工会議所女性会 会長

千葉ホークス

千葉市女性団体連絡会 事務局長

千葉大学 国際教養学部 准教授

株式会社シルバーウッド 代表取締役

特定非営利活動法人インビジブル 理事長

千葉市手をつなぐ育成会 会長

公募市民

公募市民

一般社団法人 千葉市身体障害者連合会 会長

日本放送協会千葉放送局 局長

公募市民

一般社団法人 千葉県経営者協会 専務理事

一般社団法人 千葉市老人クラブ連合会 会長

公募市民

東京大学 大学院工学系研究科 教授

株式会社ちばぎん総合研究所 専務取締役

職　名　等

千葉大学 大学院園芸学研究院 教授

公益財団法人 千葉市国際交流協会 事務局長補佐

公益社団法人 千葉市幼稚園協会 副会長

公益社団法人 千葉市民間保育園協議会 副会長

千葉市PTA連絡協議会 副会長

株式会社ZOZO フレンドシップマネージメント部 ディレクター

放送大学 教養学部 教授

一般社団法人 千葉市薬剤師会 理事

株式会社アイ・メデックス 代表取締役社長

日本労働組合総連合会千葉県連合 中央地域協議会 議長

早稲田大学 地域社会と危機管理研究所 招聘研究員

公益社団法人 千葉市観光協会 理事

別 紙 


