
          ４月          

1 調査 就学援助の県内の状況② 

13 調査 就学援助の県内の状況③ 

13 波岡地区消防団総会と懇親会 

16 研修 「公共施設の更新計画」 

18 調 就学援助の県内の状況④ 

19 学習会「子どもの貧困と虐待」 

21 NPOライフサポート波岡総会 

25.26 福島原発震災情報連絡センター総会

＆被災地スタディツアー 

 

         ５月          

2 四市議員交流会 

7 研修「介護保険」 

12 八幡台自治会総会 

14 視察(あゆみ会・富津市防災センター) 

 

18  波岡東地区社会福祉協議会総会 

19 水と緑を守る会総会 

26 波岡区長会懇親会 

 

      6月 (議会の開催月)      

9 研修 憲法９条 

15 視察 四谷ひろば  

21 集会 子ども・被災者支援法 

         ７月          

2 集会 子ども・被災者支援法 

4.5 飯田市視察(自動車学校の屋根を貸して

太陽光発電) 

 

6 波岡地区青少年育成連絡会議総会 

7 八幡台地区 基本構想タウンミーティン

グ 

8 視察(福生市庁舎・町田市庁舎) 

13 波岡地区青少年育成連絡会美化活動 

16 視察(野の花の家) 

23 視察(乳児院・おゆみ学校) 

26  集会 子ども・被災者支援法 

         ８月          

2 「原発事故子ども・被災者支援法」推進自

治体議員連盟設立総会 

3 県ネット研修 ワンデイミーティング 

3.4 八幡台夏祭り 

10 ボランティア交流集会・大久保夏祭り 

14 港まつり修祓式 

15 花火大会 

21 視察 エンジェルホーム 

23 研修 全国政策研究会 in京都 

「教育委員会について」 

24 八幡台わかば会地区ボランティア交流会 

25 小櫃川の水を守る会総会 

26 波岡区長会懇親会 

29 県への予算要望打ち合わせ 

 

      ９月 (議会の開催月)       

1 ブルーベリー園一粒舎の収穫祭 

13 アフリカ救援米の稲刈 

13 集会 復興庁主催の子ども被災者支援法

基本方針案説明会 

14 波岡中 体育祭 

26 きさらづ・ウォッチング 

 

         10月          

3.4 視察(つくば市庁舎・石岡市駅前活性化) 

10   視察(消防指令センター) 

11  政府交渉 子ども・被災者支援法 

13 八幡台自治会スポレク大会 

15 研修 秘密保全法 

20 敬老の集い・波岡区長会 

24 調査 学校の PCB廃棄物 

28 取材 浜金谷のアルテ 

29.30.31 総務常任委員会視察 

   (京丹後市・草津市) 

         11月          

2 八幡台地区文化際・集会「放射性廃棄物」 

3 波岡地区文化祭 

4西アフリカフェスティバル 

6 研修 財政 

7.8 研修 防災セミナー 

8 集会 いじめ防止対策支援法 

9 集会 一宮学園映画会 

10 消防早出し競技大会 

12 請願行動・集会 子ども・被災者支援法 

 

14 取材 のぞみ牧場学園 

16 木 P連 OB・OG会 

17 NPOライフサポート波岡収穫祭 

20 調査 羽鳥野交差点交通量 

23.24.25 視察 (宮崎県綾町) 

29 きさらづウォッチング(紙) 

30 八幡台わかば会 ふれあいサロン 

 

     12月 (議会の開催月)      

7 集会 生活困窮フォーラム 

9 ボランティア交流会 

12 学習会「どうなる?要支援 1と 2」 

13 まちづくり懇談会 

14 波岡地区青少年育成連絡会美化活動 

19 報告 学校の PCB廃棄物保管状況 

20 波岡区長会懇親会 

26 調査 いじめ防止対策推進条例案 

市議会の活動 

 総務常任委員会委員 

 議員定数等特別委員会委員 

 庁舎整備検討特別委員会委員 

 市議会の議員会役員 

 議員会研修(木更津市議会) 

 議員研修(4市・南房総エリア) 

 政務活動費の報告  (会派の調査研究

費用に年間 24万円木更津市より支給。

足りない分は自費で研修・調査活動) 

 

市民ネットワークの活動(定期的な活動) 

 議会速報や市民ネットワーク通信をボ

ランティアに依頼。ポスティング。 

 議会が終了すると、翌朝より議会速報配

布。駅宣(年 4回・各 3日間 木更津駅

東口・西口、岩根駅) 

 市民ネットワーク通信 (年４回)発行。 

 きさらづ市民ネットワーク定例会 

 上総エリア会議(市原市民ネットと) 

 県ネットでは 代理人会議 広報委員  

こどもと貧困プロジェクトリーダー 

政策委員会 

 毎月 10日(休日の場合は別日)に羽鳥野

で朝宣 

 

2013.1～12月の主な調査活動 

 八幡台自治会が調査した空き家状況を

地図にまとめ、現状把握(3月議会質問) 

 放射線量測定結果をまとめ「私たちの

3.11きさらづ白書№２」５月に発行 

 木更津市の財政分析をし、研修会で報告

(6月議会質問) 

 県内 54市町村の就学援助の状況の調査 

(6月議会質問) 

 市内小中学校で、一階に特別支援学級が

ない８校の避難経路などの視察(９月議

会質問) 

 市内 14 小中学校の PCB 廃棄物の保管状

況の視察(12月議会質問) 

 八幡台自治会からの依頼で、羽鳥野交差

点の朝の通行状況の調査し、警察に報告 

 上烏田の林地開発を調査 

         1月             

1 市民マラソン 

2 上烏田地区の集会で議会報告 

6 ちびっこマラソン大会 

7 商工会議所賀詞交歓会 

10 自衛隊賀詞交歓会 

13.14研修「財政ステップアップ講座」 

15 研修 「子どもの貧困」   

19 凧揚げ&昔遊び大会 

24 八幡台わかば会 茶話会 

27 県ネット総会・懇親会 

 

         ２月          

7 取材 あゆみ会 

8 財政研究会 

9 わいわいコンサート 

10 防災学習会 合唱コンサート 

14 集会 子ども被災者支援法  

15 自治会・市職員と日東バスに要望書届け

る 

16 ボランティアの集い   

17 研修 憲法 

23青少年育成連絡会議 講演会 

24 研修「アタッチメント形成からみるしつけ

と体罰」 

 

     ３月 (議会の開催月)         

2 きさらづ市民ネットワーク総会 学習会 

25 調査 就学援助の県内の状況① 
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