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ピアノ 大井戸奈桜 黒木

ゆうき

バレエ 櫻井陽菜 萩原

空手道 足立大地 足立大和

テニス 手塚進 吉村大生

ダンス 小西乙愛 中村安里

千葉聾学校卓球部女子

卓球 椋田愛梨 千葉県立

太極拳 宍倉玲亜

水球 坂上千明

松本春菜 富士通株式会社

鈴木雄介 高瀬慧 田中佳祐

陸上 大森郁香 澤野大地

ライフル射撃 鈴木若葉

ヨット 菅波渚

美鈴 松川美笛

神保結衣 野々村真弥 松川

幕張総合高等学校書道部

書道 佐藤陽菜 千葉県立

ピアノ 尾崎未空 崎谷明弘

写真 杉浦孝雄

湯原利佳

三島嶺 持田早智 茂木美桜

水泳 窪田幸太 田中康大

あすか 上杉緋呂 佐々木響

宮田蒼太 安谷屋佐和 稲葉

啓悟 菅原颯翔 竹鼻心一

ス
ポ
ー
ツ
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ン新体操クラブ

新体操 河崎羽珠愛 イオ

林高等学校少林寺拳法部

少林寺拳法 髙橋萌江 桜

自転車 栗本武典

恵里奈 時田和輝

森川健太郎 牛山千尋 寺牛

野球 瀬川高志 髙𣘺海斗

ボクシング 堤駿斗 堤麗斗

滉介

ボウリング 浦野実紅 佐藤

悠樹

お早めに
申請を！

第 回教育・文化・スポーツ等功労者
人・９団体

英訳 里見紗弥子

雪音

池澤海 岡﨑陽孝 川崎愛真

トライアスロン 上田藍

陸上競技部

雄一

問い合わせ 建築指導課 ☎245‐5838 Ｆ245‐5888

長谷川由海 日暮彩乃 吹野

３月１日㈰～７日㈯は、
「建築物の防災週間」です。
この期間に、市では多くの方が利用する建物などの立ち入り調査を実施し
ます。この機会に、次の点に注意して建物の安全点検をお願いします。
①建物の安全性（耐震診断、改修など） ②家具などの転倒防止対策
③避難経路にある障害物の撤去 ④ブロック塀などの倒壊の危険性

問い合わせ 秘書課

建築物の防災週間

バトントワーリング 佐古

３/１㈰
～７㈯

珠愛 福永智啓 吉川啓太

問い合わせ 都市計画課 ☎245‐5349 Ｆ245‐5627
Ｅkeikaku.URU@city.chiba.lg.jp

☎︵２４５︶５０１０

定員 80人（当日先着順）

瑞季

日時 ２月28日㈯10：30～12：00
会場 中央コミュニティセンター６階

若原快

変更素案に関する説明会

Ｆ︵２４５︶５５２９

都市計画の変更に向けて、変更素案の縦覧を行います。また、縦覧期間中、
意見のある方は公述の申出をすることができます。
縦覧・公述の申出期間 ２月17日㈫～３月17日㈫
縦覧場所
都市計画課
公述の申出 都市計画課に指定の申出書を郵送または窓口に直接持参。
FAX・Eメール【下記】も可。提出方法など詳しくは、縦覧場所でご確
認いただくか、お問い合わせください。
公述の申出があった場合は、３月28日㈯に公聴会を開催します。なお、
申出者が10人を超えた場合、抽選になります。

バレーボール 中元南

変更素案の縦覧・公述の申出の受け付け

クライミング 島谷尚季

対象路線
◦長作町線
◦新港横戸町線
◦幕張町弁天町線
◦椿森黒砂台線
◦弁天町登戸町線
◦本町亥鼻線
◦中央星久喜町線
◦長洲葛城線
◦亥鼻千葉寺町線
◦寒川町千葉寺町線 ◦源町大森町線
◦桜木町小倉台線
◦都賀駅大草町線
◦京成千葉駅北谷津町線 ◦仁戸名町古市場町線
◦中央赤井町線
◦浜野町中西町線
◦誉田駅前線
◦土気町高津戸町線 ◦小食土町土気町線
◦大木戸町土気町線
＊対象路線の詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

パワーリフティング 船水

都市計画の決定後20年以上経過しても整備に着手できず、また、財政的な
制約などから、引き続き未整備となる可能性が高い都市計画道路があります。
市では、こうした都市計画道路の見直しを進めており、都市計画の変更に
向けて、変更素案の縦覧を行うとともに、意見のある方からの公述の申出を
受け付けます。また、これに合わせて変更素案に関する説明会を開催します。

サッカー 菅澤優衣香 山根

都市計画道路の変更素案の
縦覧および説明会の開催

2
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案の公表場所

担当課、市政情報室、区役所地域振興課、図書館。市
ホームページ「パブリックコメント手続」からもご覧
になれます。
意見の提出期限 ３月16日㈪
意見の提出方法 郵送または直接持参、FAX、Eメールで。提出先など
詳しくは、案の公表場所でご確認ください。
市の考え方の公表 ３月公表予定。氏名、住所などの個人情報は公表しま
せん。

（日）

２/14表彰

２月 日、全国規模以上の大会などで優れた成績を収め、郷土千葉
市の名声を高められた 人、９団体の方々に対し、賞証を贈り、その
功績をたたえました。
（順不同・敬称略）

ＬＳＩ（大規模集積回路）

美術 千葉県立幕張総合高

久住呂有紀 越川雄介 佐藤

加藤友里恵 佐藤志帆 細田

育

デザイン 千葉大学大学院

等学校美術部

涼太郎 田中勇利 中薗綾乃

エリカ 澤江優月 曽根

教

工学研究科チームＳＨＯＴ

弁論 西澤由佳 山谷峻

絵画 板倉淳晟

科学 市毛貴大

模擬国連 板垣奈恵 髙佐

等学校合唱団

化

問い合わせ 経営企画課 ☎245‐5744 Ｆ245‐5257
Ｅkikaku.HOB@city.chiba.lg.jp

合唱 千葉県立幕張総合高

市立青葉病院および市立海浜病院が、市民の必要とする安全・安心な医
療を提供するとともに、健全な病院経営を確立し持続・発展していくため、
平成27年度からの３か年計画（案）を作成しました。

文

②千葉市立病院改革プラン（平成27～29年度）
（案）

カラオケ 一條貫太

問い合わせ 政策企画課 ☎245‐5046 Ｆ245‐5534
Ｅkikaku.POC@city.chiba.lg.jp

綾菜

千葉市新基本計画に示すまちづくりの方向に進んでいくため、新たに開
始する事業や拡充する事業を中心に、今後どのような事業に取り組んでい
くかを具体的に示す第２次実施計画（案）を作成しました。

合奏 千葉県立幕張総合高

等学校シンフォニックオー

ケストラ部

作文 遠藤陽和

①千葉市新基本計画に基づく第２次実施計画（案）

珠算 北村瑠菜

ご意見をお寄せください パブリックコメント手続
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千葉市液状化等被害住宅再建支援金
被災者生活再建支援金

東日本大震災による住宅の被害の程度や再
建方法に応じて支給される、 支援金の申請期
間がまもなく終了します。 まだ申請がお済み
でない方は、 区役所地域振興課または地域福
祉課でお早めに申請を行ってください。
支援金の内容
①千葉市液状化等被害住宅再建支援金
対 象 り災程度が半壊・一部損壊の戸建住宅の地盤を復旧（基礎の修
復も含む）した世帯、半壊の戸建住宅を補修した世帯
②被災者生活再建支援金（基礎支援金・加算支援金）
対 象 り災程度が全壊・大規模半壊の世帯。また、り災程度が半壊・
一部損壊でも、被害が甚大で住家を解体した世帯
申請期限 ①は３月31日㈫、②は来年３月31日㈭
＊それぞれの制度の支援金を重複して受けることはできません。①の申請期
限は延長される場合があります。申請方法など詳しくは、区役所地域振興
課または地域福祉課【下記】へお問い合わせください。
申請先・問い合わせ
◦区役所地域振興課
中央 ☎221‐2169 花見川 ☎275‐6224 稲毛 ☎284‐6107
緑 ☎292‐8117 美浜 ☎270‐3124
若葉 ☎233‐8124
◦地域福祉課 ☎245‐5218 Ｆ245‐5620

