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事務所FAX：043-244-2200
Email：usui@shoichi.info
※必ずお名前とご連絡先をご記入下さい。

TEL 043-244-0033
〒261-0004  千葉市美浜区高洲1-9-7-2

事務所
議会や委員会で取り上げてほしい事項がありましたら、
FAXまたはメールにてお寄せください。 議会・委員会
での質問や要望は県の事業に係るものとさせて頂きます。
その他、国や市に対するご要望・陳情も、お寄せください。
すべてのご意見に返答は致しかねますが、皆様からの
お声には臼井本人が必ず目を通しています。

ご意見・ご要望、県の施策に対する
ご質問をお寄せください！

自民党

ご 挨 拶

まじめに努力した人が報われる社会、
社会的弱者が制度の中で

しっかりと救われる社会の実現。　 

美浜区

私、　　　　　　　　の政治信条

千葉県議会議員うすい正一

この４年間の取り組み

自民党では平成27年から30年12月定例県議会終了時まで、以下の4本の議員提案による政策
条例制定を実現しています。これは所属議員が日頃から政策能力の研鑽を積んでいることに
加え、地域に密着した活動による県民ニーズの把握ができているからにほかなりません。

耳に聞こえの良い掛け声だけではなく、しっかりと政策を実現してこその
議員活動だと確信しています。

公益財団法人日本サッカー協会が設置する
「ＪＦＡナショナルフットボールセンター（仮称）」について
幕張新都心の活性化
海浜幕張駅の改札口の増設
ビッグイベントの招致について
千葉市西部における回復期リハビリテーション病棟の増設
花見川の河川整備について
幕張新駅について
県立学校の人工芝生化
家族教育について
障害者スポーツの推進
千葉県リハビリテーションセンターの再整備について
千葉県社会福祉センターの建て替えについて
卸売市場の活性化について
精神科医療センターと救急医療センターの整備について
渋滞対策 ： 検見川陸橋／国道14号・357号／幕張エリアと
357号の2つの交差点／新港地区／千葉西警察署入口
京葉線とりんかい線の相互乗り入れ
京葉線の蘇我行きの増便要望
京葉線の武蔵野線の乗り入れの増便要望

千葉県子どもを虐待から守る条例

千葉県手話言語等の普及の促進に
関する条例

千葉県AEDの使用及び心配蘇生法の
実施の促進に関する条例
千葉県自転車の安全で適正な利用の
促進に関する条例
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　議員が一生懸命議会活動に取り組むのは当たり前です。解散のない地方議会で大切なことは、
地域の集まりなどにこまめに参加し、変わり行く有権者のニーズやその時々の地域の問題点を
自身の目で見て、耳で聞いて確認し、それを議会の場で解消に努めることです。今までの地方
議員の主な役割は、行政が提案する議案や予算案に対してのチェックや良し悪しを判断することが
主でしたが、これからは更なる政策提言と政策実現の能力が求められます。
　時代はもの凄いスピードで変化して行きます。それに対応する為、常日頃からアンテナを磨き、
全てを吸収する探究心、公職人としての緊張感をもって職務に望みます。今まで国を、千葉県を
支えてくださった方々、次の時代を担って行く世代をはじめ、全ての千葉県民に責任を持てる
政治家であるべく、これからも誠心誠意取り組んでまいります。ご指導・ご鞭撻のほど、よろしく
お願いいたします。

政策実現力
No.１

県政の若手エース! この4年間の取り組み県政の若手エース!

9月議会の自民党の代表質問と、党幹部による知事への直接
の要望が実り、全県立学校普通教室へのエアコン設置が
決まりました。平成31年度から順次予算化がされます。

千葉県監査委員の任命式にて。
責任に武者震いです。

稲毛浅間神社節分祭。祖父・故臼井荘一の書の
前での一枚。現在総代を拝命しております。

日台友好親善議連の会長として、台湾と千葉県
との文化経済教育の交流を促進しています。

決算審査特別委員会委員長拝命。
同志の瀧田敏幸副委員長と。

支援している地元の門山宏哲衆議院議員と。

スポーツ立県千葉を目指して。競技、生涯、障害スポーツを応援しています。

県とともに誘致に汗をかいた公益財団法人日本サッ
カー協会JFAナショナルフットボールセンター起工式。

※写真提供：JFA

県民の声を政策に!自由民主党

小泉進次郎衆議院議員と。

ちば自民党の広報本部長として遊説の
指揮をとります。

NEW



あらゆる不測の事態を想定し、
「想定の範囲外」を最小にして行きます！

警察力を強化し、卑劣な犯罪者・犯罪から
県民を守ります！

医療費の適正化による
福祉満足度日本一を目指します！

教育は国家百年の計。
教育立県ナンバー1を目指します。

教育
の
充実

高齢者などを狙い撃ちにした振り込め詐欺などの特殊詐欺は、巧妙化してきており、
警察の必死の対策をよそに、その被害は増加しています。
また、個人情報を抜き取ったり、官公庁のシステムに
不正アクセスするサイバー犯罪にも対策が必要です。

私達が子供の時と大きく環境は変わってきています。いじめは、陰湿化、複雑化して
います。また、夏の暑さは異常とも言えるほどです。 ソフト・ハード両面で教育を支援
してまいります。また、私立学校の経常費補助金を少しでも上積みし、公私間格差の
是正に努めます。

毎年1兆円ずつ純増する社会保障費の適正化は待ったなしの課題です。 戦前戦後日本
を支えた先輩方、団塊の世代、子育て世代、若者、障害児者やそのご家族、それぞれの
社会福祉に対するニーズは異なります。それらに応えるためには社会保障費の適正化
を進めてまいります。また、新しくできる社会福祉センターを拠点に、福祉の災害時の
対策にも努めます。

千葉市は今後30年以内に震度6弱以上の地震の発生確率が85％と、日本の都市でトップ
となっています。また、美浜区はすべてが埋立地で造成されており、高潮の被害も懸念
されます。県民の生命・身体・財産を守ることは、我々の最も重要な責務です。行政と一体
となって県民を守ります。

あらゆる不測の事態を想定し、
「想定の範囲外」を最小にして行きます！

警察力を強化し、卑劣な犯罪者・犯罪から
県民を守ります！

医療費の適正化による
福祉満足度日本一を目指します！

◆千葉生まれ　◆青い鳥幼稚園
◆市立検見川小学校、花園中学校卒業
◆市川高校（市川学園）卒業
◆日本大学文理学部卒業
◆英国オックスフォードアカデミー修了
◆株式会社オリエンタルランド勤務
◆父 元衆議院議員臼井日出男のもとで政治を学ぶ

◆平成15年4月県議会議員初当選（現在四期）
◆衆院選にチャレンジし94,820票頂くも次点
◆商工労働企業常任委員長・文教常任委員長歴任
◆ちば自民党青年部長・青年局長歴任
◇趣味：スポーツ（野球・サッカー・柔道二段）
◇妻、1男、2女と高洲在住

プロフィール Facebookにて日々の
活動を更新しています。

携帯からも
アクセスできます!

ホームページ：www.shoichi.info
モバイルサイト：www.shoichi.info/m

DASH! 
SHOICHI!!

災害
対策

引き続き、うすい正一は、次の課題に取り組んでまいります！

防犯
対策

医 療
福 祉
介 護

全県立学校にエアコンを設置 私学の振興

幼児教育の充実 家族教育・家庭教育の振興

校庭の人工芝生化 スポーツの振興

看取りの推進

京葉線とりんかい線の相互乗り入れ

統合医療の研究

保育の振興 医療従事者不足の解消

障害者スポーツの振興

東京2020オリンピック・パラリンピックとその後を見据えた地域創生

海浜幕張駅の改札口の増設と混雑対策

幸町と新港の再開発と
京葉線の（幸町新港への）機能向上

県内にフリーwi-fi拡充 千葉港の機能強化 団地の建て替え支援

マリンスタジアムの再整備

総武線と京葉線を結ぶ
新たな交通システムの研究

教育は国家百年の計。
教育立県ナンバー1を目指します。

さらなる警察力の増加

交差点の改良や信号サイクルの変更による渋滞の緩和

警察・消防・自衛隊等の連携を強化し、テロを抑止

千葉西警察署前に新インターチェンジ設置を要望

千葉西警察署
トヨタ自動車

稲毛浅間神社
一般国道14号線

稲毛自動車教習所

国道357号線から東関東自動車道に直接アクセスするインターチェンジの設置を要望

東関東自動車道

倒壊の危険性のあるブロック塀の早期
回収を要望しました。

信号サイクルの変更により車両、歩行者ともに
安全で快適に通行が可能になりました。

東京五輪音頭講習会に参加

石井準一参議院議員のご尽力で
安倍首相に表敬訪問実現しました。

災害発生時に、まさに命を繋ぐことに
なる高規格道路の建設促進に尽力して
参ります。

沖縄での千葉県南方諸地域戦没者追悼
式に遺家族議連の会長として参列。積
極的平和主義を貫きます。

東京五輪音頭 2020 を猛練習 !もっと簡単にして欲しい！

災害とも言える猛暑。
エアコンの設置は急務です。
自民党として、必ず実現させ
ます！

地元育成委員会の行事に参加。青少年の健全育成に積極的に関わっています。

ボランティア活動にも積極的に参加
駅頭清掃活動にて

東京2020オリンピック・パラリンピックにおいて、
本県は東京を除けば一番多くの競技を実施する都市です。

オリンピック・パラリンピック後の千葉県はどうなるのか、
県民にどういう千葉県像を提示できるのか。
オリンピック・パラリンピック後の千葉県はどうなるのか、
県民にどういう千葉県像を提示できるのか。

高潮・津波対策として、護岸や堤防、水門の徹底した整備と維持管理

消防の広域的協力体制の確立

新たな高潮・津波ハザードマップの周知徹底とそれに対応した避難計画の策定支援

水道管の耐震化の促進

自衛隊との日頃からの連携強化
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