
内　容 場　所 備　考

3日 産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

かやこども園開園式典 かやこども園 議長・多田総務副委員長出席

のだがわこども園開園式典 のだがわこども園 副議長・宮崎総務委員長出席

8日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

9日 平成31年度加悦谷高等学校入学式 加悦谷高等学校 議長欠席

11日 ごみ処理施設の進捗状況・防災工事に係る現地調査 ごみ処理施設現場事務所 組合議員出席

12日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

15日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

20日 与謝野町障害者福祉会　平成31年度定期総会 加悦地域公民館 副議長代理出席

22日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

岩滝長寿会連合会定期総会 岩滝ふれあいセンター 議長出席

人権擁護施策推進与謝地区実行委員会 伊根町コミュニティセンター
ほっと館 議長出席

26日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

４月

4日

２３日

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

8日 新型車両「ＫＴＲ300形」披露・試乗会 京都丹後鉄道　宮津駅 議長出席

10日 三重県明和町議会来訪 加悦庁舎 正副議長、各常任委員長
議会広報委員長出席

13日 平成31年度社会を明るくする運動推進委員会 野田川庁舎 議長出席

17日 令和元年第2回（5月）宮津与謝環境組合議会臨時会 本庁舎 組合議員出席

籠神社後鎮座1300年記念式典 籠神社 議長欠席

令和元年度与謝野町地域本部通常総会 野田川わーくぱる 議長出席

22日 与謝野町商工会第12回通常総代会 与謝野町商工会本所 議長出席
産建委員長欠席

23日 令和元年度大江山観光開発協議会総会 市民交流プラザふくちやま 議長出席

24日 宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

令和元年度町村議会議長研修会 東京国際フォーラム 正副議長
議会広報委員長出席

令和元年度京都府町村議会議長会　臨時総会 全国町村会館 議長出席

京都府町村議会議長会府選出国会議員との意見交換 全国町村会館 議長出席

宮津与謝広域シルバー人材センター定時総会 みやづ歴史の館 宮崎総務委員長代理出席

29日 令和元年度与謝野町防犯推進協議会総会 岩滝保健センター 議長欠席

令和元年度京都丹後鉄道利用促進協議会総会 宮津商工会議所 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

18日

28日

30日

５月



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

日本冶金等来訪 加悦庁舎 議長対応

5日
令和元年度与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会実行委員会
第1回会議

加悦庁舎 議長対応

6日
第87回令和元年6月定例会招集日（提案理由説明・一
部議案審議）

加悦庁舎　議場

本会議（提案理由説明） 加悦庁舎　議場

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

12日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

13日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

本会議（一般質問・条例等議案審議） 加悦庁舎　議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

17日 本会議（補正予算等審議）・会期末 加悦庁舎　議場

18日 宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

25日 宮城県大和町議会産業建設常任委員会視察 加悦庁舎 議長・商工振興課対応

2６日 関西電力株式会社来訪 加悦庁舎 議長対応

丹後地区高規格道路推進協議会 京丹後市役所　峰山庁舎 議長出席

令和元年度「天橋立を守る会」総会 天橋立ホテル 議長出席

10日

７日

14日

4日

11日
６月

27日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

2日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

3日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

4日 2019年原水爆禁止国民平和大行進 加悦庁舎 副議長代理出席

6日 社会を明るくする運動 町内 議長出席

7日 町長査閲 大江山グラウンド 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

京都地方税機構平成30年度決算審査等 ルビノ京都堀川 組合議員出席

9日 議会運営委員会 加悦庁舎

野田川改修促進協議会・府道宮津野田川線改修促進同
盟会監査

加悦庁舎 議長対応

総務文教厚生常任委員会　町内現場視察 町内

第88回令和元年7月臨時会 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

令和元年第2回（7月）宮津消防組合議会臨時会 宮津市役所 組合議員出席

宮津・与謝暴力追放推進協議会総会 宮津市福祉・教育総合プラザ 議長欠席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

全国和装産地市町村協議会令和元年度総会 京都経済センター 議長出席

22日 産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

宮津与謝消防組合例月出納検査・定期監査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

与謝野町優良産品認定業者会　令和元年度定期総会 リフレかやの里 産建委員長出席

奉祝田神事（清袚祭） 浦嶋神社 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

26日 全員議員研修会 ルビノ京都堀川

29日 議会広報特別委員会（正副委員長最終確認） 加悦庁舎

30日 長野県宮田村議会　議会運営委員会視察研修来訪 加悦庁舎 正副議長対応

宮津市議会議員研修会 みやづ歴史の館

京都府高速道路網整備促進協議会総会 ルビノ京都堀川 議長出席

7月

8日

11日

16日

18日

19日

23日

25日

31日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

1～2日 産業建設環境常任委員会視察研修
一般社団法人八ヶ岳ツーリズ

ムマネジメント
塩尻市役所

1日 京都府後期高齢者医療広域連合議会　全員協議会 メルパルク京都 組合議員出席

京都地方税機構議会　全員協議会 組合議員出席

令和元年8月京都地方税機構議会定例会 組合議員出席

令和元年度野田川改修促進協議会総会 元気館 議長出席

令和元年度府道宮津野田川線改修促進同盟会総会 元気館 議長出席

6日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

7日 岩手県矢巾町議会視察研修来訪 加悦庁舎 正副議長対応

8日 令和元年第3回議長会議 ホテルセントノーム京都 議長出席

平成31年度議会広報編集正副委員長研修会 京都府自治会館 議会広報正副委員長出席

京都府後期高齢者医療広域連合議会　令和元年第2回
定例会

COCON烏丸 組合議員出席

19日 舞鶴市議会議員来訪 加悦庁舎 議長対応

21日 全員協議会 加悦庁舎　議場

23日 総務文教厚生常任委員会視察研修
鳥取市役所

峰山学童保育
京丹後市大宮庁舎

26日 令和元年度府政懇談会 ガーデンパレス京都 議長出席

宮津与謝消防組合議会例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

令和元年度市町村議会広報研修会 ルビノ京都堀川

議会運営委員会 加悦庁舎

石川県中能登町議会総務建設常任委員会行政視察来訪 加悦庁舎
議長・商工振興課
観光交流課対応

8月

3日 ルビノ京都堀川

5日

9日

27日

28日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

1日 令和元年度京都府総合防災訓練
村田機械㈱総合グランド

長岡京市立長岡第九小学校 議長欠席

4日
第89回令和元年9月定例会招集日（提案理由説明・一
部議案審議）

加悦庁舎　議場

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

10日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

11日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

12日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

15日 第14回よさの大江山登山マラソン大会 大江山運動公園グラウンド 議長出席

16日 大宮交通公園蒸気機関車譲渡式典 大宮交通公園 議長出席

宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

本会議（条例・補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

18日 本会議（補正予算審議） 加悦庁舎　議場

本会議（補正予算審議・追加議案提案） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

21日 令和元年度虹ヶ丘敬老祝賀式 特別養護老人ホーム虹ヶ丘 議長出席

24日 本会議（決算審議） 加悦庁舎　議場

令和元年度与謝野町小学生陸上記録会 野田川グラウンド 議長出席

令和元年第2回与謝野町宮津市中学校組合議会定例会 本庁舎 組合議員出席

主要地方道網野岩滝線整備促進期成会監査 加悦庁舎 議長対応

本会議（決算審議） 加悦庁舎　議場

26日 本会議（決算審議） 加悦庁舎　議場

9月

5日

6日

9日

13日

17日

19日

25日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

本会議（決算審議・追加議案審議） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

28日 岩滝あじさい苑敬老祝賀会 岩滝あじさい苑 議長出席

29日 令和元年度やすら苑敬老祝賀式 特別養護老人ホームやすら苑 議長出席

9月

27日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

1日 クアハウス岩滝現場視察 クアハウス岩滝 議員出席

第12回与謝野町駅伝競走大会 石川小学校 議長出席

山陰新幹線早期実現を求める舞鶴大会 議長出席

山陰新幹線京都府北部ルート誘致・鉄道高速化整備促
進同盟会総会

議長出席

令和元年度主要地方道網野岩滝線整備促進期成会定期
総会

京丹後市役所　峰山庁舎 議長出席

令和元年度議会懇談会 野田川わーくぱる

主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会監査 加悦庁舎 議長、産建委員長対応

愛知県阿久比町議会視察研修来町 加悦庁舎 正副議長対応

令和元年度議会懇談会 元気館

京都府町村議会議長会臨時総会 議長出席

令和元年第4回議長会議 議長出席

11日 令和元年度議会懇談会 知遊館

議会広報特別委員会 加悦庁舎

愛知県町村議会議長会視察研修 元気館

令和元年度議会懇談会 野田川わーくぱる

令和元年度与謝野町敬老会（野田川地域） 野田川わーくぱる 議長出席

三重県多気町議会視察研修 加悦庁舎 教育委員会・議長対応

令和元年度議会懇談会 元気館

宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

三重県多気町議会視察研修 加悦庁舎 議長対応

令和元年度与謝野町敬老会（加悦地域） 野田川わーくぱる 副議長代理出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

令和元年度与謝野町敬老会（岩滝地域） 野田川わーくぱる 議長出席

京都府町村議会議長会新三役知事訪問 京都府自治会館 議長出席

令和元年度議会懇談会 知遊館

19日 病児保育所内覧会 病児保育所　現地 議長・総務委員長出席

令和元年度主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議
会総会

議長出席

令和元年度府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同
盟会総会

議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

令和元年第3回（10月）宮津与謝環境組合議会定例会 本庁舎 組合議員出席

18日

21日 元気館

23日

10月

6日
舞鶴市商工観光センター

7日

9日

10日 ホテルセントノーム京都

15日

16日

17日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

令和元年第3回（10月）宮津与謝消防組合議会定例会 宮津市役所 組合議員出席

近畿地方治水大会 兵庫県看護協会　ハーモニーホール 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

令和元年度与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会実行委員会
第2回会議

元気館 議長出席

京都府北部五市議会連絡協議会意見交換会 丹波茶屋　ゆらり由良川 正副議長欠席

徳島県松茂町議会視察研修来町 加悦庁舎 正副議長・副町長対応

アベリスツイス高校生歓迎レセプション 野田川ユースセンター 議長出席

安全・安心の道づくりを求める全国大会 東京国際フォーラム 議長欠席

兵庫県福崎町議会　議会広報常任委員会視察研修来町 加悦庁舎 議長・議会広報委員対応

広島県世羅町議会視察研修来町 加悦庁舎 議長・企画財政課対応

愛媛県内子町議会視察研修来町 加悦庁舎 正副議長対応

京都府議会議員「田中英夫氏議長就任祝賀会」 ホテルグランヴィア京都 議長出席

31日 関西電力株式会社来訪 加悦庁舎 正副議長対応

10月

24日

25日

28日

29日

30日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

滝・金屋命の里秋の大感謝祭 よさの野菜の駅 議長出席

京丹後市制15周年記念式典 京都府丹後文化会館 議長出席

市町村トップセミナー ANAクラウンプラザホテル 議長出席

内外情勢調査会京都支部懇談会 ウェスティン都ホテル京都 議長出席

令和元年度与謝野町小・中学校音楽フェスティバル 野田川わーくぱる 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

7日
福岡県田川郡町村議会議長会議員研修会　家城議長講
演

大任町レインボーホール 正副議長出席

8日 令和元年度与謝野町戦没者追悼式 野田川わーくぱる
宮﨑総務委員長

代理出席

令和元年度東京丹後人会総会・懇親会 ホテルメトロポリタンエドモント 議長欠席

山陰近畿自動車道早期実現促進大会 丹後地域地場産業振興センター 議長出席

第63回町村議会議長全国大会 NHKホール 議長出席

京都府町村議会議長会「国政懇談会」 グランドアーク半蔵門 議長出席

14日 京都府町村議会議長先進地視察研修 長野県軽井沢町 議長出席

令和元年度「全国和装産地市町村協議会」産地視察 石川県金沢市 議長欠席

第90回令和元年11月臨時会 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

令和元年度市町村議会委員長研修会 ルビノ京都堀川
常任委員長、議運委

員長出席

野田川広域河川改修事業、府道宮津養父線（岩屋峠改
良事業に関する要望活動

京都府庁、近畿地方整備局 議長出席

野田川広域河川改修事業、府道宮津養父線（岩屋峠改
良事業に関する要望活動

国会議員、国土交通省、財務省 議長出席

茨城県美浦村議会視察研修来町 加悦庁舎
副議長、議運委員長

対応

20日 熊本県美里町議会総務委員会視察研修来町 加悦庁舎 正副議長対応

宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮崎議員

綾部市議会議員研修会 京都府北部産業創造センター

長野県辰野町議会視察来町 加悦庁舎 議長対応

宮津与謝広域シルバー人材センター設立30周年記念
式典

みやづ歴史の館 副議長代理出席

23日
天皇陛下御即位奉祝京都府民の集い（令和安寧祈願
祭・式典・演奏会）

平安神宮 議長出席

第8回与謝野町蕪村顕彰全国俳句大会 知遊館 議長出席

第31回京都府消防大会 国立京都国際会館 議長欠席

総務文教厚生常任委員会視察研修 ハーベスト株式会社宮津工場

京都地方税機構業務執行状況等説明会 宮津総合庁舎 議長出席

11月

22日

24日

25日

3日

5日

6日

9日

13日

15日

18日

19日

21日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

議会運営委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

27日 福岡県町村議会議長会視察来町 元気館 正副議長対応

11月
26日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

3日
第91回令和元年12月定例会招集日（提案理由説明・
一部議案審議）

加悦庁舎　議場

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会現場視察（学校給食試食） 岩滝小学校

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

与謝野町防災会議 岩滝保健センター 議長出席

10日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

13日 本会議（条例等審議） 加悦庁舎　議場

本会議（補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

本会議（補正予算審議） 加悦庁舎　議場

京都府町村議会議長会三役会議
京都府知事感謝状及び記念品贈呈式立会い

京都府自治会館
京都府庁

議長出席

18日 宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

19日 本会議（補正予算等審議）・閉会 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

21日 山陰近畿自動車道峰山区間起工式 京丹後市大宮社会体育館 議長出席

23日 宮津与謝消防組合来訪 加悦庁舎 議長対応

28日 令和元年度与謝野町消防団年末警戒 町内 議長・総務委員長出席

16日

17日

20日

12月

4日

5日

6日

9日

11日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

議会新年互礼会 加悦庁舎　議場

新年あいさつ回り 丹後管内 議長出席

新年あいさつ回り 京都府庁　他 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

8日 産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

令和2年与謝野町商工会新春賀詞交歓会 与謝野町商工会　本所 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

2020年新春経済講演会 京都市勧業館 議長欠席

令和2年第1回京都府市町村議会議員公務災害補償等
組合議会定例会

ホテルセントノーム京都 議長出席

令和2年第1回京都府市町村議会議長会議 ホテルセントノーム京都 議長出席

令和2年与謝野町消防団出初式 知遊館 議長出席

令和2年与謝野町成人式 野田川わーくぱる 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

京都地方税機構定期監査 京都府職員福利厚生センター 議長出席

三重県東員町議会政務活動視察来町 加悦庁舎 議会運営委員長対応

台湾枋寮郷郷長来訪　町内見学随行 町内 議長・両常任委員長出席

第92回令和2年1月臨時会 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

議会懇談会要望事項を町長へ提出 加悦庁舎 正副議長
議会運営委員会正副委員長

21日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

23日 宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

27日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

28日 丹後二市二町議会議長会
伊根町コミュニティセンター

ほっと館
議長出席

副議長欠席

30日 京都府後期高齢者医療広域連合議会全員協議会 メルパルク京都 組合議員出席

15日

16日

24日

1月

6日

7日

9日

10日

12日

14日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

令和2年2月京都地方税機構議会全員協議会 ルビノ京都堀川 議長欠席

令和2年2月京都地方税機構議会定例会 ルビノ京都堀川 議長欠席

石川県志賀町議会視察来町 加悦庁舎 正副議長対応

5日
京都府高速道路網整備促進協議会　令和元年度現地視
察

新名神高速道路現場視察
及び周辺施設 議長欠席

7日
京都府後期高齢者医療広域連合議会令和2年第1回定
例会

COCON烏丸 組合議員出席

10日 京都府議会・市町村議会正副議長研修会 京都平安ホテル 正副議長出席

12日 与謝野町商工会と与謝野町議会議員との懇談会 与謝野町商工会　本所

宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

令和元年度与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会実行委員会
第3回会議

元気館 議長出席

令和2年第1回（2月）宮津与謝消防組合議会定例会 宮津市役所 組合議員出席

議員間討議 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

京都府町村議会議長会第70回定期総会 京都府自治会館 議長出席

令和2年第1回（2月）宮津与謝環境組合議会定例会 本庁舎 組合議員出席

令和2年第1回与謝野町宮津市中学校組合議会定例会 本庁舎 組合議員出席

25日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

26日 議会運営委員会 加悦庁舎

27日 宮津与謝クリーンセンター火入れ式 宮津与謝クリーンセンター式地内 議長出席

28日 令和元年度加悦谷高等学校卒業証書授与式 加悦谷高等学校 議長出席

2月

4日

19日

20日

21日



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

１日
令和元年度公益財団法人京都府スポーツ協会関係者懇
談会

京都東急ホテル 議長欠席

２日 産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

本会議（条例改正等審議） 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

総務文教厚生常任委員会

産業建設環境常任委員会

総務文教厚生常任委員会

産業建設環境常任委員会

総務文教厚生常任委員会

産業建設環境常任委員会

財政勉強会 わーくぱる 議員出席

総務文教厚生常任委員会

産業建設環境常任委員会

１１日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

１２日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

１３日 全員協議会 加悦庁舎　議場

本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

本会議（条例改正等審議） 加悦庁舎　議場

宮津与謝消防組合例月出納検査 宮津与謝消防署 宮﨑議員出席

１８日 本会議（補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

本会議（補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

２０日
ＹＯＳＡＮＯ日本一構想桜プロジェクトに係る下山田
地内府及び町有地への桜植樹

与謝野駅周辺 議長出席

２３日 産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

本会議（新年度予算審議） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

本会議（新年度予算審議） 加悦庁舎　議場

結城消防長来庁 加悦庁舎 議長対応

３月

１６日

１７日

１９日

２４日

２５日

４日

５日 加悦庁舎

６日 加悦庁舎

９日
加悦庁舎

１０日 加悦庁舎



内　容 場　所 備　考

議　員　の　動　き

（平成３１年４月～令和2年3月）

月　日

本会議（新年度予算審議） 加悦庁舎　議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

本会議（新年度予算等審議） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

３０日

３月

２６日


