
内　容 場　所 備　考

6日 与謝野町長・議会議員一般選挙

9日 第11回海フェスタ実行委員会第2回総会 舞鶴市商工観光センター 副議長欠席

9日 京都府立加悦谷高等学校入学式 京都府立加悦谷高等学校 副議長出席

10日 与謝野町初議会（臨時会）運営にかかる世話人会 加悦庁舎

17日 一期目議員研修会 加悦庁舎

24日 岩滝長寿会連合会定期総会 岩滝ふれあいセンター 欠席

平成26年度　議会の動き

月　日

4月



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

第56回臨時議会招集日 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

産業建設環境常任委員会 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

11日 阿蘇海フェア 知遊館 議長出席

第56回臨時議会 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

13日 正副議長管内挨拶回り 京丹後市・伊根町・宮津市内 正副議長

議会運営委員会 加悦庁舎

第３回与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会実行委員会第１回会
議

岩滝保健センター 議長出席

16日 平成２６年度大江山観光開発協議会総会 野田川ユースセンター 議長出席

16日 宮津与謝環境組合代表者会議 本庁舎 副議長出席

17日 与謝野町障害者福祉会総会 加悦地域公民館 議長出席

20日 宮津与謝環境組合臨時会・全員協議会 本庁舎

平成２６年度「社会を明るくする運動」推進委員会 野田川庁舎 議長欠席

与謝野町商工会第７回通常総代会 商工会本所 議長・産建委員長出席

22日 平成26年度北近畿タンゴ鉄道利用促進協議会総会 宮津商工会議所 副議長出席

23日 与謝野町宮津市中学校組合正副議長打合会 本庁舎 正副議長出席

25日 リニューアル車両「丹後くろまつ号」出発式 ＫＴＲ福知山駅 議長出席

26日 議会運営委員会 加悦庁舎 議長出席

２６～28日 第39回町村議会正副議長研修会・意見交換会 東京「ﾒﾙﾊﾟﾙｸ東京」 議長出席

27日
公益社団法人宮津与謝広域シルバー人材センター
平成26年度定期総会

みやづ歴史の館 副議長出席

28日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

30日 与謝野町防犯推進協議会総会 岩滝保健センター 議長出席

14日

5月

8日

12日

21日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

1日 宮津市制施行60周年記念式典 みやづ歴史の館 議長出席

6月定例会招集日 加悦庁舎　議場

全員協議会 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

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

総務文教厚生常任委員会

議会運営委員会

京都府後期高齢者医療広域連合事業説明来庁 議長出席

本会議（一般質問） 加悦庁舎議場

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

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

全員協議会 加悦庁舎議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

本会議 加悦庁舎議場

議会運営委員会 加悦庁舎

全員協議会 加悦庁舎議場

17日 本会議 加悦庁舎議場

18日 議会運営委員会 加悦庁舎

本会議 加悦庁舎議場

議会運営委員会 加悦庁舎

22日 第５回与謝野町消防団操法大会 野田川グラウンド 議長出席

全議員研修会

議会運営委員会

産業建設環境常任委員会

本会議 加悦庁舎議場

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

本会議 加悦庁舎議場

与謝野町宮津市中学校組合議会臨時会 与謝野町役場

29日 平成２６年度与謝野町野田川自衛隊協力会総会 上山田地区公民館 議長出席

26日

16日

5日 加悦庁舎

11日

9日

20日

25日 加悦庁舎

6月

6日

2日

加悦庁舎

27日

3日 加悦庁舎

4日 加悦庁舎



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

1日 辞令交付式 加悦庁舎 議長出席

3日 京都府後期高齢者医療広域連合事務局来庁 加悦庁舎 副議長出席

4日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

6日
平成25年度「社会を明るくする運動」セレモニー・
啓発活動

本庁舎　他 議長出席

7日 新任議員研修会 京都自治会館

7日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

7日 宮津与謝消防組合消防長来庁 加悦庁舎 議長出席

8～9日 議会運営委員会視察研修 長野県　飯綱町 議長出席

10日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

11日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

14日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

14日 平成26年度「天橋立を守る会」総会・懇親会 天橋立ホテル 議長欠席

15日 野田川改修期成同盟会理事会 加悦庁舎 産建委員長出席

16日 議会運営委員会 加悦庁舎

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

17日 臨時会 加悦庁舎議場

18日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

19日 海フェスタ京都　開会式 舞鶴市総合文化会館 議長出席

23日 宮津与謝環境組合先進事例視察
南但クリーンセンター

（和田山町）
組合議会議員出席

24日 海フェスタ京都　記念式典・記念祝賀会 舞鶴市総合文化会館 議長出席

24日 第23回京都府消防操法大会壮行会 岩屋小学校グラウンド 議長出席

25日 海フェスタ京都　海上自衛隊展示訓練 舞鶴市　自衛隊桟橋 議長欠席

25日
海フェスタ京都　練習帆船「海王丸」京都舞鶴港寄港
歓迎式

舞鶴港西埠頭 議長欠席

25日 京都府町村議会議員研修会 ルビノ京都堀川

28日 宮津・与謝暴力追放推進協議会総会 みやづ歴史の館 議長出席

29日
平成26年第3回（7月）宮津与謝環境組合議会臨時会
全員協議会

役場本庁舎 組合議会議員出席

29日 平成26年第2回（7月）宮津与謝消防組合議会臨時会 宮津市議会議事堂 組合議会議員出席

30日 産業建設環境常任委員会委員と商工会懇談会 与謝野町商工会　加悦支所
産業建設環境常任

委員出席

31日 正副議長・議会運営委員長打ち合わせ 加悦庁舎 議長出席

7月 16日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

第23回京都府消防操法大会 府立丹波自然運動公園 議長出席
総務委員長出席

第23回京都府消防操法大会結果報告会 三河内小学校グラウンド 議長出席

海フェスタ京都　閉会式 舞鶴市総合文化会館 議長欠席

平成26年度野田川改修期成同盟会総会 加悦庁舎元気館 議長出席

平成26年度野田川改修促進協議会総会 加悦庁舎元気館 議長出席

平成26年度府道宮津野田川線改修促進同盟会総会 加悦庁舎元気館 議長出席

6日～7日 京都府町村議会議長管内行政視察研修 精華町 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎 議長出席

与謝野町宮津市中学校組合臨時議会 本庁舎

平成26年度京都府市町村議会広報編集委員長等研修
会

京都府自治会館 委員長出席

海フェスタ京都　練習帆船「日本丸」京都舞鶴港寄港
歓迎式

舞鶴港西埠頭 議長欠席

12日 全員協議会 加悦庁舎

14日 全国和装産地市町村協議会平成26年度総会 職員会館かもがわ 議長欠席

18日 山口県長門市議会総務常任委員会視察来庁 加悦庁舎 副議長代理出席

市町村１期目議員研修会 ルビノ京都堀川

議会運営委員会 加悦庁舎

京都府高速道路網整備促進協議会平成26年度総会 京都平安ホテル 議長欠席

京都府後期高齢者医療広域連合議会平成26年第2回定
例会

ＣＯＣＯＮ烏丸 副議長出席

25日 議会運営委員会 加悦庁舎

30日 平成26年8月京都地方税機構議会臨時会 京都府庁 議長出席

31日 平成26年度京都府総合防災訓練 木津川市 議長欠席

8月

3日

5日

8日

21日

22日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

9月定例会招集日 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

2日
総務文教厚生常任委員会
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

京都府町村議会議長会府政懇談会 京都平安ホテル 議長出席

4日
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎

5日
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎

8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

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

10日 本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

12日 福知山市災害見舞い 福知山市役所 議長出席

13日 平成26年度虹ヶ丘敬老祝賀式 特養老人ホーム虹ヶ丘 副議長代理出席

本会議（条例・補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

本会議（条例・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 岩滝あじさい苑敬老祝賀会 特養老人ホーム岩滝あじさい苑 議長出席

21日 大江山登山マラソン開会式 大江山公園グラウンド 議長出席

22日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

24日 京都中小企業家同友会丹後支部設立30周年記念式典 ｾﾝﾄﾗｰﾚ京丹後 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

本会議（決算認定） 加悦庁舎　議場

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

本会議（決算認定） 加悦庁舎　議場

平成26年度やすら苑敬老祝賀式 特養老人ホームやすら苑 議長欠席

30日 本会議（決算認定） 加悦庁舎　議場

9月

1日

3日

9日

16日

17日

25日

26日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

1日 与謝野町小学生陸上記録会 野田川グラウンド 議長出席

本会議（決算審議） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎　 議長出席

5日 第7回与謝野町駅伝競走大会 石川小学校グラウンド 議長出席

8日 与謝野町敬老会（加悦地域） 野田川わーくぱる 議長出席

与謝野町敬老会（岩滝地域） 野田川わーくぱる 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎 議長出席

10日 与謝野町敬老会（野田川地域） 野田川わーくぱる 副議長代理出席

金色蚕糸神祭 実相寺 議長出席

与謝野町地域安全パレード 加悦庁舎前 議長出席

14日
臨時会
全員協議会

加悦庁舎　議場

15日
臨時会
全議員研修会

加悦庁舎　議場

16日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

18日 こどもの森保育園運動会 こどのの森保育園 議長出席

19日 第9回与謝地方スポーツ交流大会
伊根町桜が丘運動公園

グラウンド
議長出席

20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

20日～21日 産業建設環境常任委員会視察研修 高知県馬路村

22日
平成26年第4回（10月）宮津与謝環境組合議会定例
会

本庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

第3回与謝蕪村顕彰与謝野俳句大会実行委員会第2回
会議

元気館 議長出席

24日
平成26年第3回（10月）宮津与謝消防組合議会定例
会

宮津市役所

27日 産業建設環境常任委員会視察研修 南但クリーンセンター

平成26年度主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協
議会総会

平成26年度府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成
同盟会総会

議会懇談会 野田川わーくぱる

議会懇談会 知遊館

議会広報特別委員会 加悦庁舎

30日～31日 議会広報特別委員会視察研修
京都新聞本社
徳島県勝浦町

31日 第11回海フェスタ実行委員会第3回総会 舞鶴市商工観光センタ－ 議長欠席

豊岡市役所但東支所
議長出席

産建委員長出席

29日

10月

2日

9日

12日

23日

28日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

1日 京丹後市市制十周年記念式典 京都府丹後文化会館 議長出席

3日 伊根町町制施行六十周年記念式典 伊根町コミュニティセンター 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

与謝野町立加悦中学校改築工事起工式 加悦中学校 議長出席

平成26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 議長欠席

産業建設環境常任委員会町内施設視察 町内

6日 議会懇談会 元気館

議会広報特別委員会 加悦庁舎

平成26年度近畿治水大会 エル・大阪
議長出席

産建委員長出席

きものサミットＩＮ東京及び
全国和装産地市町村協議会平成26年度全体会議

日本橋三井ホール 議長欠席

主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進についての要望
活動

京都府庁
議長・産建委員長出

席

野田川広域基幹河川改修事業に関する要望活動 近畿地方整備局 議長出席

10日～11日 総務文教厚生委員会視察研修
愛知県高浜市
滋賀県多賀町

11日 野田川広域基幹河川改修事業に関する要望活動 国土交通省　他 議長出席

第58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

京都府町村議会議長管外行政視察研修 長野県南箕輪村 議長出席

13日 平成26年度与謝野町戦没者追悼式 加悦地域公民館 副議長代理出席

15日 平成26年度東京丹後人会総会 クルーズクルーズ新宿 議長欠席

19日 京都地方税機構業務執行状況等説明会 宮津市総合庁舎 議長出席

20日 議会懇談会1班会議 加悦庁舎

21日 議会懇談会2班会議 加悦庁舎

議会懇談会3班会議 加悦庁舎

山陰近畿自動車道整備推進銀連盟第3回総会 参議院会館 議長欠席

26日 議会運営委員会 加悦庁舎 議長出席

28日 平成26年第4回与謝野町宮津市中学校組合議会定例会 本庁舎

29日 日本酒条例サミットｉｎ京都 みやこめっせ 議長欠席

30日 第3回与謝蕪村顕彰与謝野俳句大会 知遊館 議長出席

11月

4日

5日

7日

10日

12～14日

25日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

3日
12月定例会招集日
全員協議会

加悦庁舎　議場

議長新年挨拶録画どり 加悦庁舎 議長出席

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

5日
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎

8日
総務文教厚生常任委員会
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

議会運営委員会
議会広報特別委員会

加悦庁舎

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

総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎

全員協議会 加悦庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎

16日 本会議（条例・予算等審議） 加悦庁舎　議場

本会議（条例・予算等審議） 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎

18日 本会議（条例・予算等審議） 加悦庁舎　議場

19日 本会議（条例・予算等審議） 加悦庁舎　議場

26日
平成2６年第4回（12月）宮津与謝消防組合議会臨時
会

宮津市議会議事堂

28日 平成2６年与謝野町消防団年末警戒
議長・総務文教厚生
常任委員長激励

12月

4日

9日

11日

15日

17日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

新年互礼会 加悦庁舎議場

新年挨拶回り 府庁他 議長出席

6日 新年挨拶回り 宮津総合庁舎他 議長出席

7日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

8日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

9日 新春賀詞交歓会 与謝野町商工会　本所 議長出席

9日
平成27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
平成27年第1回京都府町村議会議長会　議長会議

ホテルセントノーム京都 議長出席

9日 新春経済講演会 京都市勧業館 副議長代理出席

平成27年与謝野町消防団出初式 知遊館 議長出席

平成27年与謝野町成人式 野田川わーくぱる 議長出席

14日 平成25年度市町村トップセミナー ＡＮＡクラウンプラザホテル京都 正副議長出席

14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 議会運営委員会 加悦庁舎

21日 岡山県浅口市議会産業建設常任委員会視察来町 本庁舎 議長出席

22日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

22日 議会運営委員会 加悦庁舎

23日 山陰近畿自動車道整備推進東京大会 衆議院第1議員会館 議長出席

28日 野田川大宮道路第14トンネル工事貫通式 野田川大宮道路第14トンネル坑内 副議長代理出席

臨時議会 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 加悦庁舎

1月

5日

11日

29日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

4日 京都縦貫自動車道早期復旧に関する要望書手交 舞鶴大江道路管理事務所 議長出席

6日 京丹後市議会議員研修会 京丹後市峰山総合福祉センター

9日 宮津市制施行60周年記念「議員研修会」 みやづ歴史の館

10日 議会運営委員会正副委員長視察研修 愛知県北名古屋市

京都府後期高齢者医療広域連合議会定例会 cocon烏丸 副議長出席

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

16日 丹後二市ニ町議会議長会 伊根町ほっと館 議長出席

京都府町村議会議長会第65回定期総会 京都府自治会館 議長出席

京都府町村議会議長会自治功労者表彰式 京都府自治会館 糸井元議員出席

平成27年第1回（2月）宮津与謝消防組合議会定例会 宮津市議会議事堂

平成27年第1回（2月）宮津与謝環境組合議会定例会 与謝野町役場　大会議室

21日 平成27年2月京都地方税機構議会定例会 京都平安ホテル 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

全議員研修会 加悦庁舎

京都府立加悦谷高等学校第66回卒業証書授与式 加悦谷高校 議長出席

第63回3月定例会招集日 加悦庁舎　議場

2月

13日

20日

24日

27日



内　容 場　所 備　考

平成26年度　議会の動き

月　日

2日
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎　

本会議
議会運営委員会

加悦庁舎　議場
加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎　

与謝町宮津市中学校組合議会定例会 与謝野町役場　大会議室

4日
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎　

5日
総務文教厚生常任委員会
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎　

6日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

7日 第8回与謝野町卓球バレー大会 岩滝体育館 議長出席

9日 本会議 加悦庁舎　議場

10日 本会議 加悦庁舎　議場

11日
本会議
全員協議会

加悦庁舎　議場

13日
本会議
議会運営委員会
議会広報特別委員会

加悦庁舎　議場
加悦庁舎

16日 本会議 加悦庁舎　議場　

17日
本会議
産業建設環境常任委員会

加悦庁舎　議場
加悦庁舎

18日
本会議
全員協議会

加悦庁舎　議場
加悦庁舎

19日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

20日 本会議 加悦庁舎　議場

23日 本会議 加悦庁舎　議場

24日
本会議
議会運営委員会

加悦庁舎　議場
加悦庁舎

25日 第2回与謝野町都市計画審議会 岩滝保健センター 正副議長・産委員長出席

26日 本会議 加悦庁舎　議場

27日
本会議（閉会）
議会運営委員会

加悦庁舎　議場
加悦庁舎

29日
平成26年度小型動力ポンプ付積載車更新に係る引渡
式・配属式

本庁者 副議長代理出席

3月

3日


