
内　容 場　所 備　考

岩屋小学校編入式 市場小学校 議長出席

かえでこども園開園式典・入園式 かえでこども園 議長出席

8日 平成28年度橋立中学校入学式 橋立中学校 議長出席

9日 第26回全国椿サミット与謝野大会・交流会 野田川わーくぱる 議長出席

加悦谷高等学校入学式 加悦谷高等学校 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

12日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

13日 会派代表者会議 加悦庁舎

14日 議会運営委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

宮津与謝消防組合議会監査 宮津市役所

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

18日
「菜の花ホーム・カフェショップ花鈴」竣工式・御披露目
会

藪後区集会所他 議長欠席

18・19日 臨時会 加悦庁舎議場

20日 宮津与謝環境組合議会　三役会議 本庁舎

22日 平成28年度第3回（4月）宮津与謝環境組合臨時会 本庁舎 組合議員

24日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

26日 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

28日 議長あいさつ回り 京都市内 議長出席

平成28年度　議会の動き

月　日

4月

6日

11日

15日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

2日 議会運営委員会 加悦庁舎

大江山観光開発協議会　監査 加悦庁舎 議長出席

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

北陸新幹線京都府北部ルート誘致促進同盟会第2回総
会

舞鶴市商工観光センター 議長出席

10日 消防委員会と総務文教厚生常任委員会との懇親会 野田川ユースセンター 総務文教厚生常任委員

11日
北陸新幹線京都府北部ルート誘致に係る国への要望活
動

東京 議長出席

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

宮津与謝消防組合議会　監査 宮津市役所

第5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

加悦庁舎 議長欠席

議員研修会 加悦庁舎 全議員出席

平成28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

議会運営委員会 加悦庁舎

平成28年度「社会を明るくする運動」推進委員会 野田川庁舎 副議長代理出席

20日 平成28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

議会広報特別委員会 加悦庁舎

第9回与謝野町商工会通常総代会 与謝野町商工会本所 議長・産業建設環境常任委員長出席

25日 平成28年度宮津与謝シルバー人材センター定時総会 みやづ歴史の館 議長出席

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

議会運営委員会 加悦庁舎

平成28年度与謝野町防犯推進協議会総会 岩滝保健センター 議長出席

29日～31日 平成28年度全国町村議会議長研修会
中野ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾙ市ヶ谷

議長出席

31日 与謝野町防災会議 岩滝保健センター 副議長代理出席

24日

27日

26日

5月

9日

17日

13日

19日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

平成28年度丹後・地域高規格道路推進協議会定期総
会

京丹後市役所 議長出席

京都地方税機構職員来庁 加悦庁舎 議長対応

６月定例会招集日 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

6日 ごみ処理施設造成等工事現地視察 宮津与謝環境組合議会議員

7日 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・町内現地調査

本会議（一般質問） 加悦庁舎　議場

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（一般質問） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

19日 第6回与謝野町消防団消防操法大会 野田川グラウンド 議長出席

20日 加悦谷高等学校の今後のあり方に係る意見交換会 加悦保健センター 副議長代理出席

21日 宮津与謝消防組合議会監査 宮津市役所

23日 本会議（議案審議） 加悦庁舎　議場

27日 宮津市議会正副議長あいさつ来庁 加悦庁舎 正副議長対応

28日
与謝野町観光協会と産業建設環境常任委員会との懇談
会

加悦庁舎

2日

14日

6月

8日

3日

15日

13日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

1日 宮津与謝消防組合来庁 加悦庁舎 議長対応

2日
平成28年度社会を明るくする運動啓発ｾﾚﾓﾆｰ・街頭啓
発

町内 副議長代理出席

3日 防災訓練（議会災害対策本部設置） 加悦庁舎

4日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

5日 平成28年度「天橋立を守る会」総会 天橋立ホテル 議長欠席

5～6日 総務文教厚生常任委員会視察研修 福井県永平寺町・岐阜市

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

京都府後期高齢者医療広域連合来庁 加悦庁舎 副議長対応

7日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

宮津与謝消防組合来庁 加悦庁舎 議長対応

11日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

12日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

13日 総務文教厚生常任委員会　教育現場視察 江陽中学校

14日 全国和装産地市町村協議会平成28年度総会 京染会館 議長欠席

14～15日 京都府町村議会議長会管内行政視察研修 道の駅「丹後・食のみやこ」他 議長出席

15日 第24回京都府消防操法大会壮行会 野田川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 議長出席

19日 宮津与謝消防組合監査 宮津与謝消防組合

19～20日 産業建設環境常任委員会視察研修 徳島県美馬市・上勝町

21日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

22日 京都府町村議会議員研修会 ルビノ京都堀川

25日 議会広報特別委員会 加悦庁舎 広報正副委員長

27日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

30日
山陰新幹線の早期実現と北陸新幹線京都府北部ルート
の決定を求める決起大会

とりぎん文化館（鳥取市） 議長出席

第24回京都府消防操法大会 京都府立丹波自然運動公園 議長出席

第24回京都府消防操法大会結果報告会 橋立中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 議長出席

7月

6日

8日

31日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

2～3日 議会運営委員会視察研修 滋賀県竜王町・三重県亀山市

6日 京都地方税機構議会全員協議会・定例会 京都府庁 議長出席

9日 宮津与謝消防組合来庁 加悦庁舎 議長・宮﨑議員対応

10日 平成28年度京都府町村議会広報編集委員長等研修会 京都府自治会館 正副委員長出席

10日 京都府高速道路網整備促進協議会平成28年度総会 ルビノ京都堀川 議長欠席

12日 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 加悦庁舎

京都府後期高齢者医療広域連合議会全員協議会 京都府国民健康保険団体連合会 連合議員出席

全員協議会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

19日 平成28年第3回（8月）宮津与謝消防組合議会臨時会 宮津市役所 組合議員出席

22～23日 議会広報特別委員会視察研修 広島県神石高原町・鳥取県大山町

22日 京都府町村議会議長会平成28年度第2回議長会議 京都府自治会館 議長出席

23日 宮津与謝消防組合監査 宮津市役所 宮﨑議員出席

平成28年度野田川改修期成同盟会総会 加悦地域公民館 議長出席

平成28年度野田川改修促進協議会総会 加悦地域公民館 議長・産健委員長出席

平成28年度府道宮津野田川線改良促進同盟会総会 加悦地域公民館 議長・産健委員長出席

青森県藤崎町議会視察研修来町 加悦庁舎 議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

26日 京都府後期高齢者医療広域連合議会定例会 ＣＯＣＯＮ烏丸 組合議員出席

8月

17日

18日

24日

25日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

議会運営委員会 加悦庁舎

９月定例会　招集日 加悦庁舎　議場

4日 平成28年度京都府防災訓練 園部公園スポーツ広場 議長欠席

5日 府政懇談会 京都平安ホテル 議長出席

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

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 岩滝あじさい苑敬老祝賀会 岩滝あじさい苑 議長出席

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） 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

本会議（条例・補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

17日 平成28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

議会運営委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

宮津与謝消防組合監査 宮津市役所 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

議会運営委員会 加悦庁舎

22日 平成28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

23日 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

本会議（決算審査） 加悦庁舎　議場

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

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 議長出席

府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同盟会監査 加悦庁舎 産建委員長出席

27日 本会議（決算審査） 加悦庁舎　議場

28日 本会議（決算審査） 加悦庁舎　議場

29日 本会議（決算審査） 加悦庁舎　議場

本会議（決算審査） 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

9月

26日

30日

1日

6日

7日

8日

9日

14日

16日

20日

21日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

2日 第9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

本会議 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 加悦庁舎

与謝野町教育委員会委員と総務文教厚生常任委員会と
の懇話会

加悦庁舎

8日 第40回全国育樹祭懇談会 ガレリアかめおか 議長出席

9日 第40回全国育樹祭 府民の森ひよし 議長出席

11日 リフレかやの里リニューアルオープン5周年を祝う会 ﾘﾌﾚかやの里 議長出席

与謝野町宮津市中学校組合議会定例会 本庁舎 組合議会議員出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

13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

第11回与謝地方スポーツ交流大会 宮津市体育館 議長出席

与謝野町防犯推進協議会地域安全パレード 野田川庁舎 議長出席

主要地方道宮津養父線岩屋峠改良促進協議会総会 豊岡市役所但東支所 議長・産健環委員長出席

府県道中藤加悦線・加悦但東線改修期成同盟会総会 豊岡市役所但東支所 議長・産健環委員長出席

宮津与謝消防組合議会監査 宮津与謝消防組合 宮崎議員

平成28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

議会運営委員会 加悦庁舎

議会懇談会 金屋地区公民館

平成28年度与謝野町敬老会（加悦地域） 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

平成28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

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

議会懇談会 加悦奥地区公民館

平成28年第4回（10月）宮津与謝消防組合議会定例
会

宮津市 組合議会議員出席

議会懇談会 算所会館

23日 金色蚕糸神祭 実相寺 議長出席

24日 宮津与謝環境組合定例会 本庁舎 組合議会議員出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

加悦中学校改築工事説明会 加悦中学校 議長出席

市町村一期目議員研修会 ホテル　セントノーム京都 一期目議員出席

議会懇談会 香河地区公民館

佐賀県みやき町議会総務文教常任委員会研修視察来庁 加悦庁舎 議長対応

加悦中学校改築工事説明会 加悦中学校

山陰新幹線の早期実現と北陸新幹線京都府北部ルー
ト・南部ルートの決定を求める総決起大会

衆議院第一議員会館 議長出席

議会懇談会 与謝地区公民館

議会広報特別委員会 加悦庁舎

議会懇談会 岩屋地区公民館

議会広報特別委員会 加悦庁舎 正副委員長

議会懇談会 四辻地区公民館

30日
地域高規格道路山陰近畿自動車道野田川大宮道路開通
式

アグリセンター大宮 議長出席

舞鶴市議会議員研修会 舞鶴市政記念館

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 議長欠席

10月

19日

20日

21日

25日

26日

27日

28日

31日

3日

6日

12日

16日

17日

18日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

1日 正副議長・議運正副委員長会議 加悦庁舎

総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

京都府北部五市議会連絡協議会意見交換会 セントラーレ・ホテル京丹後 正副議長出席

議会運営委員会 加悦庁舎

議会懇談会 下山田地区公民館

8日 議会懇談会 弓木地区公民館

第60回町村議会議長会全国大会 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 長野県飯綱町 議長出席

10～11日 野田川広域基幹河川改修事業要望活動
京都府庁・近畿整備局
国土交通省・財務省

議長欠席

10日 議会懇談会 浜町会館

11日 議会懇談会 東町会館

平成28年度与謝野町自衛隊協力会総会 野田川ユースセンター 議長出席

平成28年度東京丹後人会総会・懇談会 ホテル　メトロポリタン　エドモンド 議長欠席

第5回与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会実行委員会 元気館 議長欠席

近畿地方治水大会 ホテルグランヴィア和歌山 議長出席

宮津与謝消防組合監査 宮津与謝消防組合 宮崎議員

京丹波町交通網対策特別委員会研修視察来庁 加悦庁舎 議長対応

産業建設環境常任委員会 野田川わーくぱる

与謝野町商工会建設業部会と産業建設環境常任委員会
との懇談会

与謝野町商工会本所

22日 全員協議会 加悦庁舎

山陰近畿自動車道整備促進決起大会 衆議院第一議員会館 議長欠席

北陸新幹線に関する知事との面談 京都府庁 議長欠席

25日 議会運営委員会 加悦庁舎

26日 与謝野町戦没者追悼式 野田川わーくぱる 議長出席

第5回与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会 知遊館 議長出席

第17回京都府障害者のつどい 京都府丹後文化会館 副議長代理出席

京都地方税機構議会業務執行状況等説明会 京都府宮津総合庁舎 税機構議会議員

加悦谷高等学校の今後の在り方に係る意見交換会 元気館 議長出席
28日

11月

2日

7日

9～11日

12日

14日

15日

18日

24日

27日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

1日 12月定例会　招集日 加悦庁舎　議場

宮津与謝広域ごみ処理施設整備工事安全祈願祭 建設予定地内 議長・産健環委員長出席

宮津与謝広域ごみ処理施設整備工事起工式 建設予定地内 議長・産健環委員長出席

6日 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

8日 総務文教厚生常任委員会 加悦庁舎

伊根町議会正副議長挨拶来庁 加悦庁舎 議長対応

議会運営委員会 加悦庁舎

11日 第10回与謝野町卓球バレー大会 加悦地域公民館 議長出席

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） 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

16日 本会議（議案審議） 加悦庁舎　議場

17日 ＮＰＯ法人北近畿みらい　講演会 サンプラザ万助 議長出席

本会議（議案審議） 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

20日 宮津与謝消防組合監査 宮津与謝消防組合 宮﨑議員

21日 議会運営委員会 加悦庁舎

22日 菌床椎茸栽培お披露目会 椎茸栽培施設 議長出席

23日 京都府立京都学・歴彩館　オープニング記念式典 京都府立京都学・歴彩館 議長欠席

平成28年第5回（12月）宮津与謝消防組合議会臨時
会

宮津与謝消防組合 組合議会議員出席

議会運営委員会 加悦庁舎

与謝野町消防団年末警戒 町内 議長出席

12月

5日

7日

9日

14日

19日

28日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

議会新年互礼会 加悦庁舎　議場

新年あいさつ回り 府庁　他 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

新年あいさつ回り 丹後広域振興局　他 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎

平成29年与謝野町消防団出初式 知遊館 議長出席

平成29年与謝野町成人式 野田川わーくぱる 議長出席

新春賀詞交歓会 与謝野町商工会本所 議長出席

議会広報特別委員会 加悦庁舎

議会広報特別委員会 加悦庁舎

丹後二市二町議会議長会 野田川わーくぱる 正副議長出席

第1回議員間討議 加悦庁舎

全員協議会 加悦庁舎

平成29年第1回京都府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

平成29年第1回京都府町村議会議長会議 ホテルセントノーム京都 議長出席

平瀬29年新春経済講演会 京都市勧業館 副議長代理出席

16日 全員協議会（説明のみ） 加悦庁舎　議場

17日 宮津与謝消防組合議会監査 宮津市役所 宮﨑議員

18日 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

19日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

20日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

全員協議会（質疑） 加悦庁舎　議場

議会広報特別委員会 加悦庁舎

25日 議会広報特別委員会 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

全員協議会（質疑） 加悦庁舎　議場

アベリスツイス大学生訪問団来庁 加悦庁舎 議長対応

議会運営委員会 加悦庁舎

28日 アベリスツイス大学生歓迎レセプション 京都府野田川ユースセンター 副議長代理出席

1月

26日

27日

4日

5日

6日

8日

10日

11日

12日

13日

24日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

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 組合議会議員出席

2月臨時会　招集日 加悦庁舎　議場

全員協議会 加悦庁舎　議場

アベリスツイス大学生による報告会 岩滝保健センター 議長出席

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎　

京都府議会・市町村議会正副議長合同研修会 新・都ホテル 正副議長出席

2月臨時会（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　

後期高齢者医療広域連合議会定例会 cocon烏丸 組合議会議員出席

平成28年度第2回議員研修会 加悦庁舎

17日 議会運営委員会 加悦庁舎

20日 宮津与謝消防組合議会監査 宮津市役所 宮﨑議員

21日 平成29年第1回（2月）宮津与謝消防組合議会定例会 宮津市役所 組合議会議員出席

22日 京都府町村議会議長会第67回定期総会 京都府自治会館 議長出席

23日 与謝野町宮津市中学校組合議会 本庁舎 組合議会議員出席

３月定例会　招集日 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

加悦谷ショッピングセンターウィル開店30周年記念
式典

野田川ユースセンター 議長出席

26日 平成29年2月京都地方税機構議会定例会・全員協議会 京都府自治会館 組合議会議員欠席

宮津与謝環境組合議会定例会 本庁舎 組合議会議員出席

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 加悦庁舎

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎
28日

2月

3日

6日

7日

10日

24日

27日



内　容 場　所 備　考

平成28年度　議会の動き

月　日

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

平成28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

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

議会広報特別委員会 加悦庁舎

3日 京都地方税機構職員来庁 加悦庁舎 議長対応

5日
平成28年度公益財団法人京都府体育協会関係者懇談
会

京都ホテルオークラ 議長欠席

本会議（条例・補正予算等審議）

全員協議会

7日 本会議（条例・補正予算等審議） 加悦庁舎　議場

本会議（条例・補正予算等審議） 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

13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

議会改革特別委員会委員選任に係る代表者会議 加悦庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎

本会議（追加議案提案） 加悦庁舎　議場

産業建設環境常任委員会 加悦庁舎

宮津与謝消防組合議会監査 宮津市役所

議会広報特別委員会 加悦庁舎

22日 本会議（新年度予算審議） 加悦庁舎　議場

23日 本会議（新年度予算審議） 加悦庁舎　議場

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）・会期末 加悦庁舎　議場

議会運営委員会 加悦庁舎

24日

27日

28日

3月

1日

2日

6日 加悦庁舎　議場

8日

14日

17日

21日


