
４月 卯月 公  務  内  容 行  先

1日（火）
2日（水）

3日（木）
4日（金）
5日（土）

6日（日）

7日（月）
8日（火）
9日（水）
10日（木）
11日（金）
13日（日）
14日（月）
15日(火）

初登庁 本庁舎前
記者会見 応接室
挨拶まわり 京都市内
商工会青年部通常総会 町内
体育協会総会 野田川ユースセンター
挨拶まわり 管内
職員訓示 野田川わーくぱる
挨拶まわり 管内
町長引継ぎ 町長室
海上自衛隊練習艦隊「艦上レセプション」 舞鶴自衛隊桟橋
商工会女性部通常総会 リフレかやの里

20日（日）

道路公社来庁 町長室

挨拶まわり 町内
まちづくり本部会 岩滝保健センター
民生委員への委嘱状伝達 応接室
朝日新聞記者取材 町長室
クアハウス岩滝来館者300万人突破セレモニー クアハウス岩滝
職員組合来庁 応接室
関西大学から来庁 町長室
岩滝長寿会定期総会 岩滝ふれあいセンター

25日（金） 婦人会本部役員挨拶来庁 町長室
26日（土）

連合北部たんご地域メーデー 野田川わーくぱる
海の京都酒蔵めぐりオープニングセレモニー 宮津市内
与謝地方林業振興会来庁 町長室
時事通信社来庁 町長室
観光協会正副会長来庁 町長室

29日（火）
客船ダイアモンド・プリンセス京都舞鶴寄港歓迎式 舞鶴港西港
北近畿経済新聞記者来庁 町長室

16日（水）

22日（火）

27日(日）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長
の政治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

23日（水）

30日(水）

17日（木）

18日(金）

19日(土）

21日（月）

24日（木）

28日（月）



５月 皐月 公  務  内  容 行  先

1日（木） 岩滝祭 本庁舎前
2日（金）
3日（土） 治安・レスキュー機関による安心・安全合同啓発等 宮津市内
4日（日）
5日（月）
6日（火） 宮津与謝自衛隊父兄会第38回定期総会 宮津市内

法務局支局長、人権擁護委員会長懇談 応接室
丹後縦貫林道協議会総会 京丹後市役所
丹後半島期成会総会 京丹後市役所
丹後広域連携会議 京丹後市役所
丹後地域高規格道路推進協議会定期総会 京丹後市役所
環境組合管理者会議 本庁舎

8日（木） 臨時議会
ＫＴＲくろまつ内覧会 福知山市内
消防団本部挨拶来庁 町長室
京都銀行経済講演 京都銀行岩滝支店
登山マラソン実行委員会 元気館

10日（土）
一人暮らしの集い 岩滝ふれあいセンター
阿蘇海フェア 知遊館
臨時議会 加悦庁舎
京都府企画理事・参事来庁 加悦庁舎
子ども子育て会議 元気館
婦人会評議員会 上山田公民館
よさのうみ福祉会来庁 応接室
野田川区長会・懇親会 野田川庁舎、町内
京都自治労連執行部来庁 応接室
指名委員会 本庁舎
俳句大会実行委員会 岩滝保健センター
指名委員会 本庁舎
丹後バリバリ応援団来庁 町長室
大江山観光開発協議会定期総会 野田川ユースセンター
民生児童委員協議会総会 元気館

17日（土） 障害者福祉会総会 加悦地域公民館
18日(日）

代表区長会 岩滝保健センター
補正予算査定 町長室
アベリスツイス友好協会会長他来庁 町長室
アベリスツイス研修会・結団式 岩滝保健センター
与謝郡福祉会理事長来庁 町長室
京都府北部地域大学連携機構代表理事来庁 応接室
環境組合議会 本庁舎
商工会総代会 商工会本所

社会を明るくする運動推進委員会 野田川庁舎

丹後地域職業訓練協会理事会 府立丹後勤労者福祉会館

ＫＴＲ運行会社社長来庁 応接室

ＫＴＲ利用促進協議会総会 宮津商工会議所
23日(金）

24日(土）

25日(日）

議会運営委員会 加悦庁舎

防災パトロール 岩滝保健センター

7日（水）

14日（水）

21日(水）

19日(月）

22日(木）

26日(月）

9日（金）

20日(火）

11日（日）

12日（月）

13日（火）

15日（木）

16日（金）



丹後ファッションウィーク開催委員会 峰山総合福祉センター

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

与謝地方林業振興会総会 森林組合本所

京都府土地改良事業団体連合会与謝支部総会 森林組合本所

東京（前泊） 東京都内
28日(水） 全国治水砂防協会通常総会 東京都内

民生委員委嘱 応接室
ＮＰＯ法人ちりめん街道未来塾来庁 町長室
ＴＡＮＴＡＮロングライド実行委員会 舞鶴市内
選挙管理委員会 本庁舎
防犯推進協議会定期総会 岩滝保健センター
建設タイムス記者取材 町長室
商工会三役と懇談 商工会岩滝支所

31日(土） 町内訪問 町内

27日(火）

30日(金）

29日（木）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の
政治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。



6月 水無月 公  務  内  容 行  先

宮津市制施行60周年記念式典 宮津歴史の館
ちりめん街道を守り育てる会定期総会 加悦地域公民館
6月定例会本会議 加悦庁舎
全員協議会 加悦庁舎
消防組合来庁 町長室

3日（火） 京都府森と緑の公社通常総会 京都市内
シルバー人材センター理事長他来庁 町長室
岩滝手をつなぐ親の会総会 知遊館
観光協会定期総会 野田川わーくぱる
記者懇談会 町長室
青少年育成会総会 野田川わーくぱる
朝礼 各庁舎
叙勲伝達 町内
土地家屋調査士会、公嘱協理事長他来庁 応接室
近畿財務局京都財務事務所長来庁 町長室
ＴＡＮＴＡＮロングライド開会式 宮津市内
滝・金屋地区京都Ｘキャンプ２０１４第3回検討会 滝地区公民館

8日（日）
9日（月） 6月定例会一般質問 加悦庁舎
10日（火） 6月定例会一般質問 加悦庁舎
11日（水） 6月定例会一般質問 加悦庁舎
12日（木） 近畿運輸局次長来庁 町長室

叙勲伝達 町内
京都中小企業家同友会来庁 町長室
まちづくり本部会 野田川庁舎
アベリスツイス訪問研修 野田川庁舎

14日（土）
15日（日）

6月定例会本会議 加悦庁舎
議会運営委員会 加悦庁舎

17日（火） 6月定例会本会議 加悦庁舎
後野歌舞伎保存会会長来庁 町長室
議会運営委員会 加悦庁舎
地酒を楽しむ夕べ 野田川ユースセンター

19日(木） 京都府開庁記念日記念式典 京都市内
6月定例会本会議 加悦庁舎
議会出席者懇親会 町内

21日(土）
22日(日） 消防団消防操法大会 野田川グランド
23日(月）

新しい農業モデル確立協議会懇親会 リフレかやの里
大名行列保存会総会 岩滝ふれあいセンター
新しい農業モデル確立協議会 元気館
丹後米改良協会通常総会 京丹後市内
区長連絡協議会 野田川ユースセンター
丹後機械金属政経会来庁 町長室
議会運営委員会 加悦庁舎
地域公共交通会議 岩滝保健センター
優良産品認定業者会総会：懇親会 リフレかやの里
中学校組合臨時議会 本庁舎
6月定例会本会議 加悦庁舎

28日(土） 与謝医師会懇親会 宮津市内

1日(日)

2日（月）

6日（金）

7日（土）

13日（金）

16日（月）

4日（水）

5日（木）

18日(水）

25日(水）

27日(金）

24日(火）

20日(金）

26日(木）



東京丹後人会若手会来庁 本庁舎

野田川自衛隊協力会総会 上山田地区公民館
辞令交付 町長室
有線テレビ放送運営及び番組審議会 元気館
総合計画審議会 岩滝保健センター
京都府消防団ＯＢ会宮津与謝支部総会・懇親会 宮津市内

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の
政治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

29日（日）

30日(月）



７月 文月 公  務  内  容 行  先

職員辞令交付 町長室
公平委員辞令交付 本庁舎
男女共同参画推進委員会 本庁舎
子どもの森保育園との懇談 応接室
町政懇談会 滝地区公民館

固定資産評価審査委員辞令交付 町長室

京都府知事・市町村長会議 京都市内

朝礼・副町長就任挨拶 各庁舎

連合北部京都来庁 応接室

町政懇談会 加悦地域公民館
大阪前泊

丹後機械金属政経会総会講演 京丹後市内
近畿運輸局長他来庁 応接室
消防組合管理者会議 消防組合

町政懇談会 香河地区公民館

叙勲伝達 町内

教育委員長、委員来庁 応接室

ファーマーズライス来庁 町長室

社会福祉協議会役員来庁 応接室

町政懇談会 弓木地区公民館

議会運営委員会 加悦庁舎

臨時議会 加悦庁舎

アベリスツイス訪問高校生迎え 野田川庁舎

丹後バリバリ応援団来庁 町長室

観光庁海の京都観光圏視察・懇親会 京丹後市内

臨時議会 加悦庁舎
まちづくり本部会 元気館
森林組合理事会 宮津市内
サマーチャレンジキャンプ事前説明会 元気館
京都府道路計画課来庁 町長室
加悦谷高校生との対話授業 加悦谷高校
叙勲伝達 町内
町政懇談会 岩滝ふれあいセンター

海フェスタ開会式 舞鶴市内

京都府各部長との懇談 京都市内

町政懇談会 男山地区公民館

海フェスタ京都関係夕食会 宮津市内

海フェスタ京都記念式典 舞鶴市内

海フェスタ京都記念祝賀会 舞鶴市内

京都府消防操法大会壮行会 岩屋小学校

町政懇談会 三河内地区公民館

京都よさの浜～フェスティバル２０１４ 阿蘇シーサイドパーク

環境組合推進会議 本庁舎

町政懇談会 明石地区公民館

京都府民生児童委員協議会長他来庁 応接室

聖三一幼稚園来庁 応接室

町政懇談会 岩屋地区公民館

25日(金）

26日(土）

27日(日）

16日（水）

21日(月）

23日(水）

24日(木）

20日(日）

17日（木）

22日(火）

28日(月）

14日（月）

15日（火）

18日(金）

19日(土）

1日(火)

2日（水）

4日（金）
5日（土）
6日（日）

3日（木）

12日（土）
13日（日）

アベリスツイス7日（月）
8日（火）
9日（水）
10日（木）
11日（金）

アベリスツイス訪問



丹後地区土地開発公社理事会 宮津市役所

宮津湾流域下水道整備促進協議会委員会 宮津市役所

消防組合臨時会 宮津市役所

環境組合臨時会 本庁舎

与謝郡遺族会連合会総会 リフレかやの里

町政懇談会 四辻公民館

固定資産評価審査委員会選任通知書交付 本庁舎

全国大会出場小学生挨拶来庁 応接室

京都府ＬＰガス協会要望来庁 応接室

中小企業同友会丹後支部与謝野ブロック定例会 町内

京丹後市商工観光課等来庁 町長室

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の政
治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

31日(木）

29日（火）

30日(水）



8月 葉月 公  務  内  容 行  先

朝礼 各庁舎
天橋立を世界遺産にする会総会 宮津商工会議所
町政懇談会 上山田公民館
宮津ライオンズクラブ宮津与謝地方少年少女野球大会開会式宮津球場
京都バスケットボール北部カーニバル前日懇親会 宮津市内
京都府消防操法大会 丹波自然運動公園
京都府消防操法大会結果報告会 三河内小グランド
婦人会国際交流活動事業講演会 中央公民館
サマーチャレンジ開講式 岩滝体育館
消防組合消防長他来庁 町長室
自衛隊第1中隊長交代挨拶来庁 元気館
野田川改修期成同盟会総会 元気館
野田川改修促進協議会総会 元気館
府道宮津野田川線改修促進同盟会総会 元気館
京都Ｘキャンプ学生挨拶 加悦庁舎
町政懇談会 石川地区農業構造改善センター
明石公民館新築工事起工式 明石地区公民館建設用地
農林水産部副部長他来庁 応接室
中学校組合議会 本庁舎
教育委員議員選出監査委員辞令交付 本庁舎
サマーキャンプ閉会式 岩滝体育館
情報公開個人保護審査会 本庁舎
信用保証協会専務理事丹後支所長来庁 応接室
アベリスツイス訪問報告会 野田川わーくぱる

舞鶴火電・高浜原電視察 福井県高浜町
ＫＴＲウイラーアライアンス社長来庁 応接室
全員協議会 加悦庁舎
ＮＨＫ記者取材 町長室

補正予算査定 町長室
京都府文化環境部環境エネルギー局副局長他来庁応接室

山口県長門市議会行政視察挨拶 加悦庁舎
与謝地方人権教育研究会 野田川わーくぱる
第2回丹後広域連携会議 京丹後市役所

京都府道路協会総会 京都市内
京都府砂防・治水・防災協会総会 京都市内
京都府都市計画協会総会 京都市内
京都府高速道路網整備促進協議会総会 京都市内

府民交流会in丹後 知遊館
議会運営委員会 加悦庁舎
全国大会出場中学生挨拶来庁 応接室
国保診療所運営委員会 元気館
阿蘇海協働会議関係者来庁 応接室
近畿財務局所長・課長挨拶来庁 町長室
行政改革推進委員会 野田川庁舎
産業振興会議 野田川わーくぱる
国保運営協議会 元気館
視力障害者福祉センター合同会議 京丹後市内
災害時相互応援協定明和町より来庁 応接室
厚生会出前講座 知遊館
辞令交付 町長室
京都府公民館大会 野田川わーくぱる
監査委員決算審査報告 町長室
まちづくり本部会 岩滝保健センター

12日（火）

15日（金）

22日(金）

29日（金）

31日(日）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の政
治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

23日(土）
24日(日）

25日(月）

26日(火）

27日(水）

28日(木）

19日(火）
20日(水）
21日(木）

30日(土）

13日（水）
14日（木）

16日（土）
17日（日）
18日(月）

7日（木）

9日（土）
10日（日）

8日（金）

11日（月）

1日(金）

3日（日）

4日（月）

5日（火）

6日（水）

2日（土）



9月 長月 公  務  内  容 行  先

1日 （月） 9月定例会本会議 加悦庁舎

朝礼 各庁舎

記者懇談会 応接室
３日 (水） 京都府社会福祉大会 京都市内

加悦谷高校文化祭 加悦谷高校
岩滝自動車学校来庁 町長室
普及活動促進支援品寄贈式 岩滝小学校前
福祉課関係セミナー挨拶 知遊館

６日 （土）
７日 (日）
８日 （月） 9月定例会一般質問 加悦庁舎
９日 （火） 9月定例会一般質問 加悦庁舎

9月定例会一般質問 加悦庁舎
農林課関係テレビ取材 町内
四辻区要望来庁 町長室
産業振興会議 岩滝保健センター
グラウンドゴルフ大会挨拶 阿蘇シーサイドパーク
福知山市お見舞い 福知山市役所
虹ヶ丘敬老祝賀会 虹ヶ丘

消防団ラッパ隊送別会 町内

１４日 (日）
１５日 （月）

100歳記念品配り 町内
9月定例会本会議 加悦庁舎

１７日 (水） 9月定例会本会議 加悦庁舎
１８日 （木）
１９日 (金） 京都弁護士会長他来庁 応接室
２０日 （土） あじさい苑敬老祝賀会 あじさい苑
２１日 (日） よさの大江山登山マラソン大会 大江山運動公園周辺
２２日 （月） 交通立番 岩滝小学校前
２３日 （火） 与謝野町小学生バレーボール大会 大江山運動公園体育館

土木事務所他来庁 町長室
中小企業同友会丹後支部30周年記念事業・懇親会京丹後市内
議会運営委員会 加悦庁舎
9月定例会本会議 加悦庁舎

２６日 (金） 9月定例会本会議 加悦庁舎
２７日 （土） 育成会グラウンドゴルフ大会 阿蘇シーサイドパーク
２８日 (日）

ＫＹＴ収録 町長室
京都府知事との意見交換会・懇親会 京丹後市内

３０日 （火） 9月定例会本会議

２４日 (水）

２９日 （月）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の政
治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

２５日 （木）

（木）

１２日 (金）

１３日

１６日 （火）

１０日 (水）

（土）

２日 （火）

４日 （木）

５日 (金）

１１日



１０月 公  務  内  容 行  先

与謝野町小学生陸上記録会 野田川グランド
消防組合消防職員意見発表会 消防組合
緑のカーテンコンテスト審査 野田川庁舎
まちづくり本部会 野田川庁舎

２日 （木） 9月定例会本会議 加悦庁舎
３日 (金）
４日 （土） 健康づくりのつどい 野田川わーくぱる
５日 (日） 駅伝競走大会開会式 石川小学校グランド
６日 （月） 平成27年度予算ヒアリング 町長室

平成27年度予算ヒアリング 町長室
宮津ロータリークラブ60周年記念例会・祝宴 宮津市内
平成27年度予算ヒアリング 野田川庁舎
敬老会 加悦地域公民館
平成27年度予算ヒアリング 町長室
敬老会 岩滝ふれあいセンター
議会運営委員会 加悦庁舎
平成27年度予算ヒアリング 加悦庁舎
敬老会 野田川わーくぱる
加悦谷モラロジーより来庁 加悦庁舎

１１日 （土）
ちりめん街道まるごとミュージアム ちりめん街道
地域安全パレード 加悦地域

１３日 （月）
臨時議会・全員協議会 加悦庁舎
消防組合管理者会議 消防組合
環境組合首長会議 消防組合
消防組合職員採用試験1次選考会 消防組合
臨時議会 加悦庁舎
丹後織物工業組合理事長他来庁 応接室

１６日 （木） 京都府総務部長来庁 応接室
朝礼 各庁舎
商工会長との懇談 商工会岩滝支所
岡西副知事来庁 応接室
宮地税務署長他来庁 応接室
産業振興会議 元気館
与謝地方スポーツ交流大会開会式 岩滝グランド
地域安全パレード 岩滝地域
紅葉祭り 一字観公園
きもの祭り 天橋立松並木
青少年育成会グラウンドゴルフ大会開会式 阿蘇シーサイドパーク
大内峠紅葉まつり 大内峠一字観公園周辺
丹後きものまつりin天橋立 天橋立周辺
丹後但馬連携広域捕獲事業 岩屋地内
創立64周年記念行事 陸上自衛隊福知山駐屯地
地籍調査協会面会 町長室
シルバー人材センター要望来庁 応接室
ＫＹＴ収録 町長室
防衛白書説明来庁 町長室
上下水道審議会 野田川庁舎
認定農業者会との懇談 野田川ユースセンター
加悦老人クラブ連合会50周年記念式典 加悦地域公民館
環境組合議会・全員協議会 本庁舎
橋立中学校全国大会出場生徒来庁 応接室
国土交通省福知山河川事務所長他来庁 応接室
俳句大会実行委員会 元気館
消防組合議会 消防組合

消防組合職員採用面接試験 消防組合

２５日 （土） 婦人会事業国際交流フォーラムコーディネーター 野田川わーくぱる

２６日 (日） 民謡と踊りのつどい40回記念合同発表会 知遊館

阿蘇海ポスターコンクール審査 応接室

職員採用試験第1次審査 町長室

町内視察 後野区周辺

宮津養父線岩屋峠改良促進協議会総会 豊岡市内

府道中藤加悦線加悦但東線改修期成同盟会総会 豊岡市内

（火）

２２日 (水）

２３日 （木）

２４日 (金）

２７日 （月）

２８日

１８日 （土）

２０日 （月）

２１日 （火）

１９日 (日）

１５日 (水）

１７日 (金）

１０日 (金）

１４日 （火）

１２日 (日）

神無月

１日 （水）

８日 (水）

９日 （木）

７日 （火）



２９日 (水）

３０日 （木）

ウエールズ政府大使来日レセプション 東京都内

全国土地改良大会山梨大会

３１日 （金）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の政
治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

甲府市内



11月 公  務  内  容 行  先

東京都内から移動 東京都内
京丹後市制10周年記念式典 京丹後市内

２日 （日） 秋の感謝祭 リフレかやの里周辺
町文化祭 野田川わーくぱる
伊根町制施行60周年記念式典 伊根町地内
朝礼 各庁舎
加悦中学校改築工事起工式 加悦中学校
まちづくり本部会 元気館
職員組合より要求書提出 加悦庁舎
第4回産業振興会議 岩滝保健センター
小中学校音楽フェスティバル 野田川わーくぱる
こうむ公共一般労働組合より要求書提出 応接室

６日 （木） 全史協第3回役員会 東京都内
全史協臨時大会 東京都内
国交省要望他 東京都内

９日 （日） 手話劇コンクール 知遊館

１０日 （月）

１１日 （火）
１２日 （水）

暁星高校より来庁 町長室
戦没者追悼式 加悦地域公民館
宮津高校生との対話授業 宮津高校
職員採用試験2次試験 岩滝保健センター
観光協会三役来庁 応接室
職員組合へ回答 本庁舎

１５日 （土） 東京丹後人会総会・懇親会 東京都内

１６日 （日） 京都女性の健康フェスティバル 宮津市内
１７日 （月） 国保事業運営協議会 京都市内

京都府町村会臨時総会 東京都内

京都府町村会懇親会 東京都内
文京区役所 東京都内
全国町村長大会 東京都内
補正予算査定 町長室
ＤＶ防止啓発講座挨拶 知遊館
道路公社常務理事来庁 町長室
消防学校卒業挨拶 町長室
農業委員会から建議書提出 応接室
職員採用2次試験審査 応接室
関西学生対校駅伝競走大会開会式 京丹後市内
三役管理職会 町内
関西学生対校駅伝競走大会閉会式 宮津市内
30歳の成人式 京丹後市内

２３日 （日）
２４日 （月）
２５日 （火）

伊根町長来庁 町長室
こうむ公共一般労働組合へ回答 加悦庁舎
議会運営委員会 加悦庁舎

２７日 （木） 記者懇談会 応接室
２８日 （金） 中学校組合議会定例会 本庁舎
２９日 （土） 日本酒条例サミットin京都 京都市内

捕獲事業実施隊捕獲挨拶 元気館
俳句大会 知遊館

１４日

１８日 （火）

２２日 （土）

１９日 （水）

（金）

７日 （金）

要望活動（建設課関係）・商工観光課用務 京都市・大阪市・東京都内

１３日 （木）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の政
治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

２０日 （木）

２１日 （金）

３０日 （日）

２６日 （水）

霜月

５日 （水）

１日 （土）

３日 （月）

４日 （火）



１２月 公  務  内  容 行  先

朝礼 各庁舎
タンゴフロンティア（株）との協議 加悦庁舎
社協三役要望来庁 応接室
自由同和会要望来庁 応接室

３日 （水） 12月定例会本会議 加悦庁舎
交付税検査挨拶 本庁舎
ＫＹＴ新年挨拶収録 加悦庁舎

第4回産業振興会議 岩滝保健センター

人権講演会挨拶 野田川わーくぱる

５日 （金） 防犯パトロール 岩滝地域

６日 （土）
７日 （日） 子ども発表会 野田川わーくぱる

障害者週間街頭啓発 本庁舎
部落解放同盟交渉 岩滝保健センター
12月定例議会一般質問 加悦庁舎
議会運営委員会 加悦庁舎

１０日 （水） 12月定例議会一般質問 加悦庁舎
京都府より来庁 町長室
12月定例議会一般質問 加悦庁舎
岩滝ボランティア連絡協議会しゃぼん玉広報取材 岩滝ふれあいセンター

１２日 （金） 北部医療センター要望書提出 京都市内

１３日 （土）
１４日 （日）

全員協議会 加悦庁舎
防犯パトロール 野田川・加悦地域

１６日 （火） 12月定例会本会議 加悦庁舎
１７日 （水） 12月定例会本会議 加悦庁舎
１８日 （木） 12月定例会本会議 加悦庁舎
１９日 （金） 12月定例会本会議 加悦庁舎
２０日 （土）
２１日 （日） 京石川かたり酒蔵出しの宴 石川地区農業構造改善センター

岩屋区より要望来庁 応接室
町内視察 町内

２３日 （火）
商工会役員とのランチミーティング 商工会岩滝支所
夢織りの郷懇談会 応接室
連合北部地協より来庁 応接室
文化庁調査官面会 町長室
中学校組合教育委員辞令交付 町長室
消防組合臨時議会 宮津市役所

庁舎・出先機関廻り 町内

２７日 （土） やすらの里もちつき大会 やすらの里
２８日 (日） 消防団年末警戒激励 各分団
２９日 （月）
３０日 （火）
３１日 （水）

２５日 （木）

２６日 （金）

２２日 （月）

２４日 （水）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の政
治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

１５日 （月）

４日 （木）

８日 （月）

１１日 （木）

９日 （火）

師走

１日 （月）

２日 （火）



１月 公  務  内  容 行  先

１日 （木）

２日 （金）

３日 （土）

４日 （日）

議会新年互礼会 加悦庁舎

新年挨拶廻り 京都市内

新年挨拶廻り 管内

職員互礼会 野田川わーくぱる

７日 （水）

８日 （木）

新春賀詞交歓会 商工会本所

まちづくり本部会 岩滝保健センター

１０日 （土）

消防団出初式 知遊館

与謝野町成人式 野田川わーくぱる

１２日 （月）

シルバー人材センター理事長他来庁 応接室

観光協会より新年挨拶 町長室

産業振興会議 岩滝保健センター

市町村トップセミナー 京都市内

京都千年ツバキの里支部総会 ちんざん

農業委員との懇談会 本庁舎

ドルフィン（株）新年挨拶来庁 応接室

商工会役員要望来庁 応接室

ファーマーズライス専務来庁 町長室

宮津与謝地区保護司会新年互礼会 宮津市内

京都市景観まちづくりセンター来庁 町長室

１７日 （土）

１８日 （日） 丹後事務局・杉末支部荊冠旗開き 宮津市内

１９日 （月） 平成２７年度予算査定 町長室

平成２７年度予算査定 町長室

正副消防団長との懇談 応接室

平成２７年度予算査定 町長室

京都信用保証協会理事長新年挨拶来庁 応接室

議会運営委員会 加悦庁舎

江陽中学校全国大会出場激励 町長室

岩滝信友会新春パーティー 町内

副知事・振興局長他来庁 応接室

区長連絡協議会 野田川ユースセンター

２４日 （土）

２５日 （日）

２６日 （月） ＫＴＲ首長会議 福知山市内

２７日 （火） 宮津青年会議所総会 宮津市内

野田川大宮道路第１４トンネル貫通式 京丹後市内

与謝野機神プレスリリース 元気館

ソフィックス研修会挨拶 元気館

教育委員との懇談 町内

臨時議会 加悦庁舎

地域公共交通会議 岩滝保健センター

３０日 （金） 企業訪問（福祉関係） 大阪市内

３１日 （土） 産業振興会議視察 広島県尾道市

国交省要望、商工観光課用務 東京都内

９日 （金）

１４日 （水）

２９日

１５日 （木）

２８日 （水）

６日 （火）

２１日 （水）

２３日

　 ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来
訪、町長の政治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略していま
す。

５日 （月）

１６日 （金

１１日 （日）

（木）

１３日

２２日

（金）

睦月

２０日 （火）

（木）

（火）



２月 公  務  内  容 行  先

１日 （日） 産業振興会議視察 広島県尾道市

朝礼 各庁舎

平成２７年度予算査定 町長室

ＫＹＴ収録 町長室

京都Ｘキャンプ対談 応接室

４日 （水） 観光フォトコンテスト審査会 観光協会

地方創生本部会 岩滝保健センター

まちづくり本部会 岩滝保健センター

環境組合管理者会議 本庁舎

職員組合女性部 リフレかやの里

消防組合管理者会議 消防組合

環境組合管理者会議 消防組合

こうむ公共一般との面談 元気館

７日 （土）

８日 （日） 府民総体駅伝競走大会与謝野選手団反省会 野田川わーくぱる

丹後地域職業訓練協会理事会 京丹後市内

全国椿サミット与謝野大会実行委員会 岩滝保健センター

岩滝区長会懇談会 町内

宮津警察署長他来庁 町長室

産業振興会議視察 岩滝保健センター

１１日 （水） どでっさっさ共和国２０周年記念式典 野田川ユースセンター

補正予算査定 町長室

丹後産コシヒカリ良食米共励会表彰式 京丹後市内

京都財務事務所長来庁 応接室

道路公社建設事務所長来庁 町長室

京都府都市計画課来庁 応接室

１４日 （土）

１５日 （日）

１６日 （月）

丹後広域連携会議 京丹後市役所

京都府当初予算説明・懇談来庁 応接室

町内施設視察 障害者・高齢者関係施設

消防組合消防長、次長来庁 町長室

１９日 （木） 男女共同参画推進委員会

丹後地区土地開発公社理事会 宮津市役所

消防組合全員協議会 宮津市役所

消防組合議会 宮津市役所

環境組合議会・全員協議会 本庁舎

２１日 （土）

２２日 （日）

京都府都市計画審議会 京都市内

国保運営協議会 元気館

２４日 （火） 議会運営委員会 加悦庁舎

２５日 （水） 総合計画審議会 岩滝保健センター

２６日 （木） 新年度予算記者発表 岩滝保健センター

加悦谷高校卒業式 加悦谷高校

３月定例会本会議 加悦庁舎

２８日 (土）

２３日 （月）

２７日 （金）

２０日 （金）

２日 （月）

３日 （火）

９日 （月）

（金）

１０日 （火）

１３日

（水）

１２日 （木）

（金）

与謝野ブランド戦略関係者協議 石川県小松市

１７日 （火）

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の
政治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

如月

１８日

５日 （木）

６日



３月 公  務  内  容 行  先

１日 日 消防団分団長配偶者感謝状伝達式 野田川庁舎

京都府町村会定期総会 京都市内

京都府自治体情報化推進協議会総会 京都市内

京都府自治体情報化推進協議会理事会 京都市内

ＫＴＲ社長来庁 町長室

中学校組合議会定例会 本庁舎

議会運営委員会 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

ＫＹＴ収録 応接室

産業振興会議 岩滝保健センター

朝礼 各庁舎

優良職員表彰 本庁舎

重点道の駅候補認定証授与式 応接室

連合京都北部地協春闘表敬訪問 応接室

京都府より阿蘇海ビジョン説明来庁 応接室

京都Ｘキャンプ与謝野検討会・卒業式 農村女性の家

特別職員表彰 町長室

京都府企画理事来庁 応接室

橋立中学校全国大会出場生徒挨拶来庁 町長室

７日 土 卓球バレー大会 岩滝体育館

８日 日

９日 月 ３月定例会一般質問 加悦庁舎

１０日 火 ３月定例会本会議 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

全員協議会 加悦庁舎

消防組合消防長、次長来庁 町長室

与謝の海支援学校卒業式 与謝の海支援学校

地域創生有識者会議 岩滝保健センター

中学校卒業式 江陽中学校

議会運営委員会 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

１４日 土

１５日 日

１６日 月 ３月定例会本会議 加悦庁舎

１７日 火 ３月定例会本会議 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

防災講演会 野田川わーくぱる

与謝の海支援学校校長来庁 町長室

近畿総合通信局部長来庁 応接室

見守り協定調印式 応接室

死亡叙勲伝達 町長室

江陽中学校生徒全国大会出場報告 町長室

３月定例会本会議 加悦庁舎

石川区事務所 石川農業構造改善センター

２１日 土 ３０歳の成人式in与謝野・伊根・宮津 宮津市内

２２日 日 明石地区公民館竣工祝賀式 明石地区公民館

小学校卒業式 加悦小学校

３月定例会本会議 加悦庁舎

幼稚園卒園式 三河内幼稚園

３月定例会本会議 加悦庁舎

宮津警察署長挨拶来庁 町長室

大江山観光開発協議会写真コンテスト表彰式 野田川わーくぱる

都市計画審議会 岩滝保健センター

子ども子育て会議答申 応接室

福知山河川国道事務所長来庁 町長室

自治功労者表彰伝達式 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

２７日 金 ３月定例会本会議 加悦庁舎

２８日 土 石田長寿会 石田地区公民館

宮津与謝少年剣道大会挨拶 岩滝体育館

消防車両配属式 岩滝保健センター .

３０日 月

３１日 火 退職者、派遣者辞令交付 町長室

２０日 金

２６日 木

２９日 日

２３日 月

２４日 火

１１日 水

１２日 木

１３日 金

弥生

　  ただし、職員との内部打合せ、与謝野町議会議員との面談、民間企業からご挨拶の来訪、町長の
政治活動に関すること、町長個人の行動に関すること等は掲載を省略しています。

１９日

１８日 水

６日 金

２５日 水

木

２日 月

３日 火

５日 木

４日 水


