
４月 卯月 公  務  内  容 行  先

職員辞令交付 町長室
京都丹後鉄道開業記念式典 福知山市民交流プラザ
消防組合新規採用職員挨拶 町長室
KYT収録 応接室
いきいき、つむぎ、野田川共同作業所、リフレかやの
里、花音合同入所式

夢織の郷

加悦総合振興（有）来庁 町長室
4日（土）

消防団辞令交付式 岩滝保健センター
テレビ東京取材対応 町内
朝礼 各庁舎

人権擁護委員委嘱式 町長室
府立看護学校入学式 同校
婦人会来庁 町長室
区長来庁 町長室
第9回産業振興会議 岩滝保健センター

中学校入学式 加悦中学校
町商工会青年部通常総会 町内
加悦谷高校入学式 同校
消防委員会 野田川庁舎
椿サミット実行委員会 岩滝保健センター
京都弁護士会役員就任挨拶来庁 町長室

11日（土）
12日（日）
13日（月） 行政相談員委嘱式・感謝状伝達 応接室

京都産業大学講義 同大学
東京（商工観光課用務） 東京都内

15日(水） 東京（商工観光課用務） 東京都内
京都産業２１専務交代挨拶来庁 町長室
宮本町こども歌舞伎保存会会長来庁 町長室
北都いろは会 町内

17日（金）
18日(土）
19日(日） 滝の千年ツバキ祭挨拶 現地

まち・ひと・しごと創生本部会 岩滝保健センター
与謝野町体育協会総会 中央公民館
ホップ栽植・ＫＹＴ収録 現地
町長・議長との懇談会 加悦庁舎
食生活改善推進協議会総会 岩滝保健センター
消防組合来庁 町長室
京都府北部地域連携中枢都市圏宣言署名式 福知山市内
海の京都博開催共同記者会見 京都府公館
野田川区長会懇親会 町内

24日（金） 商工会ランチミーティング 商工会岩滝支所
25日（土） 子ども歌舞伎 やすらの里
26日（日） 連合北部たんご地域メーデー 野田川わーくぱる

京都府公立幼稚園ＰＴＡ会長来庁 町長室
第1回丹後歴史博物館（仮称）基本計画策定検討会議 元気館

28日（火） 京丹ラッピングバスお披露目 本庁舎前
29日（水） あつえ彩菜館竣工開所式 温江農産加工直売所
30日(木） 専決補正予算査定 町長室

20日（月）

21日（火）

22日（水）

27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。

23日（木）

秋田県男鹿市

16日（木）

2日（木）

14日（火）

8日（水）

9日（木）

10日（金）

1日（水）

3日（金）

5日（日）

6日（月）

7日（火）

全国椿サミット男鹿大会参加



５月 皐月 公  務  内  容 行  先

1日（金） 岩滝祭 本庁舎前
2日（土）
3日（日）
4日（月）
5日（火）
6日（水）

朝礼 各庁舎
環境組合管理者会議 本庁舎
グラウンドゴルフ大会挨拶 町内
国土交通省福知山管理事務所長来庁 町長室
登山マラソン実行委員会 元気館
地方創生有識者会議 岩滝保健センター
障害者福祉会総会 加悦地域公民館
読売テレビ取材 ホップ圃場

10日（日）
交通立番 本庁舎前交差点
ＫＹＴ取材 ホップ圃場
俳句大会実行委員会 元気館
丹後地教委連総会 元気館
丹後地教委連懇親会 リフレかやの里
野田川地域新区長会懇親会 町内

13日（水） 知事・市町村長会議 京都ガーデンパレス
民生児童委員総会 知遊館
クリエイティブディレクター就任記者会見 岩滝地域内
産業振興会議 岩滝保健センター

15日（金） 野田川交番開所式 四辻公民館
16日（土）
17日（日） ちりめん街道を守り育てる会定期総会 加悦地域公民館

議会運営委員会 加悦庁舎
丹後従貫林道協議会、丹後半島振興期成会、丹後広
域連携会議、丹後地域高規格道路推進協議会総会

京丹後市役所

代表区長会 野田川庁舎
京都銀行岩滝支店長来庁 町長室
補正予算査定 町長室
社会を明るくする運動推進委員会 野田川庁舎
環境組合全員協議会 本庁舎
環境組合議会 本庁舎
丹後米改良協会監査 町長室
商工会通常総会 商工会本所
観光協会定期総会 野田川わーくぱる
大江山観光開発協議会定期総会 野田川ユースセンター

ＫＹＴ収録 町長室

臨時議会 加悦庁舎

ウエールズ政府東京事務所来町 加悦庁舎応接室
23日(土）

24日(日） アベリスツイス友好協会総会 野田川ユースセンター

25日(月） 京都府北部連携に係る国への説明 東京都内
シルバー人材センター定時総会 みやづ歴史の館
土地改良事業団体連合会与謝支部総会、与謝地方林
業振興会総会

宮津地方森林組合

防犯推進協議会総会 岩滝保健センター

京都自治労連との懇談 応接室

8日（金）

9日（土）

18日(月）

20日(水）

11日（月）

12日（火）

7日（木）

14日（木）

27日(水）

21日(木）

19日(火）

22日(金）

26日(火）



総合教育会議 本庁舎
区長連絡協議会 野田川ユースセンター
まちづくり本部会 元気館
岩滝大名行列保存会総会 岩滝ふれあいセンター
福知山市との災害連携協定 福知山市役所
議会運営委員会 加悦庁舎
地方創生有識者会議 岩滝保健センター
ひとり暮らしの集い 岩滝ふれあいセンター
シーサイドサロンあそ 阿蘇シーサイドパーク管理棟

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。

30日(土）

29日（金）

28日(木）



6月 水無月 公  務  内  容 行  先

辞令交付 町長室
慶応ＥＤＧＥＬＡＢ開所式 東京都内
東京都内～帰町 移動
岩滝手をつなぐ会 知遊館
与謝郡福祉会理事長他来庁 町長室
ＫＹＴ収録 町長室
各庁舎朝礼 各庁舎
記者懇談会 応接室
丹後ファッションウイーク開催委員会 京丹後市役所
町優良産品認定業者会定期総会 リフレかやの里
６月定例会本会議、全員協議会 加悦庁舎
青少年育成会総会 野田川わーくぱる

6日（土） TANTANロングライド前日祭 宮津天橋立駐車場
7日（日） 丹後地方小学生陸上競技大会 途中ケ丘公園陸上競技場

与謝地方老人クラブ連合会ゲートボール大会・ペタンク大会 岩滝グランド
滝・金屋中山間振興会他意見交換会 滝区公民館

9日（火） お花の日・聖三一幼稚園児来庁 町長室
10日（水） 租税推進教育協議会・税務協議会総会 宮津商工会議所
11日（木）
12日（金）
13日（土） リベラルアーツ推進事業第１回講座 知遊館
14日（日） 京都府知事争奪杯招待ソフトテニス大会 城山テニスコート
15日（月） 一般質問 加悦庁舎
16日（火） 一般質問 加悦庁舎

京都新聞記者取材 町長室
経済同友会来庁 町長室
６月定例会本会議 加悦庁舎
原田伸郎のこの街ええなあインタビュー取材 加悦庁舎
宮津ＪＣ６月例会

19日(金） 議会出席者懇親会 町内
20日(土）
21日(日）
22日(月） 首長会議 本庁舎３階会議室
23日(火） 与謝医師会長面談 宮津市内

公共交通会議 岩滝保健センター
ちりめん街道女子会来庁 町長室

加悦区長ＯＢ会 町内

丹後バリバリ応援隊来庁 町長室
上下水道審議会 野田川庁舎

26日(金）
暁星高校文化祭 暁星高校
与謝医師会懇親会 宮津市内

28日(日） 消防団町長査閲 大江山運動公園グランド
創生本部会議・まちづくり本部会 岩滝保健センター
新しい農業モデル協議会 元気館
天橋立を守る会懇親会 宮津市内
京都府公立幼稚園ＰＴＡ大会 野田川わーくぱる
新しい産業起こし推進委員会との意見交換 商工会岩滝支所
第１１回産業振興会議 岩滝保健センター

24日(水）

30日(火）

4日（木）

3日（水）

5日（金）

8日（月）

1日(月)

2日（火）

エリザベスⅡ世女王陛下誕生祝賀会 駐日英国大使館　大使公邸

　  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。

18日(木）

29日（月）

25日(木）

27日(土）

17日（水）



７月 文月 公  務  内  容 行  先

辞令交付 町長室
丹後王国理事来庁 町長室
教育委員会との意見交換 応接室
人権擁護施策推進与謝地区実行委員会 伊根町役場
町政懇談会 弓木公民館
朝礼 各庁舎
野田川区長会要望書来庁 町長室
わんぱくクラブとの懇談 応接室
町政懇談会 知遊館

リベラルアーツ推進事業第2回講座 知遊館
社会を明るくする運動 町内
ＫＹＴ収録 阿蘇シーサイドパーク
自衛官募集相談員連名委嘱 応接室
町政懇談会 男山地区公民館
ゴミ処理施設視察 南丹クリーンセンター
町政懇談会 三河内公民館
企業訪問 大阪市内

学生ボランティア等との交流会 宮津市内

商工会ランチミーティング 商工会岩滝支所
消防組合管理者会議 消防組合会議室
町政懇談会 岩屋地区公民館
食中毒予防パレード挨拶 岩滝庁舎
町内企業訪問 町内

町政懇談会 幾地地区公民館

税務署長、総務課長来庁 町長室

子ども子育て会議 元気館

丹後織物工業組合要望来庁 応接室
加悦谷高校生徒の対話授業 加悦谷高校
岩滝信友会定期総会 宮津市内
京都縦貫自動車道全線開通式典 道の駅京丹波味夢の里
海の京都博開会式式典 宮津会館
商工会青年部納涼会 阿蘇シーサイドパーク

知事と和い和いミーティング 町内

与謝野ブランド戦略ミーティング 東京都内

町政懇談会 石川地区農業構造改善センター

総合教育会議 本庁舎

丹後土地開発公社理事会 宮津市役所
宮津与謝消防組合臨時会 宮津市役所
町政懇談会 加悦地域公民館

丹後視力センター合同会議 京丹後市網野町

全員協議会 加悦庁舎

アベリスツイス大学留学出発報告 町長室

京都縦貫自動車道全線開通を祝う集い 京都市内

環境組合推進会議 本庁舎

町政懇談会 明石地区公民館

町政懇談会 滝地区公民館

中小企業家同友会講演 京丹後市内

野田川地域区長会懇談会 町内

熊本大学来庁 町長室

1日(水)

2日（木）

3日（金）
4日（土）
5日（日）

6日（月）

7日（火）

8日（水）
9日（木）
10日（金）
11日（土）
12日（日）

13日（月）

14日（火）

15日（水）

16日（木）

17日（金）

18日(土）

19日(日）

20日(月）

21日(火）

22日(水）

23日(木）

24日(金）

原子力規制庁要望 東京都内

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。

25日(土）

26日(日）

27日(月）

28日(火）

29日（水）

30日(木）



8月 葉月 公  務  内  容 行  先

宮津ライオンズクラブ宮津与謝地方少年少女野球大会 宮津球場
綾部市制施行65周年記念式典 綾部市内
ふるさと海づくり大会 宮津市内
辞令交付 町長室
農業委員会総会 元気館
岩滝認定こども園検討委員会 元気館
全員協議会 加悦庁舎
Ｘキャンプ学生他挨拶来庁 応接室
町政懇談会 下山田公民館
朝礼 各庁舎
第12回産業振興会議 岩滝保健センター
ホップ収穫セレモニー ホップ圃場
阿蘇ベイエリア活性化マスタープラン策定業務プロポーザル 本庁舎
ＫＹＴ収録 応接室

環境組合推進会議 本庁舎

補正予算査定 町長室

野田川改修期成同盟会他総会 元気館

京都府海岸協会通常総会 伊根町

環境組合臨時議会 本庁舎
道路公社理事長来庁 町長室
丹後広域連携会議 京丹後市役所
総合計画審議会 岩滝保健センター
岩屋保育所のあり方検討会 岩屋保育所
全員協議会 加悦庁舎
議会運営委員会 加悦庁舎
東京（企業訪問） 東京都内
東京（企業訪問） 東京都内
国民健康保険運営協議会 元気館
決算審査意見書提出 町長室

記者懇談会 応接室
京都府各部長との意見交換会 京都市内

1日(土）

2日（日）

3日（月）

4日（火）

5日（水）

6日（木）

7日（金）
8日（土）
9日（日）
10日（月）
11日（火）
12日（水）
13日（木）
14日（金）
15日（土）
16日（日）
17日（月）
18日(火）
19日(水）
20日(木）
21日(金）
22日(土）

29日（土）
30日(日）

31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。

23日(日）

24日(月）

25日(火）

26日(水）

27日(木）

28日(金）



9月 長月 公  務  内  容 行  先

感謝状贈呈 加悦庁舎

9月定例会本会議・全員協議会 加悦庁舎

朝礼 各庁舎

ＫＹＴ収録 応接室
加悦谷高等学校祭開会式 加悦谷高校
地方創生本部会議 元気館
岩滝認定こども園設計審査委員会 岩滝保健センター

４日 （金）
５日 (土） 京都Ｘキャンプ報告会 ＳＬ広場
６日 （日）

消防組合より来庁 町長室
土木事務所長来庁 町長室

８日 （火） 現場視察 加悦中学校
９日 （水） 東京出張（前泊） 東京都内

１０日 (木）
企業訪問、雑誌取材
ウエールズ大臣来日祝賀会レセプション

東京都内

京都（企業訪問） 京都市内

産業振興会議ミーティング 本庁舎
第13回産業振興会議 知遊館
産業振興会議交流会 町内
あじさい苑敬老祝賀会 あじさい苑
第3回リベラルアーツ講座 知遊館

１３日 （日） 消防団防災フェア 野田川わーくぱる

１４日 (月） 一般質問 加悦庁舎
一般質問 加悦庁舎
まちひとしごと有識者会議 岩滝保健センター
まちづくり本部会及び行政改革推進本部 岩滝保健センター
京都府北部地域連携都市圏形成推進協議会総会 綾部市内
9月定例会本会議 加悦庁舎
日中友好協会総会・交流会 野田川ユースセンター
9月定例会本会議 加悦庁舎
議会運営委員会 加悦庁舎

１９日 (土）
２０日 （日） よさの大江山登山マラソン 大江山運動公園周辺
２１日 (月） 秋の交通安全スタート式 町内
２２日 （火）

バレーボール大会 大江山運動公園体育館
虹ヶ丘敬老祝賀会 虹ヶ丘

２４日 (木） 全員協議会 加悦庁舎
交通立番 岩滝小学校前
9月定例会本会議 加悦庁舎
支援学校体育祭 支援学校
阿蘇ベイエリアキックオフ・ミーティング 町内

２７日 （日）
２８日 (月） 9月定例会本会議 加悦庁舎

中学校組合議会 本庁舎
平成28年度予算ヒアリング 町長室
福知山市長来庁 町長室
小学生陸上記録大会 野田川グランド
9月定例会本会議 加悦庁舎
辞令交付 加悦庁舎
男女共同参画啓発講座 中央公民館

1日 （火）

２日 （水）

３日 (木）

７日 (月）

１１日 （金）

１２日 (土）

１５日 （火）

(土）

１６日 （水）

１７日 (木）

１８日 （金）

２９日 （火）

３０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。

２３日 （水）

２５日 （金）

２６日



１０月 公  務  内  容 行  先

辞令交付 加悦庁舎
9月定例会本会議 加悦庁舎
辞令交付 町長室
宮津与謝消防組合意見発表会 消防組合
京都新聞記者来庁 町長室

３日 (土）
４日 （日） 駅伝競走大会開会式 石川小学校グランド

全員協議会 加悦庁舎
敬老祝品配り 町内
岩滝ホーム及び地域交流スペース新築工事着工式 町内
振興局長来庁 町長室

７日 （水） 農業e-kakashiソリューション発表会 東京都内
人権擁護委員委嘱式 応接室
まちひとしごと創生本部会議 岩滝保健センター
平成27年度予算ヒアリング 本庁舎
宮津高校生徒の対話授業 宮津高校
朝礼 各庁舎
ＫＹＴ収録 応接室
平成28年度予算ヒアリング 加悦庁舎
岩滝幼稚園運動会 岩滝幼稚園
戦後70年海外引揚70周年平和祈念式典 舞鶴市内
リベラルアーツ推進事業第4回講座 知遊館

１１日 （日） 防災訓練 町内
１２日 (月）

平成28年度予算ヒアリング 野田川庁舎
消防組合管理者会議・第1次試験選考 消防組合
環境組合首長会議 消防組合
敬老会 野田川わーくぱる
Tango Twist糸と織のリズムレセプション 東京都内
敬老会 野田川わーくぱる
地方創生総合戦略公聴会 知遊館
敬老会 野田川わーくぱる
北部大学連携機構理事長と懇談 応接室
地方創生総合戦略公聴会 元気館
京都米あじインプルースメント研究会秋季研修会 京丹後市内
地方創生総合戦略公聴会 野田川わーくぱる
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

１９日 (月） 平成28年度予算ヒアリング 加悦庁舎
防衛白書説明来庁 応接室
宮津養父線期成同盟会総会他 元気館
平成28年度予算ヒアリング 加悦庁舎
自治労連キャラバン要請活動来庁 応接室
植田喜裕府議会議長就任祝賀会 京都市内
宮津与謝消防組合定例議会 宮津市役所
消防組合職員採用2次試験 消防組合
ポスター審査 応接室
ジュニアオリンピック出場挨拶来庁 町長室
総合教育会議 本庁舎
環境組合議会 本庁舎
職員採用試験第1次審査 町長室

２４日 (土） 阿蘇ベイエリアプロジェクトワークショップ 町内

２５日 （日） ちりめん街道まるごとミュージアム ちりめん街道

２６日 (月） 横浜市（与謝野ブランド打合せ） 神奈川県横浜市内

２７日 （火） 横浜市（与謝野ブランド打合せ） 神奈川県横浜市内

２８日 （水） 宮津土木事務所長来庁 町長室

２９日 (木）
臨時議会・全員協議会 加悦庁舎
農業委員会会長面会 加悦庁舎
ＮＨＫ京都放送局長面会 知遊館
リベラルアーツ推進事業第5回講座 岩滝保健センター
職員互助会懇親会 宮津市内

神無月

１日 （木）

２日 （金）

５日 (月）

６日 （火）

８日 (木）

９日 （金）

１０日 (土）

１３日 （火）

１４日 （水）

１５日 (木）

１６日 （金）

１７日 (土）

１８日 （日）

２０日 （火）

２１日 （水）

３１日 （土）

　  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。

２２日 (木）

２３日 （金）

３０日 （金）



11月 公  務  内  容 行  先

１日 （日） 新福知山発足10周年記念式典 福知山市内
２日 （月）
３日 （火） 町文化祭 野田川わーくぱる
４日 （水）

朝礼 各庁舎
小中学校音楽フェスティバル 野田川わーくぱる
ＫＹＴ収録 応接室
俳句大会実行委員会 元気館
東京（前泊） 東京都内

７日 （土） 商工観光課用務、東京丹後人会総会・懇親会 東京都内

民謡と踊りの集い 知遊館

俳句大会表彰式 元気館

９日 （月） 近畿地方治水大会 福井県内

アベリスツイス大学より来庁 応接室

京都暁星高校より来庁 応接室
海の京都テイクオフイベント 綾部市内

１１日 （水） 全史協第3回役員会 東京都内
全史協臨時大会 東京都内
災害復旧促進全国大会 東京都内

１３日 （金） まちひとしごと創生本部会議 岩滝保健センター
府民総体バスケットボール大会開会式 岩滝体育館
輝く女性のプラットホーム事業 与謝野駅
障害者福祉会結成10周年記念事業 加悦地域公民館・リフレかやの里
バスケットボール京都協会・北部６協会懇親会 宮津市内
職員採用試験2次試験 知遊館
自衛隊協力会総会 上山田公民館
消防組合新規採用職員消防学校修了報告来庁 町長室
振興局長面会 丹後地方振興局
山陰近畿自動車道整備促進東京大会 東京都内
京都府町村会臨時総会 東京都内

１８日 （水） 全国町村長大会 東京都内

職員採用試験2次試験 知遊館
近畿運輸局長着任挨拶来庁 応接室
総合教育会議 本庁舎
クラフトビール事業御披露目会 リフレかやの里
阿蘇ベイエリアテストマーケット 岩滝地内
岩滝幼稚園運動会 岩滝幼稚園

２２日 （日） 山陰近畿自動車道早期実現促進大会 京丹後市内
２３日 （月）

シルバー人材センター要望来庁 応接室
消防組合火災報告来庁 町長室
解放同盟要求交渉 岩滝保健センター
戦没者追悼式 野田川わーくぱる

議会運営委員会 加悦庁舎

ＦＭタンゴ収録 京丹後市内

２６日 （木） 河川用地要望活動 京都・大阪・東京
２７日 （金） 河川用地要望活動、商工観光課用務 京都・大阪・東京・茨城
２８日 （土）
２９日 （日） 与謝蕪村顕彰与謝野町俳句大会 知遊館

記者懇談会 応接室
山田知事講演 京都市内

霜月

５日 （木）

６日 （金）

８日 （日）

１０日 （火）

１２日 （木）

１４日 （土）

１５日 （日）

（火）

１６日 （月）

１７日 （火）

１９日 （木）

２５日 （水）

３０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。

２０日 （金）

２１日 （土）

２４日



１２月 公  務  内  容 行  先

12月定例会本会議 加悦庁舎
自由同和会要望来庁 応接室
社会福祉協議会来庁 応接室
環境組合臨時議会 加悦庁舎
ＫＹＴ新年挨拶収録 ＫＹＴスタジオ
府教委より来庁 加悦庁舎
年末パトロール 岩滝地域
商工会長と懇談 岩滝支所
産地ツアー参加者へプレゼン 町内
京都新聞記者面会 町長室
人権講演会 野田川わーくぱる
朝礼 各庁舎
城福副知事面会 京都市内
企業訪問 京都市内

５日 （土） 与謝野ブランド戦略シンポジウム 岩滝地内

６日 （日） 町勢要覧対談 橋立中学校

７日 （月）
立命館大学シンポジウム講演 立命館大学
環境組合推進会議 本庁舎

９日 （水） 12月定例議会一般質問 加悦庁舎
１０日 （木） 12月定例議会一般質問 加悦庁舎

中学校組合総合教育会議 本庁舎
区長連絡協議会 野田川ユースセンター

１２日 （土） 企業訪問 東京都内
１３日 （日） 企業訪問 東京都内
１４日 （月） 12月定例会本会議 加悦庁舎

ＫＹＴ収録 応接室
文化庁来庁 町長室
12月定例会本会議 加悦庁舎
年末パトロール 野田川・加悦地域

１７日 （木） 12月定例会本会議 加悦庁舎
１８日 （金） 連合京都北部地協要望書来庁 加悦庁舎
１９日 （土）
２０日 （日）

建設業部会要望来庁 応接室
ふるさと納税感謝状贈呈 町長室
全国椿サミット与謝野大会第3回実行委員会 岩滝保健センター
北都いろは会設立総会・懇親会 町内
コミュニティ野田川要望来庁 応接室
まちづくり本部会 野田川庁舎

２３日 （水）
２４日 （木）
２５日 （金）

２６日 （土） やすら苑餅つき大会 やすら苑

２７日 （日） 東京（地方創生関連打合せ） 東京都内
御用納め訓示 各庁舎
消防団年末警戒激励 各分団

２９日 （火）
３０日 （水）
３１日 （木）

師走

１日 （火）

２日 （水）

３日 （木）

（月）

４日 （金）

８日 （火）

１１日 （金）

２２日 （火）

２８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。

１５日 （火）

１６日 （水）

２１日



１月 公  務  内  容 行  先

１日 （金）

２日 （土）

３日 （日）

議会新年互礼会 加悦庁舎

辞令交付 町長室

新年挨拶まわり 京都府庁他

新年挨拶まわり 各所

京都新聞記者来庁 町長室

京都弁護士会来庁 応接室

北部医療センター挨拶 北部医療センター

職員互礼会 野田川わーくぱる

６日 （水）

災害ボランティアセンター協定調印式 応接室

宮津市長他来庁 町長室

道路公社所長来庁 町長室

商工会新春賀詞交歓会 商工会本所

京都銀行新春経済講演会 京都市内

９日 （土）

消防団出初式 知遊館

成人式 野田川わーくぱる

１１日 （月） 地方創生打合せ 京都市内

１２日 （火） 当初予算査定 町長室

当初予算査定 町長室

シルバー人材センター挨拶来庁 町長室

産業振興会議 岩滝保健センター

当初予算査定 町長室

宮津与謝地区保護司会新年互礼会 宮津市内

１５日 （金） 市町村トップセミナー 京都市内

１６日 （土） 連合京都北部地協新春旗開き 京丹後市内

１７日 （日） 与謝野ブランド戦略視察 宮崎県、鹿児島県

１８日 （月） 与謝野ブランド戦略視察他 宮崎県、鹿児島県

１９日 （火） 内閣府訪問 東京都内

商工会要望来庁 応接室

江陽中学校生徒全国大会出場表敬訪問 町長室

２１日 （木）

アベリスツイス大学より来庁 応接室

環境組合須津地区実行委員会 吉津公民館

北都信金信友会新春パーティー 町内

２３日 （土） リベラルアーツ推進事業第6回講座 知遊館

２４日 （日） 丹後事務局・杉末支部荊冠旗開き 杉末会館

２５日 （月） 地域公共交通会議 岩滝保健センター

当初予算復活要求査定 町長室

アベリスツイス大学生歓迎会 野田川ユースセンター

２７日 （水） 宮津青年会議所通常総会 宮津青年会議所

２８日 （木） 認定こども園ネーミング選考委員会 岩滝保健センター

どこでも町長室 本庁舎

行政改革推進委員会 野田川庁舎

アベリスツイス大学訪問報告会 岩滝保健センター

３０日 （土）

３１日 （日）

睦月

４日 （月）

２０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。

５日 （火）

７日 （木）

２６日 （火）

（金）

１３日

２２日 （金）

（水）

２９日

（日）

８日 （金）

１０日

１４日 （木）



２月 公  務  内  容 行  先

１日 （月）

京丹後市経済成長戦略懇話会 京丹後市内

京都精神保健福祉推進家族会連合会来庁 応接室

ＫＹＴ収録 応接室

消防団長面会 町長室

消防団正副団長との懇談 町内

朝礼 各庁舎

議会との懇談会 加悦庁舎ほか

京都銀行本店訪問 京都市内

上下水道審議会 野田川庁舎

５日 （金） 観光フォトコンテスト審査会 観光協会

６日 （土）

７日 （日）

８日 （月） 京都千年ツバキの里支部総会 ちんざん

５市２町首長海の京都関係協議 綾部市内

特別職報酬等審議会 本庁舎

国保運営協議会 元気館

１０日 （水） ５市２町連携都市圏関連国要望 東京都内

１１日 （木） 与謝野ラウンドテーブル（阿蘇ベイエリアプロジェクト） 岩滝母と子のセンター

５市２町長城福副知事との協議 福知山市内

丹鉄首長会議 福知山市内

１３日 （土）

１４日 （日） 府民総体駅伝競走大会与謝野選手団反省会 リフレかやの里

消防組合管理者会議 消防組合

環境組合推進会議 消防組合

加悦総合振興来庁 町長室

丹後米改良協会良食味共励会表彰式 丹後農業研究所

１７日 （水） 丹後広域連携会議 京丹後市役所

議会運営委員会 加悦庁舎

ハローワーク宮津訪問 ハローワーク宮津

ＫＹＴ収録 応接室

振興局長と面談 応接室

２０日 （土） 加悦谷高校きもの着付け教室閉講式 野田川わーくぱる

２１日 （日）

新年度予算記者発表 岩滝保健センター

森林組合より来庁 町長室

天の橋立を世界遺産にする会総会 宮津商工会議所

与謝郡老人クラブ連合会役員研修会 岩滝ふれあいセンター

阿蘇海フェア「条例制定共同宣言」 知遊館

商工会ランチミーティング 商工会岩滝支所

24日 （水） 教育委員との懇談 町内

２５日 （木） ３月定例会本会議 加悦庁舎

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

環境組合定例議会 本庁舎

認定こども園教育保育計画報告 応接室

２７日 （土） 総務省副大臣来訪 舞鶴市内

２８日 (日） 総務省副大臣現地視察 管内

２９日 （月） どこでも町長室 加悦庁舎

　  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

２６日 （金）

１５日 （月）

１９日 （金）

２３日 （火）

２日 （火）

３日 （水）

９日 （火）

４日 （木）

１２日 （金）

２２日

１６日

（月）

１８日 （木）

（火）



３月 公  務  内  容 行  先

加悦谷高等学校卒業式 加悦谷高等学校

観光協会来庁 町長室

京都府町村会定期総会 京都市内

情報化推進協議会総会・理事会 京都市内

朝礼 各庁舎

京都Ｘキャンプ学生他来庁 岩滝保健センター

４日 金 府立看護学校卒業式 看護学校

北陸新幹線京都府北部ルート誘致促進同盟会設立総会 綾部市

京都Ｘキャンプ検討会・卒業式 滝区公民館

６日 日 与謝野町合併１０周年記念式典 知遊館

３月定例会一般質問 加悦庁舎

環境組合推進会議 本庁舎

８日 火 ３月定例会一般質問 加悦庁舎

岩滝幼稚園記念式典 岩滝幼稚園

３月定例会一般質問 加悦庁舎

加悦区長会送別会 町内

１０日 木 ３月定例会本会議 加悦庁舎

１１日 金 ３月定例会本会議 加悦庁舎

１２日 土

１３日 日

１４日 月 ３月定例会本会議 加悦庁舎

宮津警察署長訪問 宮津警察署

消防組合来庁 町長室

３月定例会本会議 加悦庁舎

管理職会送別会 町内

特別職員表彰 町長室

京都府女性の船「ステップあけぼの」宮津与謝支部総会 野田川わーくぱる

京都財務事務所長他来庁 応接室

自治振興課参事面会 応接室

ＫＴＲ社長来庁 町長室

１７日 木 ３月定例会本会議 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

岩滝庁舎互助会懇親会 リフレかやの里

加悦聖三一幼稚園卒園式

３０歳の成人式in丹後 京丹後市内

２０日 日

２１日 月

中学校組合議会 本庁舎

環境組合議会 本庁舎

３月定例会本会議

小学校卒業式 岩屋小学校

議会運営委員会 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

岩滝幼稚園卒園式 岩滝幼稚園

３月定例会本会議 加悦庁舎

江陽中生徒全国大会出場表敬訪問 加悦庁舎

３月定例会本会議 加悦庁舎

議会出席者懇談会 町内

２６日 土 岩屋小学校閉校式 岩屋小学校

野田川第１分団消防ポンプ自動車引渡・配属式 野田川庁舎

岩屋保育所閉所式 岩屋保育所

みやび流和装道四〇周年記念祝賀会 宮津市内

石川区会議 石川農業構造改善センター

岩滝保育所閉所式 岩滝保育所

大江山写真コンテスト表彰式 野田川わーくぱる

消防組合臨時会 宮津市役所

産業振興会議 岩滝保健センター

２９日 火 丹後産コシヒカリ生産者決起大会 野田川わーくぱる .

原子力関連会議 京都市内

阿蘇海環境づくり協働会議 宮津市内

教育局訪問 宮津教育局

与謝野むすび人委嘱式 町長室

３１日 木 辞令交付 町長室

３０日 水

２７日 日

９日 水

１６日 水

２２日 火

２日 水

３日 木

５日 土

２８日 月

火

２５日 金

土

２３日 水

２４日 木

弥生

１日 火

７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。

１９日

１８日 金

１５日


