
市長の動静 平成３１年度・令和元年度 

＜平成３１年４月＞ 

▼1日 新規採用職員辞令交付式、定期人事異動辞令交付式、中津川市教育委員会委員辞令

交付式、中津川市公平委員会辞令交付式、岐阜県恵那県事務所副所長と面談、中津川商工会

議所訪問、中津川警察署訪問、東濃農業共済事務組合辞令交付式、恵那総合庁舎挨拶まわ

り、四役・部長会議、坂下診療所長辞令交付式、中津川市消防団辞令交付式 

▼2日 中部経済産業局長らと面談、中部運輸局長らと面談、名古屋市観光文化交流局長と

面談、東海農政局長らと面談、中部地方整備局長らと面談、岐阜県知事と面談、岐阜県庁各

部挨拶まわり、岐阜県教育長と面談 

▼3日 中津川市社会福祉協議会会長らと面談、第１回 JSBA 全日本ジュニアスノーボード

テクニカル選手権大会中学生女子の部準優勝報告会、中津川ライオンズクラブ結成 55周年

記念式典 

▼4日 中京学院大学入学式、多治見砂防国道事務所長らと面談、企業役員と面談、中津東

地区区長会総会懇談会 

▼5日 中津川郵便局長と面談、副市長協議、岐阜県恵那土木事務所長と面談 

▼6日 2019年道三まつり協賛特別企画「地歌舞伎特別公演と歴史講演」 

▼7日 兼好法師塚供養祭 

▼8日 上京、浅草観光連盟会長らと面談 

▼9日 岐阜県東京事務所長と面談、国土交通省 水管理・国土保全局下水道部長と面談、

同 道路局長と面談、同 都市局長と面談、国土交通事務次官と面談、国土交通省 砂防部長

と面談、古屋圭司衆議院議員と面談、大野泰正参議院議員と面談、渡辺猛之参議院議員事務

所訪問、足立敏之参議院議員と面談、経済産業省 製造産業局素形材産業室総括補佐と面

談、同 中心市街地活性化室長と面談、全国森林環境税創設促進連盟臨時総会 

▼10 日 参議院議員佐藤信秋国政報告会、岐阜県立森林文化アカデミー学長と面談、中津

川市と岐阜県立森林文化アカデミーとの連携に関する協定締結式、カンガルーカップ国際女

子オープンテニス 2019出場者激励会 

▼11 日 岐阜県Ｂ＆Ｇ連絡協議会会計監査、中津川市社会教育委員の会会長らと面談、政

策会議、中部森林管理局次長らと面談 

▼12 日 執務、通夜式参列 

▼13 日 岐阜県身体障害者福祉協会中津川市支部福祉大会及び総会、大河ドラマ「いだて

ん」出演者との懇談会 

▼14 日 第 70回川上植樹祭記念式典、ＮＨＫ大河ドラマ「いだてん」トークリレー㏌岐阜

県中津川市 

▼15 日 100歳敬老祝、業務ヒアリング（文化スポーツ部）、中津川警察署長らと面談、東

濃農業共済事務組合協議 

▼16 日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信工事局長と面談、業務ヒアリング（商

工観光部）、同（環境水道部） 



▼17 日 副市長協議、中津川市新規学卒就職者激励会、寄付受領、業務ヒアリング（病院

事業部）、名古屋大学客員准教授らと面談、協同組合中津川建設協会第 43回通常総会 

▼18 日 業務ヒアリング（定住推進部）、多治見市長と面談、岐阜県立中津商業高等学校

長らと面談、名古屋市教育長らと面談、業務ヒアリング（消防本部）、Ｂ＆Ｇ財団理事長ら

と面談 

▼19 日 付知峡山開き祭及びキャンプ場安全祈願祭、副市長協議、第２回「クルマのリサ

イクル」作品コンクール審査員特別賞等受賞報告会、中津川記者会懇談会 

▼21 日 2019スーパーファイティング東海空手道選手権大会、中津川茶道連盟春の市民茶

会 

▼22 日 市民病院長と面談、業務ヒアリング（リニア都市政策部）、四役・部長会議、中

津川商工会議所会頭と懇談 

▼23 日 中津川市議会議員選挙当選証書付与式、中央新幹線中央アルプストンネル（山

口）工区工事現場視察、定例記者会見、文部科学大臣表彰創意工夫功労者賞受賞報告会 

▼24 日 中津川市西部土地改良区理事長らと面談、業務ヒアリング（建設部）、同（市民

福祉部）、中津川警察署署長らと面談、ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会平成 31 年

度第 33 回ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手権大会中学生の部 42㎏級優勝報告

会、千早保之氏岐阜県芸術文化奨励賞受賞祝賀会 

▼25 日 平成 31年度定例第１回岐阜県市長会議 

▼26 日 大阪へ移動、彩都やまもり yakata「飛騨の匠館」オープニング式典、高山市長ら

と意見交換会 

▼29 日 高山区敬老会、第 21回富士見台高原・恵那山山開き式 

 

＜令和元年５月＞ 

▼3日 第 29 回つけち「森林の市」 

▼5日 みんなで楽しむ歌舞伎レクチャー「レッツゴー・カブキ♪」 

▼7日 下呂・中津川広域観光振興協議会総会、名古屋市観光文化交流局長市内視察案内、

業務ヒアリング（教育委員会事務局） 

▼8日 ６月補正予算ヒアリング、日立造船㈱役員らと面談、中津川市区長会連合会総会、

国会議員後援者と面談、理事協議、付知町まちづくり協議会総会 

▼9日 業務ヒアリング（総務部）、㈱十六総合研究所取締役社長と面談、副市長協議、岐

阜県恵那土木事務所長と面談、政策会議、中津川市福岡Ｂ＆Ｇ海洋センター修繕助成決定書

授与式、姫路お城まつりへ参加する風流おどりかやの木連を激励、中部地方整備局建政部と

の意見交換会、Ｂ＆Ｇ財団との意見交換会 

▼10 日 理事協議、岐阜県立中津高等学校長と面談、中津川保護区保護司会総会、土岐市

長らと面談、岐阜県農業共済組合連合会常務理事と面談、中部ブロックＢ＆Ｇ地域海洋セン

ター連絡協議会総会、岐阜県建築士会中津川支部定時総会懇談会 

▼11 日 恵那山ウエストン祭 

▼13 日 市議会代表者会議、ソーラーブドーカン実行委員会会長らと面談、星ヶ見公園開

発協議会会長らと面談、東濃農業共済事務組合協議 



▼14 日 岐阜新聞中津川支局長と面談、中津川地区防犯協会常任理事会・総会、名古屋市

教育委員会子ども応援室首席指導主事と面談、名古屋高速道路公社理事長と面談 

▼15 日 末松安晴中津川市名誉市民と面談、市議会臨時会、中津川市監査委員辞令交付

式、市議会正副議長と面談、伊豆市へ移動 

▼16 日 第 128回東海市長会通常総会、上京、第 40回道路整備促進期成同盟会全国協議会

通常総会、命と暮らしを守る道づくり全国大会、道路整備促進期成同盟会全国協議会による

県選出国会議員への要望活動、古屋圭司衆議院議員と面談 

▼17 日 理事協議、中津川市社会福祉協議会会長と面談、中津川市中津地区災害対策協議

会総会、中津川観光協会通常総会懇談会 

▼18 日 第 41回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会岐阜県大会、国土交通省下水道部長

との対談、「地域創生フォーラム 2019」～女性が輝くまち中津川に向けて～ 

▼19 日 ひるかわひとつばたご祭り 2019・ONSENガストロノミーウォーキング㏌中津川蛭

川なんじゃもんじゃ祭り 

▼20 日 第４回岐阜県農業共済組合設立準備委員会、岐阜県農業共済組合連合会第２回理

事会、岐阜県河川協会通常総会、防災士なかつがわ会総会 

▼21 日 中津川警察署駅前交番開所式、中津川市社会福祉協議会事務局長と面談、日本経

済新聞社取材、四役・部長会議、恵那地域活性化懇談会 

▼22 日 業務ヒアリング（農林部）、中津川南木曽県際道路改修促進協議会通常総会、王

滝・加子母・付知線改良促進期成同盟会通常総会、中津川市民生委員児童委員協議会連合会

通常総会、市内企業訪問、子どもの読書活動に対する文部科学大臣表彰受賞報告会、中津川

地区交通安全協会総会、みやさか活性化協議会通常総会 

▼23 日 業務ヒアリング（政策推進部）、中津川市中津地区災害対策協議会役員と面談、

中津川歯科医師会会長らと面談、岐阜県恵那土木事務所長と面談、東美濃歴史街道協議会総

会、中津川法人会定時総会、中津川北商工会通常総代会 

▼24 日 市議会運営委員会、世界デュアスロン選手権(スプリント)優勝・世界クロストラ

イアスロン選手権入賞報告会、中津川中核工業団地三木会懇談会 

▼26 日 第４回清流木曽川中津川リレーマラソン大会 

▼27 日 鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信工事局長らと面談、定例記者会見、林

政ニュース取材、副市長協議、岐阜県恵那土木事務所・リニア推進事務所・中津川市事業調

整会議意見交換会 

▼28 日 岐阜県危機管理部長らと面談、同 環境生活部長と面談、同 林政部長と面談、岐

阜県国道協会・岐阜県市町村道整備促進期成同盟会・岐阜県街路事業促進協議会・岐阜県無

電柱化推進協議会合同総会、バローグループ創立 60 周年記念式典 

▼29 日 中部電力㈱電力ネットワークカンパニーリニア関連送変電工事所長と面談、市長

と市女性職員との懇談会、中津川市リニアを活用したまちづくり推進市民会議座長より提言

書受領、協同組合中津川建設協会・恵北建設業組合役員と面談、坂下診療所長と面談、中津

川市青少年健全育成推進市民会議理事総会 

▼30 日 関西電力賤母発電所 100周年記念行事 

▼31 日 市議会運営委員会、岐阜県農業共済組合連合会第 100 回通常総会、付知町「おん

ぽい節」保存会総会 



＜令和元年６月＞ 

▼3 日 道路整備促進期成同盟会岐阜県連合協議会役員会・通常総会、第 68 回全日本大学野

球選手権大会出場者激励会 

▼4日 市議会本会議（初日）、中津川市農業委員会会長と面談、市議会正副議長と面談 

▼5日 岐阜県産直住宅協会協議、岐阜県建設研究センター理事長らと面談、東濃農業共済事

務組合協議、副市長協議 

▼6日 上京、リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会、東京から大阪へ移動、大阪岐阜県

人会並びに関西岐阜県人連合会定時総会 

▼7日 大阪市～岐阜市へ移動、岐阜県緑化推進委員会定時総会・平成 30年度緑化功労者（会

長表彰）表彰式、日本たばこ産業㈱役員らと面談 

▼10 日 一般質問調整 

▼11 日 上京、全国市長会第３分科会、全国街道交流会議「街道交流首長会」総会、第３回

ホストタウン首長会議、社会資本整備を考える首長の会 

▼12 日 第 89回全国市長会議（通常総会）、全国市長会経済委員会、Ｂ＆Ｇ財団理事長らと

面談 

▼13 日 市議会本会議（一般質問） 

▼14 日 市議会本会議（一般質問）、中津川記者会懇談会 

▼15 日 中津川市美術家協会展オープニングパーティ 

▼16 日 第 54回中津川市消防団及び第 45 回中津川市消防協会操法大会、可児徳杯ドッジボ

ール大会 

▼17 日 理事協議、副市長協議、日本たばこ産業㈱岐阜第二支店長らと面談、関西電力㈱東

海支社長と面談、総合事務所・地域事務所長会議、中津川市社会福祉協議会会長らと面談、

ＪＦＡ第 18回全日本Ｏ-50サッカー大会出場者激励会、デンソーテンマニュファクチュアリ

ング共栄会定時総会 

▼18 日 岐阜県獅子芝居協議会総会、副市長協議、坂下高等学校活性化協議会通常総会 

▼19 日 岐阜県産直住宅協会役員会・通常総会、やさか地区区長会合同会議懇談会 

▼20 日 岐阜新聞中津川支局長と面談、㈱まちなかラボ定時株主総会、中部電力中津川営業

所長らと面談、消防功労叙勲受章者と面談、岐阜県農業共済組合連合会常務理事と面談 

▼21 日 葬儀参列、東美濃農業協同組合第 21回通常総代会 

▼24 日 中津川市監査委員辞令交付式、加子母林材振興会会長らと面談、中津川市畜産振興

会通常総会、中津川市教育委員との懇談会 

▼25 日 市議会運営委員会、理事協議、定例記者会見、多治見砂防国道事務所・中津川市事

業連絡調整会議、医療充実のための寄付目録贈呈式、多治見砂防国道事務所・中津川市事業

調整連絡会議意見交換会 

▼26 日 上京、ＪＲ東海本社（東京）訪問、Ｂ＆Ｇ財団理事会 

▼27 日 理事協議、市議会本会議(最終日)、東濃農業共済事務組合協議、副市長協議、辞令

交付式、中津川市子ども・子育て会議 



▼28 日 辞令交付、ぎふ・プロジェクトネットワーク取材、東濃森林管理署長らと面談、東

濃管工事組合通常総会 

▼30 日 2019中津川市文化協会総合文化祭ステージ部門 

 

＜令和元年７月＞ 

▼1日 東濃農業共済事務組合辞令交付式、7 月 1日付け人事異動辞令交付式、中津川市景

観審議会、岐阜市制施行 130 周年記念式典、東濃総合体育大会結団式 

▼2日 ＪＲ東海代表取締役副社長らと面談、中津川市産直住宅振興会定期総会、岐阜県市

町村職員年金者連盟中津川支部定期総会懇談会、少年の主張中津川市大会、全国子どもチャ

レンジカップ第 12回全国大会出場者激励会 

▼3日 ＮＥＸＣＯ中日本多治見保全・サービスセンター所長と面談、美濃工業㈱社長より

新たな外国人材受け入れの取り組み報告を受領、全国市長会長（福島県相馬市長）らと面

談、防災講演会 

▼4日 中津川センターロータリークラブ会長らと面談、「小さな親切」実行章受章報告

会、中津川市国民健康保険運営協議会、2019ＩＣＦカヌースラロームジュニア＆U23世界選

手権・2019ＩＣＦカヌースローラムワールドカップ第４戦、全国少年少女カヌー大会出場者

激励会 

▼5日 岐阜県土地改良事業団体連合会理事会、市民病院長と面談、阿木地区市政懇談会、

阿木区長会との懇談会 

▼6日 ふくおかまちづくり懇談会 

▼7日 第 69 回社会を明るくする運動中津川市大会 

▼8日 岩手県釜石市派遣職員中間報告受領、安全安心まちづくり推進市民会議、濃飛横断

自動車道事業促進期成同盟会・主要地方道下呂白川線改良促進期成同盟会合同総会、同 要

望活動（岐阜県） 

▼9日 岐阜県消防操法大会出場隊激励、中津川市ホストタウン実行委員会設立総会・第１

回総会、ＪＩＣＡ海外協力隊 2019年度第 1次派遣隊員と面談、岐阜県山林協会第１回通常

理事会 

▼10 日 岐阜県東京事務所訪問、全国市長会経済委員会、全国市長会理事・評議員合同会

議、「『清流の国ぎふ』まるごと食マルシェ」食材披露会 

▼11 日 夏の交通安全県民運動出発式、管理職候補者試験、副市長協議、リニア中央新幹

線建設促進岐阜県期成同盟会定期総会、経済産業省製造産業局素形材産業室長らと面談、中

津川市衛生センター運営協議会 

▼12 日 管理職候補者試験、中津川自民クラブ会長らと面談 

▼14 日 改元記念清流の国ぎふ夏の地歌舞伎公演 2019、通夜式参列 

▼15 日 告別式参列 

▼16 日 100歳敬老祝、ぎふ国道 256号整備促進期成同盟会定期総会 

▼17 日 政策会議、中津川税務署長と面談、三河・東美濃地域間高規格幹線道路建設促進

協議会総会、山口地区市政懇談会 

▼18 日 ライオンズクラブＹＣＥ事業スイス人派遣生表敬訪問、夏の交通安全推進大会サ

マー・セーフティ 2019 

▼19 日 市災害対策本部会議、米国レスリング女子チーム夏季合宿会場視察、四役・部長

会議、米国レスリング女子チーム歓迎セレモニー 

▼20 日 全国高等学校軟式野球選手権岐阜大会開会式 

▼21 日 第 68回岐阜県消防操法大会出場選手壮行会（落合分団） 



▼22 日 市選挙管理委員会委員長と面談、政策会議、副市長協議、岐阜県砂防協会役員

会・通常総会、市民国際交流事業「中学生タイ研修」結団式 

▼23 日 多治見砂防国道事務所長らと面談（要望）、中部地方整備局副局長らと面談（要

望）、同 企画部長と面談（要望）、同 河川部・道路部・建政部訪問（要望）、三重県伊勢

市長と面談、神宮司庁総務部長らと面談 

▼24 日 木曽官材市売協同組合中元謝恩市・「高齢級国有林の木曽ひのき」初出荷記念式

典、市内高校生情報処理・ソフトテニス・ウエイトリフティング・陸上競技全国大会出場者

激励会、米国レスリング女子チーム歓迎レセプション 

▼25 日 在京大使館の大使・公使等市内視察出迎え、定例記者会見、中津川ふるさと応援

隊副隊長と面談、前全国市長会長らと面談 

▼26 日 岐阜県農業共済組合連合会第３回理事会、岐阜県内農業共済組合等組織整備予備

契約調印式、第５回岐阜県農業共済組合設立準備委員会、岐阜県林政部長らとの意見交換会 

▼29 日 上京、財務省主計局主計官と面談（要望）、国土交通大臣政務官・事務次官・大

臣官房長・官房技術審議官と面談（要望）、同 都市局長と面談（要望）、同 道路局長、企

画課長、国道・技術課長、環境安全・防災課長と面談（要望）、同 水管理・国土保全局 

下水道部長、砂防部長、防災課長と面談（要望）、大野泰正参議院議員と面談（要望）、渡

辺猛之参議院議員と面談（要望）、足立敏之参議院議員と面談（要望）、中津川ふるさと応

援隊役員会 

▼30 日 岐阜県東京事務所訪問、砂防フロンティア整備推進機構企画調査部長と面談、中

部森林管理局国有林野等所在市町村長有志協議会要望活動（林野庁長官・次長ほか）、同

（財務大臣政務官）、岐阜サマー・サイエンス・スクール講師と懇談 

▼31 日 中津川市上下水道事業経営審議会、岐阜県ブロック「道の駅」連絡会総会、第 101

回全国高等学校野球選手権大会出場者激励会、蛭川地区市政懇談会、蛭川地区との意見交換

会 

 

＜令和元年８月＞ 

▼1日 在京大使館の大使・公使等市内視察出迎え、岐阜サマー・サイエンス・スクール実

行委員会、補正予算ヒアリング、陸上競技全国大会出場者激励会 

▼2日 岐阜県 県土整備部長・都市建築部長・都市公園整備局長・林政部長・農政部長ら

と面談（要望）、同 清流の国推進部長らと面談(要望）、同 総務部長らと面談（要望）、

同 商工労働部観光国際局長らと面談（要望）、同 商工労働部次長らと面談（要望）、同 

健康福祉部長らと面談（要望）、同 教育長らと面談（要望） 

▼3日 グリーンスローモビリティ運行実証実験体験乗車会 

▼4日 岐阜県消防操法大会、ふくおかふるさとまつり 

▼5日 副市長協議、補正予算ヒアリング、東濃農業共済事務組合協議、東濃地区神社関係

者大会式典、第 39回全国高等学校ＩＴ・簿記選手権大会ＩＴ部門団体の部・簿記部門団体

の部、第 16回全国中学生弓道大会ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大会出場者激励会、

神坂地区市政懇談会 

▼6日 ねんりんピック岐阜 2020中津川市実行委員会設立総会及び第１回総会、中部電力

岐阜支社長らと面談、濃飛横断自動車道事業促進期成同盟会要望活動（中部地方整備局） 

▼7日 市議会運営委員会、第 1回中津川市リニア岐阜県駅周辺デザイン会議、対流・交流

を生み出す中津川に向けた懇談会 

▼8日 休務 

▼9日 恵那市議会・中津川市議会リニア問題懇談会 

▼10 日 第４回なかつがわ「山の日（サンデー）」 

▼12 日 おいでん祭安全祈願神事、通夜式参列 



▼13 日 市議会臨時会、グルノーブル・中津川シネマ文化交流会関係者と面談、補正予算

ヒアリング、おいでん祭本まつり、おいでん祭鑑賞会 

▼14 日 つけち夢まつり、苗木あんどん祭り 

▼15 日 副市長協議、台風 10号接近に伴う打合せ、東濃農業共済事務組合協議、災害警戒

本部会議、中津川ふるさと応援隊長と面談、災害対策本部会議 

▼16 日 西学童保育所保護者会役員らと面談、東濃地域畜産振興会通常総会、東濃農業共

済事務組合議会定例会 

▼19 日 政策会議、常盤座名誉館長加藤拓三氏と面談、岐阜県へき地複式教育研究会夏季

研修会、加子母むらづくり協議会役員らと面談、企業誘致に関する面談 

▼20 日 市議会運営委員会、中津川市中学校生徒会サミット、東京 2020オリンピック・パ

ラリンピック競技大会選手村ビレッジプラザ提供木材出荷式、坂下地区市政懇談会 

▼21 日 岐阜県土地改良事業団体連合会事務所訪問 

▼22 日 全国消防救助技術大会出場者激励、定例記者会見、中津川市健康づくり推進協議

会、中津川青年会議所理事長らと面談、四役・部長会議、中部地方整備局建政部長との意見

交換会 

▼23 日 副市長協議、生活協同組合コープぎふ理事長らと面談、中津川市名誉市民末松安

晴氏らと面談、中津南地区市政懇談会 

▼26 日 四ツ目川災害祈念祭、中部地方整備局長らと会食、砂防講演会、坂下高校生徒か

ら敬老祝い品受領、中津川市中津地区災害対策協議会意見交換会 

▼27 日 市議会運営委員会、市選挙管理委員会委員長らと面談、イハラサイエンス中野記

念財団代表理事と面談、文部科学大臣杯第 54回全日本大学男子・女子ソフトボール選手権

大会出場者激励会、川上地区市政懇談会 

▼28 日 執務、庁内協議 

▼29 日 市議会本会議（初日）、けんぱちくん弁当昼食会、市議会全員協議会、リトアニ

ア勲功章受章祝賀会 

▼30 日 兵庫県市川町地域振興課長らと面談、副市長協議、映画「二宮金次郎」製作委員

会関係者と面談、市議会運営委員会、東濃議員懇話会 

▼31 日 加子母歌舞伎公演リハーサル 

 

＜令和元年９月＞ 

▼1日 中津川市総合防災訓練、加子母歌舞伎公演 

▼2 日 東京大学社会連携講座キックオフミーティング、東濃５市東西幹線道路整備促進協

議会・東濃砂防協議会合同要望（中部地方整備局・多治見砂防国道事務所） 

▼3日 庁内協議、往来庭・テレワーク視察 

▼4日 一般質問調整、東海学園大学「令和ともいきの森」記念植樹式、新衛生センター建設

現場視察 

▼5日 中津川市現地対策本部員会議（豚コレラ防疫措置対応）、古橋翁顕彰祭、一般質問調

整、中津川市文化協会役員と面談 

▼6日 岐阜県河合副知事と面談、岐阜県農政部長と面談、時事通信社岐阜支局長と面談、お

んぽい節保存会長らと面談、政策会議、第 101 回全国高等学校野球選手権大会入賞報告会 

▼9日 市議会本会議（一般質問）、取材対応 

▼10 日 市議会本会議（一般質問）、阿木診療所協議 



▼11 日 中津川商工会議所会頭らと面談、生命を守る月間危険箇所現地視察、日本スポーツ

マスターズ 2019 ぎふ清流大会サッカー競技会出場者激励会、明治大学農学部ファームステイ

研修交流会 

▼12 日 十六銀行常務執行役員らと面談、第 42 回全国土地改良大会岐阜大会運営委員会、

上京、社会資本整備を考える首長の会意見交換会 

▼13 日 神奈川県相模原市長らと面談、東濃５市首長会議 

▼14 日 番組収録 

▼17 日 市内最高齢者敬老祝、坂本こども園建設現場視察、理事協議、中津川南木曽県際道

路改修促進協議会要望活動（長野県知事・建設部長）、同（長野県議会正副議長） 

▼18 日 関西電力㈱東海支社長らと面談、岐阜県産直住宅協会事務局協議、大正大学学生へ

域学連携活動依頼書交付式、水曜会９月定例会、水曜会懇談会 

▼19日 三菱電機㈱中津川製作所長と面談、中津川市シルバー人材センター理事長らと面談、

学校法人理事長らと面談、坂下診療所長と面談、全国子どもチャレンジカップ第 12回全国大

会入賞報告会、中津西地区市政懇談会 

▼20 日 市議会運営委員会、中津川市市有財産（施設）運用管理マスタープラン評価委員会

委員長より報告書受領、文部科学大臣杯全日本学生レスリング選手権大会優勝報告会 

▼24 日 秋の交通安全運動出発式・街頭啓発活動、日本道路協会研究顧問らと面談、定例記

者会見、中津川自民クラブと面談、相模原市自治会連合会視察あいさつ、道路愛護ボランテ

ィア国土交通大臣表彰受賞者と面談、ＮＴＴ岐阜支店長らと面談、ＯＫＢ大垣共立銀行杯第

２９回日本少年野球全国選抜岐阜大会優勝報告会、森林と水について語る会 

▼25 日 市議会本会議、補正予算ヒアリング、なごやかサロン・ぎふ四水会９月例会 

▼26 日 元加子母村長・元加子母村議会議長葬儀参列、日本赤十字社岐阜県支部創立 130 周

年記念大会、福岡地区市政懇談会 

▼27 日 かしも・白川流域連合協議会総会、尾城山サミット、中津川商工会議所創立 70 周年

記念式典、苗木地区との懇談 

▼28 日 中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2019 

▼30 日 東京 2020 オリンピック聖火リレー岐阜県実行委員会第６回総会、岐阜県林政部長

と面談、同 農政部長と面談、中津川市固定資産評価審査委員会委員辞令交付式、加子母地区

市政懇談会 

 

＜令和元年１０月＞ 

▼1日 新規採用職員辞令交付式、テレワーク事業お披露目式、木曽悠久の森管理委員会 

▼2日 市議会運営委員会、建築家 隈 研吾氏らと懇談、㈱岐阜フットボールクラブ代表取

締役社長と面談、苗木財産区議長らと面談、第 50回ジュニアオリンピック陸上競技大会・

第 14回全日本シニアレディースソフトテニス決勝大会出場者激励会 

▼3日 市議会本会議(最終日)、取材対応、東濃農業共済事務組合協議、学校法人中京学院

評議員会 

▼4日 神宮司庁大宮司・少宮司と面談、同 祭儀部長他各部長と面談、三重県伊勢市長ら

と面談 

▼5日 上京、東京付知会総会 



▼6日 苗木秋祭り 

▼7日 県道王滝加子母付知線改良促進期成同盟会視察研修、大正大学学生との懇談会 

▼8日 サロン・ドＯＫＢ岐阜、理事協議、中津川商工会議所会頭と面談 

▼9日 中津川ふるさと応援隊長と面談、企業訪問、恵那山山岳遭難対策協議会事務局長と

面談、苗木地区市政懇談会 

▼10 日 岩手県釜石市派遣職員報告受領、中津川市安全・安心まちづくり市民大会、岐阜

県産直住宅協会事務局協議、第 28回文部科学大臣杯争奪日整全国少年柔道大会出場者激励

会 

▼11 日 岐阜県建設技術協会役員と面談、青木斧戸線工事現場・旧資源センター・旧中津

川高等技能専門校用地視察、副市長協議、中津東地区市政懇談会 

▼13 日 健康福祉まつり 

▼14 日 通夜式参列 

▼15 日 総合事務所・地域事務所長会議、葬儀参列、第 86 回全日本大学総合卓球選手権大

会出場者激励会、坂本地区市政懇談会 

▼16 日 第 42回全国土地改良大会岐阜大会   

▼17 日 岐阜県市町村職員年金者連盟東濃ブロックマレットゴルフ大会、坂本こども園建

設現場視察、中津川菓子組合長と面談、東海市長会役員会 

▼18 日 第 129回東海市長会通常総会 

▼19 日 つけち全国レディース・クラフトフェアー、恵那市・中津川市議会交流会懇談会 

▼20 日 蛭川歌舞伎第 30回記念公演 

▼21 日 学校施設計画地現地視察、政策会議、舞台峠うまいもん祭実行委員会役員と面

談、三市一村議会委員会合同会議 

▼23 日 四役・部長会議、岐阜県レクリエーション協会長と面談、岐阜県健康福祉部長と

面談、東京 2020 オリンピック聖火リレー岐阜県実行委員会第７回総会、企業役員と面談 

▼24 日 定例記者会見、上京、Ｂ＆Ｇ財団理事会 

▼25 日 第 14回中山道中津川ふるさとじまん祭・第 24回菓子まつりオープニング式典、

大同特殊鋼㈱代表取締役社長・岐阜県知事らと面談、大同特殊鋼株式会社・中津川市 企業

立地協定締結式、弔問 

▼26 日 中津川市子育て親育ちシンポジウム、通夜式参列 

▼27 日 葬儀参列 

▼28 日 上京、中部国道協会促進大会、中部国道協会秋季提言活動（県選出国会議員） 

▼29 日 道路整備促進期成同盟会岐阜県連合協議会・岐阜県道路協会合同要望活動（国土

交通省・県選出国会議員）、安全・安心の道づくりを求める全国大会 

▼30 日 故県議会議員親族と面談、副市長協議、令和元年度前期子ども金メダル授与式 

▼31 日 ㈱鈴木商館代表取締役社長らと面談、㈱鈴木商館・中津川市土地売買契約締結

式、岐阜県商工労働部次長らと面談、㈱ＡＮＡ総合研究所客員研究員と面談、木曽川流域林

政懇談会（木曽川流域国有林野等所在市町村長有志協議会） 

 

＜令和元年１１月＞ 

▼1日 11月 1日付け新規採用職員・人事異動辞令交付式、第１回中津川市空家等対策協議

会、市内企業訪問、市議会議員及び団体代表者と面談、岐阜地方気象台長らと面談、岐阜新

聞執行役員事業局長らと面談、市民病院長と面談 

▼2日 清流の里つけち川薪能 

▼3日 岐阜県身体障害者東濃ブロック体育大会、ひるかわＭＡＩＫＡ祭 2019 開会式、第

48回ふくおか産業祭、中津川市ふくおか文化展、六斎市、岐阜県建築士会中津川支部デザ

インコンテスト市長賞選考 



▼4日 名古屋城天守閣御用材裏木曽奉祝祭 

▼5日 岐阜県庁訪問、地方自治連絡協議会、リニア中央新幹線建設促進岐阜県期成同盟会

によるＪＲ東海に対する要望活動、中津川商工会議所会頭と懇談 

▼6日 上京、治水事業促進全国大会、同 要望活動（県選出国会議員）、国土交通省及び

中部地方整備局との交流会 

▼7日 岐阜県東京事務所訪問、岐阜県道路関係団体合同提言活動（国土交通省・財務省・

県選出国会議） 

▼8日 シルバー文化祭、新衛生センター建設現場視察、補正予算ヒアリング 

▼9日 第 21 回ふるさと神坂総合文化祭、夕森もみじまつり、中津川市社会福祉大会 

▼10 日 第 15回ひがしみの農業祭、賤母ごへーまつり、舞台峠うまいもん祭り 

▼11 日 中津川市図書館機能検討委員会委員長らより報告書受領、岐阜県農業共済組合連

合会常務理事と面談、行財政講演会講師と懇談、行財政講演会、副市長協議 

▼12 日 渡辺猛之参議院議員秘書と面談、中部運輸局長と面談、濃飛横断自動車道事業促

進期成同盟会要望活動（中部地方整備局）、上京 

▼13 日 全国市長会 経済委員会林政問題に関する研究会、同 経済委員会、同 市長フォ

ーラム、第４回ホストタウン首長会議 

▼14 日 内閣府地方創生推進事務局参事官らと面談、全国市長会 理事・評議員合同会

議、移動（東京～中津川）、苗木区長会 

▼15 日 補正予算ヒアリング、中部運輸局岐阜運輸支局長らと面談、中津川市議会ＯＢ会

懇談会 

▼16 日 赤い羽根共同募金 第３回チャリティーマレットゴルフ大会開会式、社会福祉法人

萱垣会創立 70周年記念式典 

▼17 日 第 66回中山道東濃駅伝競走大会兼第７回岐阜県駅伝競走選手権大会開会式、第 19

回岐阜県獅子芝居公演開会式 

▼18 日 上京、佐藤信秋参議院議員事務所訪問、足立敏之参議院議員事務所訪問、濃飛横

断自動車道事業促進期成同盟会要望活動（国土交通省・財務省・県選出国会議員）、濃飛横

断自動車道事業促進懇談会 

▼19 日 全国治水砂防促進大会、岐阜県砂防協会要望活動（県選出国会議員）、国土交通

省水管理・国土保全局砂防部長と面談 

▼20 日 市議会運営委員会、岐阜県自治連絡協議会研修大会、政策会議、四役・部長会議 

▼21 日 岐阜県恵那土木事務所長らと面談、岐阜県瓦葺組合副組合長らと面談、太陽プロ

パン㈱より寄付受領、元国会議員と面談、㈱吉川工務店社葬式 

▼22 日 ㈱まちなかラボ代表取締役と面談、ＪＩＣＡ海外協力隊 2019 年度第２次派遣隊員

と面談、蛭川区長会会長らと面談、政策会議 

▼23 日 清流の国ぎふ秋の地歌舞伎公演 2019 

▼24 日 東白川村立村 130周年記念式典、第 21回特産安岐そば・シクラメン祭り、三野新

聞社新春座談会 

▼25 日 中津川南木曽県際道路改修促進協議会要望活動（岐阜県県土整備部長・岐阜県議

会副議長）、岐阜県林政部長らと面談、子育てはうす ぱすてる視察、木育拠点施設「ぎふ

木遊館」建設現場視察、中津川市の林業振興に関する意見交換会 

▼26 日 中部運輸局長らと面談、落合地区市政懇談会、中部運輸局長らとの懇談会 

▼27 日 定例記者会見、中津川青年会議所役員らと面談、坂下診療所長と面談 

▼28 日 市議会本会議（初日）、中部森林管理局国有林野等所在市町村長有志協議会連絡

協議会 



▼29 日 岐阜県農業共済組合連合会第５回理事会、第 7回岐阜県農業共済組合設立準備委

員会、中部地方整備局長らと面談（要望）、同 道路部・企画部・河川部・建政部訪問（要

望）、多治見砂防国道事務所長らと面談（要望）、企業誘致に関する懇談会 

▼30 日 第 13回島崎藤村記念文芸祭表彰式、中津川市市民展視察 

 

＜令和元年１２月＞ 

▼1日 岐阜なかつがわラージボール卓球大会開会式、岐阜県社会教育視聴覚連絡協議会生

涯学習視聴覚フォーラム、中津川市民展表彰式 

▼2日 岐阜県産直住宅協会第２回役員会、民生委員児童委員並びに主任児童委員委嘱状等

伝達及び感謝状等伝達式、加子母小学校児童代表より「かしもん」切手シート受領、政策会

議 

▼3日 理事協議、ＪＲ東海中央新幹線推進本部中央新幹線建設部名古屋建設部担当部長ら

と面談 

▼4日 一般質問調整、副市長協議、第 47 回バトントワーリング全国大会出場者激励会、

通夜式参列 

▼5日 上京、令和２年度予算要望活動（古屋圭司衆議院議員、足立敏之参議院議員、大野

泰正参議院議員、渡辺猛之参議院議員事務所、財務省主計局主査、国土交通省 大臣官房長 

ほか、同省水管理・国土保全局砂防部長 ほか、同省水管理・国土保全局下水道部長 ほか、

同省道路局企画課長 ほか）、中津川北商工会長らと懇談 

▼6日 市農業委員会会長と面談、更生保護制度施行 70周年記念中津川大会、法務大臣感

謝状受賞者と面談、100歳敬老祝、付知町おんぽい節保存会反省会 

▼7日 第４回中津川市議会議長杯マレットゴルフ大会開会式 

▼8日 東濃歌舞伎大会、第 24 回ブラスバンドフェスティバル 

▼9日 市議会本会議（一般質問）、名古屋大学大学院医学系研究科消化器内科学教授と面

談 

▼10 日 市議会本会議（一般質問）、日本たばこ産業㈱岐阜第二支店長らと面談、岩手県

釜石市派遣職員報告受領、中津川商工会議所役員らと懇談 

▼11 日 市認知症講演会講師らと面談、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画

認定書交付式、副市長協議 

▼12 日 執務、中津川市体育協会意見交換会 

▼13 日 中津川市老人クラブ連合会懇談会、政策会議、中津川法人会会長らと面談、中津

川市総合教育会議 

▼15 日 中津川市体育協会社会貢献事業「仲間と一緒に技術を磨く！バレーボール教室」

開校式、汚泥処理センター完成式 

▼16 日 ＡＮＡ中部支社第一販売部担当部長（地域創生担当）らと面談、東美濃地区連絡

会統括郵便局長より大河ドラマ「麒麟がくる」オリジナルピンバッジ受領、中津川市立阿木

高校より第 10回全国農業高校お米甲子園優秀賞受賞報告 

▼17 日 中津川市社会福祉協議会会長と面談、岐阜県農業用水利活用小水力発電推進協議

会事務局協議、第 39回全国中学生人権作文コンテスト中央大会法務省人権擁護局長賞・岐

阜県大会優秀賞受賞報告 

▼18 日 岐阜県農政部長と面談、岐阜県林政部長と面談、多治見市長と面談、七宗町長と

面談、中津川市消防団長らと面談 

▼19 日 市議会運営委員会、三師会懇談会 

▼20 日 定例記者会見、加子母むらづくり協議会会長らと面談、令和元年度豊かなむらづ

くり全国表彰農林水産大臣賞受賞報告、岐阜県農業共済組合連合会常務理事らと面談、三菱



電機㈱中津川製作所より寄付受領、第７回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール

出場者激励会 

▼23 日 市議会本会議（最終日）、市議会正副議長と面談、落合区長会会長らと面談、教

育振興功績藍綬褒章受章者より受章報告及び寄付受領 

▼24 日 王子エフテックス㈱中津工場長らと面談、令和２年度当初予算ヒアリング、山県

市長と面談、ＮＴＴ西日本岐阜支店長らと面談、ＮＥＸＣＯ中日本飯田保全・サービスセン

ター所長、多治見保全・サービスセンター所長らと面談、富加町長と面談、消防功労叙勲・

褒章受章者と面談、副市長協議、通夜式参列 

▼25 日 年末あいさつまわり、岐阜県健康福祉部長と面談、岐阜県農業共済組合連合会第

６回理事会、リニアを活用したまちづくり懇談会 

▼26 日 マルヤマグループ新本社開所式典、年末あいさつまわり、十六総合研究所代表取

締役社長らと面談、中津川市民生委員児童委員協議会連合会役員と面談 

▼27 日 派遣職員辞令交付式、三菱電機㈱中津川製作所長らと面談、中津川商工会議所会

頭らと面談、年末あいさつまわり、東濃農業共済事務組合仕事納め式、中津川市社会福祉協

議会会長と面談、仕事納め式、中津川市消防団年末特別夜警巡視 

 

＜令和２年１月＞ 

▼5日 市消防出初式 

▼6日 仕事始め式、恵那市長らと面談、四役・部長会議、年始あいさつまわり、東美濃農

業協同組合代表理事組合長らと面談、東濃農業共済事務組合仕事始め式、中津川北商工会長

と面談 

▼7日 企業役員らと面談、市内企業訪問、企業役員らと面談、中津川市農業委員会、中津

川商工会議所新年互礼会 

▼8日 年始あいさつまわり、東京 2020 オリンピック聖火リレー岐阜県実行委員会第８回

総会 

▼9日 関西電力㈱東海支社長らと面談、中部電力㈱電力ネットワークカンパニー岐阜支社

長らと面談、㈱ＡＮＡ総合研究所客員研究員と面談、本巣市長と面談、可児市長と面談、中

山道本町新春宵まつり 

▼10 日 副市長協議、東濃地域木材産業新春互礼会 

▼11 日 中津川北商工会新年互礼会 

▼12 日 中津川市成人式 

▼14 日 執務 

▼15 日 執務、中津川青年会議所新年会式典 

▼16 日 執務 

▼17 日 執務 

▼19 日 清流の国ぎふ 2020 地歌舞伎勢ぞろい公演初日公演 

▼20 日 中津川北商工会訪問、付知町観光協会訪問、東美濃農業協同組合代表理事組合長

らと面談、中津川警察署長と面談、中津川商工会議所訪問、市議会正副議長と面談、当選証

書付与式、取材対応、市特別顧問・中津川ふるさと応援隊長と面談、多治見砂防国道事務所

訪問、中部地方整備局長と面談、中部経済産業局長と面談、中部運輸局長らと面談、岐阜県

知事と面談 

▼21 日 上京、Ｂ＆Ｇ全国サミット役員打合せ、Ｂ＆Ｇ全国サミット会議、Ｂ＆Ｇ全国サ

ミットレセプション、Ｂ＆Ｇ全国サミット役員懇談会 

▼22 日 全国市長会 経済委員会、同 理事・評議員合同会議、足立敏之参議院議員と面

談、大野泰正参議院議員と面談、渡辺猛之参議院議員事務所訪問、古屋圭司衆議院議員と面

談 



▼23 日 市議会運営委員会、定例記者会見、名古屋市住宅都市局都市活性監らと面談、岐

阜県恵那事務所長と面談、岐阜県恵那土木事務所・恵那農林事務所・恵那保健所訪問、古屋

圭司衆議院議員事務所訪問、恵那市副市長と面談、恵那市議会事務局訪問、瑞浪市長と面

談、瑞浪市議会事務局訪問、土岐市役所・議会事務局訪問、多治見市役所・議会事務局訪問 

▼24 日 副市長協議、企業役員らと面談、中津川ふるさと応援隊副隊長と面談、可児市長

と面談、美濃加茂市役所訪問、関市役所訪問、付知町新年会 

▼27 日 市内企業訪問、ＪＲ東海執行役員建設工事部長・中央新幹線推進本部中央新幹線

建設部名古屋建設部長らと面談、市議会議長らと面談、中津川センターロータリークラブ役

員と面談 

▼28 日 副市長協議、下呂市長と面談、下呂市議会事務局訪問、白川町役場・議会事務局

訪問、東白川村長と面談、東白川村議会事務局訪問 

▼29 日 水曜会 1月定例会、上京、東京オリンピック・パラリンピック競技大会日本の木

材活用リレー選手村ビレッジプラザ内覧会 

▼30 日 庁内協議 

▼31 日 長野県南木曽町長らと面談、県政自民クラブ総会あいさつ、本巣市長と面談、瑞

穂市役所訪問、岐阜県農業共済組合連合会常務理事と面談、岐阜市長と面談、各務原市役所

訪問 

 

＜令和２年２月＞ 

▼3日 補正予算ヒアリング、令和２年度予算要望活動（中部地方整備局長・建政部長・道

路部長、多治見砂防国道事務所長）尾張藩連携事業推進協議会結団式 

▼4日 市教育委員と面談、三河・東美濃地域間高規格幹線道路建設促進協議会要望活動

（愛知県建設局長・愛知県議会議長・岐阜県県土整備部長・岐阜県議会議長）、関西岐阜県

人連合会・大阪岐阜県人会合同新年会 

▼5日 市林業成長産業化講演会 

▼6日 上京、古屋圭司衆議院議員事務所訪問、岐阜県東濃５市特別交付税要望、政策研修

会 

▼7日 岐阜県東京事務所訪問、令和２年度予算要望活動（財務省 主計局主計官、国土交

通省 技監、道路局長、企画課長、国道・技術課長、環境安全防災課長、高速道路課長、水

管理・国土保全局長、砂防部長、下水道部長、都市局街路交通施設課長、市街地整備課

長）、古屋圭司衆議院議員と面談、大野泰正参議院議員と面談、足立敏之参議院議員と面

談、渡辺猛之参議院議員と面談、佐藤信秋参議院議員と面談、ＪＲ東海常務執行役員と面談 

▼10 日 市教育長と面談、取材対応 

▼12 日 葬儀参列、副市長協議、東濃農業共済事務組合協議、坂本地区区長会長と面談 

▼13 日 補正予算ヒアリング、中津川市域学連携成果発表会 

▼14 日 四役・部長会議、名古屋米国領事館首席領事と面談、企業訪問 

▼17 日 中部電力㈱電力ネットワークカンパニー送変電技術センター所長らと面談、吉鶴

洋一中津川市観光大使らと面談、学校関係者と面談、中津川市都市計画審議会懇談会、自治

労岐阜県本部中央執行委員長らと面談、市監査委員より定期監査結果報告書受領、東濃農業

共済事務組合議会定例会・情報交換会、通夜式参列 

▼18 日 岐阜県農業共済組合連合会第７回理事会、第８回岐阜県農業共済組合設立準備委

員会、ＮＯＳＡＩ建物・農機具共済推進協議会総会、市教育長と面談 

▼19 日 市議会運営委員会、ＮＰＯ法人防災士なかつがわ会より清流の国ぎふ防災・減災

センター第１回防災活動大賞受賞報告、中津川市外部評価委員会より外部評価報告書受領、

第 15回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全国エアロビック選手権大会入賞報告 



▼20 日 主要地方道中津川田立線改良促進期成同盟会・坂下改良促進協議会による要望、

市議会議員及び地元区長らと面談、東濃森林管理署長らと面談、中津川・恵那地域高校２年

生を対象とした企業説明会視察、岐阜県緑化推進委員会第２回通常理事会、岐阜県教育長に

あいさつ、岐阜県林政部長と面談、岐阜放送ラジオ出演、岐阜放送テレビ出演 

▼21 日 辞令交付、災害時における資機材のレンタルに関する協定締結式、三菱ＵＦＪ銀

行コーポレート情報営業部調査役らと面談、岐阜県職員研修所長らと面談、坂下診療所長と

面談 

▼22 日 第 50回中津川オープン（林八郎杯）卓球大会、中津川センターロータリークラブ

創立 45 周年記念事業植樹式・記念式典 

▼25 日 市議会運営委員会、副市長協議、中津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

委員会より報告及び提言書受領、通夜式参列 

▼26 日 あぎの里のつるしかざりオープニングセレモニー、阿木交流センター建設現場視

察、中津川青年会議所副理事長らと面談、定例記者会見、中津川市公民館運営審議会兼社会

教育委員の会正副会長と面談 

▼27 日 市議会本会議（初日）、庁内協議 

▼28 日 岐阜県恵那土木事務所長らと面談、市新型コロナウィルス感染症対策本部会議、

2019 年ＯＮＳＥＮ・ガストロノミーウォーキング表彰伝達式、東海農政局長らと面談 

 

＜令和２年３月＞ 

▼2日 東濃農業共済事務組合協議、市中山道歴史資料館長と面談、市民病院長と面談、岐

阜県土地改良事業団体連合会通常総会 

▼3日 取材対応、市議会議長と面談 

▼4日 一般質問調整 

▼5日 美濃工業㈱より寄付受領、岐阜県緑化推進委員会専務理事と面談、岐阜県農業共済

組合連合会常務理事らと面談、市汚泥処理センターアクアクリーン中津川視察 

▼6日 東濃農業共済事務組合協議、恵那市長と面談、瑞浪市長と面談 

▼8日 苗木区長会 

▼9日 市議会本会議（一般質問） 

▼10 日 市議会本会議（一般質問） 

▼11 日 理事協議、㈱ＡＮＡ総合研究所客員研究員らと面談、郡上市長と面談、下呂市役

所訪問 

▼12 日 平岩正光岐阜県議会議員と面談、岐阜県新型コロナウイルス感染症対策協議会 

▼13 日 企業役員らと面談、ふるさと回帰支援センター副事務局長らと面談、日本政策金

融公庫システム監査室長と面談 

▼16 日 理事協議、企業役員と面談、中津川警察署長と面談、副市長協議 

▼17 日 市議会予算決算委員会 

▼18 日 三菱電機㈱中津川製作所長らと面談、市議会予算決算委員会、補正予算ヒアリン

グ、美濃酪農農業協同組合連合会常務理事らと面談、岐阜県林政課長と面談 

▼19 日 市議会予算決算委員会、中津川自民クラブ会長らと面談 

▼22 日 郡上市長選挙当選祝い 

▼23 日 市議会予算決算委員会、中部森林管理局次長らと面談、理事協議、長野県飯山市

派遣職員報告受領、中津川警察署長と面談、中津川ふるさと応援隊長と面談 

▼24 日 市内企業役員と面談、岐阜県立中津商業高等学校長らと面談、岐阜県食肉基幹市

場建設促進協議会役員会、理事協議 



▼25 日 付知川用水推進協議会、王子エフテックス㈱中津工場長らと面談、市議会運営委

員会、日東工業㈱より寄付受領、四役・部長会議、教育長協議 

▼26 日 中部電力㈱電力ネットワークカンパニー社長らと面談、定例記者会見、岐阜県新

型コロナウイルス感染症対策協議会東濃圏域部会 

▼27 日 市議会本会議（最終日）、理事協議、副市長協議 

▼30 日 派遣職員辞令交付式、地域おこし協力隊隊員と面談、加子母森林組合代表理事組

合長と面談、中部地方整備局建政部都市整備課課長補佐らと面談、中津川公共職業安定所所

長らと面談、岐阜県恵那土木事務所長と面談、中部電力パワーグリッド㈱岐阜支社長らと面

談、岐阜県恵那県事務所長らと面談、中部経済産業局長・中津川商工会議所会頭らと懇談 

▼31 日 派遣満了職員辞令交付式、東濃農業共済事務組合解散辞令交付式、退職者辞令交

付式、教育長辞令交付式、理事辞令交付式、地域総合医療センター長辞令交付式 

 


