
市長の動静 平成３０年度 

＜平成３０年４月＞ 

▼1日 中津川市消防団辞令交付式 

▼2日 新規採用職員辞令交付式、定期人事異動辞令交付式、中津川警察署訪問、中津川商

工会議所訪問、平成 30年春巡業大相撲中津川場所、東濃農業共済事務組合辞令交付式、中

津川・恵那広域行政推進協議会辞令交付式、恵那総合庁舎挨拶まわり、四役・部長会議、教

育委員辞令交付式、坂下病院長辞令交付式 

▼3日 恵那市長と面談、岐阜県庁各部挨拶まわり、岐阜県副知事・教育長・秘書政策審議

監と面談 

▼4日 多治見砂防国道事務所長らと面談、中部地方整備局長らと面談、中部経済産業局長

らと面談、中部運輸局長らと面談、東海農政局長らと面談、「モリのいる場所」試写会 

▼5日 恵那土木事務所長らと面談、名古屋造林素材生産事業協会会長らと面談、東地区区

長会総会懇談会 

▼6日 Ｂ＆Ｇ財団派遣者報告会、岐阜県Ｂ＆Ｇ連絡協議会会計監査、中津川市社会福祉協

議会会長らと面談、平成 30年度第 1 回岐阜県消防長会総会・意見交換会 

▼7日 春の全国交通安全運動第 26 回街角セーフティ作戦 

▼9日 市内施設視察、副市長協議、中津川青年会議所理事長らと面談、岐阜県下水道協会

会計監査、上京 

▼10 日 企業訪問、古屋圭司衆議院議員事務所訪問、渡辺猛之参議院議員と面談、大野泰

正参議院議員と面談、足立敏之参議院議員事務所訪問、国土交通省国土政策局、水管理・国

土保全局、都市局、住宅局、道路局訪問、Ｂ＆Ｇ財団理事長らと面談 

▼11 日 経済産業省素形材産業室長と面談、内閣府商務・サービス政策統括調査官と面

談、同 地方創生推進事務局参事官と面談、岐阜県東京事務所長と面談、全国市長会長にあ

いさつ、内閣府地方創生事務局次長と面談、一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構理

事長・研究第一部長と面談、文化庁伝統文化課長と面談、日本たばこ産業㈱役員らと面談 

▼12 日 総務部業務ヒアリング、岐阜県立中津商業高等学校長と面談、定住推進部業務ヒ

アリング、中津川ロータリークラブ創立 60 周年記念式典 

▼13 日 付知峡山開き祭及びキャンプ場安全祈願祭 

▼15 日 ひるかわ杵振り祭り 

▼16 日 消防本部業務ヒアリング、ブラジル岐阜県人会長らと面談、健康福祉部業務ヒア

リング、市民病院長と面談 

▼17 日 生活環境部業務ヒアリング、東白川村長と面談、農林部業務ヒアリング 

▼18 日 副市長協議、中津川市中津地区災害対策協議会役員と面談、「青い中津川ソフ

ト」記者発表、岐阜県清流の国推進部長と面談、中津川市戦没者遺族連合会総会、㈱十六総

合研究所取締役社長らと面談 

▼19 日 平成 30年度第１回岐阜県市長会役員会議、中津川市消防団歓送迎会 

▼20 日 企業認証取得登録証贈呈式、青邨記念大賞展審査委員と懇談、中部森林管理局次

長らと面談、カンガルーカップ国際女子オープンテニス 2018 出場者激励会 

▼21 日 地域創生フォーラム 2018 

▼22 日 馬籠集会所オープニング 

▼23 日 平成 30年度中津川更生保護女性会総会、基盤整備部業務ヒアリング、リニア都市

政策部業務ヒアリング、付知地区官民意見交換会 



▼24 日 水道部業務ヒアリング、四役・部長会議、平成 30 年度中津川人権擁護委員協議会

総会、日本オリエンテーリング協会事務局長らと面談、副市長協議、平成 30年度第１回恵

那地域活性化懇談会 

▼25 日 第５回東美濃ナンバー実現協議会、平成 30年度岐阜県農業再生協議会通常総会 

▼26 日 王子エフテックス㈱中津工場長と面談、木曽川流域木と水の循環システム協議会

役員らと面談、定例記者会見、100歳敬老祝、平成 30年度第 38 回中津川市姉妹都市友好推

進協会定時総会、岐阜県恵那県事務所長・恵那土木事務所長・恵那農林事務所長と懇談 

▼27 日 中津川市新規学卒就職者激励会、理事協議、㈱まちなかラボ設立発起人会、中津

川市老人クラブ大会 

▼28 日 第３回中津川市長杯マレットゴルフ大会開会式 

▼29 日 高山区敬老会、第 20回富士見台高原・恵那山山開き式 

 

＜平成３０年５月＞ 

▼1日 下呂・中津川広域観光振興協議会総会、財務部業務ヒアリング、中津川ふるさと応

援隊副隊長らと面談、矢筈窯視察、中津川記者会との懇談会 

▼2日 岐阜県立中津川工業高校学校長・中津商業高校学校長と面談、教育委員会事務局業

務ヒアリング、中津川市区長会連合会総会、協同組合中津川建設協会第 42回通常総会 

▼3日 第 28 回つけち「森林の市」開会式 

▼6日 春の中山道六斎市まつり視察 

▼7日 文化スポーツ部業務ヒアリング、恵那市議会議員と面談、自衛隊岐阜地方協力本部

恵那地域事務所長と面談、坂下病院長と面談 

▼8日 ６月補正予算ヒアリング、中部地方整備局広域計画課長らと面談、病院事業部業務

ヒアリング、岐阜県観光連盟相談役と面談 

▼9日 平成 30年度定例第１回岐阜県市長会議 

▼10 日 商工観光部業務ヒアリング、市長と女性市職員との懇談会、中津川地区防犯協会

常任理事会・総会、東美濃農業協同組合常務理事らと面談、中津川市危険物安全協会定期総

会懇談会 

▼11 日 東濃農業共済事務組合協議、中津川保護区保護司会総会、㈱星ヶ見創立 30周年記

念式典、平成 30 年度中部ブロックＢ＆Ｇ地域海洋センター連絡協議会総会、三重県伊勢市

長と面談 

▼13 日 舞踊ゆきこま会第 48回定期発表会 

▼14 日 恵那土木事務所長らと面談、㈱まちなかラボ記者発表、副市長協議、ソーラーブ

ドーカン実行委員会会長らと面談、市内企業役員と面談 

▼15 日 ６月補正予算ヒアリング、岐阜県農業用水利活用小水力発電推進協議会会計監

査、中津川市観光大使市川笑三郎氏激励訪問、中津川観光協会通常総会懇談会 

▼16 日 市議会運営委員会、公明党三重県本部代表らと面談、第 126回東海市長会役員会 

▼17 日 第 126回東海市長会通常総会 

▼18 日 市議会臨時会、総合事務所・地域事務所長会議、中津川市中津地区災害対策協議

会定期総会、中津川中核工業団地三木会懇談会 

▼20 日 ひるかわひとつばたご祭り 2018 

▼21 日 第２回観光地域づくりに関する意見交換会、恵那食品衛生協会総会 

▼22 日 新衛生センター建設工事安全祈願祭、滝川英明回顧展視察 

▼23 日 政策推進部業務ヒアリング、中津川市民生委員児童委員協議会連合会通常総会、

東海農政局地方参事官らと面談、中津川地区交通安全協会総会、中津川北商工会通常総代会 



▼24 日 定例記者会見、関西電力読書発電所など施設視察 

▼25 日 市議会運営委員会、中津川北商工会会長らと面談、馬籠観光協会総会懇談会、付

知町「おんぽい節」保存会総会懇談会 

▼26 日 駐日米国大使ご家族馬籠宿案内 

▼27 日 清流木曽川中津川リレーマラソン開会式・表彰式 

▼28 日 市内三森林組合長と面談、四役・部長会議、消防功労叙勲・褒章受章者と面談、

理事協議、副市長協議、ダンロップ・スリクソンカップ第４回西日本中学校選抜ソフトテニ

ス大会出場者激励会、中津川警察署の異動に伴う懇談会 

▼29 日 上京、全国高速道路建設協議会第 54回総会、全国高速道路建設協議会による県選

出国会議員への提言活動、㈱明治座代表取締役社長らと面談 

▼30 日 市内企業役員と面談、第 14 回中津川市森林組合通常総代会、中津川市区長会連合

会との懇談会、中津川商工会議所副会頭と面談、平成 30年度中津川市青少年健全育成推進

市民会議理事総会 

▼31 日 中部運輸局長と面談、市議会運営委員会、ぎふチャン視聴 Song♪収録 

 

＜平成３０年６月＞ 

▼1日 ぎふフェス＠京都 2018 ぎふ観光・物産・定住・移住フェアにて関西岐阜県人連合

会会長らに挨拶、「えなてらす、いわむら。」開設に係るオープンセレモニー、岐阜県知事

らと中津川市中山道歴史資料館企画展「杉原千畝の見た中津川」を視察、岐阜県知事らとの

中津川市活性化懇談会 

▼2日 前田青邨記念大賞表彰式、野田聖子先生の総務大臣就任を祝う会 

▼4日 市議会本会議（初日）、茄子川地域振興財団理事長らと面談 

▼5日 平成 30年度岐阜県各界功労者表彰受賞者と面談、岐阜県農業再生協議会事務局協

議、名古屋城本丸御殿完成公開記念式典、上京、平成 30年度社会資本整備を考える首長の

会 

▼6日 全国市長会創立 120 周年記念・第 88回全国市長会議（通常総会）、ＣＬＴで地方

創生を実現する議員連盟勉強会、平成 30年度リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会、

企業訪問 

▼7日 東濃農業共済事務組合協議、市教育委員と面談 

▼8日 一般質問調整、岐阜県緑化推進委員会第 7回定時総会、平成 30 年度東濃地区消防

連絡協議会意見交換会 

▼9日 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会開会式、郵便局長会岐阜県下地区対抗親善ソフ

トボール大会、田瀬区敬老会、ＪＴの森開会式、第 32回中津川市美術家協会展オープニン

グパーティ 

▼11 日 一般質問調整、第 1回災害に強いまちづくり市民会議、副市長協議 

▼12 日 岐阜県農業共済組合連合会会長らと面談、中部電力岐阜支社長らと面談 

▼13 日 市議会本会議（一般質問）、関西電力東海支社長らと面談 

▼14 日 市議会本会議（一般質問）、東海ラジオ番組収録、第６回東美濃ナンバー実現協

議会 

▼15 日 東美濃農業協同組合第 20回通常総代会、恵那農林事務所所長らと面談 

▼16 日 全日本オリエンテーリング歓迎レセプション 

▼17 日 第 53回中津川市消防団及び第 44 回中津川市消防協会操法大会 

▼18 日 中津川市畜産振興会通常総会 



▼19 日 中津川市男女共同参画社会づくり懇話会、社会福祉功績褒章受章者と面談、明知

鉄道代表取締役専務らと面談、市農業委員会会長と面談、ひがしみの歴史街道協議会「半

分、青い。」活用推進部会 

▼20 日 100歳敬老祝、やさか地区区長会合同会議懇談会 

▼21 日 岐阜県市町村振興協会平成 30年度第１回定時評議員会、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 

▼22 日 岐阜県農業共済組合連合会第１回１県１組合化推進委員会、同 第 98回通常総

会、観光大使任命式 

▼25 日 市議会運営委員会、海外研修派遣職員より報告受領、多治見砂防国道事務所・中

津川市事業連絡調整会議・意見交換会、副市長協議 

▼26 日 ＮＥＸＣＯ中日本飯田保全・サービスセンター所長と面談、岐阜県産直住宅協会

第 1回役員会、岐阜県産直住宅協会平成 30 年度通常総会、中津川北商工会役員との懇談会 

▼27 日 市議会本会議（最終日）、第１回リニア岐阜県駅周辺土地区画整理審議会、市民

病院長と面談、2018ＩＣＦジュニア及び U－23 カヌースラローム世界選手権出場者激励会、

坂下高校活性化協議会通常総会、岐阜県消防操法大会出場隊激励 

▼28 日 辞令交付、定例記者会見、苗木中学校にて市教育委員らと給食懇談、苗木中学校

３年生研修旅行報告会、働く場における女性活躍推進シンポジウム、加子母歌舞伎保存会会

長と面談、フットゴルフ大会会場関係者と面談、平成 30年度農業高校生海外実習派遣事業

参加生徒と面談 

▼29 日 くりくりの里中津川完成及びバゲットとココット竣工式典、中津川市管工事組合

役員と面談、十六銀行中津川支店長と面談、文京学院大学・中津川市懇談会 

▼30 日 ふくおかまちづくり懇談会 

 

＜平成３０年７月＞ 

▼1日 第 68 回社会を明るくする運動中津川市大会 

▼2日 総務省中部管区行政評価局長らと面談、市内企業役員と面談、恵那・中津川両市行

政と商工会議所との懇談会 

▼3日 弔問、中津川市産直住宅振興会定期総会、臨時四役・部長会議、元山口村議会議長

通夜式参列 

▼4日 中津川商工会議所相談役葬儀参列、中津川商工会議所会頭と懇談、濃飛横断自動車

道事業促進期成同盟会岐阜県副知事要望、中津川センターロータリークラブ会長・中津川ロ

ータリークラブ会長らと面談、第 48 回東濃総合体育大会「結団式」 

▼5日 災害警戒本部会議 

▼6日 災害対策本部会議 

▼9日 岐阜大学理事・副学長らと面談 

▼10 日 美濃酪農農業協同組合連合会常務理事と面談、企業役員と面談、副市長協議、平

成 30年全農杯全日本卓球選手権大会・第 36回全国ホープス卓球大会・第 88 回全日本大学

総合卓球選手権大会団体の部出場者激励会、阿木地区市政懇談会、「いきいきねっと」との

懇談会 

▼11 日 岐阜の地歌舞伎ヨーロッパ公演調整会議、岐阜県立中津川工業高等学校第 1回地

域連携による活力ある高校づくり推進協議会、全国こどもチャレンジカップ第 11回全国大

会出場者激励会、衛生センター運営協議会 

▼12 日 ＪＲ東海㈱執行役員建設工事部長中央新幹線建設部名古屋建設部長らと面談、

「山の日」シンポジウム in中津川 

▼13 日 夏の交通安全推進大会「サマーセーフティ 2018」、中津川税務署長と面談 



▼17 日 管理職候補者試験、ぎふ国道 256号整備促進期成同盟会平成 30年度定期総会、中

津川市「飲酒運転根絶作戦」 

▼18 日 管理職候補者試験、岐阜県都市整備協会専務理事らと面談、第 40期岐阜県恵那地

区日韓親善協会総会 

▼19 日 平成 30年度中津川口腔保健協議会理事会、中部地方整備局平成 30年度建設事業

関係功労者等表彰受賞者と面談、中津川市国民健康保険運営協議会、岐阜県観光連盟相談役

と懇談 

▼20 日 市内企業役員らと面談、平成 30 年度岐阜県ブロック「道の駅」連絡会総会、ＮＥ

ＸＣＯ中日本飯田サービス・保全センター所長と面談 

▼21 日 第 63回全国高等学校軟式野球選手権岐阜大会開会式、上京、清流の国ぎふ東美濃

プロモーション in ＫＩＴＴＥ(東京シティアイ） 

▼22 日 第 67回岐阜県消防操法大会出場選手壮行会 

▼23 日 政策研究大学院大学教授市内視察案内、東美濃歴史街道協議会、リニア中央新幹

線建設促進岐阜県期成同盟会平成 30 年度定期総会・講演会 

▼24 日 ＮＴＴ西日本岐阜支店長らと面談、中津川市・ＮＴＴ西日本「光ファイバーケー

ブル設備及び付属設備譲渡契約」及び「ＩＣＴ利活用による地域活性化に関する連携協定」

締結式、全国高等学校総合体育大会ボート競技大会・ウエイトリフティング競技大会・ソフ

トテニス競技大会・レスリング競技大会、全国高等学校定時制通信制体育大会陸上競技大

会、全国高等学校珠算・電卓競技大会出場者激励会、市民国際交流事業「中学生タイ研修」

結団式 

▼25 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）、上京、清流の国ぎふ東美濃プロモーション ｉｎ ＫＩＴＴＥ（東京シティアイ）視

察、内閣府地方創生推進事務局参事官と面談、古屋圭司衆議院議員事務所訪問 

▼26 日 定例記者会見、平成 30年度岐阜県砂防協会役員会・総会 

▼27 日 ＢＳ－ＴＢＳ番組収録、㈱まちなかラボ臨時株主総会、東濃遊技業組合より寄付

受領、多治見少年少女合唱団団長らと面談、リトアニアＮＯＷオープニング「リトアニアン

ナイト」 

▼30 日 上京、財務省主計局訪問（要望）、文化庁長官らと面談、牧野国土交通副大臣ら

と面談（要望）、国土交通省国土政策局長らと面談（要望）、同 都市局官房技術審議官ら

と面談（要望）、同 水管理・国土保全局下水道部長らと面談（要望）、同 道路局環境安

全・防災課長と面談（要望）、同 道路局訪問（要望）、古屋圭司衆議院議員と面談（要

望）、足立敏之参議院議員と面談（要望）、大野泰正参議院議員事務所訪問（要望）、渡辺

猛之参議院議員事務所訪問（要望）、中津川ふるさと応援隊役員会 

▼31 日 岐阜サマー・サイエンス・スクール 2018inなかつがわ開校式、四役・部長会議、

東濃農業共済事務組合協議、蛭川地区市政懇談会 

 

＜平成３０年８月＞ 

▼1日 生命を守る月間危険箇所現地視察、副市長協議、高山若山町内会役員らと面談、中

部地方整備局建政部長らと面談 

▼2日 ブラジル公式訪問にかかる説明会、大野泰正参議院議員らと面談、苗木遠山史料館

視察、岐阜サマー・サイエンス・スクール実行委員会、第 38 回全国高等学校ＩＴ・簿記選

手権大会出場者激励会 

▼3日 濃飛横断自動車道事業促進期成同盟会要望活動（中部地方整備局長） 

▼4日 地歌舞伎特別公演はざま座歌舞伎オープニング、飛翔の里盆踊りの夕べ 

▼5日 消防感謝祭第 67回岐阜県消防操法大会、第 36回ふくおかふるさとまつり 



▼6日 全国こどもチャレンジカップ第 11 回全国大会優勝・準優勝報告会、岐阜県山林協

会平成 30年度定時総会・平成 30年度治山・林道工事等コンクール表彰式 

▼7日 市内企業役員と面談、中津川市中学生生徒会サミット、市特別顧問と面談、政策会

議、坂下地区市政懇談会 

▼8日 岐阜県農業共済組合連合会第２回１県１組合化推進委員会・平成 30年度第２回理

事会、上京、「ものづくり・匠の技の祭典 2018」視察、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・県選出国会議員） 

▼9日 中津川市姉妹都市友好推進協会顧問と面談、名城大学都市情報学部教授と面談、神

坂地区市政懇談会 

▼10 日 平成 30年度第１回木曽悠久の森管理委員会、副市長協議 

▼11 日 第３回なかつがわ「山の日(サンデー)」イベント 

▼12 日 おいでん祭安全祈願神事 

▼13 日 中津川ロータリークラブより義援金受領、常盤座名誉館長と面談、岐阜新聞「移

動編集局」（東濃編）市長インタビュー、舞台峠うまいもん祭り実行委員会委員長らと面

談、おいでん祭本まつり 

▼14 日 つけち夢まつり開会式、中津川市立阿木高等学校同窓会長らと面談、苗木あんど

ん祭り、2018 ぎおんばジャンボリー出発式 

▼15 日 庁内協議 

▼16 日 東美濃農業協同組合代表理事組合長と面談、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 

▼17 日 岐阜県都市整備協会総会・理事会、岐阜県環境生活部長と面談、東美濃地域活性

化講演会講師らと懇談、東美濃地域活性化講演会 

▼20 日 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）、上京、環境省環境再生・資源循環局次長と面談 

▼21 日 市議会運営委員会、教育委員との懇談、文部科学大臣杯第 53 回全日本大学（男

女）ソフトボール選手権大会出場者激励会、落合地区市政懇談会 

▼22 日 岐阜県庁各部要望（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、清流の国推進部長、総務部長、商工労働部観光国際局長、教育委員会教育

長、健康福祉部長）、岐阜県環境生活部長と面談 

▼23 日 定例記者会見、㈱十六総合研究所取締役社長と面談、平成 30 年度農業高校生海外

実習派遣事業参加生徒より報告受領、ＮＰＯ法人理事長らと面談、台風 20号接近に伴う打

合せ、坂下高等学校生徒より敬老祝品受領、山口地区市政懇談会 

▼24 日 中津川市都市計画審議会、生活協同組合コープぎふ理事長と面談、岐阜県山林協

会副会長と面談、中津南地区市政懇談会、東濃議員懇話会 

▼26 日 四ッ目川災害祈念祭式典、砂防講演会、「半分、青い。」スペシャルトークショ

ー、高山市訪問 

▼27 日 企業役員らと面談、恵那山山岳遭難対策協議会事務局長と面談、木曽下伊那・中

津川地域県際交流協議会総会 

▼28 日 市議会運営委員会、中部経済連合会常務理事らと面談、東海学園大学学長らと面

談、かしも木匠塾 2018閉校式 

▼29 日 岐阜県国道協会ほか 10団体合同要望及び意見交換会（中部地方整備局・岐阜県） 

▼30 日 市議会本会議（初日）、けんぱち弁当昼食会、市議会議長と面談、副市長協議 

▼31 日 平成 30年度第１回岐阜県土地改良事業団体連合会理事会、坂下病院長と面談、川

上地区市政懇談会 

 



＜平成３０年９月＞ 

▼1日 六斎市 

▼2日 中津川市総合防災訓練、加子母歌舞伎公演 

▼3日 東濃五市選挙管理委員会連絡協議会、中部地方整備局副局長と面談、中部地方整備

局副局長市内現地視察案内 

▼4日 災害対策本部会議 

▼5日 一般質問調整、「リニア時代の東海創生セミナー」意見交換会 

▼6日 中津川マロンパークいが栗の里開園式、理事協議、神坂地区・山口地区・馬籠地域

区長会長らと面談、ＦＩＦＧワールドツアージャパンフットゴルフインターナショナルオー

プン 2018ウェルカムパーティ 

▼7日 中津川ふるさと応援隊副隊長と面談、庁内協議 

▼8日 大蔵正幸氏叙勲祝賀会（消防功労） 

▼9日 東美濃ナンバー啓発活動、栗きんとん発祥の地式典、㈱ＫＡＴＯグループ創業 130

周年記念事業 

▼10 日 市議会本会議（一般質問）、恵那農林事務所長と面談 

▼11 日 市議会本会議（一般質問） 

▼12 日 副市長協議、政策会議、第 45回全日本中学校陸上競技選手権大会準優勝報告会、

明治大学農学部ファームステイ研修交流会 

▼13 日 坂本地区区長会長と面談、めざせ地産都消！みんなで熱く語ろう「東濃ヒノキ」

のつどい、加子母地区市政懇談会 

▼14 日 リニア中央新幹線開業に向けたまちづくり懇談会現地視察案内、同懇談会 

▼17 日 「賤母の森川と緑の公園」づくり協定書に係る協定期間の延長に関する確認書署

名式 

▼18 日 ㈱十六総合研究所取締役社長らと面談、加子母教育協議会会長らと面談、総合事

務所・地域事務所長会議、苗木地区市政懇談会 

▼19 日 岐阜県シルバー人材センター連合会会長らと面談、大正大学学生へ域学連携活動

依頼書交付、ライオンズクラブ国際協会地区ガバナー公式訪問第４ゾーン合同例会 

▼20 日 政策会議、ＮＰＯ法人理事長と面談、中部地方整備局建政部長と面談、岐阜県観

光連盟相談役と面談、リニアを活用したまちづくりに関する意見交換会、第 73 回国民体育

大会・第 18回全国障害者スポーツ大会出場者激励会、福岡地区市政懇談会 

▼21 日 市議会運営委員会、中部大学学長らと面談、中津川市と中部大学との連携に関す

る包括協定締結式、理事協議、「中山間地域災害防止フォーラム」講師を囲んでの意見交換

会 

▼22 日 中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2018 

▼24 日 第８回東美濃ナンバー実現協議会 

▼25 日 定例記者会見、平成 30年度三河・東美濃地域間高規格幹線道路建設促進協議会総

会、中津西地区市政懇談会 

▼26 日 市議会本会議、市議会全員協議会、なごやかサロン・ぎふ四水会９月例会 

▼27 日 自衛隊岐阜地方協力本部副本部長と面談、副市長協議、付知地区市政懇談会、付

知町まちづくり懇談会 

▼28 日 県内医療法人理事長と面談、市社会福祉協議会会長らと面談 

▼29 日 2018常盤座演劇フェスティバル 

▼30 日 災害対策本部会議 

 

 



＜平成３０年１０月＞ 

▼1日 中津川市固定資産評価委員会委員辞令交付式、庁内協議 

▼2日 全国防犯協会連合会平成 30 年度功労ボランティア団体表彰受賞者と面談、濃飛横

断自動車道事業促進期成同盟会要望活動（中部地方整備局長）、第 49回ジュニアオリンピ

ック陸上競技大会・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 2018 平成 30年度全日本卓球選手権

大会(カデットの部)・第 23回全国家庭婦人バレーボールことぶき大会出場者激励会、元中

津川市長葬儀前夜式参列 

▼3日 市議会運営委員会、元中津川市長送天式参列、第 12 回三市一村議会委員会合同会

議 

▼4日 市議会本会議（最終日）、十六経済懇談会 

▼5日 中津川警察署長らと面談、「自然との対話－池田大作写真展」中津川展オープニン

グ・セレモニー、平成 30 年度定例第２回岐阜県市長会議 

▼6日 大垣市制 100周年記念式典、飯田市議会・中津川市議会交流事業懇談会 

▼7日 中津川市総合体育大会総合開会式 

▼9日 岐阜県市町村職員共済組合理事・医療費対策委員合同会議、中部地方整備局下水道

に関する意見交換会 

▼10 日 東濃桧振興会会長らと面談、岐阜県建設技術センター理事長と面談、寄付受領、

ＮＴＴ岐阜支店長と面談、四役・部長会議 

▼11 日 市民病院長と面談、中津川市安全・安心まちづくり市民大会、三菱電機㈱中津川

製作所長と面談、第 85回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部）・第 62 回全日本大学

空手道選手権大会出場者激励会、中津東地区市政懇談会 

▼12 日 岐阜県建設技術協会役員と面談、副市長協議、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所長らと面談、リニア中央新幹線山口工区・神坂ＳＩＣ予定地等視

察、中津川・恵那・下呂自治会連携会議 

▼14 日 健康福祉まつり開会式、伊勢市訪問 

▼15 日 加子母森林組合木材市開所 50周年記念式典、古屋圭司衆議院議員秘書と面談、東

濃農業共済事務組合協議 

▼16 日 東京オリンピック・パラリンピックにおける持続可能性とウッドレガシー取材、

岐阜県への寄附金受領に対する知事感謝状贈呈式、中部経済産業局長と面談、中津川市ブラ

ジル公式訪問のためブラジルへ移動 

▼17 日 ブラジルへ移動 

▼18 日 <ブラジル 17 日> サンパウロ到着 

▼19 日 <ブラジル 18 日> ブラジル日本移民開拓先没者慰霊碑参拝、イビラプエラ公園内

日本館視察、サンパウロ美術館視察、ジャパン・ハウス館長と対談及び館内視察、ＣＩＡＴ

Ｅ（国外就労者情報援護センター）専務理事と面談、独立行政法人国際協力機構次長と面

談、現地新聞社に記者会見、中津川市ブラジル公式訪問団結団式、ブラジル岐阜県人会創立

80周年記念懇談会 

▼20 日 <ブラジル 19 日> レジストロ市へ移動、中津川市ブラジル公式訪問団レジストロ

市役所訪問・市民歓迎行事、ＡＰＡＥ（障がい児訓練施設）訪問、レジストロロータリーク

ラブ歓迎夕食会 

▼21 日 <ブラジル 20 日> レジストロ市内視察、市内病院視察、ブラジル日本移民 110周

年・レジストロ日本人入植 105周年・姉妹都市提携 38周年記念式典 

▼22 日 <ブラジル 21 日> レジストロ市訪問お別れ朝食会、姉妹都市会議、サントス市へ

移動、日本移民関連施設視察、リオデジャネイロへ移動 

▼23 日 <ブラジル 22 日> リオデジャネイロ市内視察 

▼24 日 <ブラジル 23 日> リオデジャネイロからフランスへ移動 



▼25 日 <フランス 24 日> パリ到着、ジャポニズム 2018「岐阜の地歌舞伎」公演出演者ら

を出迎え 

▼26 日 <フランス 25 日> パリ日本文化会館館長と面談、ジャポニズム 2018「岐阜県の地

歌舞伎」出演者激励、日本酒専門店「メゾン・ドゥ・サケ」視察・意見交換 

▼27 日 <フランス 26 日> 岐阜県文化・食レセプション、地歌舞伎紹介展示・ＰＲ、ジャ

ポニズム 2018「岐阜県の地歌舞伎」公演 

▼28 日 <フランス 27 日> 岐阜県文化・食レセプション、地歌舞伎紹介展示・ＰＲ、ジャ

ポニズム 2018「岐阜県の地歌舞伎」公演、パリから日本へ移動 

▼29 日 立教大学教授・南アフリカノースウェスト大学教授らと面談 

▼30 日 第１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平成 30年

度第３回理事会 

▼31 日 東濃森林管理署長と面談、木曽川流域国有林野等所在市町村長有志協議会、恵那

市副市長と面談 

 

＜平成３０年１１月＞ 

▼1日 新規採用職員・人事異動辞令交付式、中央新幹線中央アルプストンネル（山口）安

全祈願式、中津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会、中津川市特別職報酬等審

議会会長より答申書受領、中津川市外部評価委員会、中津川ふるさと応援隊副隊長らと面

談、平成 30年度前期子ども金メダル授与式 

▼2日 執務 

▼3日 中津川市立阿木高等学校創立 70周年記念式典、夕森もみじまつり 

▼4日 中津川幼稚園創立 100周年記念行事「なかよしまつり」、中山道落合宿まつり、

2018 在宅医療・介護シンポジウム、消防査閲 

▼5日 副市長協議、12月補正予算ヒアリング 

▼6日 海外出張報告会、政策会議、恵那土木事務所長と面談、中津川記者会・恵那記者会

と恵那市長との懇談会 

▼7日 企業役員と面談、地方自治連絡協議会、上京 

▼8日 中部国道協会促進大会、都市基盤整備事業推進大会、企業訪問 

▼9日 中部国道協会秋季提言活動、安全・安心の道づくりを求める全国大会、道路整備促

進期成同盟会岐阜県連合協議会及び岐阜県道路協会合同要望活動 

▼10 日 恵那農林事務所長と面談、中津川市文化協会設立 20周年記念式典並びに記念講演

会、Ｂ＆Ｇ財団役員と懇談会 

▼11 日 ひがしみの農業祭、坂下歌舞伎保存会坂下歌舞伎公演、賤母ごへーまつり、Ｂ＆

Ｇ財団読書活動推進座布団ビブリオバトル in中津川 

▼12 日 副市長協議、12 月補正予算ヒアリング、市議会議長と面談、上京、災害復旧促進

全国大会記念意見交換会 

▼13 日 国土交通省水管理・国土保全局下水道部長と面談、経済産業省製造産業局素形材

産業室長らと面談、林野庁国有林野部業務課長補佐と面談、古屋圭司衆議院議員事務所訪

問、中津川市議会行政視察市議団出迎え、治水事業促進全国大会・要望活動、国土交通省及

び中部地方整備局との交流会 

▼14 日 濃飛横断自動車道事業促進期成同盟会要望活動（国会議員・財務省・国土交通

省）、同 懇談会 

▼15 日 中部国道協会ほか 10団体 提言活動（国土交通省・財務省）、岐阜県道路整備懇

談会 

▼16 日 第 15回スーパー・メガリージョン構想検討会 

▼17 日 赤い羽根共同募金第２回チャリティーマレットゴルフ大会開会式 



▼18 日 中津高校関東ＯＢ会 

▼19 日 市議会運営委員会、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

への要望活動、坂本地区市政懇談会 

▼20 日 全国治水砂防促進大会、全国治水砂防協会代表要望（国土交通省）、古屋圭司衆

議院議員事務所訪問、渡辺猛之参議院議員と面談、大野泰正参議院議員と面談、足立敏之参

議院議員事務所訪問、平成 30年度東京岐阜県人会懇談会 

▼21 日 政策会議、リニア中央新幹線を活かした地域活性化協議会講演会、四役・部長会

議 

▼22 日 企業役員らと面談、定例記者会見、東濃農業共済事務組合協議、第 18回全国障害

者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」優勝報告会、中津川市議会・南木曽町議会リニア

特別委員会合同会議・情報交換会 

▼23 日 日本会議岐阜県本部第 20回会員大会 

▼24 日 入ヶ洞砂防堰堤完成披露式、地歌舞伎ヨーロッパ公演に係る懇談会 

▼25 日 「清流の国ぎふ秋の地歌舞伎公演 2018」特別企画凱旋公演 

▼26 日 市議会運営委員会、岐阜県私立幼稚園連合会より要望書受領、理事協議、㈱十六

総合研究所取締役社長らと面談 

▼27 日 加子母歌舞伎保存会会長らと面談、平成 30年度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 

▼28 日 市議会本会議（初日）、中津川自民クラブ・市議会公明党と懇談、㈱ＡＮＡ総合

研究所客員研究員と面談、 中津川ロータリークラブ「摘み取ろう危険の芽、育もう気づく

力」プロジェクト終了報告会 

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

望）、首長らによる次世代モビリティ試乗体験、リニア時代を見据えたまちづくりシンポジ

ウム 

▼30 日 第２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４回理

事会、岐阜県知事と面談、ブラジルレジストロ市公式訪問団解散式 

 

＜平成３０年１２月＞ 

▼1日 消防車両受渡式、第 12 回島崎藤村記念文芸祭表彰式、三野新聞社新春座談会 

▼3日 「箱根八里」街道フォーラム 

▼4日 一般質問調整、市民病院長と面談、中津川市体育協会意見交換会 

▼5日 副市長協議、政策会議、上京 

▼6日 東京大学大学院工学系研究科教授と面談、財務省主計局長らと面談（要望）、塚田

国土交通副大臣らと面談（要望）、国土交通省 国土政策局長らと面談、同 水管理・国土保

全局下水道部長らと面談（要望）、同 水管理・国土保全局、砂防部訪問、同 道路局長らと

面談（要望）、同 都市局官房審議官（都市）・市街地整備課長らと面談（要望）、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、足立敏

之参議院議員と面談 

▼7日 市議会本会議（一般質問） 

▼9日 第 44 回東濃歌舞伎大会、第 23回ブラスバンドフェスティバル 

▼10 日 市議会本会議（一般質問）、付知町おんぽい節保存会反省会 

▼11 日 岐阜県恵那土木事務所長と面談、同 恵那県事務所長と面談、岐阜県土地改良事業

団体連合会理事会(役員会) 



▼12 日 高齢者懇談会、蛭川老人クラブ連合会シルバーパトロール隊会長らと面談、中津

川法人会会長らと面談、岐阜県自治連絡協議会県知事表彰等受賞報告、第 6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、市民病院長・坂下病院長と面談 

▼13 日 企業役員と面談、保護司功労法務大臣表彰受賞報告、東濃農業共済事務組合協

議、平成 31年度当初予算ヒアリング 

▼14 日 市内三森林組合長と面談、消防功労叙勲受章者と面談、女性と市長との懇談会、

三菱電機(株)中津川製作所より寄付受領 

▼16 日 阿木交流センター建設工事安全祈願祭、第 67回中津川市民展表彰式 

▼17 日 ＮＴＴ西日本岐阜支店長と面談、中津川商工会議所正副会頭との意見交換会 

▼18 日 市議会病院・医療等対策特別委員会、女性と市長との懇談会、平成 30年度第 15

回東濃５市首長会議 

▼19 日 市議会運営委員会、中津川市総合教育会議、㈱十六総合研究所取締役社長らと面

談、中津川青年会議所理事長らと面談、市教育委員との懇談会 

▼20 日 王子エフテックス㈱中津工場長と面談、定例記者会見、中津川三師会忘年会 

▼21 日 市議会本会議（最終日）、全国中学生人権作文コンテスト最優秀賞等受賞報告会 

▼22 日 福岡分団第５部川西器具庫竣工式 

▼25 日 阿木生産森林組合より寄付受領、付知川用水推進協議会による東海農政局農村振

興部長への要望活動、大正大学専務理事・地域構想研究所副所長らと面談、ＮＥＸＣＯ中日

本 多治見サービスセンター所長・飯田サービスセンター副所長らと面談、中津川市立阿木

高校より第９回全国農業高校お米甲子園金賞受賞報告受領 

▼26 日 岐阜県恵那県事務所・恵那土木事務所・恵那農林事務所・リニア推進事務所訪

問、古屋圭司衆議院議員事務所訪問、中部電力㈱中津川営業所長らと面談、美濃酪農農業協

同組合代表理事会長らと面談、古屋圭司衆議院議員らと面談、辞令交付、副市長協議、四

役・部長会議 

▼27 日 加子母森林組合訪問、付知町森林組合訪問、中津川北商工会訪問、東濃森林管理

署訪問、中津川市森林組合訪問、ＮＨＫ制作局プロデューサーと面談、岐阜大学工学部教授

と面談、中津川市リニアを活用したまちづくり推進市民会議、市内企業役員と面談、市農業

委員会会長と面談 

▼28 日 辞令交付、三菱電機㈱中津川製作所総務部長らと面談、中津川商工会議所訪問、

市内企業役員と面談、市出先機関等年末激励訪問、中津川警察署訪問、中津川市社会福祉協

議会訪問、東濃農業共済事務組合仕事納め式、理事協議、仕事納め式、中津川市消防団年末

特別夜警巡視 

 

＜平成３１年１月＞ 

▼4日 仕事始め式、辞令交付式、四役・部長会議、年始あいさつまわり、東濃農業共済事

務組合仕事始め式 

▼5日 市消防出初式 

▼7日 岐阜県庁各部年始あいさつまわり、岐阜県知事と面談、中津川市農業委員会、中津

川商工会議所新年互礼会 

▼8日 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、関西電力㈱東海支社長らと面談、企業役員らと面談、市社会福祉協議会会長

らと面談、市議会全員協議会、中津川公共職業安定所所長と面談、通夜式参列 

▼9日 多治見砂防国道事務所長と面談、中部地方整備局長らと面談、東海農政局長らと面

談、中部経済産業局長と面談、名古屋市観光文化交流局名古屋城総合事務所訪問、ＮＥＸＣ

Ｏ中日本名古屋支社長らと面談、中部運輸局長らと面談、名古屋米国領事館首席領事と面談 

▼10 日 東濃地域木材産業新春互礼会 



▼11 日 市内企業訪問、市消防団長らと面談、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、長野県南木曽町長と面談、中津川市体育協会会長と面談、

政策会議 

▼12 日 中津川歯科医師会新年会 

▼13 日 中津川市成人式、中津川北商工会新年互礼会 

▼15 日 平成 31年度当初予算ヒアリング、市内企業訪問、東濃森林管理署長と面談、第６

回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール入賞報告会 

▼16 日 副市長協議、水曜会１月定例会、鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信越局

長と面談、坂下病院長と面談、中津川青年会議所新年会式典 

▼17 日 市内企業役員と面談、恵那農林事務所長と面談、市内企業訪問、平成 30年度全国

高等学校総合体育大会第 68回全国高等学校スピードスケート競技選手権大会・平成 30 年度

全国中学校体育大会第 39 回全国中学生スケート大会出場者激励会 

▼18 日 岐阜県産直住宅協会役員会、多治見砂防国道事務所長と面談（要望）、総合事務

所・地域事務所長会議、理事協議、中津川観光協会新年会 

▼19 日 はがきコンクール表彰式 

▼21 日 平成 31年度当初予算ヒアリング、経済産業省中心市街地活性化室長と面談、市民

病院長と面談、上京 

▼22 日 大正大学学長らと面談、Ｂ＆Ｇ全国サミット役員打合せ、Ｂ＆Ｇ全国サミット 

▼23 日 移動（東京～名古屋）、中部地方整備局道路部・企画部・建政部・河川部 訪問

（要望）、中部地方整備局長らと面談（要望）、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・岐阜県議会議長） 

▼24 日 四役・部長会議、定例記者会見、第 138回東濃飛騨市議会議長会議、副市長協

議、移動（中津川～中部国際空港） 

▼25 日 米国レスリング協会と 2020 年東京オリンピック事前合宿に関する覚書締結式のた

め米国へ移動 

▼26 日 <米国 25日> 米国コロラド州コロラドスプリング市へ移動、覚書締結式打合せ、

デーブ・シュルツ記念国際大会（グレコローマン決勝戦）視察 

▼27 日 <米国 26日> 米国レスリング協会歓迎会 

▼28 日 <米国 27日> 米国レスリング協会交流会、米国レスリング協会と 2020年東京オ

リンピック事前合宿の協定締結式 

▼29 日 <米国 28日> 米国から日本へ移動 

▼30 日 岐阜新聞・岐阜放送 東濃懇談会新春例会、岐阜県知事と面談、楽々座談会にて講

演(名古屋市) 

▼31 日 平成 31年度当初予算ヒアリング、伊勢市と中津川市の学校給食交流給食試食会、

寄付金受領に対する感謝状贈呈式 

 

＜平成３１年２月＞ 

▼1日 第 12 回キャリア教育優良教育委員会文部科学大臣表彰受賞報告、王滝・加子母・

付知線改良促進期成同盟会通常総会、上京、岐阜県とフランス大使館のパートナーシップ

10周年記念レセプション 

▼2日 東海学園大学 藤前干潟保全 20周年シンポジウム 

▼4日 東海学園大学学長らと面談、東海学園大学との連携に関する包括協定締結式、副市

長・理事協議、東濃農業共済事務組合協議 

▼5日 ３月補正予算ヒアリング、中部運輸局交通政策部長と面談、市議会議長と面談、市

議会運営委員長と面談、中津川市原付バイクご当地ナンバー発表式 



▼6日 名古屋外国語大学世界共生学部世界共生学科准教授らと面談、三菱ＵＦＪリサーチ

＆コンサルティング㈱執行役員らと面談、㈱十六総合研究所取締役社長と面談、理事協議 

▼7日 上京、岐阜県東京事務所長と面談、古屋圭司衆議院議員と面談、岐阜県東濃５市特

別交付税要望、政策研修会 

▼8日 財務省主計官と面談（要望）、国土交通省都市局市街地整備課長と面談（要望）、

同 水管理・国土保全局砂防部長と面談（要望）、同 道路局長と面談（要望）、同 水管

理・国土保全局長と面談（要望）、塚田国土交通副大臣らと面談（要望）、国土交通省水管

理・国土保全局下水道部長と面談（要望）、足立敏之 参議院議員と面談（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）、古屋圭司衆議院議員と

面談（要望）、文京学院大学との連携に関する包括協定締結式 

▼11 日 域学連携拠点施設「ｃｏａｇａｒｉ（コアガリ）」オープンイベント 

▼12 日 ３月補正予算ヒアリング、市議会全員協議会、中津川市旅館・ホテル同業組合懇

談会 

▼13 日 岐阜県恵那農林事務所長と面談、三河・東美濃地域間高規格幹線道路建設促進協

議会要望活動（岐阜県県土整備部長・岐阜県議会議長） 

▼14 日 100歳敬老祝、中津川市国民健康保険運営協議会、第３回清流の国ぎふ花かざりコ

ンテスト最優秀賞(岐阜県知事賞)受賞報告、中津川センターロータリークラブ会長らと面

談、美濃酪農農業協同組合連合会代表理事会長らと懇談 

▼15 日 全国街道交流会議第 12回全国大会「しずおか大会」 

▼16 日 中京学院大学レスリング部西日本学生レスリング秋季リーグ戦祝勝会 

▼17 日 中津川郷土かるた競技大会、ちょっと昔の古地図さんぽ 

▼18 日 信濃毎日新聞取材、市内企業役員らと面談、副市長協議、東濃農業共済事務組合

議会定例会 

▼19 日 第３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平成 30年

度第５回理事会、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

部長・愛知県議会議長） 

▼20 日 社会福祉法人役員らと面談、四役・部長会議、やさか地区まちづくり懇談会 

▼21 日 理事協議、市議会運営委員会、市監査委員より定期監査結果報告書受領、中津川

警察署長と面談、中津川市健康づくり推進協議会、中津川警察署次長らと面談、若者と市長

との懇談会、岐阜県恵那農林事務所長と面談、加子母森林組合通常総代会 

▼22 日 岐阜県緑化推進委員会平成 30年度第２回通常理事会、定例記者会見、関西電力東

海支社長と面談 

▼23 日 第 49回中津川オープン（林八郎杯）卓球大会、中津川市域学連携成果発表会 

▼25 日 市議会本会議（初日）、中津川市都市計画審議会 

▼26 日 ㈱まちなかラボ代表取締役と面談、名古屋テレビ放送㈱岐阜支社長らと面談、県

立坂下高校学校長らと面談、坂下病院を守る会と面談、岐阜県発明くふう展中部経済産業局

長賞受賞報告 

▼27 日 あぎの里のひなまつりつるしかざりオープニングセレモニー、中津川市景観審議

会、副市長協議、中津川のつるしひなまつり視察、100 歳敬老祝、岐阜県行政書士会会長ら

と面談、岐阜県恵那土木事務所長と面談 

▼28 日 100歳敬老祝、医療法人専務理事らと面談、馬籠観光協会会長と面談、長野県南木

曽町教育長らと面談、岐阜県伝統文化功績者顕彰受賞報告、東濃農業共済事務組合協議、中

津川商工会議所会員交流会 

 

＜平成３１年３月＞ 

▼1日 一般質問調整 



▼2日 土岐市新庁舎落成式典 

▼3日 東濃歌舞伎中津川保存会吉例歌舞伎大会 

▼4日 岐阜県立森林文化アカデミー卒業式 

▼5日 特別養護老人ホーム「延暦寺広済寮」竣工式、政策会議 

▼6日 市議会本会議（一般質問） 

▼7日 市議会本会議（一般質問） 

▼8日 岐阜県緑化推進委員会専務理事と面談、岐阜県大河ドラマ「麒麟がくる」推進協議

会東美濃ワーキンググループ第２回会議 

▼11 日 藤村記念館事務局長と面談、東美濃農業協同組合より寄付受領、中津川市教育委

員との懇談 

▼12 日 中津川警察署長と面談、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、中津川青年会議所理事長らと面談、名古屋市長と懇談 

▼13 日 瑞浪北中学校校舎視察、医療関係者と面談、中津川市防災会議及び水防協議会並

びに国民保護協議会、中津川市総合体育大会表彰式及び中津川市体育協会懇談会 

▼14 日 市議会予算決算委員会 

▼15 日 市議会予算決算委員会 

▼16 日 MEETS HIGASHI-MINOオープニング 

▼17 日 清流の国ぎふ春の地歌舞伎公演 2019 

▼18 日 市議会予算決算委員会、政策会議 

▼19 日 市議会予算決算委員会、理事協議 

▼20 日 副市長協議、岐阜県恵那農林事務所長・リニア推進事務所長と面談、市内企業役

員と面談、鉄道建設・運輸施設整備支援機構関東甲信越局長と面談、㈱ＡＮＡ総合研究所客

員研究員らと面談、中津川ふるさと応援隊長と懇談 

▼22 日 理事協議、市議会運営委員会、四役・部長会議、定例記者会見、市内企業役員と

面談 

▼25 日 副市長協議、中津川公共職業安定所長らと面談、病児保育所「くりっこハウス」

開所式、東京オリンピック関係連絡会議、平成 30年度後期子ども金メダル授与式 

▼26 日 市議会本会議（最終日） 

▼27 日 辞令交付、中津川ふるさと応援隊副隊長と面談、付知町森林組合通常総代会 

▼28 日 関西岐阜県人連合会役員と面談、災害時における福祉避難所の設置運営に関する

協定締結式、災害時における電気設備等の復旧に関する協定締結式、中津川公共職業安定所

長と面談、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング㈱執行役員らと面談、（仮称）坂本こど

も園建設工事安全祈願祭、山口特産開発との懇談会 

▼29 日 退職者辞令交付式、再任用職員退任辞令交付式、東濃農業共済事務組合退職・派

遣満了辞令交付式 

▼30 日 リニア関連事業の推進に係る３市長懇談会 

▼31 日 常盤座歌舞伎保存会定期公演 

 


