
年月日 行　事　名 開催場所 出席者

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

29.01.06 議会広報常任委員会 委員会室 全委員

智頭町成人式 智頭町総合ｾﾝﾀｰ 議員１１名

智頭町友会　定期総会 塩田屋旅館 議員１１名

議会全員協議会 議員控室 議員１１名

総務常任委員会 委員会室 委員５名

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

議会広報常任委員会　視察研修 兵庫県猪名川町 全委員

智頭町木材協会　新年祝賀会 智頭町商工会 議　長

29.01.16 議会運営委員会 委員会室
委員４名
議　長

29.01.23 民生常任委員会 委員会室 全委員、議長

兵庫県・鳥取県・岡山県五市町村県境圏域議員連盟　総会、他 佐用町 議員１１名

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

智頭町議会・若桜町議会議員懇談会 若桜町 議員１１名

29.01.28 キクラゲハウス開所式 旧富沢小学校 議　員

鳥取県東部広域行政管理組合議会・議会運営委員会 鳥取市役所 議　長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

議会運営委員会 委員会室
委員４名
議　長

29.02.02
　　～03

第３１回人権啓発研究集会 名古屋市 議員２名

諏訪保育園　発表会 諏訪保育園 議　員

第１８回雪まつり 智頭駅前広場 議長、議員

29.02.09
　　～10

鳥取県東部広域行政管理組合議会　定例会 鳥取市役所 議　長

29.02.10 八頭環境施設組合議会　全員協議会・定例会 鳥取市役所 議　長

29.02.13 鳥取県後期高齢者医療広域連合　定例会 湯梨浜町 副議長

29.02.15 鳥取県町村議会議長会　総会、自治功労者表彰式 ﾎﾃﾙﾓﾅｰｸ鳥取 議長、議員１名

29.02.18 因幡地区郵便局長会通常総会懇親会 白兎会館 議　長

民生常任委員会 委員会室 全委員、議長

議会運営委員会 委員会室
委員５名
議　長

総務常任委員会、教育委員との意見交換会 委員会室、他 全委員

江府町議会視察受入 役場会議室 議　長

29.02.23 鳥取県東部広域議長会　意見交換会 鳥取市 議　長

29.02.25 八頭郡体育会表彰式 八頭町中央公民館 議　長

29.02.26 第４４回部落解放智頭町研究集会 智頭町総合ｾﾝﾀｰ 議長、議員

29.02.27 NIC智頭コンタクトセンター内覧会 R373やまさと 議 　員

29.02.22

29.01.04

29.01.08

29.01.10

29.01.13

29.01.27

29.02.01

29.02.04

29.02.20

平成２９年　議長等の動静について



年月日 行　事　名 開催場所 出席者

平成２９年　議長等の動静について

鳥取県立智頭農林高等学校　卒業証書授与式 智頭農林高校 議　長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

議会運営委員会 委員会室 全委員、議長

議会全員協議会 議員控室 全議員

29.03.02 地域おこし協力隊活動報告会 智頭町総合ｾﾝﾀｰ 議　員

29.03.03 ウッドスタート宣言調印式 智頭農林高校 議　長

29.03.05 「日本1/0村おこし運動」活動発表会 智頭町総合ｾﾝﾀｰ 議長、議員

29.03.06 議会全員協議会 議員控室 全議員

29.03.10 智頭中学校卒業式 同校体育館 議長、議員

29.03.22 智頭小学校卒業式 同校体育館 議長、議員

29.03.23 同和問題調査特別委員会・研修会 総合センター 全議員

29.03.27 百人委員会総会 総合センター 議　員

29.04.03 智頭町消防団各地区出初め式 各地区 議　員

29.04.03 委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

29.04.04 議会広報常任委員会 委員会室 全委員

29.04.05 ちづ保育園開園・入園式 ちづ保育園 議　員

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

鳥取県立智頭農林高等学校入学式 同校体育館 議　長

ちづ保育園竣工式 ちづ保育園 議　員

桜caféフェスティバル 千代川河畔 議長･議員

29.04.10 智頭小学校･智頭中学校入学式 各校体育館 議　員

29.04.15 埋蔵文化財センター開所式 土師地区公民館 議　員

那岐山山開き安全祈願祭 那岐神社 議長・議員

総務常任委員会 委員会室 全委員

29.4.21 智頭町民生児童委員協議会総会 ひだまりホール 議　長

29.04.25 民生常任委員会 委員会室 全委員・議長

29.05.01 鳥取県東部広域行政管理組合・議会運営委員会 鳥取市役所 議　長

民生常任委員会 議員控室 全委員・議長

総務常任委員会 委員会室 全委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

智頭町土地開発公社・理事会 委員会室
正副議長
議員２名

鳥取県東部広域行政管理組合議会・臨時会 鳥取市 議　長

町保小中高ＰＴＡ連合会・総会 総合センター
議　長

各委員長

29.05.16 東部町議会議長会 鳥取市 議　長

29.05.17 議会報告会①
山郷・富沢地区

公民館
全議員

29.03.01

29.04.07

29.04.08

29.04.17

29.05.09

29.05.15
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議会報告会②
総合ｾﾝﾀｰ

那岐地区公民館
全議員

福岡県糸島市議会視察受入 第一会議室 議　長

29.05.19 議会報告会③
山形第一・土師

地区公民館
全議員

29.05.20 智頭小学校春季運動会 同校グラウンド 議　員

29.05.22 総務常任委員会 委員会室 全委員

29.05.25 八頭郡身体障害者福祉協会総会 ひだまりホール 議　長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

議会運営委員会 委員会室 全委員・議長

29.05.31～06.01 町村議会議長・副議長研修会他 東京 正副議長

29.06.18 東部地区消防操法大会 八東小学校 議　長

29.06.23 議会広報常任委員会 委員会室 全委員

29.06.27 鳥取県町村議会議長会定期総会 日吉津村「うなばら荘」 議　長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

29.06.30 議会広報常任委員会 委員会室 全委員

29.07.02 智頭町戦没者慰霊祭 ひだまりホール 議長、議員

原水爆禁止国民平和大行進 役場前 議　長

宮城県松島町視察受入 第一会議室 議　長

29.07.12 岩手県遠野市行政視察受入 第一会議室 議　長

29.07.14 滋賀県波賀町視察受入 第一会議室 議　長

土地開発公社臨時理事会 委員会室
正副議長

総務・民生委員
長

民生常任委員会 委員会室 全委員・議長

29.07.20 農業委員会総会 第一会議室 議　長

29.07.22 部落解放智頭町女性研究集会 総合センター 議長、議員

29.07.25 議員懇談会 委員会室 新議員

29.07.28 韓国楊口郡青少年交流事業歓迎晩餐会 西粟倉村
議　長

総務委員長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

東部議長会 鳥取市 議　長

29.08.02 反核・平和の日リレー 役場前 議　長

29.08.03 宮城県涌谷町視察受入 第一会議室 議　長

総務常任委員会 委員会室 全委員

長野県飯田市視察受入 第一会議室 議　長

29.08.08 兵庫県・鳥取県・岡山県五町村県境圏域議員連盟理事会 美作市 正副議長

29.08.17 智頭線利用促進協議会総会 佐用町 議　長

29.05.18

29.05.30

29.06.28

29.07.11

29.07.19

29.08.01

29.08.04



年月日 行　事　名 開催場所 出席者

平成２９年　議長等の動静について

29.08.21

民生常任委員会 委員会室 全委員・議長

29.08.24 鳥取県町村議会広報研修会 湯梨浜町 全委員

総務常任委員会 委員会室 全委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

29.08.30 議会広報常任委員会 委員会室 全委員

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

議会運営委員会 委員会室 全委員・議長

29.09.29 町村議会広報研修会 東京都 正副委員長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

民生常任委員会 議員控室 全委員

総務常任委員会 委員会室 全委員

29.10.12 東部広域行政管理組合議会・議運 鳥取市役所 議　長

議会全員協議会 議員控室 全議員

議会運営委員会 委員会室 全委員・議長

東部町議会議長会議員研修会 八頭町 全議員

29.10.14 日本森林林業振興会会長　沼田正俊氏との会食 町内 議　長

29.10.15 智頭町森林組合設立40周年記念講演会・表彰式 総合センター 議　長

29.10.19

八頭環境施設組合議会・全協・定例会 鳥取市役所 議　長

29.10.21 ほのぼのフェスタ ひだまりホール 議長、議員

29.10.26 長野県議会視察受入 第一会議室 議　長

29.10.27 民生常任委員会視察研修 西脇市 全委員

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

甲府市議会視察受入 第一会議室 議　長

29.11.01～02 町村監査委員全国研修会 東京都 議選監査委員

29.11.03 智頭町表彰式 総合センター 議長・議員

29.11.13 鳥取県町村議会女性議員懇談会総会・研修会 倉吉市 議　員

29.11.14 大分県宇佐市

29.11.15 熊本県小国町

29.11.16 埼玉県飯能市議会視察受入 第一会議室 議　長

福岡県・岡山県 議　長

29.08.22

29.08.28

29.09.01

29.10.31

輝くまちづくり調査特別委員会視察研修 全議員

鳥取県東部広域行政管理組合議会
総務消防委員会・福祉環境委員会視察

鳥取市 議　長

29.10.05

29.10.13

鳥取県東部広域行政管理組合議会・定例会

29.10.02

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

29.10.04 東部広域行政管理組合議会
福祉環境委員会　管内視察・委員会構成協議

鳥取市役所 議　長

29.10.20
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鳥取県町村監査委員研修会 倉吉市 議選監査委員

議会運営委員会 委員会室 全委員・議長

29.11.20 地方自治法施行70周年記念式典 東京都 議　長

29.11.21 鳥取県選出国会議員との懇談会 東京都 議　長

29.11.22 町村議会議長全国大会 東京都 議　長

29.11.24 鳥取県町村議会議員研修会 湯梨浜町 全議員

29.11.29 鳥取県後期高齢者医療広域連合議会・定例会 湯梨浜町 副議長

議会運営委員会 委員会室 全委員・議長

委員長会 正副議長室
正副議長
各委員長

連携中枢都市圏形成シンポジウム 鳥取市 議長、議員

29.12.05 智頭町保小中高PTA連合会「教育を語る会」 総合センター
正副議長

総務委員長

29.12.07 百人委員会企画提案会（学生の部） 総合センター 議長、議員

29.12.17 那岐地区消防団拠点施設等引渡式 旧那岐地区公民館跡地 議長、議員１名

29.12.18 総務常任委員会視察研修（尾道空き家再生プロジェクト） 広島県尾道市 総務常任委員

29.12.01

29.11.17


