
年月日 行　事　名 開催場所 出席者

平成30年智頭町成人式 総合センター 全議員

智頭町友会・総会 全議員

30.1.14 富沢地区新春講演会 富沢公民館 議　長

30.1.19 八頭環境施設組合　平成30年第118回組合議会臨時会 鳥取市役所 議　長

30.1．22 鳥取因幡・北但西部議長会 岩美町役場 議　長

30.1.25 兵庫県・鳥取県・岡山県五市町村県境圏域議員連盟　総会、他 宍粟市防災センター 全議員

30.1.26 総務常任委員会視察研修（給食交流会） 智頭小学校 全委員

30.2.1 東部広域行政管理組合議会運営委員会 鳥取市役所 議　長

30.2.2 後期高齢者医療広域連合議会定例会 湯梨浜町役場 副議長

30.2.8 東部広域行政管理組合議会定例会(～9日) 鳥取市役所 議　長

30.2.10 ちづ保育園発表会 ちづ保育園 議　員

30.2.10 因幡地区郵便局長会通常総会懇親会 白兎会館 議　長

30.2.11 家庭教育講演会 総合センター 議　員

30.2.11 認知症予防研修会 ほのぼの 議　員

鳥取県町村議会議長会　定期総会（２月期） ホテルモナーク鳥取 議　長

鳥取県町村議会議長会　自治功労者表彰式 ホテルモナーク鳥取 議長、議員１名

30.2.17 公明党「新春の集い」 白兎会館 議長・副議長

30.2.18 那岐のつどい 那岐地区公民館 議　長

30.2.25 第４５回部落解放智頭町研究集会 総合センター 議　員

30.3.4 日本１／０村おこし運動活動発表会 総合センター 議　員

30.03.09 智頭中学校卒業証書授与式 同校体育館 議長、議員

30.03.17 第２回智頭病院を語る会 智頭病院 議　員

木育キャラバン ほのぼの 議　員

「あまつぼし」出発式 智頭急行 議　員

智頭小学校卒業証書授与式 同校体育館 議長、議員

議会全員協議会 議員控室 全議員

民生常任委員会・視察
ちづDeer's

しいたけハウス
全委員

30.03.24 ちづ保育園卒園式 ちづ保育園 議長、議員

30.03.26 議会広報常任委員会 委員会室 全委員

30.03.27 同和問題調査特別委員会・視察 岡山市 議員１１名

牛肉解体処理施設（ちづDeer's）竣工式 ちづDeer's 議　員

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

30.03.29 委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

30.3.下旬
   ～4.上旬

智頭町営火葬場説明会（６地区） 各地区公民館 議員

30.04.01 鳥取市中核市移行式典 鳥取市役所 議　長

30.04.07 桜caféフェスティバル 千代川河畔 議　員

30.04.09 智頭農林高等学校入学式 同校体育館 議　長

30.1.7

30.2.16

30.03.18

30.03.20

30.03.28

平成３０年　議長等の動静について
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平成３０年　議長等の動静について

30.04.10 智頭小学校、智頭中学校入学式 各校体育館 議長、議員

議会運営委員会 委員会室 全委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

30.04.14 智頭町歴史資料館オープン一周年記念式 旧土師小学校 議　員

民生常任委員会 委員会室 全委員

総務常任委員会 委員会室 全委員

智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 議員控室 小委員会委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

那岐山安全祈願祭 那岐神社 議　員

智頭町森林セラピー推進協議会総会 ほのぼの 議　員

委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

智頭町営火葬場調査特別委員会・視察 琴浦町・美作市 全委員

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

30.05.02 鳥取県東部広域行政管理組合・福祉環境委員会 鳥取市役所 議　長

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

智頭町営火葬場調査特別委員会・調査 智頭町内 小委員会委員

市瀬防災対策工事・現地視察 智頭町内 全議員

30.05.09 智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 議員控室 小委員会委員

30.05.10 鳥取県東部広域行政管理組合議会・議運 鳥取市役所 議　長

30.05.11 智頭町土地開発公社・理事会 委員会室 正副議長、議員２名

民生常任委員会 委員会室 全委員

智頭町保小中高ＰＴＡ連合会定期総会 総合センター 正副議長・各委員長

総務常任委員会、現地視察
委員会室、

育みの郷予定地
全委員

議会運営委員会 委員会室 全委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

30.05.17 鳥取県町村議会議長会　新議員・新局長・職員研修会 ｾﾝﾄﾊﾟﾚｽ倉吉 新議員・局長・書記

30.05.18 議会運営委員会・視察 日南町議会 全委員、議長

30.05.19 智頭小学校春季運動会 智頭小学校 議　員

30.05.21 鳥取県東部広域行政管理組合議会・臨時会 鳥取市役所 議　長

八頭郡身体障害者福祉協会総会 若桜町 議　長

智頭町観光協会総会 智頭町総合ｾﾝﾀｰ 議　員

議会報告会①（山郷・富沢） 各地区公民館 議員１１名

智頭町畜産共進会 町民グランド 民生常任委員

議会報告会②（智頭・那岐） 各地区公民館 議員１１名

30.05.25 議会報告会③（山形・土師） 各地区公民館 議員１０名

30.05.28～29 全国町村議会議長・副議長研修会 東京 正副議長

30.05.24

30.05.01

30.05.07

30.05.14

30.04.11

30.04.16

30.04.20

30.04.27

30.05.15

30.05.23
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委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

智頭町営火葬場調査特別委員会・視察 真庭市 委員１１名

麒麟のまち創生戦略会議 ホテルモナーク 議　長

30.06.03 智頭町民体育祭 智頭町民運動場 議　員

30.06.04 智頭町営火葬場調査特別委員会・調査 下町公民館 小委員会委員

30.06.05 智頭町営火葬場調査特別委員会・調査 鳥巣公民館 小委員会委員

議会運営委員会 委員会室 全委員

議会全員協議会 議員控室 全議員

智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 議員控室 小委員会委員

30.06.10 智頭町水防訓練 旧山郷小学校 議長、議員

議会全員協議会 議員控室 議員１１名

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 議員１１名

30.06.17 鳥取県東部地区消防ポンプ操法大会 若桜町 議　長

30.06.25 鳥取県町村議会議長会・定期総会 米子市 議　長

30.06.27 委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

30.06.28 鳥取県東部広域行政管理組合議会・議運 鳥取市役所 議　長

30.06.28～29 部落解放・人権 西日本夏期講座 米子市 全議員

30.06.30 重要文化的景観選定記念シンポジウム 智頭町総合ｾﾝﾀｰ 議　員

30.07.02 総務常任委員会・視察 倉吉市 全委員

議会広報常任委員会 委員会室 全委員、議長

智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 委員会室 小委員会委員

議会広報常任委員会 委員会室 全委員、議長

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

議会広報常任委員会 委員会室 全委員

鳥取県東部広域行政管理組合議会・臨時会 鳥取市役所 議　長

議会運営委員会 委員会室 全委員、議長

全員協議会 議員控室 全議員

智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 委員会室 小委員会委員

原水爆禁止国民平和大行進 役場玄関前 議　長

民生常任委員会・視察 町内災害現場 全委員

総務常任委員会 委員会室 全委員

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

智頭町土地開発公社・理事会 委員会室
正副議長

総務・民生委員長

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 委員11名

30.07.19 民生常任委員会 委員会室 全委員

30.07.19～20 全国森林環境税創設促進議員連盟・定期総会 埼玉県秩父市 議　長

30.07.20 鳥取県東部町議会議長会 鳥取市 議　長

30.07.22 三県境地域創生会議・特別講演会 佐用町 議長、議員

30.05.31

30.06.07

30.06.12

30.07.09

30.07.10

30.07.11

30.07.17

30.07.18

30.07.03

30.07.06

3



年月日 行　事　名 開催場所 出席者
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30.07.28 鳥取砂丘コナン空港グランドオープン記念式典 同空港 議　長

30.07.30 委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

岩手県陸前高田市議会議員視察受入（山村再生課対応） 委員会室 議　長

火葬場調査説明会（山郷・那岐地区） 地区公民館 全委員

30.08.01 反核・平和の火リレー 役場玄関前 議長、議員

民生常任委員会 委員会室 全委員

岩美町正副議長着任挨拶 正副議長室 議長、副議長

火葬場調査説明会（智頭・土師地区） 地区公民館 全委員

30.08.03 総務常任委員会 委員会室 全委員

30.08.04 火葬場調査説明会（山形・富沢地区） 地区公民館 全委員

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

鳥取県町村議会広報研修会 渓泉閣 全委員、議長

伯耆国｢大山開山１３００年祭｣記念式典 米子市 副議長

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 委員11名

智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 委員会室 小委員会委員

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 全委員

全員協議会 議員控室 全議員

奈義町・智頭町議会議員交流会 役場会議室 全議員

30.08.20 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 全委員、議長

全員協議会 議員控室 全議員

総務常任委員会 ほのぼの/委員会室 全委員

30.08.22 広島県安芸高田市議会常任委員会視察受入（企画課対応） 役場会議室 議　長

智頭町営火葬場調査特別委員会・小委員会 委員会室 小委員会委員

智頭町営火葬場調査特別委員会 議員控室 委員11名

30.08.28 鳥取県東部町議会議長会 鳥取市 議　長

30.08.30 議会運営委員会 委員会室 全委員、議長

30.08.31 委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

30.09.02 各地区運動会 町内５地区 議長、議員

30.09.08 智頭中学校運動会 智頭中学校 議長、議員

30.09.16 智頭地区運動会 町民運動場 議長、議員

30.09.17 新図書館住民ワークショップ 総合センター 議　員

心和苑敬老祝賀会 ほのぼの 民生委員長

全員協議会 議員控室 全議員

30.09.25 智頭町表彰審査委員会 役場ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 正副議長

30.09.26 智頭町老人スポーツ大会 勤労者体育館 議長、民生副委員長

30.09.27 議会広報常任委員会 委員会室 全委員、議長

30.09.28 委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

30.10.03 議会広報常任委員会 委員会室 全委員、議長

30.08.17

30.08.21

30.08.27

30.09.21

30.07.31

30.08.02

30.08.07

30.08.09
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民生常任委員会 委員会室 全委員

総務常任委員会 委員会室 全委員

議会広報常任委員会 委員会室 全委員、議長

鳥取県東部町議会議長会・議員研修会 八頭町船岡 議員１１名

広島県安芸太田町議会・視察受入（山村再生課・福祉課対応） ほのぼの会議室 ―

東京鳥取県人会・総会 東京 議　長

新図書館住民ワークショップ 総合センター 議　員

鳥取県東部広域行政管理組合議会・議運 鳥取市役所 議　長

全国町村議会広報研修会 東京 委員２名

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

30.10.12 部落問題講演会 ひばり荘 議　員

30.10.16～17 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

30.10.18 八頭郡身体障害者家族親善体育大会 勤労者体育館 議　長

30.10.20 ほのぼのフェスタ ほのぼの 議長、議員

島根県海士町議会・視察受入（議会、企画課、教育課対応） 役場会議室 正副議長、議運副委員長

全員協議会 議員控室 議員１０名

島根県海士町議会議員との交流会 林新館 議員１０名

30.10.26 民生常任委員会・視察研修 奈良県生駒市 全委員

30.10.27 水害・土砂災害に関するシンポジウム 県民ふれあい会館 正副議長

30.10.29 山口県柳井市議会・視察受入（企画課対応） 役場会議室 議　長

30.10.30 委員長会 正副議長室 正副議長、各委員長

30.11.01 鹿児島県さつま町議会・視察受入（企画課対応） 役場会議室 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

智頭中学校文化祭 中学校体育館 議　員

智頭町表彰式 総合センター 議長、議員

議会運営委員会 委員会室 委員４名、議長

全員協議会 議員控室 議員１１名

30.11.07 長崎県新上五島町議会・視察受入(企画課対応） 役場会議室 ―

30.11.7～9 輝くまちづくり調査特別委員会・視察研修 東京、埼玉、神奈川 全議員

智頭町消防団総合訓練 町民運動場 全議員

久志谷・本折解放文化祭 ひばり荘 議長、議員

30.11.12 鳥取県町村議会議長会・議員研修会 三朝町 議員１１名

30.11.14 議会運営委員会 委員会室 全委員、議長

30.11.15 全国過疎地域自立促進連盟・定期総会 東京 議　長

民生常任委員会 委員会室 全委員

総務常任委員会 委員会室 全委員

人権問題講演会 総合センター 議　員

30.11.20 広島県三次市議会・視察受入（企画課対応） 委員会室 副議長

30.11.06

30.10.08

30.10.09

30.10.11

30.10.23

30.11.03

30.10.04

30.10.05

30.11.11

30.11.19
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年月日 行　事　名 開催場所 出席者

平成３０年　議長等の動静について

30.11.20～21 町村議会議長全国大会、他 東京 議　長

30.11.26 熊本県美里町議会・視察受入（福祉課対応） ほのぼの会議室 議　長

30.11.29 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

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

30.12.01 部落解放智頭町女性研究集会 総合センター 議長、議員

30.12.02 新図書館住民ワークショップ 総合センター 議　員

30.12.03 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

30.12.04 智頭町交通対策協議会・理事会 総合案内所会議室 総務委員長

30.12.05 智頭町百人委員会企画提案会 総合センター 議　員

智頭町百人委員会中学生報告会 総合センター 議　員

同和行政確認・意見交換会 総合センター 議　長

議会改革に関する調査特別委員会・小委員会 ほのぼの会議室 小委員会委員６名

議会改革に関する調査特別委員会 ほのぼの会議室 全委員

若桜町・智頭町議会議員交流会 ひだまりホール 全議員

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、議長

30.12.18

30.12.19

30.12.27

30.11.30
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