2015年活動報告
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岐 阜 県 議 会 議 員 とし て の 歩 み

現 場 に 足 を 運 び 、皆 さ ん と 共 に 課 題 に 向 き 合 い 、共 に 汗 を 流 し 歩 ま せ て 頂 い た 8 ヶ月 。
11日 岐阜県議会各種議員連盟 総会
15日 山県市老人クラブ連合会 総会・山県市観光協会 総会
花フェスタ2015ぎふ レセプション
16日 花フェスタ2015ぎふ 開会式
高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 開会式
17日 山県市母子寡婦福祉会 通常総会
24日 桜尾小学校区グランドゴルフ大会
国指定重要文化財白山神社防災訓練
26日 岐阜県議会土木委員会県内視察 中濃・東濃地域
29日 岐阜土木事務所山県市内管内視察
30日 山県市青少年育成市民会議 総会
31日 第13回山県市消防操法大会

月

May

31日

第13回山県市消防操法大会

6月

1日
2日

June

28日

第65回社会を明るくする運動

推進式典

7月

3日
4日
12日
17日
21日
23日
24日
28日
29日

1-3日
6日
8日
9日

July

14日
21日
22日
24日
29日
31日
31日

ぎふ国道256号整備促進期成同盟会

8月
August

2日

定期総会

2日

6日
8日
14日
23日

第7回伊自良夏まつり花火大会

24日
27日
28日
29日

第70回全国レクリエーション大会in岐阜実行委員会 設立総会
富岡地区東海環状自動車道建設促進委員会 定期総会
山県地区交通安全協会 定期総会
岐阜県東海北陸自動車道建設連絡協議会 定期総会
リニア中央新幹線建設促進期成同盟会 総会
第13回山県市猟友会 通常総会
岐阜圏域行政懇談会
山県市少年の主張大会・花フェスタ2015ぎふ 閉会式
第3回岐阜県議会定例会 開会
第3回岐阜県議会定例会 議案説明会
第65回社会を明るくする運動 推進式典
山県市東海環状自動車道建設促進期成同盟会 総会

第3回岐阜県議会定例会 一般質問
第3回岐阜県議会定例会 土木委員会
第3回岐阜県議会定例会 地方創生対策特別委員会
第3回岐阜県議会定例会 閉会
東海環状自動車道西回りルート建設事業説明会及び建設促進大会
岐阜県議会土木委員会県内視察：西濃地域
第1回新任議員県内視察：飛騨地域
主要地方道関・本巣線整備促進期成同盟会 定期総会
第1回県営公園指定管理者評価員会議
東海環状自動車道建設促進岐阜県西部協議会 総会
石田川改修促進期成同盟会 定期総会
ぎふ国道256号整備促進期成同盟会 定期総会

高富地区ラジオ体操みんなの体操会・歩け歩け大会
第64回岐阜県消防操法大会
第7回伊自良夏まつり花火大会
第2回新任議員県内視察：西濃地域
第12回高富ふれあい夏まつり
北武芸夕涼み会夏祭り
第４回すいげん祭り
第33回秋季一般男子C級岐阜県ソフトボール大会
竹灯籠あかりフェスタ
岐阜県議会土木委員会県内視察：中濃北地域
岐阜県議会土木委員会県内視察：飛騨地域
第8回みやま川祭り・世界農業遺産国際シンポジウム
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2日
7日
11日
13日
14日
17日
18日

月

September

30日

第4回岐阜県議会定例会

一般質問
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1-2日 第4回岐阜県議会定例会 一般質問
4日
山県市ふるさと栗祭り2015
5日
第4回岐阜県議会定例会 土木委員会・林業団体と岐阜県議会議員との懇談会
7日
第4回岐阜県議会定例会 地方創生対策特別委員会
8日
第4回岐阜県議会定例会 閉会
10-11日 第39回全国育樹祭・第39回全国育樹祭懇談会
15日 第3回新任議員県内視察：岐阜・各務原地域
17日 第10回岐阜ブロック中学軟式野球大会・神宮大宮頒布式支部総会
23日 岐阜県戦没者追悼式
25日 第1回山県市民スポーツ大会・総合開会式・桜尾地区戦没者慰霊祭
27-29日 岐阜県議会土木委員会県外視察：広島・岡山・兵庫
30日 岐阜県退職公務員連盟山県支部大会

月

October

4日

山県市ふるさと栗祭り2015

11月

1日
3日
6日
7日
9日
14日
15日

November

7日 第11回あかりのファンタジーinみやま 点灯式

12月

第5回岐阜県議会定例会

16日
21日
23日
29日

1日
2日

December

1日

初登壇

主要地方道岐阜美山線整備促進期成同盟会 通常総会
鳥羽川改修規制同盟会定期総会
美山中学校運動会
第1回山県市民スポーツ大会・岐阜県立岐阜総合学園高等学校同窓会総会
第31回全国選抜ゲートボール大会岐阜地区予選会
第4回岐阜県議会定例会 開会
第4回岐阜県議会定例会 議案説明会
秋の全国交通安全運動街頭指導・高富中学校運動会
20日 桜尾小学校運動会・桜尾校区市民運動会
23日 清流の国ぎふレクリエーションフェスティバル2015開会式
ぎふ清流文化プラザオープニングセレモニー
30日 第4回岐阜県議会定例会 一般質問 初登壇

開会

9-11日
14日
18日
19日
21日
28日
29-30日

岐阜地区身体障害者体育大会・第13回やまがた社会福祉大会
第15回岐阜北部地区少年・少女空手道大会
山県市戦没者追悼式
第11回あかりのファンタジーinみやま 点灯式
山県市功労者表彰式
第3回家族の絆エッセイ表彰式
第17回あしたの会自然の家感謝祭
山県市青少年育成推進大会・PTA連合会研修大会
岐阜圏域県議員団の知事要望に係る市町長との意見交換会
第34回八校下学童軟式野球交流大会
第2回連柿郷ふれあい秋まつり2015
第5回軽トラ朝市・山県市消防団林野火災合同消防演習

第5回岐阜県議会定例会 開会
岐阜圏域議員団の知事への要望活動
第5回岐阜県議会定例会議案説明会
中小企業・小規模企業振興に関する条例検討会
障害者の差別解消に向けた条例検討会
第5回岐阜県議会定例会 一般質問
第5回岐阜県議会定例会 土木委員会
第5回岐阜県議会定例会 地方創生対策特別委員会
高富中学校大音楽フェスタ
第5回岐阜県議会定例会 閉会
山県市消防団年末夜警激励
山県市消防団年末夜警・白山神社年末夜警に伴う激励

出席させて頂きました行事や活動の一部を記載させて頂いています。お声がけを頂き出席させて頂きながら記載できていない行事も数多くありますので心からお詫びを申し上げます。お声がけを頂きました行事や集会、相談・要望事項にはできる限り出席させて頂きますのでお気軽にお声がけ下さい。

