
日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（水）

新採用職員辞令交付式 市役所大会議室

部課長辞令交付式・訓示 市役所１０１会議室

小中学校教職員辞令交付式 市民プラザ

施設職員への新年度訓示 ガス水道局等施設

２日（木）

消防職員への新年度訓示 消防署

３日（金）

にしやま保育園入園式 にしやま保育園

４日（土）

新潟岡本硝子株式会社創立十周年記念式典 市内旅館

５日（日）

柏崎茶の湯同人会　第57回早春茶会 木村茶道美術館

「緑の募金」街頭募金 フォンジェ前

６日（月）

新採用職員研修講話 市役所大会議室

柏崎市刈羽郡介護認定審査会全体会（委嘱状交付式） 柏崎市元気館

７日（火）

新潟県庁挨拶まわり 新潟県庁

８日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

人権擁護委員の感謝状贈呈、委嘱状交付 市役所応接室

新潟産業大学・新潟工科大学合同新入生歓迎会 市民プラザ

９日（木）
国立病院機構新潟病院附属看護学校　平成２７年度入学
式

立病院機構新潟病院附属
看護学校

１０日（金）

株式会社ブルボン新本社屋竣工披露宴
株式会社ブルボン新本社
屋

１３日（月）

ＦＭピッカラ４月放送分収録 市役所応接室

１４日（火）

新潟県市長会総会 新潟県自治会館

平成２７年４月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１６日（木）

省庁等関係機関　訪問 東京都内

１７日（金）

柏崎青年工業クラブ　平成２７年度総会・懇親会 市内旅館

２０日（月）
株式会社集客創造研究所　所長　牧村真史　様（シティ
セールス外部アドバイザー委嘱状交付）

市役所応接室

 
　　　シティセールス外部アドバイザーにご就任
　　　いただく株式会社集客創造研究所　所長
　　　牧村真史　様に委嘱状をお渡しいたしました。

２１日（火）

鵜川右岸第２雨水ポンプ場起動式
柳橋町地内　鵜川右岸第
２雨水ポンプ場

　　　浸水被害の低減・解消を図るための
　　　鵜川右岸第２雨水ポンプ場が完成し、
　　　起動式が行われ、起動ボタンを押し
　　　てまいりました。

２２日（水）

柏崎市健康推進員協議会総会 産業文化会館

２３日（木）

柏崎市高齢者運動サポーター協議会総会 市民プラザ

　　　柏崎市高齢者運動サポーター協議会総会に
　　　出席してまいりました。
　　　総会では、普及に取り組まれている
　　　転倒予防体操（コツコツ貯筋体操）を、出席
　　　者の皆様としてきました。

２４日（金）

出張：関係団体訪問 東京都内

２６日（日）

柏崎市身体障害者福祉協会総会 総合福祉センター

２９日（水）

上越市合併10周年記念式典 上越文化会館

妙高市10周年記念式典 妙高市文化ホール

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（金）

市議会議員との面識会 市役所大会議室

ＦＭピッカラ５月放送分収録 市役所応接室

３日（日・祝）

新成人フェスティバル２０１５ 文化会館アルフォーレ

　
　　　　新成人フェスティバルが、文化会館
　　　アルフォーレで行われました。
　　　　新成人７７３人が、スーツ・振り袖姿
　　　などで出席されていました。
　

８日（金）

ぎおん柏崎まつり協賛会　総会 柏崎商工会議所

７日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

ぎおん柏崎まつり協賛会　総会 柏崎商工会議所

１０日（日）

第20回 荒浜いわしまつり 荒浜漁港広場

　
　　　今年で２０回目となる、
　　　荒浜いわしまつりに
　　　参加いたしました。
　　　当日は、浜汁や浜焼きが
　　　ふるまわれ、多くの皆様が
　　　楽しんでおりました。
　

高齢者叙勲伝達 受章者　宅

１１日（月）

「春の全国交通安全運動」早朝街頭立哨 日吉町交差点

柏崎刈羽農地協議会　第57回通常総会・懇談会 市内料理店

１２日（火）

平成２７年度柏崎刈羽地区保護司会総会 総合福祉センター

柏崎厚生病院「柏崎晴風会」総会懇親会 市内料理店

平成２７年５月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１３日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

平成27年度柏崎人権擁護委員協議会総会 新潟地方法務局柏崎支局

柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会
平成27年度第1回定例会

柏崎原子力広報センター

１４日（木）～１５日（金）

北信越市長会総会 石川県白山市

　　《１４日》拉致被害者関係都市連絡会議

　　《１５日》第７２回北陸新幹線関係都市連絡協議会

１６日（土）

第54回高柳町商工会通常総会・懇親会～懇談会 市内料理店

１７日（日）

第１５回柏崎潮風マラソン
みなとまち海浜公園・上米
山コミュニティセンター

１８日（月）
上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会 平成２７年度
総会

新潟県自治会館別館

１９日（火）

（一社）柏崎観光協会社員総会及び設立祝賀会 市内旅館

２０日（水）

柏崎市交通安全対策会議 市役所大会議室

２１日（木）

柏崎市歯科保健推進会議 市役所会議室

第１回　柏崎市新庁舎建設検討委員会 市役所大会議室

平成２７年度柏崎市コミュニティ推進協議会　第１回会長
会議懇親会

市内料理店

柏崎信用金庫本店「しんきん会」定時総会懇親会 市内料理店

２２日（金）

随時会議 市役所議場

柏崎職安管内雇用促進協議会通常総会及び懇親会 柏崎商工会議所

２３日（土）

柏崎刈羽地区更生保護女性会結成６０周年記念式典 市内旅館

㈱小田　創立１００周年祝賀会 市内旅館

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２４日（日）

八石山山開き・安全祈願祭（南条コース）
南条・追田林道入口駐車
場

　　　八石山南条コースの山開き・安全祈願祭に
　　参加して参りました。
　　　多くの皆様と共に、今シーズンの幕開けを
　　祝い、山の安全を祈願いたしました。

長岡市合併10周年記念式典「市民のつどい（記念式典・記
念講演）」

アオーレ長岡

２５日（月）

第１回総合計画審議会及び総合戦略策定委員会 市民プラザ

　　　　これからの柏崎の将来ビジョンとなる、
　　　「第５次総合計画」の策定にあたり、市民の
　　皆様から意見を伺うため、審議会・分科会の
　　初の合同会議を開催いたしました。
　　　引き続き、今年10月を目途に策定する
　　「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定
　　委員会を開催しました。

叙勲受章祝賀会 市内旅館

２６日（火）

柏崎地域土地開発公社　理事会 議会第一委員会室

春日第２地区湛水防除対策協議会　第２２回通常総会 市役所３０２会議室

２７日（水）

出張：新潟県庁関係部署訪問 新潟県庁

２８日（木）
出張：全国原子力発電所所在市町村協議会　総会、省庁
等関係機関　訪問

東京都内

２９日（金）

柏崎警察署地区交通安全対策連絡協議会総会 柏崎地区交通安全協会

柏崎警察署地区防犯連合会総会 柏崎警察署

新潟産業大学理事会 新潟産業大学

平成２７年度柏崎地域農業振興協議会総会・懇親会
ワークプラザ柏崎、市内料
理店

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
３０日（土）

2015かしわざき風の陣（市民芸能祭）開会式あいさつ
みなとまち海浜公園　夕
陽のドーム

　　　今年で22回目を迎えた、柏崎の
　　夏の観光シーズンの幕開けを告げる
　　イベント「かしわざき風の陣」が30日、
　　31日の2日間にわたって開催されました。

柏崎市小中学校ＰＴＡ連合会設立６０周年・事務局独立２０
周年記念式典・祝賀会

産業文化会館

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
　５日（金）

６月定例会議（初日） 議場

　７日（日）

米山山開き・安全祈願祭（大平コース） JR米山駅

カンタータ「美しい星のための」公演・打上げ 文化会館アルフォーレ

　　　カンタータ「美しい星のための～柏崎市に
　　　よせて～」が２５年ぶりに再演されました。
　　　「美しい星のための合唱団」の素晴らしい
　　　歌声と、作曲を手掛けられた、かしわざき
　　　大使でいらっしゃる池辺晋一郎さんの指揮
　　　のもと、美しい演奏に感動してまいりました。

１１日（木）

６月定例会議（一般質問） 議場

１２日（金）

６月定例会議（一般質問） 議場

１３日（土）
重要無形文化財「雅楽」宮内庁式部職楽部　弥彦特別
公演

弥彦総合文化会館

１４日（日）

柏崎市戦没者追悼式 産業文化会館

１５日（月）

６月定例会議（一般質問） 議場

１７日（水）

新潟県文化振興財団　平成27年度第1回評議員会 新潟市　白山会館

第２回総合計画審議会及び総合戦略策定委員会 第二分館302会議室

柏崎あきんど協議会　理事・評議員会（総会）及び懇
親会

柏崎商工会議所

１９日（金）

平成27年度　担い手農業者交流会 メトロポリタン松島

平成２７年６月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２２日（月）

国道８号柏崎バイパス本体工事（函渠部）の安全祈願
祭

柏崎バイパストンネル
工事用道路内（柏崎市
元城町）

　　　国道８号柏崎バイパス
　　　柏崎トンネル工事の
　　　安全祈願祭に出席し、
　　　無事故・無災害での
　　　工事完成を祈念して
　　　まいりました。

柏崎商工会議所　第１２２回通常議員総会 柏崎商工会議所

柏崎技術開発振興協会　評議員・理事合同会議 メトロポリタン松島

２３日（火）

６月定例会議（最終日） 議場

永年勤続議員表彰祝賀会 市内料理店

２９日（月）

平成２７年度柏崎港整備・利用促進協議会通常総会 市内旅館

３０日（火）
平成27年度国道８号柏崎バイパス事業促進協議会総
会

本庁4階大会議室

戦没者遺児の集い 岬ひとひら

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（水）

柏崎市功労者表彰式 市内旅館

　
　　　７月１日の市制
　　　施行日に、様々な
　　　分野において、
　　　当市市勢発展の
　　　ためにご尽力いた
　　　だきました皆様の
　　　功績を称え、表彰
　　　を行いました。

鵜川改修事業促進対策協議会・鯖石川別山川改修促進
期成同盟会　総決起集会

柏崎市文化会館アル
フォーレ

東中学校区　地域懇談会
北鯖石地区コミュニ
ティセンター

２日（木）

FMピッカラ　7月放送分収録 市役所応接室

柏崎刈羽地区沿岸警備協力会通常総会 柏崎警察署

鏡が沖中学校区　地域懇談会
枇杷島コミュニティセ
ンター

３日（金）

第一中学校区　地域懇談会 市民プラザ

４日（土）

第２期柏崎リーダー塾入塾式 柏崎商工会議所

柏崎刈羽地区商工業振興協議会通常総会懇親会 刈羽村内

５日（日）

海の安全祈願祭及び海水浴場合同海開き
柏崎港観光交流セン
ター夕海

６日（月）

山谷拉致問題担当大臣と面談 東京都内

　　　佐渡市長、福井県の小浜市長と
　　　共に山谷拉致問題担当大臣へ、
　　　拉致問題の全面解決や、拉致問題を
　　　風化させないための積極的な啓発
　　　活動の展開等について要望をして参
　　　りました。

北条中学校区　地域懇談会
北条コミュニティセン
ター

平成２７年７月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
７日（火）

松波保育園改築工事「安全祈願祭」 松波四丁目地内

国道８号柏崎バイパス事業　要望活動 長岡国道事務所

８日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

第三中学校区　地域懇談会
剣野コミュニティセン
ター

９日（水）

高柳中学校区　地域懇談会
高柳コミュニティセン
ター

　
　　　地域懇談会を高柳コミュニティセンターで、
　　　高柳中学校区にお住まいの皆様を対象に
　　　開催しました。
　　　当日は、市政について熱い議論が交わさ
　　　れました。

１０日（木）

瑞穂中学校区　地域懇談会
西中通コミュニティセ
ンター

１１日（土）

元議長　高橋照男様　叙勲受章祝賀会 市内旅館

１２日（日）

新潟県腎臓病患者友の会　第１４回会員家族交流会 西山ふるさと館

八坂神社　平成２７年度祇園祭例大祭 八坂神社

１３日（月）

国道８号柏崎バイパス事業要望 北陸地方整備局

JR東日本㈱新潟支社への要望活動 新潟市内

南中学校区　地域懇談会
野田コミュニティセン
ター

１４日（火）～１５日（水）

出張：省庁等関係機関訪問（要望活動等） 東京都内

　《15日》全国市長会経済委員会、全国市長会理
事・評議員合同会議

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１６日（水）

中越沖地震８周年献花式 文化会館アルフォーレ

臨時記者会見 文化会館アルフォーレ

㈱ブルボンとの災害時応援協定締結式 文化会館アルフォーレ

柏崎リトルシニア　林和男旗杯国際野球大会出場激励 市役所会議室

　
　　　７月24日から28
　　　日に宮崎県で行わ
　　　れる第６回林和男
　　　旗杯国際野球大会
　　　に出場する柏崎リ
　　　トルシニアの選手
　　　に対して、激励を
　　　しました。

１７日（金）

第１回市長と校長会との懇談会 柏崎小学校

１９日（日）

青少年の非行・被害防止全国強調月間　街頭啓発活動 駅前二丁目

第1５回どんGALA！祭り開会式 駅仲通り商店街特設会場

　
　　　柏崎に夏本番を告げるどんGALA
　　　祭りの開会式に出席しました。
　　　市内外から35チームが参加し、
　　　多くの観客を魅了する素晴らし
　　　い踊りを披露していました。

２１日（火）

第15回柏崎フロンティアパーク企業誘致推進協議会 柏崎商工会議所

２２日（水）

柏崎市地域福祉計画推進会議委員への委嘱状交付 産業文化会館

２３日（木）

北陸国道協議会総会・意見交換会・懇親会 長岡市内

２４日（金）

第46回新潟県中学校総合体育大会陸上競技大会 柏崎市陸上競技場

ぎおん柏崎まつり　マーチングパレード 市民プラザ前

ぎおん柏崎まつり　民謡街頭流し
市民プラザ前特設ス
テージ

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２５日（土）

ぎおん柏崎まつり　街頭人権啓発活動（人権啓発用
「うちわ」配布）

フォンジェ前ほか

ぎおん柏崎まつり　たる仁和賀 フォンジェ前祭り本部

２６日（日）

ぎおん柏崎まつり　海の大花火大会
みなとまち海浜公園ほ
か

２７日（月）

新潟県市長会　役員会・総会 新潟県自治会館

新潟県国民健康保険団体連合会理事会 新潟県自治会館

JA柏崎経営管理委員会会長今井長司氏の県農業協同
組合中央会・連合会長就任祝賀会

メトロポリタン松島

２８日（火）～２９日（水）

出張：省庁等関係機関訪問（要望活動等） 東京都内

３０日（木）

西山中学校区　地域懇談会 西山いきいき館

３１日（金）

柏崎市自衛隊協力会定期総会 柏崎市産業文化会館

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２日（日）

全国将棋サミット2015 山形県天童市

４日（火）

FMピッカラ　８月放送分収録 市役所応接室

第二中学校区　地域懇談会
比角コミュニティセン
ター

５日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

「まちづくり市民フォーラム～人口減少社会にどう立
ち向かうか～」

産業文化会館

　
　　　「まちづくり市民フォーラム～人口減少社
　　　会にどう立ち向かうか～」を開催しました。
　　　増田寛也氏の基調講演「人口減少社会に
　　　おける地方都市の在り方」の後、増田寛也
　　　氏、平山征夫氏を交えて、パネルディス
　　　カッション「明日の柏崎のまち・暮らし・
　　　仕事」をテーマに、持続可能なまちづく
　　　りを進めるため、議論を深めました。

６日（木）
第３１回全国小学生陸上競技交流大会出場者（出場報
告）

市役所応接室

松浜中学校区　地域懇談会
荒浜地区コミュニティ
センター

７日（金）
第23回全国中学生空手道選手権大会出場に伴う市長
表敬訪問

市役所応接室

第五中学校区　地域懇談会
南鯖石コミュニティセ
ンター

８日（土）～１６日（日）

夏季休暇

９日（日）

中国淮安市淮安区友好交流訪問団歓迎レセプション 市内旅館

１０日（月）

中国淮安市淮安区友好交流訪問団（表敬訪問） 市役所会議室

　
　　　当市と友好都市である中国淮安市淮安区の中学生
　　　友好交流訪問団の皆様から表敬訪問を受けました。

２０日（木）
新潟アルビレックスＢＣ　柏崎刈羽地区新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸ
ｽ･ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ･ｸﾗﾌﾞ後援会長（表敬訪問）

市役所応接室

これからの新潟の道づくりを考える意見交換会 新潟市内

平成２7年８月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２１日（金）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

２２日（土）

第２８回　草生水まつり 西山ふるさと公苑

２４日（月）～２５日（火）

福島県双葉郡楢葉町・双葉町・富岡町・大熊町役場視
察訪問

福島県楢葉町・いわき
市・郡山市・会津若松
市

２６日（水）
一般国道２５２、３５２、３５３号改良整備促進期成
同盟会　要望活動

新潟県庁

中越沖地震復興基金理事会 新潟県庁

柏崎刈羽原子力メンテナンス協同組合　第13回通常
総会懇親会

市内旅館

２８日（金）

新潟県市長会　役員会・総会 新潟県自治会館

移動市長室：柏崎専農経営者会議 市内料理店

柏崎市歯科医師会との懇談会 市内料理店

２９日（土）

旧満州柏崎村開拓団慰霊式典 柏崎市立博物館前広場

３１日（月）

FMピッカラ　９月放送分収録 市役所応接室

柏崎刈羽農地協議会と細田衆議院議員の地元勉強会・
懇親会

柏崎土地改良区・市内
料理店

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（火）

石油資源開発株式会社「南柏崎SK-1D号井」開坑式
石油資源開発㈱南柏崎
試掘場

自衛消防隊消防研究会 柏崎市消防本部

第３回総合計画審議会及び総合戦略策定委員会 市役所大会議室

２日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

第１０期マイスターカレッジ長期研修開講式・合同懇
親会

市民プラザ

３日（木）

柏崎市民号への参加 群馬県内及び長野県内

５日（土）

早稲田大学校友会新潟県大会懇親会 市内料理店

７日（月）
ノーマイカーウイーク・巡回バス　スタンプラリー啓
発活動

巡回バス「かざぐる
ま」

　　　ノーマイカーウィーク初日に、かざぐるまに
　　　乗車して登庁しました。路線バススタンプラ
　　　リーに参加し、ＰＲ活動を行いました。

９月定例会議（初日） 議場

９日（水）
アクアモルセーゴＦｕｓｉｏｎ　第１０回全国ビーチ
サッカー大会出場報告

市役所応接室

　　　アクアモルセーゴ
　　　Ｆｕｓｉｏｎの皆
　　　さんが、8月末に
　　　行われた北信越
　　　大会で優勝し、
　　　全国大会への出場
　　　報告を受けました。

柏崎トラック＆フィールド　ジュニア教室　全国大会
入賞報告

市役所応接室

　　　柏崎トラック＆フィ
　　　ールドジュニア教室
　　　の選手が、第31回
　　　全国小学生陸上大会
　　　に出場し、2年連続
　　　入賞の報告を受けま
　　　した。

平成２７年９月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１０日（木）

９月定例会議（一般質問） 議場

１１日（金）

９月定例会議（一般質問） 議場

１３日（日）

綾子舞現地公開・慰労会 綾子舞会館特設会場

１４日（月）

９月定例会議（一般質問） 議場

１６日（水）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

１７日（木）

叙位伝達

９月定例会議（一般質問） 議場

１８日（金）

NPO法人かしわハンズ　２０周年記念式典・祝賀会 産業文化会館

２１日（月・祝）

百歳高齢者表敬訪問 百歳以上の方のご自宅

ドナルド・キーン・センター柏崎開館2周年記念「ド
ナルド・キーン特別記念講演・公演会」

アルフォーレ

　
　　　柏崎市戦後70周年記念事業
　　　「ドナルド・キーン・センター
　　　柏崎」開館２周年記念として
　　　特別記念講演・公演会を開催
　　　いたしました。
　　　当日は、キーン先生の講演
　　　「思い出の作家たち」、綾子舞
　　　公演などが行われました。

２４日（木）

秋の全国交通安全運動に伴う早朝街頭立哨
柏崎警察署・日吉町交
差点

２５日（金）

９月定例会議 議場

中華人民共和国成立６６周年記念レセプション 新潟市内

２６日（土）

高田竹灯り 高田コミセン・飯塚邸

２７日（日）

第25回トライウォーク＆こどもフェスタ
大洲コミュニティセン
ター前

２８日（月）

柏専学院理事会 新潟産業大学

２９日（火）

新潟工科大学理事会・評議会 新潟工科大学

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
３０日（水）

第二次成人式 文化会館アルフォーレ

柏崎シティセールス推進協議会　第2回会議 市民プラザ

柏崎商工会議所　正・副会頭と市長・副市長との懇
談・懇親会

市内旅館

柏崎市総務課作成


