
日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
３日（月）

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

消防団長への退職辞令・任命辞令の交付 市役所応接室

　市消防団の前団長に感謝の意を込め退職辞令を、
　新団長には激励の意を込めて辞令をお渡ししました。

４日（火）

消防職員への新年度訓示 消防署

５日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

新採用職員研修講話 市役所大会議室

６日（木）

国立病院機構新潟病院附属看護学校入学式
国立病院機構新潟病院
附属看護学校

新潟産業大学附属高等学校入学式
新潟産業大学附属高等
学校

７日（金）

「春の全国交通安全運動」早朝街頭立哨
ソフィアセンター前交
差点

新潟県庁挨拶まわり 新潟県庁

８日（土）

消防署西分署　開署式 消防署西分署

　　　西港町に完成し、新たな
　　　防災拠点となる西分署の
　　　開署式、内覧会に出席し
　　　て参りました。

新潟市政令指定都市移行１０周年記念式典 新潟市民芸術文化会館

新潟県建具組合連合会　第55回定期総会 市内旅館

平成２９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
９日（日）

「緑の募金」街頭募金 ウオロク柏崎店前

１0日（月）

新潟県理容生活衛生同業組合柏崎支部通常総会 産業文化会館

内外情勢調査会長岡支部　４月支部懇談会 長岡市内

１１日（火）

人権擁護委員の感謝状贈呈、委嘱状交付 市役所応接室

１２日（水）

柏崎商工会議所女性部　ウイングス柏崎　講話 商工会議所

１３日（木）～１４日（金）

省庁等関係機関訪問 東京都内

１５日（土）
柏崎市産業文化会館リニューアルオープン記念事業
ダニエル・カール氏講演会

産業文化会館

１６日（日）

陸上自衛隊高田駐屯地創設６７周年記念行事 高田駐屯地

１８日（火）

省庁等関係機関訪問 東京都内

１９日（水）

随時会議 議場

２０日（木）
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

２１日（金）

柏崎市民生委員児童委員協議会　総会 柏崎市産業文化会館

士衛塾　空手国際大会出場者表敬訪問 市役所応接室

　　　士衛塾の３選手が、空手全国大会の報告、
　　　１０月に行われる国際大会への出場報告
　　　に訪れました。大会の様子や世界大会へ
　　　の意気込みを聞かせていただきました。

柏崎青年工業クラブ総会懇親会 市内旅館

２２日（土）

柏崎東ロータリークラブ創立５０周年記念式典 産業文化会館

中央地区定期総会・合同懇親会 中央地区コミセン

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２３日（日）

身体障害者福祉協会総会 総合福祉センター

２４日（月）

省庁等関係機関訪問 さいたま市・仙台市

２５日（火）

新採用職員研修講師(新潟県市町村総合事務組合) 上越市教育プラザ

商工会議所との定例懇談会 商工会議所

柏崎市食生活改善推進員協議会通常総会 健康管理センター

柏崎刈羽農地協議会　第59回通常総会 市内料理店

２６日（水）

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

柏崎刈羽建築組合　総会懇親会 市内旅館

２７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

　　　高齢者運動サポーター活動が始まって10周年を
　　　迎えた柏崎市高齢者運動サポーター協議会総会に
　　　出席し、一緒に体操をしてまいりました。

越後流酒造技術選手権大会表彰式 産業文化会館

２８日（金）

柏崎市健康推進員協議会総会 産業文化会館

２９日（土・祝）

第８８回柏崎地区メーデー 文化会館アルフォーレ

NPO法人チャレンジ夢クラブ総会 西山ふるさと公苑

３０日（日）

猟友会柏崎支部設立８０周年式典及び懇親会 産業文化会館

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（月）

ぎおん柏崎まつり協賛会　総会 柏崎商工会議所

２日（火）

柏崎刈羽中学校体育連盟懇親会 柏崎市産業文化会館

 ３日（水・祝）

新成人フェスティバル２０１７ 文化会館アルフォーレ

８日（月）

柏崎刈羽地区保護司会総会
柏崎市総合福祉セン
ター

柏崎エネルギーフォーラム総会懇親会 市内旅館

９日（火）

出張：全国原子力発電所所在市町村協議会総会 東京都内

１０日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

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
第１回定例会

柏崎原子力広報セン
ター

１１日（木）～１２日（金）

北信越市長会総会 糸魚川市

　《１１日》拉致被害者関係都市連絡会議

　《１２日》第７６回北陸新幹線関係都市連絡協議会

１２日（金）

柏崎ｉＴ・ソフトウェア産業協会研修会市長講演 市民プラザ

１３日（土）

柏崎・夢の森公園　開園１０周年記念イベント 柏崎・夢の森公園

　　　夢の森公園開園１０周年記念イベント
　　　「ゆめ森くるくる」のオープンニング
　　　イベントの餅まきに参加してまいり
　　　ました。

第57回高柳町商工会通常総会・懇親会 高柳産業福祉会館

柏崎塗装業組合５０周年記念式典 市内旅館

平成２９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
１４日（日）

第２２回 荒浜いわしまつり 荒浜漁港広場

NHKのど自慢 文化会館アルフォーレ

１５日（月）

商工会議所との定例懇談会 市役所応接室

新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ　前川
哲選手、前川 恒選手（表敬訪問）

市役所応接室

　　　新潟アルビレックス・ベースボール・
　　　クラブに所属する市内出身、前川哲
　　　選手、弟の前川恒選手、加藤監督ら
　　　が、佐藤池球場で開催されるプロ野
　　　球独立リーグの公式戦を前に、表敬
　　　訪問されました。
　　　活躍の思いを込めたサインボールを
　　　いただきました。

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

１６日（火）

柏崎市交通安全対策会議 市役所大会議室

１７日（水）

柏崎周辺地区国営土地改良事業推進協議会　通常総会 柏崎土地改良区

しんきん会定時総会懇親会 市内旅館

 １８日（木）～１９日（金）

出張：関係団体訪問 神戸市・京都市

２１日（日）

第１７回柏崎潮風マラソン みなとまち海浜公園

越後交通株式会社・北越後観光バス株式会社　合併記
念式典

長岡市内

新発田市新庁舎開庁・市制施行７０周年記念式典 新発田市民文化会館

２２日（月）

上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会総会 新潟市内

２3日（火）

柏崎地域農業振興協議会総会・懇親会 市役所会議室

柏崎晴風会総会懇親会 市内料理店

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２４日（水）

柏崎地域土地開発公社　平成２９年度第１回理事会 議会第一委員会室

春日第2地区湛水防除対策協議会　第25回通常総会 市役所会議室

日本風工学会・年次研究発表会・懇親会 新潟工科大学

大和町内会　市長と語る会 大和町公会堂

２５日（木）

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

電気自動車貸与式 柏崎市消防本部

　　　消防本部が借り受けることとなった電気自動車の
　　　貸与式に出席して参りました。

平成２９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

市内旅館

柏崎電気工事協同組合　第39期通常総会懇親会 市内旅館

２６日（金）

随時会議 議場

議会全員協議会 議場

第1回柏崎市総合計画審議会及び第1回柏崎市まち・
ひと・しごと創生総合戦略推進委員会

市役所会議室

ＦＭピッカラ６月放送分収録 市役所応接室

平成29年度柏崎労働基準協会定期総会懇親会 市内旅館

柏崎管工事業協同組合　通常総会 市内旅館

第17回柏崎潮風マラソン懇親会・反省会 市内旅館

２７日（土）

西山町美石地（ビーチ）クリーンデー 石地海水浴場

2017かしわざき風の陣　市民芸能祭あいさつ
みなとまち海浜公園
夕陽のドーム

２８日（日）

柏崎市消防団消防研究大会 佐藤池第４駐車場

かしわざき風の陣　神輿パレード みなとまち海浜公園

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２９日（月）

超党派・原発ゼロの会表敬訪問 市役所会議室

（一社）柏崎観光協会　定時社員総会及び懇親会 市内旅館

３１日（水）

地域経済分析システム（ＲＥＳＡＳ）活用セミナー 新潟産業大学

シンガポール女子ナショナルチーム市長表敬訪問 市役所会議室

　　　27日から8月2日の日程で水球の
　　　シンガポール女子代表チームが、
　　　柏崎アクアパークで強化合宿を行
　　　い、表敬に訪れました。

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（木）

「人権擁護委員の日」早朝啓発活動（一日人権擁護委
員）

柏崎市立北条中学校

定例記者会見 市役所大会議室

花火大会オリジナルフレーム切手贈呈式 市役所応接室

極真空手全国大会優勝者の市長表敬訪問 市役所応接室

　　　4月に行われた全日本青少年空手道選手権
　　　大会において、形競技小学３年男子の部で
　　　優勝した神田選手が報告に訪れました。

新潟県菓子工業組合　柏崎支部定期総会 市内料理店

２日（金）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

３日（土）

米山山開き・安全祈願祭（大平コース） JR米山駅

柏崎クラフトフェアｉｎみなとまち海浜公園　開会セ
レモニー

みなとまち海浜公園

４日（日）

第１回かしわざき港おさかな祭り
柏崎港観光交流セン
ター・夕海

５日（月）

６月定例会議（初日・永年勤続者表彰） 議場

永年勤続議員表彰祝賀会 市内旅館

　６日（火）～７日（水）

出張：全国市長会用務 東京都内

８日（木）

６月定例会議（一般質問） 議場

９日（金）

６月定例会議（一般質問） 議場

柏崎あきんど協議会　理事・評議員会（総会）・懇親
会

柏崎商工会議所

１０日（土）
アウトリガーカヌーチャレンジ　開催前日ウエルカム
パーティー

柏崎市産業文化会館

１２日（月）

６月定例会議（一般質問） 議場

平成２９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
１３日（火）

さざなみ学園視察 さざなみ学園

１５日（木）
セルビア共和国・モンテネグロ柏崎視察団市長表敬訪
問

市役所応接室

セルビア共和国・モンテネグロ柏崎視察団との会食 市内旅館

１６日（金）
よしやぶ川夢プラン推進委員会　環境省地域環境美化
功績者表彰受賞報告

市役所応接室

　　よしやぶ川夢プラン推進委員会が、よしやぶ川再生の
　　ための清掃、植樹活動の功績により、環境省の地域
　　環境美化功労者表彰を受章され、その受章報告に来
　　られました。

第６７回「社会を明るくする運動」柏崎刈羽地区推進
委員会

柏崎市総合福祉セン
ター

第53回北信越高等学校ハンドボール選手権大会開会
式

柏崎市総合体育館

１７日（土）
アルビレックスBC　ルートインBCリーグ公式戦試合
前挨拶・始球式

佐藤池野球場

　　　素晴らしい青空が広がる中、
　　　佐藤池球場で行われたアルビ
　　　レックスBC　ルートインBC
　　　リーグ公式戦のセレモニーで、
　　　挨拶と始球式に出席してまい
　　　りました。

第２回ぐるりん柏崎ファストラン前夜祭
市民活動センターまち
から

１９日（月）

高齢者叙勲伝達 受章者　宅

かしわざき大使 小川 麻琴 様との面談 市役所応接室

　　　かしわざき大使 小川 麻琴 様が、母校の田尻
　　　小学校で行われる「ダンスと演技のワーク
　　　ショップ」に参加されるため来柏され、表敬
　　　に訪れました。
　　　小川 麻琴 様は、8月6日に文化会館アル
　　　フォーレで公演される劇団東少ミュージカル
　　　「眠れる森の美女」で主役を演じられます。

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２０日（火）

６月定例会議（最終日） 議場

シルバー人材センター定期総会兼会員研修会 柏崎市産業文化会館

三洋物産インターナショナルライフセービングカップ
2017出場に伴う表敬訪問

市役所応接室

　　　24・25日に福岡市で開催されるライフ
　　　セービングの国際大会インターナショナ
　　　ルライフセービングカップの日本代表と
　　　して出場する高橋選手が、出場報告に
　　　訪れました。

 ２１日（水）～２２日（木）

出張：省庁等関係機関訪問・会合出席 東京都内・新潟市

　≪２１日≫機械要素技術展　市内企業激励及び新潟
県合同懇親会

東京ビッグサイト

　≪２２日≫協同組合新潟県異業種交流センター創立
３０周年記念総代交流会

新潟市内

２３日（金）

商工会議所との定例懇談会 柏崎商工会議所

２５日（日）
第５８回新潟県消防協会柏崎刈羽地区支会消防研究大
会

刈羽村生涯学習セン
ター　ラピカ

小林幸子コンサート 文化会館アルフォーレ

２６日（月）

柏崎市自衛隊協力会定期総会 文化会館アルフォーレ

柏崎商工会議所　第１２６回通常議員総会・交流懇親
会

市民プラザ

２７日（火）

株式会社カシックス 第30期定時株主総会 株式会社カシックス

柏崎技術開発振興協会 評議員・理事合同会議 市内旅館

２８日（水）
新任監査委員への選任通知の交付、退任監査委員への
お礼

市役所応接室

柏崎港整備・利用促進協議会通常総会 市内旅館

地域農業活性化に向けた意見交換会及び懇親会 市内料理店

枇杷島地区町内会長連絡会議との懇談会 市内料理店

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２９日（木）

ＦＭピッカラ７月放送分収録 市役所応接室

国道8号柏崎バイパス事業促進協議会の要望活動
北陸地方整備局　長岡
国道事務所

３０日（金）

国道8号柏崎バイパス事業促進協議会総会 市役所会議室

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　合同総決起集会

柏崎市文化会館アル
フォーレ

柏崎刈羽原子力発電所　再稼働問題に関する柏崎刈羽
市民ネットワークとの対話

かしわざき市民活動セ
ンターまちから

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（土）

柏崎市功労者表彰式 産業文化会館

柏崎リーダー塾第3期生入塾式 柏崎商工会議所

元気発信プロジェクト柏崎史上最大の福引大会初回抽
選会

フォンジェ、柏崎UI
ターン情報プラザ

　元気発信プロジェクト「柏崎で買って！
　食べて！使いましょう！」の第１回抽選
　会が行われ、当選者に商品券をお渡し
　してまりました。

柏崎リーダー塾第3期生入塾式懇親会 柏崎商工会議所

２日（日）

海の安全祈願祭及び海水浴場合同海開き 鯨波海水浴場

柏崎民謡保存会65周年記念公演 文化会館アルフォーレ

南鯖石の明日を創造する会
南鯖石コミュニティセ
ンター

４日（火）

固定資産評価審査委員　新任委員への選任通知交付 市役所応接室

５日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

担い手農業者交流会 市内旅館

南信会第３７回定時総会　市長講演・懇親会 市内旅館

６日（木）

人権擁護委員への感謝状贈呈、委嘱状交付 市役所応接室

柏崎地区広域営農団地農道整備事業推進協議会　第
30回通常総会

市役所会議室

第５４回北陸地区知的障害関係施設職員研究大会 柏崎市産業文化会館

７日（金）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

８日（土）

米山海水浴場海開き 米山海水浴場

東京柏会総会 東京都内

９日（日）

五十嵐直樹氏　叙勲受章祝賀会 市内旅館

平成２９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
１０日（月）

柏崎市交通安全対策会議 市役所会議室

柏崎市男女共同参画審議会　第1回審議会（委嘱状交
付）

市役所会議室

地域懇談会　北鯖石地区
北鯖石コミュニティセ
ンター

１１日（火）～１３日（木）

出張：全国市長会用務・福島双葉郡３町訪問 東京都内・福島県

　≪１１日～１２日≫全国市長会用務

　≪１３日≫福島双葉郡３町訪問

１４日（金）

監査委員選任通知の交付 市役所応接室

第１回　市長と校長会との懇談会 柏崎市立第三中学校

かしわざき高校生対象企業説明会（開会挨拶） 柏崎市総合体育館

新潟県行政書士会中越支部柏崎ブロック前期研修会
（講師）

柏崎エネルギーホール

新潟県中小企業家同友会　柏崎支部設立記念式典
かしわざき市民活動セ
ンターまちから

地域懇談会　別俣地区
別俣コミュニティセン
ター

１５日（土）

第1７回どんGALA!祭り　前夜祭開会式 駅仲通り会場本部

１６日（日）

中越沖地震10周年合同追悼式 文化会館アルフォーレ

中越沖地震10周年記念トークセッション
かしわざき市民活動セ
ンターまちから

中越沖地震１０周年復興記念コンサート 文化会館アルフォーレ

柏崎青年会議所創立60周年記念事業　ありがとうの
日２０１７～描いた夢を未来へとつなげる灯り～

文化会館アルフォーレ
前広場

 １７日（月・祝）

東京新潟県人会　納涼まつり 東京都内

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１８日（火）

中越大震災ネットワークおぢや総会・研修会
かしわざき市民活動セ
ンターまちから

柏崎リトルシニア　信越連盟春季大会準優勝、東海連
盟創立30周年記念全国選抜大会出場報告

市役所会議室

　柏崎リトルシニアが、７月
　22日から行われる東海連盟
　記念全国選抜野球大会と、８
　月3日から行われる日本選手
　権大会への出場報告に訪れま
　した。信越地区予選準優勝の
　報告と、大会での活躍を誓い
　ました。

中越大震災ネットワークおぢや情報交換会 シーユース雷音

１９日（水）

新潟県市長会　総会 新潟県自治会館

地域懇談会　高柳地区
高柳コミュニティセン
ター

２０日（木）～２１日（金）

出張：省庁等関係機関訪問（要望活動等） 東京都内

２４日（月）

中国峨眉山市中学生友好交流訪問団歓迎式 市役所会議室

中国峨眉山市中学生友好交流訪問団歓迎会 市内旅館

ぎおん柏崎まつり　　マーチングパレード激励 市民プラザ前

２５日（火）

シンガポール男子ナショナルチーム市長表敬訪問 市役所会議室

第1回 柏崎市地域エネルギービジョン策定委員会 市役所会議室

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（水）

ぎおん柏崎まつり海の大花火大会を見る集い 市内料理店

災害時相互応援協定自治体との会食 市内料理店

ぎおん柏崎まつり　海の大花火大会 みなとまち海浜公園

ＢＳＮ水曜見ナイト「ぎおん柏崎まつり　大花火大
会」番組出演

みなとまち海浜公園

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２７日（木）

ＣＰサッカー世界選手権　日本代表選手市長訪問 市役所応接室

　　　９月にアルゼンチンで開催されるＣＰ
　　　サッカー世界選手権に、日本代表とし
　　　て出場される尾崎央登選手が出場報告
　　　報告に訪れ、意気込みを語りました。

第１９回　水球世界ジュニア選手権大会　日本代表選
手市長訪問

市役所応接室

　　　８月５日からセルビアで開催される第
　　　１９回水球世界ジュニア選手権大会に
　　　日本代表として出場される、新潟産業
　　　大学学生でブルボンウォーターポロク
　　　ラブ柏崎所属する蔭田渉吾選手が出場
　　　報告に訪れ、大会への意気込みと今後
　　　の目標を語りました。

地域懇談会　松波地区
松波コミュニティセン
ター

２８日（金）
ＪＲ東日本新潟支社に対する柏崎商工会議所、柏崎観
光協会との合同要望

ＪＲ東日本㈱新潟支社

鵜川協議会・鯖石川別山川同盟会　県内要望 新潟県庁

地域懇談会　西山地区 西山町いきいき館

２９日（土）

柏崎市新庁舎建設基本設計市民説明会 市民プラザ

３０日（日）

第６８回新潟県消防大会 三条市

３１日（月）

地域懇談会　西中通地区
西中通コミュニティセ
ンター

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（火）

寄贈灯目録の贈呈 市役所応接室

FMピッカラ　８月放送分収録 市役所応接室

地域懇談会　中央地区
中央地区コミュニティ
センター

２日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

日清食品カップ第33回小学生陸上競技交流大会全国
大会出場者表敬訪問

市役所応接室

地域懇談会　比角地区
比角コミュニティセン
ター

３日（木）
一般国道252、352、353号改良整備期成同盟会の
県要望

新潟県庁

地域懇談会　南鯖石地区
南鯖石コミュニティセ
ンター

４日（金）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

地域懇談会　北条地区
北条コミュニティセン
ター

７日（月）
第44回全日本中学校陸上競技選手権大会出場者表敬
訪問

市役所応接室

第14回全国小学生学年別柔道大会出場者表敬訪問 市役所応接室

柏崎市歯科医師会との懇談会 市内料理店

９日（水）
市功労者表彰式欠席者への表彰状の贈呈（志水祐介
様、棚村克行様）

アクアパーク

　　　水球の日にちなんで開催されたイベント会場で、
　　　今年、市功労者表彰を受章され、都合により表
　　　彰式を欠席された志水祐介様、棚村克行様に、
　　　表彰状と記念品をお渡ししました。

１０日（木）

随時会議 議場

国道8号柏崎バイパス事業促進協議会の国（北陸地方
整備局）への要望

北陸地方整備局

１１日（金・祝）

満州柏崎村慰霊献花
満州柏崎村の塔（柏崎
市立博物館前広場）

平成２９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
１２日（土）

第６７回　市長杯争奪ソフトテニス大会 白竜公園テニスコート

１３日（日）～１８日（金）

夏季休暇

１９日（土）
一般社団法人　柏崎青年会議所創立６０周年　記念式
典・記念祝賀会

文化会館アルフォー
レ・市民プラザ

草生水まつり献上式 西山ふるさと公苑

２１日（月）

高校生対象キャリア教育講演会 柏崎市産業文化会館

地域懇談会　枇杷島地区
枇杷島コミュニティセ
ンター

２２日（火）

柏崎市民号への乗車（挨拶） 米山駅～宮内駅

高校生対象キャリア教育講演会 柏崎市産業文化会館

出張：全国原子力発電所所在市町村協議会　国及び与
党国会議員との意見交換（要望等）

東京都内

２３日（水）

地中熱利用普及促進セミナーin柏崎・交流会 柏崎市産業文化会館

ＦＭピッカラ９月放送分収録 市役所応接室

２４日（木）

柏崎地域土地開発公社第２回臨時理事会 議会第一委員会室

障がい者の就労を拓くシンポジウム 市民プラザ

　　　障がい者雇用推進に向けて開催された、
　　　障がい者の就労を拓くシンポジウムに参
　　　加し、障がい者雇用と産業について、発
　　　言してまいりました。

地域懇談会　上米山地区
上米山コミュニティセ
ンター

２５日（金）
出張：上越・北陸新幹線直行特急実現期成同盟会中央
要望活動

東京都内

２６日（土）
アルビレックスBC　ルートインBCリーグ公式戦試合
前挨拶・始球式

佐藤池野球場

第５３回新潟県壮年野球大会柏崎大会前夜祭 市内旅館

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２７日（日）

第７回柏崎市長杯ゴルフコンペ表彰式 石地カントリークラブ

２８日（月）

要望活動 新潟県庁

新潟県中越沖地震復興基金理事会 新潟県庁

２９日（火）

要望活動 新潟県庁

新潟県市長会　総会 新潟県自治会館

第１７回世界水泳選手権大会及び第１９回世界ジュニ
ア選手権大会出場者　表敬訪問

市役所会議室

３０日（火）

平成２９年度 柏崎市消防本部消防技術大会 柏崎市消防本部

第一勧業信用組合との包括連携協定締結式 市役所応接室

第44回全日本中学校陸上競技選手権大会　入賞者表
敬訪問

市役所応接室

柏崎リトルシニア　東海連盟創立30周年大会準優勝
報告

市役所会議室

柏崎エネルギーフォーラム　創立45周年記念講演会 市民プラザ

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（金）

新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議 新潟県庁

連合東京青年委員会との懇談会 市内料理店

かしわざき大使との懇談会 市内料理店

４日（月）

柏崎商工会議所との定例懇談会 市役所応接室

５日（火）

９月定例会議（初日） 議場

市議会全委員協議会 議場

６日（水）

定例記者会見 市役所１０１会議室

東京電力ＨＤ㈱との意見交換会 市役所応接室

ものづくりマイスター・カレッジ受講者の集い（第１
２期開校式及び懇親会）

市民プラザ

７日（木）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

８日（金）

９月定例会議（一般質問） 議場

９日（土）

第19回かしわざきオフロードフェスティバル開会式
みなとまち海浜公園付
近特設会場

ビーチピクニック2017　サップ体験 東の輪海水浴場

　　　東の輪海水浴場で開催された「ビーチピク
　　　ニック」に参加し、ＳＵＰ（サップ）体験
　　　に挑戦し、海の柏崎をＰＲしてまいりまし
　　　た。

片貝まつり大花火大会 小千谷市片貝町

１０日（日）

綾子舞現地公開 慰労会兼懇親会 綾子舞会館特設会場

新花町　金刀比羅宮秋祭り・野外パーティー 金刀比羅宮境内

１１日（月）

９月定例会議（一般質問） 議場

平成２９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
１２日（火）

９月定例会議（一般質問） 議場

１４日（木）

北越銀行との連携協定締結式 市役所応接室

平成２９年度市町村社会福祉協議会会長視察研修会
（来賓挨拶）

かしわざき市民活動セ
ンター　まちから

第57回全国中学校水泳競技大会　入賞者・出場者表
敬訪問

市役所応接室

平成２９年度市町村社会福祉協議会会長視察研修会懇
親会

市内料理店

１５日（金）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

１６日（土）

日本赤十字社新潟県支部創立130周年記念大会 新潟市内

１８日（月・祝）

百歳高齢者表敬訪問
百歳を迎えられる高齢
者のご自宅

１９日（火）

ぎおん柏崎まつり協賛会　反省会 柏崎商工会議所

えちゴン、柏崎青年会議所メンバー（「新潟キャラク
ター総選挙2017」で優勝報告）

市役所応接室

　　　新潟キャラクター総選挙2017で1位となり、
　　　初代グランプリとなった、えちゴンが優勝報
　　　告に訪れました。

柏崎商工会議所小規模企業振興委員会懇談会・交流懇
親会

市内料理店

２０日（水）～２１日（木）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

２２日（金）

９月定例会議 議場

市議会全員協議会 議場

新潟工科大学理事会・評議会 新潟工科大学

２３日（土・祝）

柏崎たかだ竹あかり
高田コミュニティセン
ター

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２４日（日）

かしわざき全市一斉防災訓練
文化会館アルフォーレ
および駐車場

かしわざき地域防災交流会 文化会館アルフォーレ

古浄瑠璃「越後國柏崎　弘知法印御伝記」柏崎公演会
挨拶

産業文化会館

２５日（月）

FMピッカラ　１０月放送分収録 市役所応接室

中華人民共和国成立68周年祝賀レセプション 新潟市内

２７日（水）

第二次成人式 文化会館アルフォーレ

２９日（木）
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎　日本選手権水球
競技壮行会・激励懇親会

産業文化会館

３０日（金）

柏崎市景観セミナー
中鯖石コミュニティセ
ンター

柏崎市総務課作成


