
日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（日）

柏崎市ジョギングパトロール発足式
市役所正面広場（プ
ラッツァ）

大規模火災を想定した消防署・消防団連携訓練 鯨波小学校

赤い羽根共同募金運動　街頭募金
イトーヨーカドー丸大
柏崎店様前

２日（月）

商工会議所との定例懇談会 柏崎商工会議所

固定資産評価審査委員会委員選任通知の交付 市役所応接室

柏崎市消防団協力事業所「認定書」「表示証」の交付 市役所応接室

　
　　　柏崎市消防団協力事業所として認定しました
　　　柏崎信用金庫様に「認定証」と「表示証」を
　　　交付いたしました。

韓国男子水球クラブチーム市長表敬訪問 市役所応接室

４日（水）

定例記者会見 大会議室

損害保険ジャパン日本興亜株式会社との災害協定締結
式

市役所応接室

 ５日（木）

教育委員の辞令交付 市役所応接室

人権擁護委員への感謝状贈呈、委嘱状交付 市役所応接室

７日（土）

第60回記念市展表彰式 ソフィアセンター

柏崎市美術展覧会第60回記念祝賀会 市民プラザ

８日（日）

比角ストリートフェスティバル 四谷通り歩行者天国

ハッピー・ハロウィーンinまつなみ
松波コミセン及びその
周辺

拉致・特定失踪者問題の早期解決を願う福井県集会前
日交流会

福井県小浜市

　９日（月・祝）

拉致・特定失踪者問題の早期解決を願う福井県集会 福井県小浜市

１０日（火）

９月定例会議（最終日） 議場

二八会総会・懇親会 市内料理店

平成２９年１０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（木）～１３（金）

第１７１回　北信越市長会総会 石川県輪島市

　《１３日》第７７回　北陸新幹線関係都市連絡会議 石川県輪島市

１４日（土）

柏崎日本海ライオンズクラブ結成２５周年記念式典 エネルギーホール

高柳地区コミュニティ振興協議会設立１０周年記念式
典

高柳コミュニティセン
ター

１６日（月）

新潟日報政経懇話会長岡会10月特別例会 長岡市内

２０日（金）
柏崎ライフセービングクラブ　第43回全日本ライフ
セービング選手権大会優勝報告

市役所応接室

　　　第43回全日本ライフセービング選手権
　　　大会のビーチフラッグスで、柏崎ライフ
　　　セービングクラブ所属の池谷雅美選手が
　　　22回目の優勝をされ、報告に来られま
　　　した。

原子力防災対策研修会 市民プラザ

２１日（土）

田尻コミュニティセンター創立４０周年記念式典
田尻コミュニティセン
ター

柏崎・社長のたまご塾同窓会（発足式及び基調講演
等）

柏崎ショッピングモー
ル　フェンジェ

２２日（日）

第43回市長杯シングルス大会　開会式
柏崎駅前公園テニス
コート

かしわざき食の地産地消イベント　ぱくもぐフェア
オープニングセレモニー

駅前公園

２４日（火）
ブルボンウォーターポロクラブ柏崎　第93回日本選
手権水泳競技大会水球競技　結果報告

市役所応接室

２５日（水）
出張：平成30年度港湾整備促進国家予算要望・北陸
港湾を考える会

東京都内

２６日（木）

総合教育会議 市役所応接室

FMピッカラ　１１月放送分収録 市役所応接室

２７日（金）～２９日（日）
出張：周恩来生誕120周年記念　淮安市政府招待晩
餐会ほか関連行事

中国淮安市

３０日（月）～３１日（火）
出張：全国原子力発電所所在市町村協議会・地方役員
会

佐賀県玄海町

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

柏崎市消防団協力事業所「認定書」「表示証」の交付 市役所応接室

新潟工科大学　講義 新潟工科大学

柏崎デビルス　U10国際アイスホッケー大会ゼニス
カップ結果報告

市役所応接室

 ３日（金・祝）

柏崎市立第一中学校創立７０周年記念式典 柏崎市立第一中学校

 ４日（土）
中越沖地震10周年作文コンクール表彰式（賞状授
与・講評）

かしわざき市民活動セン
ターまちから

　　　中越沖地震10周年作文コンクール表彰式に
　　　に出席し、賞状授与と講評をしてまいりま
　　　した。審査員も務めましたが、力作揃いで
　　　審査に苦労しました。

５日（日）

鵜川振興協議会４０周年記念式典
鵜川コミュニティセン
ター

からむし街道「よっくら・らっくら市」
高柳・石黒活動拠点施設
「縁の館」

６日（月）

市内工場見学 市内企業

行政と柏崎刈羽地区商工業振興協議会　懇談会 市内旅館

７日（火）

東北電力㈱配電総合訓練視察 高柳町門出地内

新潟県中越沖地震復興基金理事会 新潟県庁

新潟県知事、刈羽村長との意見交換会（三者会談） 新潟県庁

８日（水）

出張：安全・安心の道づくりを求める全国大会 東京都内

 ９日（木）
柏崎ライフセービングクラブ　ライフセービング国際
大会出場及びインカレ入賞者表敬訪問

市役所応接室

平成２９年度　秋季消防演習
株式会社ブルボン（本社
ビル他）

１０日（金）

出張：ひがしんビジネスフェア2017 東京都内

柏崎青年工業クラブ創立４５周年記念式典・祝賀会 市内旅館

あずま会第１５回定時総会懇親会 市内旅館

平成２９年１１月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１１日（土）

柏崎市立高柳中学校創立７０周年記念式典 高柳中学校

柏崎市立北条中学校７０周年記念式典 北条中学校

１２日（日）

出張：第2回柏崎ファンクラブ交流会 東京都内

１３日（月）

商工会議所との定例懇談会 市役所応接室

第４３回収穫感謝祭記念式典 ワークプラザ柏崎

１４日（火）

市役所消防訓練 市役所駐車場

第3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

１５日（水）～１６日（木）

出張：全国市長会経済委員会・市長フォーラム 東京都内

１６日（木）

柏崎商工会議所　第7回会員大会 産業文化会館

１７日（金）

出張：2017全国！すぐれもん発掘大商談会視察 東京都内

１８日（土）

第３２回柏崎フォーラム　基調講演会 産業文化会館

貞観園　国指定名勝８０周年記念公演・交歓会 貞観園

１９日（日）

自主防災シンポジウム 文化会館アルフォーレ

２０日（月）

出張：地方自治法施行７０周年記念式典 東京都内

柏崎魚市場　恵比須講 産業文化会館

２１日（火）

市内工場見学 市内企業

新潟産業大学附属高校陸上部　第３２回新潟県高等学
校女子駅伝競走大会優勝報告

市役所応接室

　　　新潟産業大学附属高校陸上部の選手が、
　　　県高校女子駅伝の優勝報告に訪れました。
　　　来月行われる全国大会に向けて、抱負を
　　　述べられた選手に対し、激励のことばを
　　　送りました。

２２日（水）

出張：全国原子力発電所所在市町村協議会役員会 東京都内

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２３日（木・祝）

FMピッカラ「新春対談」の収録 市役所応接室

第３回にしやま新そばまつり
西遊館（西山ふるさと公
苑内）

柏崎総合医療センター病院開設許可80周年記念行
事・パネルディスカッション

産業文化会館

２４日（金）
出張：東京オリンピック・パラリンピック木材提供参
加自治体への感謝状贈呈式

東京都内

　　　2020年の東京オリンピック・パラリン
　　　ピックの選手村へ木材を提供する自治体
　　　に対し、感謝状贈呈式が行われ、出席し
　　　て参りました。
　　　柏崎の杉材は、ビレッジプラザに使され
　　　る予定です。

狩猟防犯懇談会 市内料理店

２７日（月）～２８日（火）
出張：市町村長特別セミナー　地域防災力の強化に向
けて

千葉市内

２９日（水）

優良建設工事表彰 市役所会議室

「第2回柏崎ファンクラブ交流会」反省会 市内料理店

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２日（土）

柏崎市立第五中学校竣工式 第五中学校

柏崎リーダー塾第3期　講義・交流懇親会
市役所議場・商工会議
所

４日（月）
中央地区コミュニティ運営協議会等との避難所運営に
関する協定の締結式

市役所大会議室

５日（火）

１２月定例会議（初日） 議場

第１５回柏崎マラソン実行委員会　懇親会 市内料理店

６日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

７日（木）

救急車譲渡式
柏崎総合医療センター
職員駐車場

　　　柏崎総合医療センター所属の災害
　　　派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に救
　　　急者を譲渡式を行いました。
　　　協力体制の強化を目的に、救急車
　　　両の更新に伴い、譲渡を行ったも
　　　のです。

８日（金）

１２月定例会議（一般質問） 議場

新潟工科大学教職員互助会忘年会 市内旅館

１１日（月）

１２月定例会議（一般質問） 議場

１２日（火）

１２月定例会議（一般質問） 議場

１４日（木）～１５日（金）

出張：１４日　省庁等関係機関訪問 東京都内

　　　１５日　浜岡原子力発電所発視察 静岡県御前崎市

１６日（土）

シルバー人材センター会員忘年会 市民プラザ

１７日（日）
市道伊毛鎌田線道路改良・道路新設促進期成同盟会総
会

伊毛集会所

１８日（月）

商工会議所との定例懇談会 柏崎商工会議所

FMピッカラ新春番組「市長年頭の挨拶」収録 FMピッカラスタジオ

平成２９年１２月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１９日（火）

自由民主党電力安定供給推進議員連盟　意見交換会
柏崎刈羽原子力発電所
ビジターズハウス

２０日（水）

１２月定例会議（最終日） 議場

新潟県市長会　米山知事との意見交換会 新潟県自治会館

２１日（木）
柏崎米山ライオンズクラブの皆様による歳末助け合い
募金の贈呈

市役所応接室

北陸ガス株式会社　柏崎支社建設その他改修工事竣工
式

柏崎市ガス水道局藤井
供給所

新潟県柏崎刈羽原子力防災センター視察
柏崎刈羽原子力防災セ
ンター

FMピッカラ　１月放送分収録 市役所応接室

２２日（金）

公共交通に係る要望活動 長岡市内

年末特別警戒（県下一斉）視察・激励 柏崎警察署ほか

２４日（日）
女子第29回全国高等学校駅伝競走大会・新潟産業大
学附属高校選手激励

京都市西京極運動公園
陸上競技場ほか

　　　2年連続で都大路に出場する新潟産業大学
　　　附属高校の選手を、西京極運動競技場・沿
　　　道で応援してまいりました。

２６日（火）

出張：省庁等関係機関年末挨拶回り 東京都内

２７日（水）

市役所関連施設への年末の訓示 各施設

２８日（木）

市職員への年末の訓示 各施設・市役所

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（月）

2018年年賀元旦配達出発式 柏崎郵便局

４日（木）

職員への年頭訓示 市役所大会議室

職員永年勤続表彰 市役所大会議室

西山町共同年賀 西山ふるさと館

柏崎市新年賀詞交換会 市民プラザ

　　　商工会議所と市の共催で新年賀詞交換会を
　　　開催しました。今年は鏡開きで威勢よく幕
　　　開けし、約650人の参加者が新たな年を祝
　　　い、賀詞を交換しました。

５日（金）

高柳町新年賀詞交換会
高柳地区コミュニティ
センター

６日（土）

柏崎市歯科医師会新年会 市内旅館

７日（日）

柏崎市消防団出初め式・柏崎市消防出初め式 文化会館アルフォーレ

１０日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

柏崎地区労働組合会議旗開き 産業文化会館

１１日（木）～１２日（金）
出張：柏崎商工会議所と柏崎市関係企業訪問・省庁等
関係機関訪問

東京都内ほか

１３日（土）

たんねのあかり2018　第1回実行委員会・新年会 市内旅館

１５日（月）

県庁新年挨拶回り 新潟県庁

１７日（水）

新潟県新春市長会　総会 新潟市内

１８日（木）

海上自衛隊舞鶴地方総監との懇親会 新潟市内

１９日（金）

にいがた拠点化・活性化検討会議　第１回合同部会 新潟県自治会館

柏崎市体育協会新春体育懇親会 産業文化会館

平成３０年１月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２０日（土）

出張：東京新潟県人会　新年祝賀会・ふるさと祭り東
京　出展者激励

東京都内

２１日（日）

保護者のための就活サポートセミナー 市民プラザ

２２日（月）
ＪＲ東日本新潟支社への要望、上越・北陸新幹線直行
特急実現期成同盟会事業

新潟市内

２３日（火）

柏崎市刈羽郡医師会　新年総会 市内料理店

２４日（水）

柏崎商工会議所　第56回臨時議員総会 柏崎商工会議所

２５日（木）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

２６日（金）

かしわざき大使　永宝千晶様（来柏の御挨拶） 市役所応接室

　　　11月から、かしわざき大使を務めて
　　　いただいている市内出身の永宝千晶
　　　様がお見えになりました。
　　　4月に長岡市で開催され、自身が出
　　　演する公演をＰＲされました。

柏崎市人権教育・啓発推進協議会 市役所会議室

柏崎田尻工業団地協同組合 平成３０年度新年会 市内料理店

新潟漁業協同組合柏崎支所　新年会 市内旅館

２７日（土）

柏崎植物友の会総会 産業文化会館

南鯖石地区新春懇談会 市内料理店

市・県行政・柏崎港企業関係者・番神各団体及び番神
町民との合同新年会

市内旅館

２８日（日）

柏崎民謡保存会新年会 市内旅館

主要地方道長岡西山線「新薬師トンネル」早期着工促
進期成同盟会

別山コミュニティセン
ター

２９日（月）

柏崎・刈羽地域農業者大会 文化会館アルフォーレ

３０日（火）

学校法人新潟工科大学　理事会 新潟工科大学

FMピッカラ２月放送分収録 市役所応接室

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
３１日（水）

出張：省庁等関係機関訪問 横浜市・東京都内

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（木）

新潟県建設業協会柏崎支部・柏崎建設業協同組合　合
同新年交歓会

市内旅館

２日（金）

出張：視察 山形県上山市・米沢市

５日（月）

商工会議所との定例懇談会 市役所応接室

第4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

一般社団法人柏崎青年会議所　新年祝賀会 市内料理店

６日（火）

前橋観光コンベンション協会贈呈のだるまに目入れ 市役所応接室

　　　前橋市の伝統工芸品である福だるまをいただき
　　　ましたので、両市の交流発展を祈願して片目を
　　　を入れさせていただきました。

７日（水）

定例記者会見 市役所大会議室

柏崎ライオンズクラブ２月例会　講話 文化会館アルフォーレ

柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会
情報共有会議・懇親会

柏崎市産業文化会館

８日（木）～９日（金）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

　《８日》産業立地特任大使との情報交換会 東京都内

１０日（土）

中越南地区郵便局長会通常総会・パーティー 長岡市内

１１日（日）

トチオンガーセブン（星知弘様）、かしわざき大使
小川真琴様、柏崎フィルムコミッション関係者　表敬
訪問

市役所応接室

１２日（月・祝）

会田　洋　前市長　叙勲を祝う会 市民プラザ

１３日（火）

新潟県市長会　総会 新潟県自治会館

平成３０年２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（水）

所得税確定申告のＰＲ 柏崎税務署

市議会全員協議会 議場

柏崎北親会新年会 市民プラザ

１５日（木）

臨時記者会見（新年度予算関係） 市役所大会議室

(公財)柏崎原子力広報センター　平成２９年度第３回
通常理事会

柏崎原子力広報セン
ター

１６日（金）

業務改善活動の報告発表会 大会議室

鯨波浜茶屋組合新年会 市内旅館

１７日（土）

柏崎商工会議所機械金属工業部会　懇談会 市内料理店

１９日（月）

新潟県庁かりわ会　新年会 新潟市内

２０日（火）

２月定例会議（初日） 議場

２１日（水）

出張：省庁等関係機関訪問 東京都内

２３日（金）

２月定例会議 議場

柏崎四交会新年会 市民プラザ

２５日（日）
第28回高柳雪まつり［ＹＯＵ・悠・遊」オープニン
グセレモニー

高柳小学校グランド
「特設ステージ」

第２回市民のための柏崎文化祭 文化会館アルフォーレ

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
１日（木）

２月定例会議 議場

２日（金）

県立柏崎総合高校卒業証書授与式 柏崎総合高校

柏崎市消防団協力事業所「認定書」「表示証」の交付 市役所応接室

FMピッカラ３月放送分収録 市役所応接室

３日（土）

平成29年度自衛隊入隊激励会 エネルギーホール

５日（月）

柏崎市立第三中学校卒業式 第三中学校

原子力発電所主要構内企業と商工会議所四部会との面
識懇談会交流懇親会懇親会

市民プラザ

６日（火）

定例記者会見 市役所大会議室

７日（水）

２月定例会議 議場

８日（木）

２月定例会議 議場

自衛隊柏崎地域事務所歓送迎会 市内料理店

９日（金）

２月定例会議 議場

１０日（土）

柏崎市地域医療フォーラム 市民プラザ

１１日（日）

東日本大震災７周年合同追悼式
柏崎市被災者サポート
センターあまやどり

１２日（月）
新潟県知事へ柏崎ブランド米「米山プリンセス」の報
告

県庁

行政・関係機関と商工会議所正副会頭との懇談会 柏崎商工会議所

１３日（火）～１５日（木）

出張：省庁等関係機関訪問
東京都内・静岡県・埼
玉県

１６日（金）

新潟工科大学卒業式・大学院修了式 新潟工科大学

１７日（土）

新潟産業大学　学部卒業式・大学院学位授与式 新潟産業大学

第４回全日本ジュニア水球競技選手権大会開会式・歓
迎レセプション

柏崎市文化会館アル
フォーレ

１８日（日）

原子力発電所に関する意見交換会 柏崎市産業文化会館

平成３０年３月　市長行動日誌

柏崎市総務課作成



日　　　付 公　　務　　内　　容 会　　　場
２０日（火）

藤沢久美氏講演会 商工会議所

２１日（水・祝）
第３回全日本ジュニア（U17）水球競技選手権大会
決勝観戦及び表彰・閉会式

柏崎アクアパーク

２２日（木）

２月定例会議（最終日） 議場

２３日（金）

柏崎市立柏崎小学校卒業式 柏崎小学校

市立博物館リニューアルオープンイベント 博物館

　　　「いくつもの柏崎（ふるさと）と出
　　　会う」をコンセプトに、リニューア
　　　ルオープンした市立博物館開場式に
　　　出席しました。
　　　多くの皆様に、柏崎の歴史と文化に
　　　触れていただきたいと思います。

２４日（土）
西山ふるさと館展示室リニューアルオープンセレモ
ニー

西山ふるさと館

さけ放流式 さけのふるさと公園

新潟県の草花に指定された雪割草１０周年記念祝賀会 長岡市内

２５日（日）～２７日（火）
むつ市長訪問・リサイクル貯蔵センター（ＲＦＳ）視
察ほか

青森県むつ市ほか

２８日（水）

新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議 新潟県自治会館

２９日（木）
柏崎地域土地開発公社　平成29年度第3回定例理事
会

市役所会議室

FMピッカラ４月放送分収録 市役所応接室

３０日（金）

退職者辞令交付式 市役所応接室

福島県双葉郡二町派遣職員への辞令交付 市役所応接室

柏崎市職員互助会退会者感謝パーティー 市民プラザ

３１日（土）

石油街道ウォーキング・風土市 別山コミセンほか

柏崎市総務課作成


