
１月

1 歳旦祭 武雄神社
6 行政報告会・全員協議会
年始挨拶回り（知多管内）
7 年始挨拶回り(県庁）
11 消防出初め式 中央公民館
成人式 町民会館

14 愛知県交通安全県民大会 愛知県芸術文化センター
15 新春賀詞交歓会（武豊町商工会） 町民会館
19 新春賀詞交歓会（半田青年会議所） 半田高砂殿
21 常武組合議会視察
22 常武組合議会視察
23 事務局長会議 武豊（東浦）
24 海上自衛隊ふれあいコンサート 町民会館
25 ゆめたろうスマイルマラソン大会 総合体育館
26 中衛組合議会視察
27 中衛組合議会視察
28 中部知多衛生組合例月出納検査 中部知多衛生組合
定例郡議長会 阿久比（東浦）
常武例月 クリーンセンター常武
町例月

29 袋井市視察来庁

２月

3 行政報告会・全員協議会
屋内温水プール建設調査特別委員会
4 交通安全推進協議会総会 中央公民館
5 武豊町都市計画審議会 中央公民館
教育委員会表彰式・発表会 町民会館
6 事務局職員調整会議 武豊（南知多）
8 堀田稲荷神社正月例祭 堀田稲荷神社
9 知多南部広域環境組合議会視察

10 知多中部広域事務組合議会臨時会 知多中部広域事務組合消防本部
武豊町総合計画審議会

12 町学校評価委員会
13 地域公共交通会議 思いやりセンター
14 2市３町議員交流ボウリング大会
15 体育功労者表彰式 中央公民館
17 知多南部広域環境組合議会定例会
一般質問通告締め切り
武雄神社祈年祭 武雄神社
中部国際空港10周年記念式典 中部国際空港セントレアホール
愛知県町村議会事務局職員研修 ＫＫＲホテル名古屋

18 愛知県町村議会事務局職員研修 ＫＫＲホテル名古屋
19 常武・中衛組合議会定例会 常滑市役所
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２月

20 予算大綱説明会
24 議会運営委員会
予算説明会（総務企画委員会所管）

25 予算説明会（文教厚生委員会所管）
議会だより特別委員会
予算説明会（産業建設委員会所管）

27 町例月

３月

1 武豊高校卒業式 武豊高校体育館
3 開会
行政報告会・全員協議会

4 一般質問
5 中学校卒業式 各中学校
6 一般質問
7 玉貫山車鞘蔵防火訓練 玉貫山車鞘蔵周辺
8 福祉まつり 中央公民館
10 防災会議
12 議案質疑
13 総務企画委員会
保健センター運営協議会 保健センター
献血推進協議会 保健センター

15 消防観閲式 中央公民館
16 産業建設委員会
17 文教厚生委員会
農業振興対策協議会 武豊町営農センター

18 アセック事業説明会 愛知県臨海環境整備センター
中山保育園内覧会
中心市街地活性化セミナー 町民会館

20 小学校卒業式 各小学校
24 採決
25 保育園卒園式 各保育園
26 議会だより特別委員会
27 武豊町婦人会総会 中央公民館
町例月

31 地域公共交通会議 思いやりセンター

４月

1 消防団任命式 思いやりセンター
2 町教育委員会歓送迎会 長尾会館
3 保育園入園式 各保育園
6 小学校入学式 各小学校
7 中学校入学式 各中学校
14 行政報告会・全員協議会

日付 内容 備考

内容 備考日付

日付 内容 備考
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４月

26 町議会選挙
27 事務連絡会
28 手をつなぐ育成会総会 中央公民館視聴覚室
常武例月
町例月
中部知多衛生組合例月出納検査 中部知多衛生組合
商工会青年部創立４０周年式典 町民会館

30 議員総会
各派役員会

５月

1 各派役員会
7 各派役員会
9 大足区敬老会 大足老人憩の家
12 臨時会
行政報告会・全員協議会

13 あいさつまわり
自治体キャラバン

16 平成２７年度　愛知県植樹祭 名古屋文理大学文化フォーラム
20 一般質問通告締め切り
21 新人議員研修
商工会通常総代会 町民会館

26 町村議会議長・副議長研修会 中野サンプラザホール
27 町村議会議長・副議長研修会 中野サンプラザホール
武豊町消費生活研究会創立４０周年 中央公民館

28 知多中部広域事務組合臨時会 知多中部広域事務組合消防本部
町例月

29 平成27年度第１回知多郡議長会 東浦町役場
武豊町社会福祉協議会　評議員会 思いやりセンター
議会運営委員会

６月

3 開会
行政報告会・全員協議会
4 一般質問
5 一般質問
7 アイアンマン70.3ｾﾝﾄﾚｱ知多半島 新舞子マリンパーク
9 議案質疑
10 総務企画委員会
文教厚生委員会

11 建設経済委員会
12 都市計画審議会
16 採決

日付 内容 備考

日付 内容 備考

日付 備考内容
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６月

16 学校訪問（武豊中学校）
支え合いの場づくり事業「ほっとcafe」 中央公民館

18 武豊町観光協会総会 町民会館
19 学校訪問（緑丘小学校）
20 シルバー人材センター定時総会 町民会館
21 富貴地区敬老会 東大高公民館
23 中衛議員連絡会
学校訪問（富貴中学校）

25 新人議員研修（施設見学）
26 決算審査（水道会計）
町例月
いじめ・不登校対策協議会総会 町民会館

29 常武・中衛組合議会 常滑市役所
武豊町地域公共交通会議

30 愛知県町村監査委員セミナー

７月

1 飲酒運転根絶運動出発式 中央公民館
生徒指導推進連絡協議会総会 武豊中学校
2 衣浦港整備促進期成同盟会
4 青少年健全育成推進町民大会 町民会館
社会を明るくする運動推進大会
6 知多中部広域事務組合行政視察 東近江市
7 知多中部広域事務組合行政視察 生駒市、京都市
9 衣浦港消防防災訓練 半田市十一号地内
屋内温水プール特別委員会視察 川越市、古河市

10 屋内温水プール特別委員会視察 川越市、古河市
13 決算審査
14 行政報告会・全員協議会
議会基本条例運営委員会
安来市視察来庁 町民会館視察

15 知多中部広域事務組合臨時会 知多中部広域事務組合消防本部
知多南部広域環境組合臨時会
事務局長会議 阿久比(美浜）
事務局職員調整会議 武豊(武豊）

16 新人議員研修（施設見学）
17 決算審査
18 大足区例祭前夜祭 豊石神社
19 大足区例祭本祭 豊石神社
21 決算審査
22 知多地区道路整備促進期成同盟会 知多市勤労文化会館
23 愛知県消防操法大会出場団激励会 中央公民館東広場
24 決算審査
2市３町議員交流会

26 第４６回拳和会空手道選手権大会 武豊町総合体育館
27 決算審査

日付 内容 備考

日付 内容 備考
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７月

28 定例郡議長会 美浜（美浜）
たけとよみらい会議

29 健全化判断比率等の監査
知多建設事務所　武豊町要望会
町例月

30 知多郡議長会合同議員研修 東浦町文化センターホール

８月

1 美浜町名誉町民顕彰式
2 くすのきまつり くすのきの里
4 行政報告会・全員協議会
5 中部知多衛生組合議会視察 八王子市
6 中部知多衛生組合議会視察 掛川市、浜松市
8 愛知県消防操法大会 豊川市　音羽運動公園
9 愛知県消防操法大会（予備日）
老健榊原夏祭り 老健榊原

11 福寿園納涼大会 武豊福寿園
12 新人議員勉強会
15 愛知県戦没者追悼式 愛知芸術文化センター
19 一般質問通告締め切り
新人議員勉強会

20 中部知多衛生組合決算審査・例月 中部知多衛生組合
21 愛知県町村議会広報研修会 アイリス愛知
中山保育園竣工式 中山保育園

22 ふるさとまつり仮装大会 中央公民館
24 愛知県町村議会議長セミナー ＫＫＲホテル名古屋
たけとよみらい会議

25 愛知県町村議会議長セミナー ＫＫＲホテル名古屋
町例月

26 議会運営委員会
知多南部広域環境組合定例会

31 定例郡議長会 南知多（美浜）

９月

1 大府市制45周年記念式典 大府市勤労文化会館
知多市制45周年記念式典 知多市勤労文化会館
2 開会
行政報告会・全員協議会
3 一般質問
4 一般質問
6 堀田稲荷神社講社大祭 堀田稲荷神社
8 敬老慰問
10 議案質疑
12 第32回全国都市緑化あいちフェア開会式 愛・地球博記念公園

日付 内容 備考

備考

日付

日付 内容

内容 備考
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９月

15 総務企画委員会
16 文教厚生委員会
17 建設経済委員会
20 消防操法大会 中央公民館
21 長尾部敬老会 中央公民館
24 採決
26 小学校運動会 各小学校
28 町例月
29 富貴中学校文化祭
30 たけとよみらい会議
富貴中学校体育祭

１０月

2 常武・中衛組合議会定例会 常滑市役所
学校訪問（富貴小学校）
3 保育園運動会
新城市合併市制施行十周年記念式典 新城文化会館
4 芸能祭 町民会館
5 保育園運動会予備日
6 老人クラブグラウンドゴルフ大会 運動公園
行政報告会・全員協議会
7 老人クラブグラウンドゴルフ大会予備日 運動公園
9 事務局職員調整会議 武豊(阿久比）
11 たけとよウォーカー 総合体育館
美浜町制60周年記念「みはま山車祭まつり」 美浜町総合公園センター広場

14 知多中部広域事務組合定例会 知多中部広域事務組合消防本部
町防災訓練

15 事務局長会議 東浦(美浜）
知多１市５町高齢者交通安全決起大会 半田市福祉文化会館

16 愛知県本庁舎　武豊町要望会
20 学校訪問（衣浦小学校）
総務企画委員会行政視察 京都府亀岡市

21 総務企画委員会行政視察 大阪府松原市
22 定期監査
白陵祭　文化祭 武豊中学校

23 白陵祭　体育祭 武豊中学校
24 戦没者追悼式 中央公民館
25 福寿園はぐくむ会社会還元事業 町民会館
26 定期監査
町例月

27 定例郡議長会 武豊（美浜）
28 議会だより特別委員会視察 京都府精華町
29 議会だより特別委員会視察 京都府久御山町
愛知県町村議会議長会定期総会 アイリス愛知

30 愛知県社会福祉大会
31 町民文化祭 町民会館

日付 内容 備考

日付 内容 備考
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１１月

2 行政報告会・全員協議会
3 読書感想文・感想画コンクール表彰式 中央公民館
美浜町制60周年記念式典
5 学校訪問（武豊小学校）
県議長会行政調査 山梨県昭和町
6 県議長会行政調査 山梨県都留市
9 文教厚生委員会行政視察 山梨県北杜市
10 文教厚生委員会行政視察 静岡県袋井市、森町
児童生徒の意見発表会 富貴小学校

11 町村議会議長全国大会 ＮＨＫホール
12 中部知多衛生組合　例月検査 中部知多衛生組合
13 事務局職員調整会議 武豊（東浦）
14 フラワーフェスティバルｉｎ美浜 美浜町総合公園体育館
産業まつり 町民会館

15 産業まつり 町民会館
16 県との行政連絡会 ＫＫＲホテル名古屋
17 知多中部広域事務組合臨時会 知多中部広域事務組合消防本部
一般質問通告締め切り

18 建設経済委員会行政視察 岩手県紫波町、盛岡市
19 建設経済委員会行政視察 岩手県紫波町、盛岡市
20 たけとよタウンミーティング 町民会館
21 シルバー人材センター30周年記念式典 町民会館
愛知駅伝結団式 中央公民館

25 議会運営委員会
26 定期監査
町例月
第33回健康教育講演会 町民会館

１２月

2 開会
行政報告会・全員協議会
3 一般質問
4 一般質問
5 愛知駅伝 愛・地球博記念公園
6 堀田稲荷神霜月例祭
8 議案質疑
平成27年度武豊町飲酒運転根絶町民大会 中央公民館
9 総務企画委員会
文教厚生委員会

10 建設経済委員会
12 明るい社会づくり運動実践体験発表会 町民会館
15 採決
21 常武・中衛組合議会 常滑市役所
24 武豊町地域公共交通会議
25 町例月
28 年末夜警慰問 北山区、富貴区、各消防団詰所

日付 内容 備考

日付 内容 備考
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