
１月

1 歳旦祭 武雄神社
4 新年挨拶回り 　知多管内事務所等
7 新年挨拶回り 　県庁 県議会等
8 全員協議会 行政報告会

議会基本条例運営委員会
13 消防出初式 中央公民館

武豊町成人式 町民会館
17 静岡県長泉町議会視察来町

武豊町商工会新春賀詞交歓会 町民会館
21 半田青年会議所　新春賀詞交歓会 グランドティアラHANDA
22 議会基本条例運営委員会
23 愛知県町村議会議長会理事会 自治センター
24 総務企画委員会視察 我孫子市
25 総務企画委員会視察 武蔵野市

議会事務局長会議 南知多町
25 郡議長会
27 ゆめたろうスマイルマラソン大会 総合体育館
28 郡議長会 武豊町役場

例月出納検査
議会基本条例運営委員会

29 常滑武豊衛生組合議会視察 豊中市伊丹市クリーンランド
30 常滑武豊衛生組合議会視察 小牧市UR中部㈱
31 知多中例月 知多中部広域事務組合消防本部

２月

1 常武例月
渡刈クリーンセンター視察 豊田市

3 堀田稲荷正月例祭 堀田稲荷神社
4 中部知多衛生組合例月出納検査 常滑市役所
7 議会基本条例運営委員会
8 教育委員会表彰・現職教育研究会発表会 町民会館

事務局職員調整会議

12 行政報告会・全員協議会

予算大綱説明会
13 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

養老町議会だより委員会視察来町
14 議会基本条例運営委員会
17 体育功労者表彰式 中央公民館

武雄神社祈年祭 武雄神社
18 知多南部広域環境組合監査 半田市クリーンセンター

愛知県町村議会事務局職員研修 KKR
19 愛知県町村議会事務局職員研修 KKR

知多地区農業共済事務組合定例会 半田市役所
20 中衛・常武組合議会定例会 常滑市役所

　　５．平成２５年武豊町議会行事記録

日付 内容 備考

日付 内容 備考



２月

21 知多南部広域環境組合定例会 半田市クリーンセンター

愛知県町村議長会理事会 自治センター
22 町村会合同事務局長会議 自治センター

交通安全推進協議会総会 中央公民館２階視聴覚室

25 議会運営委員会
予算説明会（総務企画委員会所管）

26 予算説明会（文教厚生委員会所管）
予算説明会（産業建設委員会所管）

27 知多中部広域事務組合　監査 消防本部
学校評価委員会 中央公民館
生徒指導推進連絡協議会総会 中央公民館

28 例月出納検査

３月

1 武豊高校卒業式 武豊高校
4 平成２４年第１回定例会開会

行政報告会・全員協議会
議会基本条例運営委員会

5 本会議　一般質問
6 本会議　一般質問
7 中学校卒業式

10 第２６回武豊町福祉まつり 中央公民館
11 被災地派遣業務報告会
13 本会議　議案に対する質疑
14 総務企画委員会

健康づくり推進協議会・保健センター運営協議会 保健センター　研修室
15 文教厚生委員会

農業振興対策協議会 武豊営農センター
17 消防観閲式 中央公民館
18 産業建設委員会
19 小学校卒業式
21 アセック事業説明会 愛知臨海環境整備センター
22 地域公共交通会議
23 シルバー人材センター総会 ゆめたろうプラザ
25 本会議　採決

保育園卒園式
27 知多中例月 知多中部広域事務組合消防本部

婦人会総会 中央公民館　講堂
28 例月出納検査

４月

1 議会事務局職員辞令交付 議長室
武豊町消防団入退団式 思いやりセンター２階

日付 内容 備考

日付 内容 備考

日付 内容 備考



４月

2 行政報告会・全員協議会
議会基本条例運営委員会
議会だより特別委員会
教育委員会歓送迎会

4 保育園入園式 各保育園
各派役員会

5 中学校入学式 各中学校
8 小学校入学式 各小学校

11 各派役員会
18 各派役員会
22 愛知県町村議会議長会理事会 自治センター
23 知多南部広域環境組合監査 半田市クリーンセンター

武豊町商工会青年部通常総会
24 産業建設委員会

総務企画委員会
25 常滑武豊衛生組合例月出納検査

知多中部広域事務組合監査 消防本部
27 町例月出納検査

５月

2 中部知多衛生組合　例月出納検査 常滑市役所
7 行政報告会・全員協議会

議会運営委員会
8 住民対話集会 町民会館　情報考房
9 第1回臨時会

11 大足区敬老会 大足老人憩の家
12 全知多空手道競技大会 総合体育館
13 三重県いなべ市議会来町
15 手をつなぐ育成会総会 思いやりセンター

自治体キャラバン
16 消費生活研究会総会
17 商工会総会
20 常滑市議会挨拶来町

半田市議会挨拶来町
21 矢作川境川流域下水道推進協議会総会 岡崎市
24 郡議長会 東浦町

武豊線近代化促進期成同盟会総会 アイプラザ半田
2013あいち平和行進

26 ゆめフルスポーツクラブ通常総会 総合体育館

27 中部知多衛生組合議会定例会 常滑市役所
常滑武豊衛生組合議会臨時会 常滑市役所

28 町例月出納検査
町村議会議長・副議長研修会 メルパルクホール

29 町村議会議長・副議長研修会 メルパルクホール
評議員会

日付 内容 備考

備考日付 内容



5月

30 議会運営委員会
31 知多中部広域事務組合臨時会 消防本部３階講堂

６月

1 防犯協議会総会
2 武雄神社農休み臨時大祭
4 本会議　開会

行政報告会・全員協議会
議会だより特別委員会

5 本会議  一般質問
6 本会議  一般質問

議会運営委員会
7 本会議　議案に対する質疑

議会基本条例運営委員会
9 消防操法大会

11 総務企画委員会
文教厚生委員会

12 産業建設委員会
13 学校訪問（緑丘小学校） 緑丘小学校校長室

地域公共交通会議 第２・３・４会議室
16 富貴地区敬老会 東大高公民館
18 本会議　採決　閉会

衣浦港消防防災訓練 衣浦港中央ふ頭西２号岸壁
防災学習会 おもいやりセンター２階会議室

19 いじめ不登校対策協議会総会 町民会館　情報考房
21 観光協会総会 町民会館
22 シルバー人材センター総会 町民会館
24 教育後援会・生徒指導協議会総会 富貴小学校体育館
28 水道決算審査

町例月出納検査

７月

1 知多中部衛生組合議長会 常滑市役所
議会だより特別委員会

3 行政報告会・全員協議会

5 学校訪問（富貴中学校） 富貴中学校校長室
10 青少年健全育成町民会議 社明運動

町決算審査
11 町決算審査
12 衣浦港整備促進期成同盟会総会 衣浦港湾会館ホール
13 交通少年団結団式 中央公民館講堂
14 拳和会空手道選手権大会 総合体育館
16 リニア計画説明会 ウインクあいち　大ホール

日付 内容 備考

日付 内容 備考

日付 内容 備考



７月

17 知多地区農業共済事務組合臨時会 半田市役所
知多中部広域事務組合臨時会 消防本部３階講堂
事務局職員調整会議

18 みしま市議会（１名）来町 町民会館
19 鴻巣市議会（５名）来町 図書館

事務局長会議
20 豊石神社前夜祭 豊石神社

衣浦みなとまつり花火大会 衣浦中央埠頭東岸壁
21 豊石神社例大祭 豊石神社
24 町決算審査 KKRホテル
25 知多地区農業共済組合臨時会 アイプラザ半田小ホール

町決算審査
26 知多南部広域環境組合臨時会 半田市クリーンセンター大会議室

町決算審査
29 武豊町土木事業に関する要望会 知多建設事務所

武豊町土木事業に関する要望会 衣浦工務所
30 定例議長会

常武監査
31 町例月出納検査

８月

1 日油合同防災訓練 日油（株）愛知事業所　武豊工場
2 武豊町土木事業に関する要望会

総務企画委員会
文教厚生委員会

4 くすのきまつり くすのきの里　芝生広場
6 愛知県町村議会広報研修会 アイリス愛知

行政報告会・全員協議会
議会基本条例運営委員会

8 知多地区道路整備促進期成同盟会 大府市勤労文化会館くちなしホール

11 福寿園納涼大会 福寿園敷地内
14 中部知多衛生組合決算審査 常滑市役所　４階３会議室
15 戦没者追悼式 愛知女性総合センター
16 中部知多衛生組合監査 常滑市役所
18 老健榊原夏祭り 老健施設榊原　南広場
21 知多地区農業共済事務組合定例会 アイプラザ半田　小ホール

愛知県町村議会議長セミナー KKRホテル名古屋
22 愛知県町村議会議長セミナー KKRホテル名古屋
23 知多南部広域環境組合議会定例会 半田市クリーンセンター
24 ふるさとまつり仮装大会審査員 中央公民館
27 議会運営委員会
28 例月出納検査

定例議長会
30 衣浦港整備促進期成同盟会講演会 碧南商工会議所　２階
31 婦人会衣裳展 中央公民館

日付 内容

日付 内容 備考

備考



９月

1 婦人会衣裳展 中央公民館
2 本会議　開会

行政報告会・全員協議会
議会だより特別委員会

3 本会議　一般質問
4 本会議　一般質問
6 敬老慰問
8 堀田稲荷神社講社大祭 堀田稲荷神社

11 本会議　議案に対する質疑
12 総務企画委員会
13 文教厚生委員会
16 長尾部敬老会 中央公民館
17 産業建設委員会
18 都市計画審議会
19 学校訪問（武豊小学校） 武豊小学校校長室
20 富貴中学校文化祭
21 富貴中学校体育祭
24 本会議 採決
26 地域公共交通会議
28 小学校運動会 各小学校運動場
30 例月出納検査

１０月

1 行政報告会・全員協議会
ファイザー・ファーマ視察

2 議会だより特別委員会
知多一市五町高齢者交通安全推進協議会 半田市福祉文化会館大ホール

3 中部知多衛生組合議会定例会 常滑市役所
常滑武豊衛生組合議会定例会 常滑市役所

4 学校訪問（衣浦小学校） 衣浦小学校校長室
5 保育園運動会 各保育園
6 文化協会芸能祭 町民会館

10 行政調査 北海道栗山町
11 行政調査 千歳市防災学習交流センター

事務局職員調整会議
13 たけとよウォーカー 総合体育館
14 総務企画委員会行政視察
15 総務企画委員会行政視察 千葉県流山市・埼玉県三芳町
16 議会運営委員会

町防災訓練
17 学校訪問（富貴小学校） 富貴小学校校長室

第２回臨時会
18 愛知県石油コンビナート等防災訓練 中部電力武豊火力発電所

事務局長会議
19 戦没者追悼式 中央公民館

備考日付 内容

日付 内容 備考



１０月

21 半田商工会議所来庁
22 知多中広域事務組合定例会 消防本部３階講堂

町定期監査
22 軽井沢町議会　議会だより視察来町

愛知県社会福祉大会 愛知県体育館
23 産業建設委員会行政視察 大阪市
24 産業建設委員会行政視察 西宮市

愛知県社会福祉大会 愛知県体育館
キャラバン
議員と語る会 常滑市鬼崎公民館
白陵祭（武豊中学校学校祭）文化祭 武豊中学校

25 定例議長会
白陵祭（武豊中学校学校祭）体育祭 武豊中学校

27 武豊福寿園・ケアハウス武豊文化祭 武豊福寿園
28 町定期監査

町例月出納検査
29 常滑武豊衛生組合監査

議会だより特別委員会視察研修 毎日新聞東京本社
30 議会だより特別委員会視察研修 講談社

愛知県町村議会議長会定期総会 アイリス愛知

１１月

1 県内被爆者行脚
2 町民文化祭
3 図書館フェスタ 中央公民館

エコクラブ　アサリ池EM団子投げ アサリ池
阿久比町町制60周年記念式典 阿久比町役場前駐車場

5 行政報告会・全員協議会
総務企画委員会
文教厚生委員会

6 老人クラブグランドゴルフ大会 運動公園
9 産業まつり 町民会館

10 産業まつり 町民会館
11 福岡県柳川市議会来町

知多南部広域環境組合議員連絡会 半田市クリーンセンター

12 知多中広域事務組合議会臨時会 消防本部３階講堂
13 町村議会議長全国大会 ＮＨＫホール
14 学校訪問（武豊中学校） 武豊中学校校長室

事務局職員視察研修 京都府向日市議会
15 「道州制について」の講演会 自治センター
16 小学校学習発表会 各小学校
17 愛知駅伝結団式 町民会館　情報考房
18 中衛例月出納検査 常滑市役所

緑のカーテンコンテスト選定会

日付 内容 備考

日付 内容 備考



１１月

20 文教厚生委員会行政視察 兵庫県かわにしひよし保育園・太子町

21 文教厚生委員会行政視察 兵庫県多可町
8020表彰式 保健センター
健康教育講演会 保健センター
児童生徒の意見発表会 町民会館

22 県との行政連絡会 KKRホテル名古屋
23 武雄神社　新嘗祭 武雄神社
26 議会運営委員会

議会だより特別委員会
28 町定期監査

町例月出納検査
29 保育園生活発表会 各保育園遊戯室
30 児童生徒実践体験文表彰・発表会 町民会館

１２月

2 中部知多衛生組合議会定例会 常滑市役所
常滑武豊衛生組合議会定例会 常滑市役所

3 本会議　開会
行政報告会・全員協議会

4 本会議　一般質問
5 本会議　一般質問
7 愛知万博メモリアル駅伝 愛・地球博記念公園
8 霜月例祭 堀田稲荷神社
9 本会議　議案質疑

10 総務企画委員会
文教厚生委員会

11 産業建設委員会
14 フラワーフェスティバルin大府 大府市勤労文化会館
16 本会議　採決　閉会

議会だより特別委員会
26 例月出納検査
28 年末夜警

内容

日付 内容 備考

日付 備考












