
市長の動き 　
月日 曜日 時間 日程 場所

11/1 月 *

8:45 企画部打合せ 市長室

13:00 企画部打合せ 市長室

14:00 来客対応 市長応接室

14:40 来客対応 市長応接室

15:00 部長会議 政策会議室

16:00 来客対応 政策会議室

17:20 財務部打合せ 市長室

17:40 副市長打合せ 市長室

18:10 防災危機管理課打合せ 市長室

18:30 企画部打合せ 市長室

11/2 火 *

11/3 水 *

14:00 豊橋文化振興財団設立20周年記念式典 ライフポート

11/4 木 *

9:00 来客対応 市長応接室

9:30 総務部打合せ 市長室

10:30 三遠南信地域市町村議会議長協議会総会 アークリッシュ

11:30 三遠南信、浜松三ケ日・豊橋道路建設促進議員協議会総会 アークリッシュ

12:30 同　意見交換会 プラット

14:00 三遠南信サミット2021ｉｎ東三河 プラット

16:50 emCAMPUS視察 同所

11/5 金 *

9:00 新規採用職員後期研修 東121

11:00 定例記者会見 政策会議室

12:00 健康部打合せ 市長室

13:00 来客対応 市長応接室

13:30 新規採用職員後期研修 東121

15:10 市民協創部打合せ 政策会議室

16:00 来客対応 市長応接室

16:40 文化・スポーツ部打合せ 市長室

18:00 企画部打合せ 市長室

11/6 土 *

10:00 530のまち環境フェスタオープニングセレモニー 自然史博物館

11:15 市民プールお別れイベント 同所

11/7 日 *

11:00 鷹丘文化協会創立40周年鷹丘校区文化祭 鷹丘校区市民館

12:00 チャリティー芸能大会 公会堂

11/8 月 *

9:00 来客対応 市長応接室

9:30 政策会議 市長室

10:30 部長会議 政策会議室

13:15 愛知県知事訪問 名古屋市

14:00 県・市懇談会 名古屋市

15:15 愛知県市長会臨時総会 名古屋市

16:05 東海財務局訪問 名古屋市

16:30 新型コロナワクチン追加接種に関する知事要望 名古屋市



市長の動き 　
月日 曜日 時間 日程 場所

11/9 火 *

8:50 産業部打合せ 市長室

10:00 戦没者追悼式 公会堂

11:15 教育部打合せ 市長室

11:30 産業部打合せ 市長室

13:00 来客対応 市長応接室

13:30 都市計画部打合せ 市長室

14:00 来客対応 市長応接室

15:20 企画部打合せ 市長室

15:40 東三河広域連合事務局打合せ 市長室

17:00 愛知県市長会東三河ブロック五市長会議 蒲郡市

11/10 水 *

9:00 財務部打合せ 東41

13:00 来客対応 市長応接室

13:30 こども未来部打合せ 市長室

14:00 総合教育会議 政策会議室

17:00 市民協創部打合せ 市長室

17:30 企画部打合せ 市長室

11/11 木 *

9:00 一日市長の市長室訪問 市長室

9:30 防災危機管理課打合せ 市長室

10:00 来客対応 市長応接室

11:00 「市民の日」式典 講堂

13:00 三河港コンテナターミナル㈱打合せ 市長室

14:00 豊橋准看護学校戴帽式 ほいっぷ

16:00 来客対応 市長応接室

16:30 環境部打合せ 市長室

18:00 企画部打合せ 市長室

11/12 金 *

9:00 来客対応 市長応接室

9:30 来客対応 市長応接室

10:00 企画部打合せ 市長室

11:00 三河港コンテナターミナル㈱取締役会 商工会議所

13:00 総務部打合せ 市長室

14:00 来客対応 市長応接室

14:30 教育部打合せ 市長室

15:00 来客対応 市長応接室

15:30 こども未来部打合せ 市長室

17:00 とよはしキラキラ★イルミネーション2021点灯式 東口サークルプラザ

17:45 文化・スポーツ部打合せ まちなか図書館

18:30 幼稚園祭式典 アソシア

11/13 土 *

10:00 ハナノオト・マルシェ 南口駅前広場

11:00 図書館資料展「豊橋の百年企業　豊橋の書店　豊川堂と精文館」 中央図書館

11/14 日 *

12:30 インターナショナルフェスティバル ここにこ

13:40 東三民謡まつり プラット



市長の動き 　
月日 曜日 時間 日程 場所

11/15 月 *

8:45 教育部打合せ 市長室

9:00 財務部打合せ 政策会議室

11:25 文化・スポーツ部打合せ 市長室

13:00 財務部打合せ 政策会議室

16:30 企画部打合せ 市長室

17:15 教育部打合せ 市長室

11/16 火 *

9:00 部長会議 政策会議室

13:10 ふるさと回帰支援センター視察 東京都

14:00 インド大使訪問 東京都

16:00 愛知県産業立地セミナー2021in東京 東京都

11/17 水 *

9:00 財務部打合せ 政策会議室

10:30 来客対応 市長応接室

12:15 豊橋西ライオンズクラブ防災ドローン贈呈例会 アソシア

13:30 建設部打合せ 市長室

14:00 来客対応 市長応接室

15:00 ㈱ShaxwareFIDOデベロッパー・チャレンジ銀賞受賞報告 市長応接室

15:30 企画部打合せ 市長室

16:15 来客対応 市長応接室

17:15 こども未来部打合せ 市長室

11/18 木 8:45 財務部打合せ 市長室

9:00 財務部打合せ 政策会議室

11:45 来客対応 市長応接室

13:30 東三河地区学校保健研究大会 ライフポート

14:10 地震津波対策促進協議会要望活動 政策会議室【Web】

16:30 建設部打合せ 市長室

16:45 都市計画部打合せ 市長室

17:15 上下水道局打合せ 市長室

17:45 総務部打合せ 市長室

11/19 金

12:45 東愛知サロン会 アソシア

14:30 エムキャンパス東棟施設内覧会 同所

15:55 東三河広域連合事務局打合せ 市長室

16:40 企画部打合せ 市長室

17:10 文化・スポーツ部打合せ 市長室

11/20 土 *

9:30 旭小学校創立70周年記念式典 同所

10:30 豊橋信用金庫創立100周年記念式典 プラット

11/21 日 *

10:30 地域と市長のまちづくり懇談会（鷹丘校区） 鷹丘校区市民館

13:30 MOA美術館豊橋児童作品展 ここにこ

14:30 地域と市長のまちづくり懇談会（旭校区） 旭校区市民館



市長の動き 　
月日 曜日 時間 日程 場所

11/22 月 *

11:00 国道２３号名豊道路の整備促進に関する要望活動 東京都

15:00 浜松湖西豊橋道路の早期実現に関する要望活動 東京都

11/23 火 *

10:00 平和の塔式典 向山緑地

14:00 自民党愛知県支部連合会役員及び愛知県連所属国会議員と愛知県市長会との意見交換会 名古屋市

11/24 水 *

8:45 建設部打合せ 市長室

9:00 政策会議 市長室

10:00 部長会議 政策会議室

11:00 やしの実FM収録　 第1応接室

11:40 ラジオニッケイ収録 第2応接室

13:00 豊橋中央高校野球部星野真生選手ドラフト会議中日ドラゴンズ指名報告 市長応接室

13:30 こども未来部打合せ 市長室

15:00 大学生への講義 愛知大学

11/25 木 *

8:45 環境部打合せ 市長室

9:00 来客対応 市長応接室

9:30 ㈱東三河食肉流通センター打合せ 市長室

13:15 駅前大通二丁目地区再開発組合要望活動 東京都

15:00 企業訪問 東京都

15:40 企業訪問 東京都

17:00 ふるさと大使懇談会 東京都

18:30 ほの国東三河応援倶楽部総会 東京都

11/26 金 *

9:00 市民協創部打合せ 市長室

9:30 高齢者福祉大会 公会堂

10:20 消防本部打合せ 市長室

10:30 企画部打合せ 市長室

11:30 副市長打合せ 市長室

13:00 こども保健課伊藤僚子専門員母子保健奨励賞受賞報告 市長応接室

14:00 ㈱東三河食肉流通センター取締役会 同所

15:30 都市計画部打合せ 市長室

16:30 企画部打合せ 市長室

17:40 産業部打合せ 市長室

11/27 土 8:30 エムキャンパスイーストオープニングセレモニー 同所

9:00 まちなか図書館オープニング 同所

11/28 日 *

9:00 中野校区防災行事 中野小体育館

10:00 地域と市長のまちづくり懇談会（大村校区） 大村校区市民館

13:00 地域と市長のまちづくり懇談会（東田校区） 東田校区市民館



市長の動き 　
月日 曜日 時間 日程 場所

11/29 月 *

10:00 東三河市町村長会議 政策会議室

13:00 豊橋田原ごみ処理広域化ブロック会議 政策会議室

13:35 市民協創部打合せ 市長室

14:00 政策会議 市長室

15:30 星野眞吾賞展 美術博物館

16:00 部長会議 政策会議室

17:00 総務部打合せ 市長室

17:40 総合動植物公園打合せ 市長室

18:00 産業部打合せ 市長室

18:30 若者と市長の意見交換会 市長応接室

11/30 火 *

9:00 企画部打合せ 市長室

9:30 都市計画部打合せ 市長室

10:00 機構改革実施本部 市長室

13:30 来客対応 市長応接室

16:15 豊橋鉄道の確保維持への支援についての要望活動 名古屋市


