
月 日 曜日 時間 公務内容 場所

8:30 平成25年仕事始め式 市長室

9:00 福生市教育委員辞令交付式 応接室

9:15
来客（福生市交通安全推進委員会会長ほ
か）

応接室

9:35 来客（福生消防署長ほか） 応接室

9:40
来客（福生市シルバー人材センター会長
ほか）

応接室

10:00 来客（福生市社会福祉協議会会長ほか） 応接室

10:00 来客（福生市体育協会会長ほか） 応接室

10:30 臨時庁議 庁議室

11:00 新年挨拶まわり 市内・近隣市町村

16:30 福生病院組合平成25年仕事始め式 福生病院

17:45 教育長就任式 商工会館

16:00 福生警察署「武道始式」 福生警察署

17:30
福生警察懇話会・福生交通安全協会・福
生警察署管内防犯協会懇親会

福生警察署

9:45 来客（福生交通安全協会会長ほか） 応接室

9:50 新年挨拶まわり 東京都庁ほか

9:00 自治大学校派遣職員辞令交付式 応接室

9:30
来客（太平洋プレコン工業株式会社社長
ほか）

応接室

10:00 新年挨拶まわり 防衛省ほか

9:00 新年挨拶まわり
国土交通省京浜河川事
務所ほか

17:15
青梅税務署管内関係民間団体新年賀詞交
歓会

青梅市福祉センター

1 10 木 10:00 選挙管理委員会委員長感謝状贈呈式 応接室

8:50 庁議・施策検討会 庁議室

17:00 福生市商工会新年賀詞交歓会 商工会館

18:00 福生市老人クラブ連合会新年会 天ぷらくぼた

8:30 新春ウォーキング 中央体育館

9:50 学童クラブ合同新春親子お楽しみ会 市民会館前庭

18:00 東京都柔道接骨師会西多摩支部新年会 黒茶屋

10:00 福生市消防団出初式 第五小学校校庭

15:30
福生市消防団出初式分団巡回・本部新年
会

各分団会場ほか

13:00 福生市成人式 市民会館

14:30 福生市町会長協議会新年会 幸楽園

9:00 平成25年度当初予算理事者査定 庁議室

18:00
福生地区消防懇話会・福生防災協会合同
新年懇親会

羽村市生涯学習セン
ターゆとろぎ

平成25年1月分　市長公務日誌

1 4 金

1 5 土

1 9 水

1 7 月

1 8 火

1 11 金

1 12 土

1 13 日

1 14 祝

1 16 水



13:15 小林竹材店感謝状贈呈式 市長室

14:00 国民健康保険運営協議会 庁議室

18:00 福生市民生委員・児童委員協議会新年会 幸楽園

1 18 金 16:00
平成25年度東京都予算編成に伴う市町村
長合同会議及び副知事への復活要望

東京都庁

1 19 土 18:00 西多摩医師会新年賀詞交歓会 青梅市福祉センター

10:00 交通安全新年街頭指導出動式 商工会館

15:00 福生市交通安全推進委員会新年会 幸楽園

9:00
庁議・施策検討会・行政改革推進本部会
議

庁議室

17:30
全日本不動産協会東京都本部多摩西支部
新年賀詞交歓会

青梅市福祉センター

19:00 銀座中央商栄会新年会 吾平

11:30
環境マネジメントシステムLAS-E監査
オープニングミーティング

委員会室

12:00 福生市老人クラブ連合会女性部新年会 天ぷらくぼた

13:00
東京たま広域資源循環組合二ツ塚処分場
視察

二ツ塚処分場

15:00 西多摩地区議長会賀詞交歓会
羽村市生涯学習セン
ターゆとろぎ

19:00 福生市商工会建設業部会新年会 商工会館

9:00 平成25年度当初予算理事者確認 市長室

11:00 来客（福生市議会議員） 応接室

17:00 福生市観光協会役員賀詞交歓会 幸楽園

19:00 福生市健康づくり推進委員委嘱状交付式 商工会館

13:15 環境省環境副大臣訪問 環境省

16:00
環境マネジメントシステムLAS-E監査ク
ロージングミーティング

委員会室

18:00 航空自衛隊横田基地賀詞交歓会
フォレスト・イン昭和
館

9:00 瑞穂斎場組合正副管理者会議 瑞穂斎場

11:30
東京都三多摩地区消防運営協議会第一部
会・東京都市町村議会議員公務災害補償
等組合議会定例会・東京都市長会

東京自治会館

19:00 福生市文化協会新年会 熊牛会館

9:30 文化財消防演習 福生不動尊

13:00 秋川漁業協同組合熊川支部総会 熊川中央会館

18:00 福生市消防団歴代正副団長会 幸楽園

19:00 横田基地と７クラブ合同新年会 横田基地

9:30 新春市民駅伝大会 多摩川中央公園

10:15 地域スポーツクラブ育成セミナー 商工会館

1 28 月

1 29 火

15:00
「ＯｖｅｒＴｈｅＤｏｇｓ」応援メッ
セージ撮影

応接室

16:00 メイヤー＆スタッフミーティング 応接室

1 17 木

1 20 日

東京市町村総合事務組合行政視察 福島県福島市ほか

1 21 月

1 22 火

1 23 水

1 24 木

1 25 金

1 26 土

27 日

1 30 水

1



8:40 市役所庁舎避難訓練 市役所内

10:00 国民体育大会協力団体訪問 市内

14:00 来客（ゆいま～る拝島ハウス長） 応接室

16:00 メイヤー＆スタッフミーティング 応接室

1 31 木


