
月 日 曜日 時間 公務内容 場所

8:30 庁議 庁議室

8:45 仕事始め式 市長室

8:55 来客（福生市商工会会長ほか） 応接室

9:00 来客（福生市交通安全推進委員会役員） 応接室

9:15 来客（福生市社会福祉協議会会長ほか） 応接室

9:20 来客（福生市市議会議員公明党会派） 応接室

9:30
来客（福生市シルバー人材センター会長
ほか）

応接室

9:35 来客（福生市市議会議員） 応接室

10:00 新年挨拶まわり 市内・近隣市町村

13:30 来客（西多摩農業協同組合組合長ほか） 応接室

13:45 来客（東京都西多摩保健所所長ほか） 応接室

14:15 来客（福生市市議会議長） 応接室

9:15
来客（国土交通省関東地方整備局相武国
道事務所長）

応接室

9:30 来客（福生病院組合事務局長ほか） 応接室

9:40 来客（福生交通安全協会役員） 応接室

9:45 新年挨拶まわり 東京都庁

15:00 西多摩地区議長会賀詞交歓会 青梅市福祉センター

8:30 新年挨拶まわり
防衛省北関東防衛局ほ
か

15:00 福生警察署武道始式・懇親会 福生警察署

9:30 新年挨拶まわり 防衛省本省ほか

17:30 福生市老人クラブ連合会新年会 てんぷらくぼた

8:45 新春ウォーキング 中央体育館

18:00 西多摩接骨師会新年会 ブリヂストン奥多摩園

10:00 福生市消防団出初式 福生第四小学校

15:00
福生市消防団出初式各分団激励・本部新
年会

各分団新年会会場ほか

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 向蔵

1 12 火 10:00 国民健康保険運営協議会答申 応接室

9:00 自治大学校第二部派遣職員辞令交付式 応接室

9:30 新年挨拶まわり
国土交通省関東地方整
備局京浜河川事務所ほ
か

平成22年1月分　市長公務日誌

1 4 月

1 6 水

1 7 木

1 8 金

1 9 土

1 10 日

1 11 祝

1 13 水



月 日 曜日 時間 公務内容 場所

平成22年1月分　市長公務日誌

10:00 福生市自治功労者告別式 瑞穂斎場

14:00 新都市連絡協議会職員交流研修調印式 庁議室

16:00 新都市連絡協議会懇親会 幸楽園

9:00 庁議・施策検討会 庁議室

14:30
来客（東京都ラジオ体操連盟理事長ほ
か）

応接室

15:30 レジ袋削減キャンペーン駅頭活動 福生駅東口

13:00
学術・文化・産業ネットワーク多摩公開
講座「花と緑と知のミュージアム」

国営昭和記念公園

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 福生市交通安全推進委員会出動式 商工会館

13:50 三多摩はひとつなり交流事業セレモニー さくら会館

15:00 福生市交通安全推進委員会新年会 幸楽園

18:00 横田基地と近隣交流クラブ合同新年会 横田基地

1 18 月 17:00 福生市商工会新年賀詞交歓会 商工会館

9:00 平成22年度当初予算理事者査定 庁議室

16:30
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

9:00
来客（福生市シルバー人材センター会長
ほか）

応接室

10:00 瑞穂斎場組合正副管理者会議 瑞穂斎場

13:15 平成22年度当初予算理事者査定 庁議室

17:00 福生市観光協会役員新年賀詞交歓会 幸楽園

12:00 福生市老人クラブ連合会女性部新年会 てんぷらくぼた

18:00 民生・児童委員協議会新年会 幸楽園

16:00 東京都予算編成に伴う市町村長合同会議 東京都庁

18:00 福生交通安全協会新年懇親会 幸楽園

19:00 福生商店街協同組合新年会 藤屋

1 23 土 10:00 文化財消防演習 千手院

1 24 日 13:30 公立福生病院落成式典 福生病院

10:30 福生消防署行政報告 応接室

13:15
市町村議会議員公務災害補償等組合理事
会

東京自治会館

13:30 東京都市長会 東京自治会館

15:30 東京都三多摩地区消防運営協議会 東京自治会館

9:00 平成22年度当初予算理事者確認 庁議室

10:00 来客（防衛省北関東防衛局次長ほか） 応接室
1 26 火

1 22 金

1 25 月

1 14 木

1 15 金

1 16 土

1 17 日

1 19 火

1 20 水

1 21 木



月 日 曜日 時間 公務内容 場所

平成22年1月分　市長公務日誌

9:00 福生市自治功労者告別式 瑞穂斎場

13:15 庁議 庁議室

18:00
福生地区消防懇話会・福生防災協会合同
新年会

羽村市生涯学習セン
ターゆとろぎ

10:30
市議会正和会に対する平成22年度当初予
算状況説明

庁議室

15:00 来客（玉川上水遊歩道を考える会） 応接室

19:00 福生青年会議所新年賀詞交歓会 横田基地

20:00 銀座商栄会新年祝賀会 やまざき

7:00 西多摩衛生組合視察研修 千葉県印西市ほか

19:00 福生市文化協会新年会 志茂睦会館

1 30 土 18:00 福生市消防団歴代正副団長会 華膳

9:30 第13回福生市民新春駅伝大会開会式 多摩川中央公園

12:30 日米交流合同音楽会 市民会館

15:30 日米交流合同音楽会親睦会 さくら会館

1 27 水

1 31 日

1 28 木

1 29 金


