
月 日 曜日 時間 公務内容 場所

8:30 平成29年仕事始め式 市長室

8:45 臨時庁議 庁議室

9:30 来客（福生市交通安全推進委員会） 応接室

9:30
来客（福生市シルバー人材センター・福
生市体育協会・福生市社会福祉協議会）

庁議室

10:00 来客（東京都市町村職員退職手当組合） 応接室

10:30 新年挨拶まわり 市内ほか

17:00 公立福生病院仕事始め式 福生病院

9:45 来客（福生市交通安全協会） 応接室

11:30 来客（東京都都市づくり公社） 応接室

13:00 来客（青梅税務署長） 応接室

13:30 来客（太平洋プレコン工業株式会社） 応接室

9:30 東京消防出初式
東京ビッグサイト東展
示場東側埋立地

13:30 新年挨拶まわり 東京都庁ほか

8:30 新春ふっさウォーキング 中央体育館・市内

14:00 福生警察署「武道始式」 福生警察署

18:00 東京都柔道整復師会西多摩支部新年会 青梅スイートプラム

10:00 福生市消防団出初式 第七小学校

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

9:00 どんど焼き 多摩川河川敷

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

1 10 火 14:45
東京たま広域資源循環組合新年挨拶まわ
り

東京都庁

9:00 庁議 庁議室

13:00 新年挨拶まわり 防衛省本省ほか

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

9:30 平成29年度当初予算理事者査定 庁議室

14:00 東京都後期高齢者医療広域連合協議会 東京区政会館

15:30 「ふるさと祭り東京2017」 東京ドーム

9:30 来客（保護司） 応接室

10:30 来客（北関東防衛局長ほか） 応接室

13:00 来客（福生市消防団長） 応接室

17:30 福生市老人クラブ連合会新年会 天ぷらくぼた

9:50 新春親子お楽しみ会 市民会館前庭

15:30
東京都電気工事工業組合青梅地区本部西
多摩電設工業共同組合新年賀詞交歓会

青梅市福祉センター

平成29年1月分　市長公務日誌
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月 日 曜日 時間 公務内容 場所

平成29年1月分　市長公務日誌

10:00 交通安全新年街頭指導出動式 第一棟2階会議室

13:30 福生市伝統文化発表会 市民会館

15:00 福生市交通安全推進委員会新年会 幸楽園

9:15 来客（プレイパークを考える会） 応接室

10:00 メイヤー＆スタッフミーティング 応接室

13:15 メイヤー＆スタッフミーティング 応接室

15:00 ＴＯＫＹＯ-ＭＸ取材 応接室

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

10:00 平成29年度当初予算理事者確認 庁議室

11:00 来客（市議会公明党会派議員） 応接室

11:30
郵便局との「地域における協力に関する
協定」締結式

応接室

13:30 東京都市長会役員会 東京自治会館

18:00
陸上自衛隊東部方面総監感謝状受賞祝賀
会

フォレストイン昭和館

9:30 メイヤー＆スタッフミーティング 応接室

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

13:30 瑞穂斎場組合正副管理者会議 瑞穂斎場

15:00 福生市商工会賀詞交歓会 幸楽園

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

1 20 金 9:00 新年挨拶まわり
国土交通省京浜河川事
務所ほか

9:00 文化財消防演習 石川酒造

10:00 東京都公民館連絡協議会研究大会 市民会館

11:15 福生第七小学校公開授業見学 第七小学校

18:00 横田基地と７クラブ合同新年会 横田基地

9:00
東京2020オリンピックパラリンピックフ
ラッグツアー

多摩川中央公園

9:50 福生市民新春駅伝大会 多摩川中央公園

1 23 月

19:00 福生市商工会建設業部会新年会 商工会館

9:00
庁議・施策検討会・行政改革推進本部会
議

庁議室

13:30 東京都市長会議 東京自治会館

15:00 三多摩地区消防運営協議会第一部会 東京自治会館

16:00
東京たま広域資源循環組合正副管理者会
議

東京自治会館

18:30 福生青年会議所新年賀詞交歓会
羽村市生涯学習セン
ターゆとろぎ

18:00 花いっぱい運動（秋）コンテスト表彰式 第一棟2階会議室

19:00 福生市文化協会新年会 熊牛会館
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12:30 未来を拓くふっさっ子学習発表会 市民会館

19:00 福生市消防団歴代正副団長会 幸楽園

11:00 来客（枡屋グループ） 応接室

13:30
西多摩衛生組合正副管理者会議・構成市
町長会議

西多摩衛生組合

16:00 西多摩地区議長会賀詞交歓会 玉川苑

11:30 Ｆｅ監査オープニングミーティング 委員会室

14:40 広域連携サミット2017・懇親会
統計数理研究所・ホテ
ル日航立川東京
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