
月 日 曜日 時間 公務内容 場所

11 1 水 18:30
防衛省移行10周年記念自衛隊記念日レセ
プション

グランドヒル市ヶ谷

14:50
福生市行政改革推進委員会委員委嘱状交
付式

委員会室

15:00 福生市行政改革推進委員会・懇親会 委員会室・藤屋

8:30 第28回マルフジ少年野球大会 福東第一少年野球場

10:00 武蔵野市市制施行70周年記念式典
武蔵野市民文化会館大
ホール

14:30 国立市市制施行50周年式典
くにたち市民芸術小
ホール

18:30 菊見会 幸楽園

11 4 土 16:30
西多摩地区保護司会顧問瑞宝双光章受章
祝賀会

フォレストイン昭和館

11 5 日 14:00
第7回5市市長が語る地域自治体連携シン
ポジウム

もくせい会館

11 6 月 13:30 瑞穂斎場組合正副管理者会議 瑞穂斎場

9:30
福生市老人クラブ連合会女性部長厚生労
働大臣表彰受賞報告

応接室

10:00 福生市個人情報保護審議会答申 応接室

11:30
全日本バードカービングコンクール特別
賞受賞報告

応接室

15:00 防衛省本省訪問 防衛省本省

11 8 水

11 9 木

11 10 金

9:00 四地区合同水・防災訓練 明神下公園

10:00 福生第一中学校70周年記念式典 福生第一中学校体育館

18:00 福生第一中学校70周年祝賀会 もくせい会館

9:30 市P連球技大会開会式 中央体育館

11:00 志茂睦囃子連50周年記念式典 志茂二睦会館

14:00 福生市農産物共進会褒章授与式
西多摩農業協同組合福
生支店

14:30
第7回ボーイスカウト多摩西地区ラリー
閉会式

多摩川中央公園

10:00 瑞穂斎場組合議会定例会 瑞穂斎場

13:30 西多摩衛生組合正副管理者会議 西多摩衛生組合

8:00 東京たま広域資源循環組合視察 長野県岡谷市・諏訪市

18:00 日米交流忘年会 もくせい会館

10:30 福生市環境推進委員会 庁議室

14:00 福生市自治功労者旭日双光章受章報告 応接室

15:00 来客（防衛省北関東防衛局） 応接室

9:00 庁議・施策検討会 庁議室

13:00 新規職員採用試験最終面接 庁議室

18:30
西多摩地域広域行政圏体育大会・総合開
会式兼前夜祭

第1棟2階会議室・もく
せい会館

11 7 火

11 16 木

平成29年11月分　市長公務日誌
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11 13 月

火

全国都市問題会議 沖縄県那覇市

11 15 水

11 12 日

1411
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平成29年11月分　市長公務日誌

10:00 正和会会派協議 委員会室

13:00 福生病院組合議会定例会 福生病院

16:00 諸会派会派協議 委員会室

9:30
西多摩地域広域行政圏グランドゴルフ大
会

市営競技場

10:00 軽スポーツ＆とん汁会 多摩川中央公園

17:00 西多摩地域広域行政圏体育大会閉会式 中央体育館

9:00 新規職員採用試験最終面接 庁議室

13:30
市長会役員会・東京都市町村公平委員会
関係団体長会議・東京都市町村職員退職
手当組合構成団体長会議

東京自治会館

18:30 北京市区友好代表団交流会 京王プラザホテル

9:00 花いっぱい運動 丘の広場

15:10 広域連携サミット ホテル日航立川東京

9:00 新規職員採用試験最終面接 庁議室

10:30 福生多摩幼稚園児来訪 市長室・応接室

11:30 来客（お手玉サークル） 応接室

13:00 来客（福生市民生委員児童委員協議会） 応接室

14:00 中学生東京駅伝大会結団式 もくせい会館

18:30 福生市歯科医師会研修会・懇親会 藤屋

18:00 福生交通安全協会会長実母通夜 そうしんホール青梅

18:30 福生市消防団体力増強訓練後懇親会 もくせい会館

10:30 来客（青梅法人会） 応接室

10:50 福生市都市計画審議会委員委嘱状交付 応接室

11:00 福生市都市計画審議会 庁議室

13:20 福生市小学校音楽会 市民会館

17:00 都市町村協議会・懇談会 東京都庁

9:30 シニア＆障がい者ウォーキング大会 中央体育館

12:30 親子の絆コンサート2017 市民会館

11 26 日 19:00 福生市町会長協議会第三ブロック連絡会 もくせい会館

9:00 庁議・施策検討会 庁議室

13:30 東京都市長会議 東京自治会館

9:45
東京都市長会都市税財源の充実確保に関
する要望行動

衆議院議員会館

14:30
全国基地協議会・防衛施設周辺整備全国
協議会合同役員会・実行運動・意見交換
会

日本都市センター・防
衛省・ホテルグランド
アーク半蔵門

10:30 定例記者会見 庁議室

15:55
東京都市長会都市税財源の充実確保に関
する要望行動

衆議院議員会館・参議
院議員会館

9:30 来客（富士見通りまちづくり協議会） 応接室

13:30 西多摩衛生組合議会定例会 西多摩衛生組合
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