
月日（曜） 時間 公務の内容 場所

9:00 ２０１７ふれ愛デーチャリティパークゴルフ交流会開会式
リバーサイドパークゴル
フ場

10:00 千歳ジュニアスポーツフェスティバル１０回記念イベント 総合武道館

9:45
北部方面総監部及び第７師団への「千歳市における自衛隊の
体制維持を求める期成会要望」並びに「自衛隊地方協力本部
設置に関する要望」

第７師団司令部、北部方
面総監部

14:00 正副議長による就任あいさつ 市長室
14:30 公平委員会委員の選任発令 市長室
15:00 来客 市長室

15:30
第６０回全国空手道選手権大会兼第５５回北海道空手道選手
権大会出場選手による表敬あいさつ

市長室

9:00 定例庁議 庁議室
9:40 寄附採納 市長室
10:00 来客 市長室
10:30 来客 市長室
11:30 来客 市長室
13:15 行政委員会委員に対する感謝状贈呈式 市長室
11:45 来客 市長室
13:00 補正予算特別委員会 議場
15:30 来客 市長室
11:45 来客 市長室
13:00 平成２９年市議会第２回定例会　一般質問① 議場
16:45 千歳美術協会第３９回千美展 千歳市民ギャラリー
9:00 来客 市長室
13:00 平成２９年市議会第２回定例会　一般質問② 議場

7月9日(日) 12:15
長嶋茂雄ＩＮＶＩＴＡＴＩＯＮＡＬセガサミーカップゴルフトーナメント
表彰式

ザ・ノースカントリーゴル
フクラブ

13:00 平成２９年市議会第２回定例会　一般質問③ 議場
16:30 補正予算理事者査定 市長室

19:00 北海道美容技術選手権大会前夜祭
ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳

8:00 市長上京（ＪＡＬ５００便）

13:35
千歳市における自衛隊の体制強化を求める期成会要望及び
自衛隊地方協力本部設置に関する要望

東京都

10:00 全国市長会社会文教委員会 東京都
13:30 企業訪問 東京都
18:00 市長帰千（ＪＡＬ５２３便）
9:00 来客 市長室
9:40 来客 市長室
10:00 来客 庁議室

16:15
米軍再編に係る訓練移転（回転翼機及びティルト・ローター機
等の沖縄県外への訓練移転）に関する要望

札幌市

13:00 平成２９年市議会第２回定例会　一般質問④ 議場

17:55 千歳歓楽街夏まつり除幕式
酔い街通り（清水町２丁
目）

19:00 北部方面混成団創隊６周年記念行事 ホテルグランテラス千歳
11:30 第４３回千歳市民夏まつり開会式 タウンプラザ前広場

13:00 ２０１７スカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭「オープニングセレモニー」
市役所駐車場特設ス
テージ

15:00
ミスアンカレジ　アンジェリーナ・クラップリッチ様外による表敬
あいさつ

庁議室

15:30
第６代いぶすき菜の花レディ今吉はづき様外による表敬あいさ
つ

庁議室

16:30 ２０１７スカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭「交流会」
市役所駐車場イベント会
場内

7月16日(日) 13:30
２０１７スカイ・ビア＆ＹＯＳＡＫＯＩ祭第１９回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン
ちとせトーナメント観賞・表彰式

市役所駐車場メインス
テージ

6:40 ミス・アンカレジ御一行お見送り ホテルルートイン千歳駅
8:30 いぶすき菜の花レディ御一行お見送り ホテルルートイン千歳駅
9:30 来客 市長室

平成２９年７月分｢市長の一日｣

7月15日(土)

7月17日(日)

7月1日(土)

7月3日(月)

7月4日(火)

7月5日(水)

7月6日(木)

7月7日(金)

7月10日(月)

7月11日(火)

7月12日(水)

7月13日(木)

7月14日(金)



月日（曜） 時間 公務の内容 場所
平成２９年７月分｢市長の一日｣

10:30 函館税関千歳税関支署長による着任あいさつ 市長室
11:00 来客 市長室
13:00 市議会第２回定例会　本会議 議場

7月19日(水) 14:00 ２０１７千歳基地航空祭フレーム切手の贈呈 市長室

13:15
ブルーファミリア２０１７さわやかチャリティコンサート開催に係
る表敬あいさつ

市長室

15:30
在日米軍再編に係る訓練移転先６基地関係自治体連絡協議
会役員会・総会・意見交換会

ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳

9:00
在日米軍再編に係る訓練移転先６基地関係自治体連絡協議
会視察研修

千歳基地・東千歳駐屯地

13:30 来客 市長室
14:00 来客 市長室
15:00 固定資産評価審査委員会委員の選任発令に係る辞令交付式 市長室
15:30 千歳市農業委員会委員の選任発令に係る辞令交付式 議会棟大会議室
18:00 市理事者と農業委員会委員の懇談会 ホテルグランテラス千歳

7月22日(土) 19:45 千歳・道新花火大会 住吉ソフトボール場
8:55 千歳基地航空祭オープニングセレモニー 千歳基地
11:30 千歳基地航空祭（開庁６０周年記念行事）祝賀会 千歳基地

13:15
千歳市内小中高生による吹奏楽・リコーダー合同演奏会第１７
回キラキラコンサート

市民文化センター

10:35 空港民営化懇談会 ロイトン札幌
13:30 石狩管内地域主権・民進党政策懇談会 札幌市

18:30 自衛隊高級幹部を囲む会
ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳

9:00 来客 市長室
9:30 第１特科群長による離任あいさつ 市長室
11:00 北海道千歳高等学校校長による着任あいさつ 市長室
11:30 来客 市長室

17:00 平成２９年度千歳工業クラブ・千歳市との意見交換会
ＡＮＡクラウンプラザホテ
ル千歳

10:05
第１１普通科連隊連隊長及び副隊長への千歳市からの感謝
状贈呈式・離任あいさつ

市長室

13:00 和田義明衆議院議員による千歳版ネウボラ視察出迎え 庁議室
9:30 千歳地方防衛協会による自衛隊広報担当者への感謝状贈呈 市長室
10:10 第１特科団長兼ねて北千歳駐屯地司令による勇退あいさつ 市長室
11:00 千歳市戦没者追悼式 青葉公園
13:30 千歳市安全で住みよいまちづくり推進協議会総会 総合福祉センター
14:45 来客 市長室
15:30 来客 市長室
16:10 北海道防衛局長による離任あいさつ 市長室

18:00 第５回ちとせ川ビール祭りオープニングセレモニー
グリーンベルトおまつり
広場

9:00 市長上京（ＪＡＬ５０２便）

12:00
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、合同定期総会、実行運動、正副会長意見交換会

東京都

22:05 市長帰千（ＪＡＬ５３１便）

7月26日(水)

7月27日(木)

7月28日(金)

7月18日(火)

7月20日(木)

7月21日(金)

7月23日(日)

7月24日(月)

7月25日(火)


