
月日（曜） 時間 公務の内容 場所
10:00 定例庁議 庁議室
13:30 千歳市市制施行60周年記念式 議場

15:30
千歳中央ライオンズクラブ7/1付役員改選に伴う表敬あい
さつ

市長室

9:50 来客 市長室
15:00 来客 市長室
15:40 千歳美術協会第40回千美展視察 千歳市民ギャラリー
18:30 道央廃棄物処理組合焼却施設基本設計に関する住民説明会 北コミュニティセンター

9:30
石狩地方開発促進期成会・道央圏連絡道路整備促進期
成会合同要望（在札要望）

札幌市

16:30 航空総隊司令官による勇退あいさつ 市長室
10:00 支笏湖漁業協同組合による支笏湖ヒメマス解禁あいさつ 市長室
11:00 新規採用職員研修（自衛隊隊内生活体験）視察及び激励 東千歳駐屯地
13:45 寄附採納 市長室

14:00
千歳セントラルロータリークラブ7/1付役員改選に伴う表敬
あいさつ

市長室

14:30 来客 市長室
7月6日(金) 10:00 来客 市長室

9:30
JOCジュニアオリンピックカップ・第50回北海道ジュニア柔
道体重別選手権大会・第21回北海道女子ジュニア柔道体
重別選手権大会開会式

総合武道館

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

10:00 千歳ライオンズクラブ7/1付役員改選に伴う表敬あいさつ 市長室
18:30 災害派遣部隊見送り（中国・四国地方での豪雨災害） 東千歳駐屯地
10:00 市内企業訪問 もりもと千歳第1工場
16:00 市長上京（JAL516便）
10:00 全国市長会社会文教委員会 東京都
13:00 全国市長会理事・評議員合同会議 東京都

9:00
石狩地方開発促進期成会・道央圏連絡道路整備促進期
成会合同要望（中央要望）

東京都

20:05 市長帰千（JAL527便）

9:00
北部方面総監部及び第7師団への「千歳市における自衛
隊の体制強化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」

東千歳駐屯地・札幌市

14:00
北海道千歳高等学校70周年記念事業実行委員会による
表敬あいさつ

市長室

14:30 来客 市長室
17:39 千歳歓楽街夏まつり 清水町２丁目

9:00
千歳市市制施行60周年記念　千歳ソフトボール協会創立
40周年記念第27回全日本実年ソフトﾎﾞｰル大会　北海道
予選会開会式

住吉ソフトボール場

11:30 第44回千歳市民夏まつり開会式 タウンプラザ前広場
13:00 2018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
第7代いぶすき菜の花レディ愛野さやみ様外による表敬あ
いさつ

庁議室

15:30
ミスアンカレジ　アンナリーザ・クレス様外による表敬あい
さつ

庁議室

16:30 2018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15日(日) 11:00
2018スカイ・ビア＆YOSAKOI祭「第20回ＹＯＳＡＫＯＩソーラ
ンちとせトーナメント観賞・表彰式」

市役所駐車場特設ステー
ジ

7月16日(月) 14:00
歌手水森かおり「水に咲く花・支笏湖へ」発売記念ミニス
テージ観賞

市役所駐車場特設ステー
ジ

9:30 来客 市長室
11:00 2018千歳基地航空祭フレーム切手の贈呈 市長室
15:30 来客 市長室
16:00 来客 庁議室

7月8日(日)

平成30年7月分｢市長の一日｣

7月9日(月)

7月10日(火)

7月12日(木)

7月17日(火)

7月11日(水)

7月13日(金)

7月14日(土)

7月2日(月)

7月3日(火)

7月4日(水)

7月5日(木)



月日（曜） 時間 公務の内容 場所
平成30年7月分｢市長の一日｣

7:30 市長上京（ANA50便）

12:30
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、合同定期総会、実行運動、正副会長意見交換会

東京都

10:15 市長福岡県へ移動（JAL373便）

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

福岡県

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

福岡県

21:00 市長帰千（JAL376便・JAL529便）
9:00 千歳基地航空祭オープニングセレモニー 千歳基地
11:30 千歳基地航空祭会食 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18回キラキラコンサート

北ガス文化ホール(市民
文化センター)

10:00 市長上京（JAL504便）

13:20
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 北海道の自衛隊を支える中央大会2018 東京都
13:30 北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会中央要望 東京都
19:05 市長帰千（JAL525便）

8:40
第11普通科連隊災害派遣部隊（給水支援隊）帰着出迎え
（中国・四国地方での豪雨災害

東千歳駐屯地

10:00 来客 市長室
10:15 第1特科団副団長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 第7高射特科連隊長兼静内駐屯地司令による離任あいさつ 市長室
13:50 千歳市廃棄物減量等推進審議会からの答申 市長室
14:20 千歳地方防衛協会による自衛隊広報担当者への感謝状 市長室
15:00 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
10:00 市長石川県へ出張（JAL504便・JAL187便）

15:30
全国基地協議会・防衛施設周辺整備全国協議会正副会
長会議・視察

石川県

8:45 全国基地協議会・防衛施設周辺整備全国協議会視察会 石川県
18:00 市長帰千（JAL188便・JAL523便）

22:30
第7後方支援連隊災害派遣部隊（入浴支援隊）帰着出迎
え（中国・四国地方での豪雨災害）

東千歳駐屯地

9:00 第38回少林寺拳法北海道大会開会式
ANAクラウンプラザホテル
千歳

12:00 市功労者（H21保健衛生功労）尾谷透様１周忌
ANAクラウンプラザホテル
千歳

9:00 北部方面混成団長による勇退あいさつ 市長室

9:15
ブルーファミリア2018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

9:45 第7特科連隊長による離任あいさつ 市長室
10:00 第7師団長による離任あいさつ 市長室
11:30 第2航空団基地業務群司令による離任あいさつ 市長室

13:30
北海道議会民主・道民連合議員会主催「石狩管内政策懇
談会」

札幌市

16:45
JAAF（日本陸上競技連盟）女子マラソン東京オリンピック
シミュレーション合宿in千歳　参加選手激励

千歳青葉公園

18:00 自衛隊高級幹部を送る会 ホテルグランテラス千歳
10:00 来客 市長室
11:30 北海道地方環境事務所長による着任あいさつ 市長室
13:30 石狩地域づくり連携会議 札幌市

7月30日(月)

7月31日(火)

7月22日(日)

7月23日(月)

7月25日(水)

7月26日(木)

7月27日(金)

7月29日(日)

7月24日(火)

7月18日(水)

7月19日(木)

7月20日(金)


