
月日（曜） 時間 公務の内容 場所

10:00 千歳民謡連合会発表大会兼道央地区予選会開会式
北ガス文化ホール(市民
文化センター)

11:00 認定こども園おひさま開園式 認定こども園おひさま
18:00 高友会懇親会 ベルクラシックリアン
9:00 平成30年4月1日付特別職選任に係る辞令交付式 市長室

9:05
平成30年4月1日付新規採用職員（指導主事）に係る辞令
交付式

市長室

9:15
平成30年4月1日付新規採用職員及び人事異動に係る辞
令交付式

議会棟大会議室

10:30
道央廃棄物処理組合平成30年4月1日付人事発令に係る
辞令交付式

市長室

11:00 定例庁議 庁議室
13:30 千歳市消費生活モニター辞令交付式 議会棟大会議室
13:10 平成３０年度新規採用職員研修（基礎編） 総合福祉センター
14:30 北海道石狩振興局長による着任あいさつ 市長室

18:30 千歳サッポロビール会創立60周年及び700回記念祝賀会
ANAクラウンプラザホテル
千歳

13:30 来客 市長室

14:00
北海道開発局札幌開発建設部　千歳道路事務所長によ
る着任あいさつ

市長室

14:30 来客 市長室
15:15 第1地対艦ミサイル連隊長による着任あいさつ席 市長室

9:00
北海道開発局札幌開発建設部千歳川河川事務所長によ
る着任あいさつ

市長室

9:30 千歳公共職業安定所所長による着任あいさつ 市長室

10:00
緑小学校区学童クラブ専用施設「みどりっこ学童クラブ」・
「よつば学童クラブ」開所式

みどりっこ学童クラブ・よ
つば学童クラブ

11:40 気象庁新千歳航空測候所長による着任あいさつ 市長室

11:30 道央農業振興対策協議会
ANAクラウンプラザホテル
千歳

14:00 北海道市議会議長会道西支部会議 ホテルグランテラス千歳
15:00 千歳市身体・知的障害者相談員委嘱状交付式 庁議室
15:30 来客 市長室
16:00 千歳市クマ防除隊委嘱状交付式 議会棟大会議室

18:00
元千歳市固定資産評価審査委員会委員　故 彦坂忠人様
通夜

ちとせ市民斎場

10:00 千歳科学技術大学入学式 千歳科学技術大学

13:30 北海道千歳リハビリテーション大学入学式
北海道千歳リハビリテー
ション大学

10:30 第11普通科連隊自衛官候補生課程入隊行事 東千歳駐屯地

13:00
小林豊子きもの学院千歳地区神田きもの教室40周年記念
公演

北ガス文化ホール(市民
文化センター)

11:00 千歳市在宅医療・介護連携支援センター開設式
千歳市しあわせサポート
センター

11:30 来客 市長室

13:15
一般財団法人空港環境整備協会助成金交付決定通知書
手交式

市長室

15:00 春の全国交通安全運動セーフティコール「人波街頭啓発」
集合場所：市民文化セン
ター駐車場

18:00 北部方面隊業務計画説明及び意見交換会 札幌市
13:00 道央農業協同組合第１７回通常総代会 恵庭市
15:00 北海道防衛局総務部長による着任あいさつ 市長室
9:30 市長上京（ANA54便）

13:30 全国市長会理事会 東京都
14:30 全国市長会創立120周年記念市長フォーラム 東京都

4月12日(木) 11:35 市長帰千（ANA59便）

4月5日(木)

平成30年4月分｢市長の一日｣

4月1日(日)

4月2日(月)

4月3日(火)

4月4日(水)

4月6日(金)

4月7日(土)

4月8日(日)

4月9日(月)

4月10日(火)

4月11日(水)



月日（曜） 時間 公務の内容 場所
平成30年4月分｢市長の一日｣

9:00 来客 市長室
9:15 副市長着任 市長室
9:45 副市長着任 市長室

10:00 千歳地方防衛協会常任理事会及び定期総会 商工技術研修センター

4月14日(土) 18:00 千歳地方隊友会懇親会
ANAクラウンプラザホテル
千歳

9:00 市技能功労者（H4理容師）故髙澤正明様告別式 橋爪斎苑
10:00 「ノース・つくし保育園」開園レセプション ノース・つくし保育園
9:00 自衛隊札幌地方協力本部長による着任あいさつ 市長室

15:30 北海道防衛局管理部長による着任あいさつ 市長室
8:30 市長上京（ANA52便） 　

11:30 関係機関あいさつ 東京都
19:00 市長帰千（JAL525便）
9:10 市長出前講座（通算188回目） アルカディア・プラザ

11:00 来客 市長室

11:30
平昌2018オリンピック女子アイスホッケー日本代表　株式
会社デンソー藤本那菜選手による結果報告

市長室

13:50 防衛装備庁「千歳試験場」改名式 防衛装備庁千歳試験場
17:30 防衛装備庁「千歳試験場」改名記念祝賀会 ホテルグランテラス千歳
10:30 人口97,000人達成記念セレモニー 市役所市民課待合スペース
14:00 市長富山県へ出張（ANA1182便）

18:30
第67回2018となみチューリップフェア北海道友好都市ウェ
ルカムパーティ

砺波市

10:00 第67回2018となみチューリップフェア開会式・昼食会 砺波市
19:30 市長帰千（ANA320便･ANA75便）
13:00 第56回全北海道空手道選抜選手権大会開会式 総合武道館

15:00 千歳ロータリークラブ認証50周年記念式典・祝賀会
ANAクラウンプラザホテル
千歳

4月22日(日) 10:50 第1高射特科団創隊46周年記念行事 東千歳駐屯地
10:00 道央廃棄物処理組合監査委員の選任に係る辞令交付式 市長室
10:30 来客 市長室

14:00 千歳市市民評価会議委員依頼状交付式
ANAクラウンプラザホテル
千歳

9:00 来客 市長室
10:00 千歳市スポーツ合宿・大会誘致等推進協議会 議会棟大会議室
11:30 千歳航空協会定期総会 商工技術研修センター
19:00 千歳飛行場騒音地区整備協議会意見交換会 ベルクラシックリアン
10:00 札幌開発建設部による平成30年度事業概要説明 議会棟大会議室
11:00 来客 市長室

13:30 千歳市老人クラブ連合会定期総会・交流会
北ガス文化ホール(市民
文化センター)

18:30 日赤千歳市地区協賛委員会定期総会 社会福祉協議会
4月26日(木) 13:15 千歳市国民保護協議会及び千歳市防災会議 そなえーる

10:00
千歳市における自衛隊の体制強化を求める期成会役員
会・総会

商工技術研修センター

12:00 金曜会 ホテルグランテラス千歳
14:00 千歳市広報広聴モニター委嘱状交付 総合福祉センター
9:00 第7回千歳市長杯パークゴルフ大会開会式 コトロパークゴルフ場

18:00 和太鼓team千舞泉美太鼓10周年記念感謝祭
ANAクラウンプラザホテル
千歳

4月29日(日) 8:30 第15回瀧澤榮八杯少年剣道大会開会式 総合武道館

4月19日(木)

4月13日(金)

4月15日(日)

4月16日(月)

4月17日(火)

4月18日(水)

4月28日(土)

4月20日(金)

4月21日(土)

4月23日(月)

4月24日(火)

4月25日(水)

4月27日(金)


