
月日（曜） 時間 公務の内容 場所
10:00 定例庁議 庁議室
10:30 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

11:00
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

11:30 公平委員会委員の選任発令 市長室
13:00 令和元年市議会第2回定例会本会議 議場
14:00 石狩市長による表敬あいさつ 市長室
18:30 北部方面混成団創隊8周年記念行事 ホテルグランテラス千歳
9:30 市長上京(ANA54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

9:40 令和2年度予算北海道空港協会中央要望 東京都
13:20 令和2年度予算北海道基地協議会中央要望 東京都
9:40 令和2年度予算新千歳空港整備促進に係る中央要望 東京都

13:45 令和2年度予算防衛施設周辺整備に係る中央要望 東京都
19:35 市長帰千(ANA75便)
10:30 北海道市長会要望活動 札幌市
13:00 千歳ロータリークラブ7/1付役員改選に伴う表敬あいさつ 市長室

13:30
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

14:00 来客 庁議室
15:15 千歳美術協会第41回千美展視察 千歳市民ギャラリー

18:30
ホクレン・ディスタンスチャレンジ千歳大会開催歓迎レセプ
ション

ANAクラウンプラザホテル
千歳

9:00
｢千歳命名215年･開庁140年記念｣第28回水と緑を歩こう
会

青葉公園及び周辺

18:00 千歳市議会議員 五十嵐桂一様のご尊父様通夜 ちとせ市民斎場
11:45 北海道防衛局統括調整官による離任あいさつ 市長室
12:00 北海道防衛局千歳防衛事務所長による離任あいさつ 市長室
13:30 市長上京(ANA64便)
16:45 関係機関あいさつ 東京都
9:00 全国市長会政策推進委員会 東京都

10:00
全国市長会社会文教委員会 第4回子ども･子育て検討会
議合同会議

東京都

13:00 全国市長会 理事･評議員合同会議 東京都
17:30 市長帰千(ANA71便)
9:30 来客 庁議室

10:00 来客 市長室
10:15 政策推進ヒアリング 庁議室
11:45 東京航空局新千歳空港長による着任あいさつ 市長室
13:00 政策推進ヒアリング 庁議室
14:45 政策推進ヒアリング 庁議室
16:30 来客 市長室
9:00 函館税関千歳税関支署長による着任あいさつ 市長室
9:30 来客 市長室

10:15 政策推進ヒアリング 庁議室

14:00
第2回札幌広域圏組合議会定例会･第1回｢さっぽろ連携
中枢都市圏関係首長会議｣及び｢さっぽろ連携中枢都市圏
『まちづくりﾊﾟｰﾄﾅｰ協定』調印式｣

札幌市

11:30 第45回千歳市民夏まつり開会式 タウンプラザ前広場
13:00 2019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

15:30
第8代いぶすき菜の花レディ川畑麻衣様外による表敬あい
さつ

庁議室

16:10
ミスアンカレジ マイレ・ジョンストン様外による表敬あいさ
つ

庁議室

17:00 2019スカイ・ビア&YOSAKOI祭｢空路交流都市PRステージ｣ 市役所駐車場特設ステージ

令和元年7月分｢市長の一日｣

7月7日(日)

7月11日(木)

7月12日(金)

7月13日(土)

7月8日(月)

7月10日(水)

7月1日(月)

7月2日(火)

7月3日(水)

7月4日(木)

7月5日(金)



月日（曜） 時間 公務の内容 場所
令和元年7月分｢市長の一日｣

12:10 2019ニッポンハムレディスクラシック大会表彰式 苫小牧市

19:00
2019スカイ・ビア&YOSAKOI祭｢第21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

10:45 政策推進ヒアリング 庁議室
13:00 政策推進ヒアリング 庁議室
14:45 政策推進ヒアリング 庁議室

7月17日(水) 15:30 北海道知事に対する要請･意見交換会 札幌市
10:15 政策推進ヒアリング 庁議室
13:15 来客 庁議室
13:45 北海道防衛局長･次長による着任あいさつ 市長室

14:30 北海道市公平委員会連絡協議会総会
ANAクラウンプラザホテル
千歳

17:45 北部隊夏まつり 北千歳駐屯地

7月19日(金) 9:05
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

7月20日(土) 10:30 道の駅サーモンパーク千歳常夏アロハ祭り2019in summer 道の駅サーモンパーク千歳
9:30 市長上京(ANA54便)

13:00 企業訪問 東京都
14:30 企業訪問 東京都

14:20
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

20:35 市長帰千(ANA77便)
10:15 政策推進ヒアリング 庁議室
13:00 政策推進ヒアリング 庁議室
14:45 第11普通科連隊長及び副連隊長への感謝状贈呈 市長室
15:15 函館税関長による着任あいさつ 市長室
15:30 2019千歳基地航空祭フレーム切手の贈呈 市長室

16:00
ブルーファミリア2019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

9:00 来客 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

11:30 北海道市長会第3回理事会 札幌市

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

恵庭市

9:00 全国基地協議会･防衛施設周辺整備全国協議会視察会 恵庭市
13:00 令和元年市議会第2回臨時議会 議場
13:30 政策推進ヒアリング 庁議室
16:00 第1電子隊長による離任あいさつ 市長室

7月28日(日) 13:00
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19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)

9:30 政策推進ヒアリング 庁議室

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

16:30
千歳国際交流協会 青年海外派遣研修参加者による出発
前の表敬あいさつ

第2庁舎会議室

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 北海道開発局港湾空港部長による着任あいさつ 市長室
11:00 千歳市戦没者追悼式 青葉公園
13:00 定例庁議 庁議室
15:00 市長上京(JAL514便)

7月31日(水) 9:10
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

7月14日(日)

7月26日(金)

7月29日(月)

7月30日(火)

7月16日(火)

7月18日(木)

7月22日(月)

7月23日(火)

7月24日(水)

7月25日(木)


