
議長公務日誌

７月

日 公務内容 場所

１８日 開会会議 議場

正副議長挨拶まわり
西多摩地区議会及び一部
事務組合

広報広聴委員会 第２委員会室

西多摩地区議長会７月定例会定例会議 羽村市役所

２１日 正・副議長挨拶まわり
西多摩地区及び市内官公
庁

２２日 東京都市町村総合体育大会開会式 キララホール

２３日 東京都市町村総合体育大会競技視察 秋川体育館、秋留台公園

２４日
第４９回三鷹・立川間立体複々線化促進協議会・第３６回多
摩地域都市モノレール等建設促進協議会合同総会

パレスホテル立川

西多摩地域広域行政圏協議会審議会代表者会 青梅市役所

第３３回あきる野映画祭オープニング式典 五日市会館

８月

日 公務内容 場所

１日 あきる野市栗原市中学生友好親善交流会 ふれあいホール

秋川流域市町村下水道建設促進協議会要望活動 都庁ほか

秋川流域市町村議会正副議長会８月定例会 日の出町役場

５日 第１５回あきる野夏まつり開会式 秋留野広場

６日 東京都市町村総合体育大会閉会式 キララホール

先輩議員による新議員研修会 第２委員会室

大多摩観光連盟平成２９年度第４回通常総会・意見交換会
青梅市福祉センター・ス
イートプラム

８日 東京都市議会議長会定例総会 自治会館

あきる野市観光協会とうろう流し
リバーサイドパーク一の
谷

小和田花火大会 小和田自治会館下広場

１８日 秋川流域市町村議会正副議長会普通救命講習 日の出町役場

２０日 第４４回あきる野市秋季ソフトボール大会開会式 小和田グラウンド

１９日

２８日

４日

１２日

７日



議長公務日誌

ヨルイチ事業開会式
JAあきがわ五日市支店駐
車場

地域経済懇談会 寿庵忠左衛門

２８日 議会運営委員会 第２委員会室

議会運営委員会 第２委員会室

会派代表者会議 第２委員会室

9月

日 公務内容 場所

３日 オールあきる野女子全国制覇を祝う会 あきる野ルピア

定例会議初日 議場

議員全員協議会 議場

常任委員会協議会
第１・第２委員会室、議
会図書室

正副議長、正副委員長会議 第２委員会室

５日 定例会議２日目 議場

定例会議３日目 議場

会派代表者会議 第２委員会室

定例会議４日目 議場

議員全員協議会 議場

１１日 表彰審査会 庁議室

１２日 総務委員会 第１委員会室

１５日 議会運営委員会 第１委員会室

１６日
第34回全国都市緑化はちおうじフェア　オープニングセレモ
ニー・開会式

ダイワハウススタジアム
八王子・富士森体育館

１７日 正一位岩走神社例祭 岩走神社

２０日 決算特別委員会
５０３・５０４・５０５
会議室

２１日 会派代表者会議 第１委員会室

２３日 西多摩地区消防大会・懇親会
日の出町民グラウンド・
ひのでグリーンプラザ

２５日 議会運営委員会 第２委員会室

２６日

３０日

４日

６日

７日



議長公務日誌

定例会議最終日 議場

議員全員協議会 議場

第42回あきる野市民チャリティゴルフ大会表彰式
立川国際カントリー倶楽
部

２８日 阿伎留神社例大祭 阿伎留神社

議会運営委員会 第２委員会室

臨時会議 議場

３０日 藤原國博氏叙勲祝賀会 フォレストイン昭和館

１０月

日 公務内容 場所

子育てひろばオープニングイベント式典 あきる野ルピア

八王子市市制100周年記念式典 オリンパスホール八王子

２日 環境問題啓発用絵画・ポスター展審査会 ５０３会議室

５日 福岡県筑後市行政視察（公共施設等総合管理計画） 第１委員会室

６日 地域安全の集い 五日市会館

７日 第33回秋川流域少年軟式野球大会開会式 小和田グラウンド

８日 第25回日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」 五日市中グラウンド

１１日 高齢者クラブ連合会ゲートボール大会 小和田グランド

１２日 秋川流域市町村議会正副議長会行政視察 富士宮市、静岡市

１３日 秋川流域市町村議会正副議長会行政視察 藤枝市

マールボロウ市友好訪問団歓迎式典 あきる野ルピア

平成２９年度あきる野市教育フォーラム ふれあいホール

秋川歌舞伎保存会創立25周年記念公演 キララホール

第34回全国都市緑化はちおうじフェア閉会式 富士森体育館

マールボロウウェルカムパーティー あきる野ルピア

１８日 新潟県魚沼市議会行政視察（議会だより） 第１委員会室

１４日

１５日

２６日

２９日

１日
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前田小学校創立40周年記念式典 前田小学校体育館

健康のつどい
あきる野ルピア・秋留野
広場

２４日 第２８回東京都道路整備事業推進大会 砂防会館

２５日
北海道北見市議会行政視察（防災業務におけるドローンの活
用）

第１委員会室

議会運営委員会 第２委員会室

西多摩地区議長会研修会・定例会議
瑞穂町長岡コミュニ
ティーセンター

増戸中学校創立７０周年記念式典 増戸中学校体育館

市民文化祭開会式 五日市会館

障がい者防災スポーツフェア 秋留台公園・秋川体育館

　３１日 石川県金沢市議会行政視察（議会だより） 第１委員会室

１１月

日 公務内容 場所

２日 秋川流域市町村議会正副議長会１１月定例会 日の出町役場

あきる野市表彰式 まほろばホール

国立市制施行５０周年記念式典 くにたち市民芸術ホール

７日 宮城県栗原市議会行政視察（議会だより） 第１委員会室

あきる野市総合スポーツ祭ゲートボール競技大会開会式 秋川駅南口運動広場

産業祭開会式 秋留台公園

栗原市、大島町及びあきる野市との懇親会 サマーランド

１２日 あきる野市産業祭農産物品評会賞状等授与式 秋留台公園

１４日 茨城県小美玉市議会行政視察（議会だより） 第１委員会室

議長行政視察 兵庫県明石市

全国市議会議長会研究フォーラム 兵庫県姫路市

１６日 全国市議会議長会研究フォーラム 兵庫県姫路市

１８日 あきる野市交通安全協会５支部役員連絡会議及び懇談会 海山

１９日 あきる野市総合防災訓練 御堂中

２７日

２１日

２８日

１５日

１１日

３日
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地方自治法施行70周年記念式典及び記念シンポジウム 東京国際フォーラム

足利市議会議員勉強会 足利市役所

２１日 東京都市議会議長会定例総会・意見交換会
自治会館・伊勢丹バン
ケットルーム

議会運営委員会 第２委員会室

会派代表者会議 第２委員会室

五日市中学校開校70周年記念式典 五日市会館

あきる野市観光協会「あきる野の奏で」 しろやまテラス

２７日 東京2020大会全国自治体向けシンポジウム ベルサール東京日本橋

定例会議初日 議場

議員全員協議会 議場

常任委員会協議会
第１・第２委員会室、議
会図書室

正副議長、正副委員長会議 第２委員会室

２９日 定例会議２日目 議場

３０日 定例会議３日目 議場

12月

日 公務内容 場所

定例会議４日目 議場

議員全員協議会 議場

会派代表者会議 第２委員会室

あきる野市中学生の主張大会・小学生の人権メッセージ発表 キララホール

あきる野市ソフトボール連盟納会 あきる野ルピア

３日 東京消防庁消防訓練施設披露式典 八王子市鑓水

議会運営委員会 第２委員会室

ゴルフ利用税の現行制度堅持に関する要望書提出 衆議院第１議員会館

 5日 総務委員会 第１委員会室

 6日 ＪＲ五日市線改善特別委員会 第１委員会室

１日

２０日

２８日

２日

4日

２２日

２５日
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 7日 会派代表者会議 第１委員会室

9日 平成２９年度あきる野市戦没者追悼式 ふれあいホール

10日 マールボロウ市教育交流事業報告会 まほろばホール

議会運営委員会 第１委員会室

会派代表者会議 第２委員会室

定例会議最終日 議場

議員全員協議会 議場

広報広聴委員会 第２委員会室

２０日 議会運営委員会 第２委員会室

２２日 ＪＲ五日市線改善特別委員会要望書提出 JR東日本八王子支社

２３日 町内会・自治会連合会「夜間防災訓練」 秋留台公園

１４日

１３日


