
日 曜 時間 行事予定 場　所

1日 水 8時30分 新年度予算査定 第2応接室

11時00分 庁議 第2応接室

15時30分 三重県市長会定例会議 県自治会館

2日 木 終日 新名神高速道路 要望活動 東京都内

3日 金 終日 地元選出国会議員面談 他 東京都内

5日 日 10時00分

三重県建設労働組合亀山支部
第62回定期大会

亀山建労会館

6日 月 8時45分 市長3期目就任 あいさつ 大会議室

9時00分 経営会議 委員会室

10時00分 議会全員協議会 議場

11時00分 記者会見 第2応接室

14時00分 亀山市農業再生協議会 総会 あいあい

14時30分 補正予算及び新年度予算査定 第2応接室

17時30分 就任挨拶 三重県内

7日 火 終日 就任挨拶回り 三重県内,愛知県内

8日 水 10時00分 議会会派代表者会議 委員会室

午後 就任挨拶回り 三重県内

9日 木 11時30分 就任挨拶 三重県内

13時30分 国保運協 委嘱式 理事者控室

14時以降 就任挨拶回り 三重県内
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10日 金 10時00分 議会運営委員会 委員会室

12時00分 日本光画展 見学 四日市市文化会館

午後 就任挨拶回り 三重県内,滋賀県内

18時00分

地域医療学講座 講演会

あいあい（大会議室）

11日 土 10時00分

「東海道のおひなさま 亀山宿・関宿」
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ(その後 両宿見学)

関宿 足湯交流施設

13時30分 神辺地区戦没者追弔会 布気町 落針 清福寺

12日 日 8時30分

第63回亀山市駅伝競走大会 開会式、ｽﾀｰﾄ

青少年研修ｾﾝﾀｰ

13日 月 10時00分 高額案件説明 第2応接室

12時00分
平成28年度 亀山市議会議員退職者友の会
懇談会

あんぜん文化村

14時00分 環境研究ｾﾝﾀｰ活動報告対談 応接室

15時20分 亀山市公共施設等総合管理計画案報告 応接室

16時以降 就任挨拶回り 三重県内
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14日 火 10時00分 行財政改革統括管理委員会 第2応接室

13時30分 市議会臨時会打合せ 第2応接室

15日 水 10時00分 市議会 臨時会 議場

16日 木 終日
ﾘﾆｱ中央新幹線・JR複線電化推進
亀山市民会議の中央要望

東京都内

17日 金 終日

ﾘﾆｱ中央新幹線・JR複線電化推進
亀山市民会議中央要望活動

東京都内

18日 土 11時00分

「第10回美し国三重市町対抗駅伝」開会式

津ｾﾝﾀｰﾊﾟﾚｽﾎｰﾙ

13時00分

中勢地区郵便局長会 平成29年度 通常総会

市文化会館
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15時00分

「第10回美し国三重市町対抗駅伝」
亀山ﾁｰﾑ結団式

大会議室

18時30分 平成29年度 亀山JCｼﾆｱｸﾗﾌﾞ 新春懇親会 あんぜん文化村

19日 日 終日 「第10回美し国三重市町対抗駅伝」激励 伊勢市

20日 月 10時00分 予算決算委員会 議場

13時00分 議会運営委員会 委員会室

14時00分 議会全員協議会 議場

15時30分 市長定例記者会見 第2応接室

21日 火 15時00分 亀山の農業を考える会
市文化会館
会議室

22日 水 8時30分 各種行政委員 辞令交付 応接室

10時00分 公平委員会 あいさつ 第2応接室

10時30分 市観光協会 平成29年度事業報告 応接室

13時30分 三重県市町村職員共済組合 第154回組合会 県市町村会館

16時00分 高額案件説明 第2応接室

23日 木 10時00分

七日会 寄付受納

第2応接室

11時00分 庁議 第2応接室



日 曜 時間 行事予定 場　所

平成29年2月の公務記録
※庁内での打合せ・来客の対応は省略しています

13時00分

自衛隊入隊者 激励会

第2応接室

15時00分 就任挨拶 三重県内

24日 金 10時00分 議会開会 議場

26日 日 9時30分

亀山市植樹祭

昼生地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

11時10分

「環境配慮の昼生」ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ

昼生地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

12時30分 亀山市職員退職者友の会「友の会懇親会」 あんぜん文化村

27日 月 9時00分 医療センター連絡調整会議 第2応接室

午後 名誉市民との面会 鹿児島県鹿児島市内

28日 火 終日 名誉市民との面会 鹿児島県鹿児島市内


