
1/12 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

1/12 ■萩市消防出初式 消防総務課 市長外
議長

消防長
外

9:00～ 市民館大ホー
ル、玉江河川公
園

□萩白魚組合交流会 水産課、観光
課

部長外 12:00～ 香川津公会堂

（日） □萩市消防団川上方面団消防
出初式

川上地域振興
部門

所長 10:30～ 川上学校水泳
プール前

■萩・明倫学舎新春音楽祭～レ
コードコンサート～

萩・明倫学舎
推進課

14:00～ 萩・明倫学舎

□萩市消防団むつみ方面団出
初式

むつみ地域振
興部門

所長外 11:00～ むつみB&G海
洋センター

□萩市消防団須佐方面団新年
消防行事

須佐地域振興
部門

所長外 11:00～ 須佐総合事務
所外

□萩市消防団旭方面団出初式
（明木地区）

旭地域振興部
門

11:00～ 旭総合事務所
前

□萩市消防団福栄方面団消防
出初式

福栄地域振興
部門

所長外 11:00～ 福栄農業担い
手育成センター

□萩市消防団田万川方面団消
防出初式

田万川地域振
興部門

所長外 11:15～ 道の駅「ゆとり
パーク田万川」

□萩市消防団旭方面団出初式
（佐々並地区）

旭地域振興部
門

11:15～ 旭活性化セン
ター

1/13 □松陰神社勧学祭 市長外
議長

11:00～ 松陰神社

（月）

1/14 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □福栄文化遺産活用保存会役
員会

紫福支所 所長外 18:00～ 福栄農業担い手
育成センター

（火） □（一社）萩青年会議所新年交
流会

商工振興課 市長外 19:00～ 萩の宿　常茂恵

1/15 □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

（水） □萩市自治会連合会「市長との
新年懇談会」意見交換会
・交流会

市民活動推進
課

市長 部長外 18:00～

19:00～

総合福祉センター

萩一輪
1/16 □令和2年度当初予算　市長・副

市長査定
財政課 市長 部長外 9:00～ 全員協議会室 □椿東小学校消防訓練 予防課 課長 9:30～ 椿東小学校

（木） □萩市農業委員会定例総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室 ■シロウオの産卵場づくり（～17
日）

水産課 9:00～ 月見川河口　観月
橋下

■全国大会出場激励会（全国高
等学校ビブリオバトル決勝大会）

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 17:00～ 市長室

1/17 □山口県漁村青壮年女性活動
実績発表会

水産課 課長 10:30～ 下関市

（金） □毛利家墓所保存活用計画策
定委員会

文化財保護課 部長外 13:00～ 総合福祉センター

1/18 ■萩博物館企画展「萩の夏みか
ん物語りⅡ」開幕（～3/31）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 ■アート盆栽展（～3/1） まちじゅう博物
館推進課

9:00～ 渡辺蒿蔵旧宅

（土） ■熱中小学校　萩明倫館 産業戦略室 市長 部長外 13:00～ 萩・明倫学舎 ■福栄武道大会 福川公民館、
紫福公民館

共催 市長外 所長外 9:30～ 福栄小中学校体
育館

市民活動推進
課

市長外 部長外 13:00～ 総合福祉セン
ター

□萩市歯科医師会新年互礼会 地域医療推進
課

市長外 19:00～ 萩本陣

□浜崎九友会総会 市長 19:00～ 高大

出　席　者

1/19萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

■NPO法人萩市民活動ねっと設
立・萩市市民活動センター「結」
開館10周年記念講演会、萩市男
女共同参画セミナー「笑顔が広
がるまちづくりの秘訣」

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

1/19 ■萩市駅伝競走大会
・開会式
・スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外 局長外
8:50～

10:00～

市民体育館

（日） □茶道裏千家淡交会萩支部新
春初茶会

副市長 10:00～ 長門市

□須佐スポーツ振興会研修会 須佐公民館 館長 10:00～ 須佐文化センター

□萩市連合遺族会新年互礼会 福祉政策課 市長
議長

部長外 11:00～ 萩観光ホテル

□萩柳会新年句会 文化・生涯学
習

教育長 12:00～ 市民館

備  考

※次回のスケジュール原稿1/15（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



1/19 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

1/19 ■萩市駅伝競走大会
・開会式
・スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外 局長外
8:50～

10:00～

市民体育館

（日） □茶道裏千家淡交会萩支部新
春初茶会

副市長 10:00～ 長門市

□須佐スポーツ振興会研修会 須佐公民館 館長 10:00～ 須佐文化センター

■ささなみ豆腐づくり体験イベン
ト

文化財保護課 10:00～ 旭活性化セン
ター、萩往還おも
てなし茶屋

□萩市・石巻市友好都市締結3
周年記念物産展

企画政策課 共催 10:00～ 宮城県

□萩市連合遺族会新年互礼会 福祉政策課 市長
議長

部長外 11:00～ 萩観光ホテル

□萩川柳会新年句会 文化・生涯学
習

教育長 12:00～ 市民館

1/20 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □北浦一本釣連合会総会 水産課 課長 10:00～ 県漁協はぎ統括支
店

（月） □産業戦略本部 産業戦略室 市長 部長外 14:00～ 大会議室 □田万川支部老連新年互例会 田万川市民窓
口部門

所長 10:30～ 田万川コミュニティ
センター

□旭地域コミュニティ協議会まち
づくり専門部会

旭地域振興部
門

所長 18:00～ 旭総合事務所 □日本ジオパークネットワーク中
四国近畿ブロック事務局長会議
（～21日）

ジオパーク推
進課

次長 14:30～ 島根県

□自主防災組織に係る説明会 田万川地域振
興部門

所長 18:30～ 小川交流セン
ター

□萩温泉旅館協同組合新年会 観光課 市長 部長外 18:30～ 萩一輪

1/21 □3月補正財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 第1会議室 □民生委員・児童委員定例協議
会

むつみ市民窓
口部門

所長 9:00～ むつみ総合事務
所

（火） □ふるさと寄附お礼の品説明会
(～22日)

企画政策課 課長 9:30～
13:30～

大会議室 □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ 福栄総合事務所

□恵美須ヶ鼻造船所及び大板山
たたら製鉄遺跡整備委員会

文化財保護課 部長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

□B&G全国サミット むつみ地域振
興部門

市長 13:45～ 東京都

□むつみ演習場野焼き調整会議 むつみ地域振
興部門

所長 13:30～ 農村環境改善
センター

□むつみ方面団役員会 むつみ地域振
興部門

所長 15:00～ 農村環境改善
センター

1/22 □萩市議会　全員協議会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □全国市長会 総務課 市長 9:30～ 東京都

（水） □安全講習会 環境衛生課 部長外 14:00～ エコプラザ・萩 □教育長協議会 学校教育課 教育長 課長 14:00～ 萩・明倫学舎

□手話講習会⑧ 福祉支援課 14:00～ 総合福祉セン
ター

□全国手話言語市区長会意見
交換会・役員会

福祉支援課 市長 課長 15:30～ 東京都

□むつみ方面団第２分団新車配
置式

むつみ地域振
興部門

所長 16:00～ むつみ総合事
務所

□至誠館大学スポーツクラブ感
謝の会

スポーツ振興
課

教育長 18:00～ 至誠館大学

出　席　者

1/26萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

1/23 □萩市議会　議会運営委員会
行政視察（～２４日）

議会事務局 7:50～ 熊本県、大分県 □川上地区民生委員・児童委員
協議会　定例会

川上市民窓口
部門

総括 9:00～ 川上総合事務所

（木） □紺綬褒章伝達式・寄付感謝状
贈呈式

人事課・企画
政策課

市長 10:00～ 山口県東京事
務所

□萩地区安全運転管理者協議
会新年交歓会

人事課 市長 部長 18:00～ 萩本陣

□萩市子ども栄光賞選考会 学校教育課 教育長 局長外 14:00～ 第3会議室

1/24 □廃棄物減量及び地域美化推
進審議会

環境衛生課 部長外 14:00～ 総合福祉セン
ター

□漁協須佐浅海協議会総会 水産課・須佐
産業振興部門

所長外 10:00～ 県漁協須佐支店

（金） □社会教育委員会会議 文化・生涯学
習

教育長 課長 16:00～ 市民館 □山陰自動車道（益田～萩間）
整備促進期成同盟会　要望行動

土木課 市長 部長 15:00～ 防府市

1/25 ■文化財防火デー・防火講習会 文化財保護
課・予防課

市長 部長外 10:00～ 青木周弼旧宅 □川上地域高齢運転者講習会 川上地域振興
部門

所長外 9:00～ 川上公民館

（土） ■企画展「萩の夏みかん物語り
Ⅱ」ギャラリートーク＆まち歩き

萩博物館 14:00～ 萩博物館 ■大島まるまる体験ツアー 大島出張所 所長 10:30～ 大島

□ふるさとやまぐち農林水産業
新規就業ガイダンス

農政課 課長 10:30～ 山口市

□連合山口中部地域協議会　新
春のつどい

市長 17:00～ 割烹千代

1/26 □職員採用試験（社会人） 人事課 市長外 部長外 8:30～ 大会議室 □福栄地域子ども会野外活動ウ
インタースポーツ教室

福川・紫福公
民館

館長外 6:30～ 広島県

（日） □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

■萩市スポーツ少年団駅伝競走
大会
・開会式
・スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外 局長外

　9:00～
10:00～

萩ウェルネスパー
ク

□消防団新入団員教育訓練 消防総務課 消防長 9:00～ 消防庁舎 □豊饒祈願祭 市長 10:00～ 市民館小ホール

□史都萩を愛する会講演会 萩博物館 13:30～ 萩博物館

備  考

※次回のスケジュール原稿1/22（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　24日　　県外出張　21～23日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



1/26 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

1/26 □職員採用試験（社会人） 人事課 市長外 部長外 8:30～ 大会議室 □福栄地域子ども会野外活動ウ
インタースポーツ教室

福川公民館・
紫福公民館

館長外 6:30～ 広島県

（日） □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

■萩市スポーツ少年団駅伝競走
大会
・開会式
・スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外 局長外

　9:00～
10:00～

萩ウェルネスパー
ク

■萩市消防団新入団員教育訓
練

消防総務課 消防長 10:00～ 消防庁舎 □佐々並ユニカール大会 佐々並公民館 館長 9:00～ 旭活性化センター

□豊饒祈願祭 市長 10:00～ 市民館小ホール

□人権啓発研修会 福祉政策課 課長 10:00～ 玉江3区公会堂

□史都萩を愛する会講演会「『小
畑焼』の窯跡と作品について」

萩博物館 13:30～ 萩博物館

1/27 ■萩市イージス・アショア配備計
画適地調査等検証有識者会議

総務課 副市長 部長外 10:00～ 総合福祉センター □山陰自動車道（益田～萩間）
整備促進期成同盟会要望行動

土木課 市長 部長 10:00～
13:30～

島根県
広島県

（月） □萩市議会 議会運営委員会行
政視察

議会事務局 13:15～ 長門市 □萩都市計画変更に係る説明
会・公聴会

都市計画課 課長 18:00～ 総合福祉センター

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:00～ 総合福祉センター

1/28 □広報研修会 広報課 部長外 10:30～ 総合福祉センター □選挙啓発推進者合同研修会 選挙管理委員
会

委員長
外

13:30～ 県庁

（火） □萩市議会3月定例会議案検討
会

総務課 市長外 部長外 13:30～ 全員協議会室 □山口県農業会議常設審議委
員会

農業委員会 局長 14:30～ 山口市

□1月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 16:00～ 第3会議室 □萩地区三税協議会 課税課 部長外 15:30～ 萩税務署

□北浦三市議会議長会・交流会 議会事務局 議長 局長 16:00～ 美祢市

□椿地区町内会連絡協議会市
長懇話会

市民活動推進
課

市長 課長 18:00～ 金谷公会堂

1/29 □令和元年度3月補正予算市
長・副市長査定

財政課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □小学校新入生への贈呈式(山
口県トラック協会)

学校教育課 教育長 10:00～ 萩警察署

（水） ■萩ライオンズクラブ寄附受納
式

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 市長室 □萩市民生委員児童委員協議
会理事会

福祉政策課 部長外 13:30～ 総合福祉センター

□安全講習会 環境衛生課 部長外 14:00～ エコプラザ・萩 □全国市議会議長会基地協議
会総会

議会事務局 議長 局長 14:00～ 東京都

□手話講習会 福祉支援課 18:30～ 総合福祉センター □萩市体育協会常任理事会 スポーツ振興
課

課長 16:30～ 萩本陣

□白水会館文化祭教養講座発
表会・交流会

福祉政策課 市長外 部長外 17:30～ 白水会館

1/30 □萩市議会 議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □奥萩ブランド認証商品＆地域
特産品フェア

商工振興課 市長
議長

部長 13:30～ 旭マルチメディア
センター

（木） □特殊地域警防計画に基づく地
元分団説明会

警防課 次長外 18:30～ 消防庁舎 □萩医療圏地域医療構想調整
会議

地域医療推進
課

部長外 14:00～ 地域医療連携支
援センター

□桜島・錦江湾ジオパーク視察
対応

ジオパーク推
進課

次長 15:00～ 萩・明倫学舎

出　席　者

2/2萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

1/31 ■中核病院形成検討委員会 中核病院形成
推進室

市長 部長外 14:00～ 大会議室 □年金者連盟萩市支部萩支会
新年会

人事課 市長
副議長

課長 11:30～ 千春楽　味楽亭

（金） □萩地区危険物安全協会表彰
選考委員会及び役員会議

予防課 消防長
外

16:00～ 消防庁舎

2/1 □萩ジオプランナー養成講座（～
2日）

ジオパーク推
進課

次長 9:00～ 萩・明倫学舎

（土） □萩わくわく科学クラブ 学校教育課 教育長 9:30～ 萩商工高等学校

□明日の郵政事業を考える会・
交流会

市長
議長

16:00～ 千春楽　味楽亭

□萩左官業組合定期総会・交流
会

建築課 次長 18:00～ 高大

2/2 □大井第1分団車両配置式 消防総務課 消防長
外

10:00～ 大井公民館 ■観光シーズン開き 観光課 市長
議長

部長外 9:00～ 萩城跡指月公園

（日） □明木地区レクレーション・ス
ポーツ大会

明木公民館 館長 9:00～ 旭増進センター外

□萩ものしり修士・博士の会手
作り講座

まちじゅう博物
館推進課

課長 13:00～ 萩博物館

□須佐地域新年互礼会 須佐地域振興
部門

市長 所長 15:30～ 美志満屋

備  考

※次回のスケジュール原稿1/29（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　27日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/2 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

2/2 □大井第1分団車両配置式 消防総務課 消防長
外

10:00～ 大井公民館 ■観光シーズン開き 観光課 市長
議長

部長外 9:00～ 萩城跡指月公園

（日） □萩ジオプランナー養成講座 ジオパーク推
進課

次長 9:00～ 萩・明倫学舎

□明木地区レクレーション・ス
ポーツ大会

明木公民館 館長 9:00～ 旭健康増進セン
ター外

□萩ものしり修士・博士の会手
作り講座

まちじゅう博物
館推進課

課長 13:00～ 萩博物館

□須佐地域新年互礼会 須佐地域振興
部門

市長外 所長 15:30～ 美志満屋

2/3 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 ■萩城下の古き雛たち（～4/3） 観光課 共催 9:00～ 旧久保田家住宅
外

（月） ■萩人形展（～4/3） 観光課 9:00～ 伊藤博文別邸 □春日神社節分祭 市長 15:00～ 春日神社

□萩地区有害鳥獣捕獲対策協
議会

農政課 課長 13:30～ 第４会議室 □田万川地域校長会・教頭会 田万川地域事
務所

所長 15:00～ 多磨小学校

□むつみ地域人権施策推進委
員会

むつみ市民窓
口部門

総括 13:30～ むつみ総合事務
所

□NPO萩みんなの図書館新年
会員交流会

萩図書館 副市長外 局長外 18:00～ 萩小町

□どんど焼き警戒 警防課 消防長
外

18:00～ 春日神社、住吉神
社

□住吉神社節分祭 市長 18:30～ 住吉神社

2/4 □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会
事務局

□定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ 福栄総合事務所

（火） ■萩市ビジネスチャレンジサ
ポートセンター・はぎビズ開所記
念式

商工振興課 市長
議長

部長外 10:00～ 萩市インキュベー
ションセンター

□快適な環境づくり研修会(～５
日）

環境衛生課 13:00～ 長門市

□まちじゅう博物館推進委員会
川上・旭部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 旭総合事務所 □萩青色申告会　定時会員総会 課税課 市長 13:30～ 萩建設会館

□職員採用試験第1次試験（休
日急患センター看護師）

人事課 部長外 13:10～ 第一委員会室 □山口県都市選挙管理委員会
連合会合同会議

選挙管理委員
会

局長外 13:30～ 山口市

□萩・長門清掃一部事務組合議
会　全員協議会

議会事務局 議長 局長 14:00～ 全員協議会室

□中国市議会議長会支部長市
等事務局長会議

議会事務局 局次長 15:00～ 広島県

□華房福栄運営推進会議 福栄市民窓口
部門

総括 18:00～ 華房福栄

2/5 □川上地域人権施策推進委員
会

川上市民窓口
部門

総括 10:00～ 川上総合事務所

（水） □まちじゅう博物館推進委員会
須佐・田万川部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 須佐総合事務所

■萩ブランドパンフレット「萩の焼
き抜き蒲鉾」発表会及びメディア
試食会

産業戦略室 市長 部長外 11:00～ 第1会議室

□中央方面団役員会議 消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎

2/9萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

2/6 ■災害対策本部図上訓練等 防災危機管理
課

市長外 部長外 9:00～ 総合福祉センター
外

□萩・大茶会実行委員会 観光課 市長 課長 13:30～ 大会議室

（木） □文化財保護審議会 文化財保護課 部長外 13:30～ 第一会議室 □むつみ地域学校運営協議会 むつみ地域振
興部門

所長 18:30～ むつみ小学校

□萩まちじゅう博物館むつみ・福
栄合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 14:00～ 福栄総合事務所

□福栄地区ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ 福栄総合事務所

2/7 □萩市議会　経済建設委員会
（所管事務調査）

議会事務局 9:00～ 第３委員会室 □山口県予防・危険物担当課長
会議

予防課 課長 14:00～ 県庁

（金） □消防団田万川方面団本部会・
幹部会

田万川地域振
興部門

所長 15:00～ 田万川総合事務
所

□山口県市町職員研修運営協
議会

人事課 課長 14:00～ 山口市

□消防団須佐方面団本部会・幹
部会

須佐地域振興
部門

所長外 15:00～ 須佐総合事務所 □山口県市議会議長会事務局
長会議

議会事務局 局長 16:00～ 光市

□消防団福栄方面団役員会 福栄地域振興
部門

所長外 15:00～ 福栄総合事務所 18:30～ 東京都

□中央方面団幹部会議 消防総務課 消防長
外

15:30～ 消防庁舎

2/8 □農事組合法人弥富５区総会 須佐産業振興
部門

所長外 10:30～ 弥富５区自治公民
館

（土） □萩往還梅林園まつり開会式 観光課 副市長 11:00～ 萩往還梅林園

■萩ユネスコ協会「新春の集い」 文化・生涯学
習

副市長外
議長

局長外 13:00～ 萩グランドホテル

□大将山登山道整備 むつみ地域振
興部門

総括 13:00～ 大将山

□田万川・長門ユズキチの会 田万川産業振
興部門

総括 14:00～ 道の駅「ゆとり
パークたまがわ」

□萩市建築会通常総会懇親会 建築課 副市長 次長 19:00～ 萩本陣

2/9 □地域おこし協力隊第二次選考
（面接）

地域づくり推進
課

市長外 部長外 13:00～ 第一会議室 □小学生バレーボール椿東大会 スポーツ振興
課

副市長 8:30～ 椿東小学校体育
館

（日） □防災出前講座 むつみ地域振
興部門

所長 10:00～ 吉部長尾公会堂

備  考

観光課
産業戦略室
商工振興課
企画政策課

■萩市情報発信会「萩ナイト」 共催 市長 部長外

※次回のスケジュール原稿2/5（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　7、8日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/9 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

2/9 □地域おこし協力隊第2次選考
（面接）

地域づくり推進
課

市長外 部長外 13:00～ 第1会議室 ■虎ヶ崎周辺海岸一斉清掃 観光課 課長 8:30～ 笠山虎ヶ崎周辺海
岸

（日） □小学生バレーボール椿東大会 スポーツ振興
課

副市長 8:30～ 椿東小学校体育
館

□防災出前講座 むつみ地域振
興部門

所長 10:00～ 吉部長尾公会堂

2/10 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩地域農林水産業・農山漁村
振興懇話会

農政課、林政
課、水産課

次長外 13:30～ 萩総合庁舎

（月） □萩市小・中学校長会議 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 第3会議室 □農事組合法人 日の出通常総
会

田万川産業振
興部門

所長 15:00～ 小川5区集会所

□福栄地域人権施策推進委員
会

福栄市民窓口
部門

所長外 10:00～ 福栄総合事務所

□むつみ小学校1日入学 むつみ地域振
興部門

所長 12:50～ むつみ小学校

□国民健康保険運営協議会 市民課 部長外 15:00～ 第1会議室

2/11 ■北海道十勝　とよころ物産市 商工振興課 課長 10:00～ 市民館小ホール □「建国記念の日」奉祝萩市民
大会

市長 10:00～ 松陰神社立志殿

（火）

2/12 ■暮らしに役立つ図書館講座「こ
とばの玉手箱ー映像や活字の翻
訳から見えるもの－」

萩図書館 館長 14:00～ 萩図書館 □農業大学校学生激励訪問 農政課、農業
委員会

市長 部長外 10:30～ 防府市

（水） ■萩市子ども栄光賞授賞式 学校教育課 市長外
副議長

課長 15:00～ 大会議室 □全国過疎地域自立促進連盟
理事会

議長 13:00～ 東京都

■全国大会出場選手激励会（第
31回U20選抜競歩大会）

スポーツ振興
課

市長外 局長外 16:30～ 市長室 □全国高速自動車道市議会協
議会定期総会

議会事務局 議長 14:00～ 東京都

□萩市土地開発公社理事会 用地課 副市長 部長外 15:00～ 第1委員会室

2/13 □萩まちじゅう博物館推進委員
会旧萩6地区合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 萩博物館 □川上地区民生委員・児童委員
協議会定例会

川上市民窓口
部門

総括 9:00～ 川上総合事務所

（木） □萩市民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 11:00～ 総合福祉センター □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

□萩市建築審査会 建築課 部長外 13:30～ 全員協議会室 ■中山間移住創業支援による支
援者への助成金贈呈式

商工振興課 部長 10:30～ 萩市インキュベー
ションセンター

□市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 16:00～ 萩図書館 □萩ロータリークラブ「市長卓話」 企画政策課 市長 12:00～ 萩グランドホテル
天空

□地域リハ・障がい福祉計画
ワーキング

福祉支援課 課長 19:00～ 総合福祉センター

2/14 □萩市議会 全員協議会 議会事務局 議長 局長外 13:00～ 全員協議会室 ■フラワーバレンタイン花束贈呈
式

農政課 市長 部長外 9:00～ 総合福祉センター

（金） □萩・長門清掃一部事務組合議
会2月定例会

議会事務局 市長
議長

局長 10:00～ 議場

□アート盆栽教室 まちじゅう博物
館推進課

13:30～ 渡辺蒿蔵旧宅

□山口県水源林造林協議会定
例役員会

林政課 市長 課長 14:00～ 山口市

□萩市地域公共交通会議 商工振興課 部長外 14:30～ 大会議室

出　席　者

2/16萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

2/15 ■熱中小学校萩明倫館　第2期
オープンスクール

産業戦略室 市長 部長外 13:00～ 総合福祉センター ■しろ魚豊漁祈願祭 観光課 市長
議長

部長外 9:00～ 藤田旅館前松本
川岸（新川）

（土） □地域防災リーダー研修会 防災危機管理
課

課長 13:00～ 消防庁舎 □明木ふるさとづくり推進協議会
常任理事会

明木公民館 所長 10:00～ 旭マルチメディア
センター

■秋田県大館市「市民の翼ツ
アー」萩市長表敬訪問

観光課 市長 課長 10:30～ 萩博物館

■萩・椿まつり（～3/20）
・オープニングセレモニー

観光課
市長
副議長

部長外 13:00～
笠山椿群生林

2/16 □萩の語り部歴史講座 まちじゅう博物
館推進課

課長 13:00～ 平安古かいまがり
交流館

■エコプラザ・萩　春まつり 環境衛生課 部長外 9:30～ エコプラザ・萩

（日） □萩市手をつなぐ育成会「卒業
生を祝う会」

福祉支援課 市長外
副議長

10:30～ サンライフ萩

□国際ソロプチミスト萩チャリティ
バザー

市長 10:30～ 市民館

□農事組合法人 下田万通常総
会

田万川産業振
興部門

所長 14:00～ 須佐地集会所

□レノファ山口2020決起集会 スポーツ振興
課

教育長 18:30～ 山口市

備  考

※次回のスケジュール原稿2/12（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　12日、14日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/16 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

2/16 ■萩の語り部歴史講座 まちじゅう博物
館推進課

課長 13:00～ 平安古かいまがり
交流館

■エコプラザ・萩　春まつり 環境衛生課 部長外 9:30～ エコプラザ・萩

（日） □萩市消防団中央方面団幹部
会視察研修（～17日）

消防総務課 消防長 大分県・熊本県 □うり坊の郷katamata総会 むつみ産業振
興部門

所長 10:00～ 片俣集会所

□萩市手をつなぐ育成会「卒業
生を祝う会」

福祉支援課 市長外
副議長

10:30～ サンライフ萩

□国際ソロプチミスト萩チャリティ
バザー

市長 10:30～ 市民館

□農事組合法人 上田万通常総
会

田万川産業振
興部門

所長 13:30～ 上田万生活改善セ
ンター

□農事組合法人 下田万通常総
会

田万川産業振
興部門

所長 14:00～ 須佐地集会所

□レノファ山口2020決起集会 スポーツ振興
課

教育長 18:30～ 山口市

2/17 □市県民税等の申告受付（～
3/16）※土・日曜日・祝日は除く

課税課 8:30～ 市内各会場 □萩アグリ株式会社　定時株主
総会

田万川産業振
興部門

副議長 所長 10:00～ 小川交流センター
「みのり」

（月） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □学校保健安全委員会 むつみ地域振
興部門

所長 13:20～ むつみ小学校

■萩市消防本部・山口県消防防
災航空隊合同訓練（予備日
2/19）

警防課 課長 9:15～ 玉江河川公園 □田万川地区有害鳥獣駆除対
策協議会

田万川産業振
興部門

所長外 13:30～ 田万川総合事務
所

□萩市市議会　総務委員会（所
管事務調査）

議会事務局 10:00～ 第１委員会室 □阿武萩地域林業成長産業化
推進協議会

林政課 課長 14:30～ 阿武萩森林組合

□若手職員とのランチトーク 総務課 市長 12:00～ 市長室 □萩市観光協会新年交歓会・会
員交流会

観光課 市長外 部長外 17:30～ 北門屋敷

□自衛隊入隊予定者激励会 防災危機管理
課

市長 部長外 13:40～ 総合福祉センター

2/18 □農業委員会定例総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室 □定例民生委員・児童委員協議
会

むつみ市民窓
口部門

所長 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □萩市議会3月定例記者会見 広報課 市長外 部長外 10:00～ 全員協議会室 □阿中営農幹事会 むつみ産業振
興部門

次長 9:30～ むつみ農村環境
改善センター

□白水会館運営審議会 福祉政策課 教育長 部長外 10:00～ 白水会館 □2月定例山口県市長会議 市長 14:30～ 山口市

■市長と看護学生のランチトーク 健康増進課 市長 部長外 12:00～ 山口県立萩看護
学校

□山口県消防長会議 消防総務課 消防長 15:00～ 山口市

□伝建審議会 文化財保護課 部長外 13:30～ 大会議室 □山口県「道の駅」連絡会 商工振興課 市長 課長 16:00～ 山口市

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:30～ 総合福祉センター

2/19 □第３小隊山岳救助訓練（予備
日2/21）

萩消防署 次長外 9:00～ 沖浦地区 □農事組合法人　千人塚総会 田万川産業振
興部門

所長 14:30～ 平山台公会堂

（水） □子ども読書活動推進委員会 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館

■生活バスの運行に関する説明
会（小川地区）

商工振興課 部長外 10:00～ 小川交流センター

■「国際ソロプチミスト萩」寄附受
納式

萩図書館 市長 館長 13:30～ 市長室

□2月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第3会議室

出　席　者

2/23萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

2/20 □第４小隊山岳救助訓練（予備
日2/22）

萩消防署 次長外 9:00～ 沖浦地区 □県教育会萩支部　女子研究会
懇談会

学校教育課 教育長 10:00～ 市民館

（木） ■あいおいニッセイ同和損害保
険株式会社寄附受納式

防災危機管理
課

市長 部長外 11:30～ 市長室 □萩学校保健研修会 学校教育課 教育長 14:00～ セミナーハウス

□萩まちじゅう博物館推進委員
会

まちじゅう博物
館推進課

市長 部長 13:30～ 萩・明倫学舎 ■萩まちじゅう博物館おたから総
会

まちじゅう博物
館推進課

市長 部長 14:40～ 萩・明倫学舎

□特殊地域警防計画説明会（椿
東地区）

警防課 次長外 18:30～ 消防庁舎 □ふくふくネット（福栄地域協育
ネット）協議会

福栄地域振興
部門

所長 16:00～ 福栄小中学校

□日本赤十字社山口県支部地
区・分区担当課長会議

福祉政策課 課長 13:30～ 山口市

2/21 □萩地域人権施策推進委員会 福祉政策課 課長 10:00～ 総合福祉センター □須佐地域生徒指導推進協議
会

須佐地域事務
所

所長外 16:00～ 須佐公民館

（金） □萩市議会　議会運営委員会 議会事務局 10:00～ 全員協議会室 □在萩国県出先機関協議会（指
月会）定例会

総務課 市長外 部長外 17:00～ 萩の宿 常茂恵

□萩博物館審議会 萩博物館 教育長 部長外 10:00～ 萩博物館 □都市計画区域マスタープラン
の変更(素案)に関する説明会・
公聴会

都市計画課 課長 19:00～ 総合福祉センター

11:00～ 須佐公民館

13:30～ 弥富交流促進セン
ター

15:30～ 鈴野川健康増進
施設

□萩市都市計画審議会 都市計画課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉センター

□萩市議会　経済建設委員会
(所管事務調査）

議会事務局 14:30～ 第３委員会室

2/22 9:00～ むつみコミュニティ
センター

□「小さな親切」運動萩支部　表
彰式及び記念講演

人事課 市長外 10:00～ 総合福祉センター

（土） 11:00～ むつみ農村環境
改善センター

■観光ガイド養成セミナー 文化財保護課 10:00～ 萩博物館

14:00～ 田万川総合事務
所

□山口はぎ漁協魚市場仲買人
組合定時総会・交流会

水産課 市長 19:00～ 萩観光ホテル

□手話検定試験 福祉支援課 課長 10:00～ 総合福祉センター

■企画展「萩の夏みかん物語り
Ⅱ」ギャラリートーク＆まち歩き

萩博物館 14:00～ 萩博物館
堀内エリア

2/23 □笠山ジオアドベンチャー ジオパーク推
進課

次長外 10:30～ 笠山　つばき群生
林

（日） □萩市消防団明倫第１分団新車
両配置記念祝賀会

消防総務課 市長 消防長
外

11:00～ 高大

備  考

■生活バスの運行に関する説明
会（須佐、弥富、鈴野川地区）

商工振興課 部長外

■生活バスの運行に関する説明
会（高俣、吉部、江崎地区）

商工振興課 部長外

※次回のスケジュール原稿2/19（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　18日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/23 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

2/23 □笠山ジオアドベンチャー ジオパーク推
進課

次長 10:30～ 笠山椿群生林

（日） □萩市消防団明倫第１分団新車
両配置記念祝賀会

消防総務課 市長 消防長
外

11:00～ 高大

2/24

（月）

2/25 ■萩市議会3月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □吉部福寿会春のつどい むつみ地域振
興部門

所長 10:00～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □山岳救助訓練（～26日） 消防署 次長外 13:00～ 田床山 □旭コミュニティ協議会理事会 旭地域振興部
門

所長外 19:00～ 旭総合事務所

2/26 □大規模火災対応訓練事前説
明会

警防課 課長 10:00～ 消防庁舎

（水） □むつみ学校給食共同調理場
運営委員会

むつみ地域振
興部門

所長 15:30～ むつみ農村環境
改善センター

2/27 ■萩市議会3月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □萩学校保健会理事会 学校教育課 教育長 13:30～ 市民館

（木） ■萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室 □萩・阿武地域ジェネリック医薬
品安心使用促進連絡会議

市民課 課長 15:00～ 萩健康福祉セン
ター

2/28 ■萩・明倫学舎開館3周年記念・
世界遺産登録5周年記念　世界
遺産ご当地フェア（～3/8）

萩・明倫学舎
推進課

課長 9:00～ 萩・明倫学舎 □高俣婦人会総会 高俣支所 支所長 10:15～ むつみコミュニティ
センター

（金） ■小川地区での徘徊・見守り
SOSネットワークを活用した徘徊
模擬訓練

高齢者支援
課、田万川市
民窓口部門

所長外 10:00～ 小川交流センター □但馬信用金庫視察対応 ジオパーク推
進課

次長 13:00～ 萩・明倫学舎

□星の会特別編「長寿を祈る縁
起の良い星を見よう」

萩博物館 19:30～ 萩博物館、田床山 □山口県農業会議常設審議委
員会

農業委員会 局長 13:30～ 山口市

2/29 ■春季全国火災予防運動関連
行事「幼年防火パレード及び街
頭啓発」

予防課 消防長
外

11:00～ 田町アーケード内 □ジオパークでつながる！世界
はこんなにも面白い！ ベトナム
編

ジオパーク推
進課

次長 10:00～ 美祢市

（土） □萩光塩学院高等学校卒業証
書授与式

教育政策課 市長外 10:00～ 萩光塩学院高校
体育館

■萩・明倫学舎開館3周年記念
SHOWIN歴史パフォーマンス（～
3/1）

萩・明倫学舎
推進課

11:00～ 萩・明倫学舎

出　席　者

3/1萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

3/1 □萩市消防団福栄方面団本部
巡回（春季火災予防運動）

福栄地域振興
部門

所長外 8:00～ 福栄地域内 □萩八景遊覧船運航安全祈願
祭

観光課 市長
議長

部長 8:30～ 萩八景遊覧船発
着場

（日） □むつみ春季火災予防運動 むつみ地域振
興部門

所長 8:30～ むつみ地域内 □萩高等学校卒業証書授与式 教育政策課 副市長外
議長

9:30～ 萩高校体育館

□TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□耳の日記念山口県大会 福祉支援課 後援 市長 部長 10:00～ 市民館大ホール

□萩市消防団田万川方面団林
野火災想定実地訓練

田万川地域振
興部門

所長 8:45～ 江津地区 □萩商工高等学校卒業証書授
与式

教育政策課 市長 局長 10:00～ 萩商工高校体育
館

□萩市消防団須佐方面団火災
予防啓発パレード

須佐地域振興
部門

所長 9:00～ 須佐総合事務所
外

□大井川漁業協同組合通常総
会

水産課 課長 10:00～ 大井公民館

□萩市消防団むつみ方面団臨
時幹部会

むつみ地域振
興部門

所長 11:30～ むつみ総合事務
所

□笠山ジオアドベンチャー ジオパーク推
進課

次長 10:30～ 笠山椿群生林

□ACT SAIKYO バドミントン教室 教育長 13:00～ 萩ウェルネスパー
ク萩武道館

□萩高等学校奈古分校卒業証
書授与式

教育政策課 局長 13:30～ 萩高校奈古分校
体育館

備  考

※次回のスケジュール原稿2/26（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/1 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

3/1 □萩市消防団川上方面団「春の
火災予防広報パレード」

川上地域振興
部門

7:40～ 川上地域全域 ■萩八景遊覧船運航安全祈願
祭

観光課 市長 部長 8:30～ 萩八景遊覧船発
着場

（日） □萩市消防団福栄方面団本部
巡回

福栄地域振興
部門

所長外 8:00～ 福栄地域管内 □萩高等学校卒業証書授与式 教育政策課 9:30～ 萩高校体育館

□萩市消防団むつみ方面団臨
時幹部会

むつみ地域振
興部門

所長 11:30～ むつみ総合事務
所

□萩商工高等学校卒業証書授
与式

教育政策課 10:00～ 萩商工高校体育
館

□大井川漁業協同組合通常総
会

水産課 課長 10:00～ 大井公民館

□萩高等学校奈古分校卒業証
書授与式

教育政策課 13:30～ 萩高校奈古分校
体育館

□大板山たたら製鉄遺跡周辺・
春の山野草祭実行委員会

紫福支所 所長外 18:00～ 福栄農業担い手
育成センター

3/2 □市民病院看護師着任式 人事課 市長外 部長外 8:45～ 第1会議室

（月） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会
事務局

■地域おこし協力隊委嘱状交付
式

地域づくり推進
課

市長外 部長外 10:15～ 第一会議室

3/3 ■萩市議会3月定例会（一般質
問）（～5日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □萩人形展（～3/31） まちじゅう博物
館推進課

9:00～ 渡辺蒿蔵旧宅

（火）

3/4 □山口県立萩看護学校卒業式 健康増進課 10:00～ 萩看護学校

（水）

3/5 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 議会
終了後

大会議室

（木）

3/6 ■むつみ演習場野焼き むつみ地域振
興部門

所長 8:30～ むつみ演習場 □萩准看護学院卒業証書授与
式

健康増進課 市長 次長 14:00～ 地域医療連携支
援センター

（金） □民生委員児童委員委嘱状伝
達式

福祉政策課 市長 課長 9:00～ 市長室

□市内保育園卒園式
・紫福保育園

・越ヶ浜保育園
・椿保育園

福栄市民窓口
部門
子育て支援課

所長

課長

9:30～

10:00～

紫福保育園

越ヶ浜保育園
椿保育園

□臨時教育委員会会議 教育政策課 教育長 15:00～ 第3会議室

出　席　者

3/8萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

3/7 学校教育課 各中学校

（土）

3/8

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿3/4（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

□各市立中学校卒業式
（萩東中・萩西中・越ヶ浜中・三見
中・大井中・川上中・田万川中・
むつみ中・須佐中・福栄中）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/8 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

3/8

（日）

3/9 ■萩市議会3月定例会　各常任
委員会

議会事務局 10:00～ 委員会室、全員協
議会室

（月） □林業6次産業化検討委員会 林政課 部長外 15:00～ 大会議室

3/10 ■萩市議会3月定例会　予算決
算委員会（～12日）

議会事務局 10:00～ 議場

（火） □各市立小・中学校卒業式（大
島小中・旭中）

学校教育課 各小・中学校

3/11 □見島小中学校卒業式 学校教育課 9:30～ 見島小中学校

（水） □山田保育園卒園式 子育て支援課 10:00～ 山田保育園

3/12 □相島小・中学校卒業式 学校教育課 9:30～ 相島小・中学校

（木） □萩市議会全員協議会 議会事務局 委員会
終了後

全員協議会室

3/13 □市内保育園卒園式（三見・川
上）

子育て支援課 各保育園

（金）

3/14 子育て支援課 各保育園

（土）

3/15

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿3/11（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

3/15萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

□市内保育園卒園式（椿東・須
佐・あさひ・佐々並分園・田万川・
小川分園・むつみ・福川）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/15 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

3/15

（日）

3/16 ■確定申告受付（～3/31） 課税課 8:30～ 市役所ロビー外

（月） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

□林野火災防御訓練(1小隊) 消防署 次長 13:00～ 田床山

3/17 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □定例民生委員・児童委員協議
会

むつみ市民窓
口部門

所長 9:00～ むつみ総合事務
所

（火） □林野火災防御訓練(2小隊) 消防署 次長 13:00～ 田床山 □萩地域農林水産業・農山漁村
振興協議会幹事会

農政課 部長外 13:30～ 萩総合庁舎

3/18 ■萩市議会3月定例会（本会議） 議会事務局 市長外
議長

局長 10:00～ 議場

（水） □3月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第3会議室

3/19 □各市立小学校卒業式 学校教育課 市内各小学校

（木） ■萩市議会3月定例会（一般質
問）

議会事務局 市長外
議長

局長 10:00～ 議場

3/20

（金）

3/21

（土）

3/22

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿3/17（火）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

3/22萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/22 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

3/22

（日）

3/23 ■萩市議会3月定例会　一般質
問

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

（月）

3/24 ■萩市議会3月定例会記者会見 広報課 市長外 部長外 10:00～ 全員協議会室

（火）

3/25

（水）

3/26 ■新福栄複合施設名称お披露
目

文化・生涯学
習課

市長
議長

局長外 10:00～ 新福栄複合施設 □萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 副市長 部長 13:00～ かがやき

（木） □職員採用試験（市民病院看護
師）

人事課 部長 13:50～ 市民病院 □地域医療セミナー市町説明会 地域医療推進
課

課長 13:30～ 県庁

□無角和種振興公社理事会 農政課 部長 13:30～ 阿武町

3/27

（金）

3/28

（土）

3/29

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿3/25（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

3/29萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/29 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

3/29

（日）

3/30 ■萩市グローバル50奨学生決定
証書授与式

教育政策課 市長外 局長外 9:00～ 市長室 □山口県農業会議常設審議委
員会

農業委員会 局長 13:30～ 山口市

（月）

3/31 □職員退職者辞令交付式 人事課 市長外 部長外 9:30～ 大会議室 □萩公共サービス（株）臨時株主
総会

総務課 市長外 部長外 14:00～ 市長室

（火） ■消防長感謝状授与式 消防総務課 消防長
外

10:30～ 消防庁舎

□消防団長退職辞令交付式 消防総務課 市長外 消防長
外

13:30～ 市長室

□副市長退任式 人事課 市長外 部長外 16:30～ 大会議室

4/1 □消防新規採用職員辞令交付
式

消防総務課 消防長
外

8:20～ 消防庁舎 □社会福祉事業団理事会・辞令
交付式

福祉政策課 副市長 部長 10:30～ 総合福祉センター

（水） □副市長着任式 人事課 市長外 部長 8:45～ 市長室 □萩公共サービス（株）辞令交付
式

総務課 副市長 13:00～ 副市長室

□山口県からの派遣職員着任式 人事課 市長外 部長 8:50～ 市長室

□新規採用職員着任式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

□再任用職員辞令交付式 人事課 市長外 部長外 9:40～ 大会議室

□人事異動辞令交付式（課長級
以上）

人事課 市長外 部長外 10:10～ 大会議室

□消防職員辞令交付式 消防総務課 消防長
外

11:00～ 消防庁舎

□庁内連絡会議 総務課 市長外 部長外 13:30～ 総合福祉センター

□総合事務所長連絡会議 地域づくり推進
課

市長外 部長外 14:45～ 総合福祉センター

4/2 □新規採用職員「市長講話」 人事課 市長 11:00～ 大会議室 □萩准看護学院入学式 健康増進課 13:00～ 地域医療連携支
援センター

（木）

4/3 □消防団方面団長就任辞令交
付式

消防総務課 消防長
外

14:00～ 消防庁舎 ■流し雛 観光課 共催 課長 10:00～ 旧湯川家屋敷周
辺

（金） □中央方面団分団長就任辞令
交付式

消防総務課 消防長
外

15:00～ 消防庁舎 □山口県市議会議長会定期総
会

議会事務局 議長 局長 14:00～ 光市

□むつみ方面団辞令交付式 むつみ地域振
興部門

所長 18:00～ むつみ総合事務
所

出　席　者

4/5萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

4/4 ■島のよろずや「ポプラ見島店」
開所式

地域づくり推進
課

市長 部長 10:45～ ポプラ見島店

（土）

4/5 □福栄文化遺産活用保存会役
員会及び大板山たたら製鉄遺跡
周遊・春の山野草祭実行委員会

紫福支所 共催 所長外 18:00～ 福栄農業担い手
育成センター

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿4/1（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/5 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

4/5 □福栄文化遺産活用保存会役
員会及び大板山たたら製鉄遺跡
周遊・春の山野草祭実行委員会

紫福支所 共催 所長外 18:00～ 福栄農業担い手
育成センター

（日）

4/6 □市内保育園入園式（越ヶ浜・
椿・三見・椿東・山田）

子育て支援課 10:00～ 市内各保育園

（月） □山口県併任徴収職員辞令交
付式

収納課 市長 部長外 13:30～ 市長室

■企画展「世界遺産を守った夏
みかん」報道関係者向け内覧会

4/7 □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 9:30～ 全員協議会室 □山口県立萩看護学校入学式 健康増進課 10:00～ 萩看護学校

（火）

4/8 □各市立小・中学校入学式 学校教育課 市内各小・中学校 □福栄文化遺産活用保存会総
会

紫福支所 所長 13:30～ 福栄農業担い手
育成センター

（水） ■企画展「世界遺産を守った夏
みかん」開幕（～6/9）

萩博物館 9:00～ 萩博物館

4/9 □椿東小学校入学式 学校教育課 椿東小学校 □川上地区民生委員・児童委員
協議会定例会

川上市民窓口
部門

総括 9:00～ 川上総合事務所

（木） □スクールガードリーダー連絡
協議会

学校教育課 教育長 課長 15:30～ 第３会議室 □老人クラブ福川福寿会総会 福栄市民窓口
部門

所長 10:00～ ふくえ～る

4/10 ■萩市議会4月臨時会 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □障がい者就業支援関係機関
連絡会・実行委員会

福祉支援課 課長 14:00～ 障害者就業・生活
支援センターほっ
とわーく

（金）

4/11 □萩市女性防火クラブ（隊）役員
会議

予防課 消防長
外

10:00～ 消防庁舎

（土） □全国晋作会連合会高杉晋作
墓前祭

まちじゅう博物
館推進課

市長 課長 15:00～ 高杉晋作墓所

4/12 ■むつみ菜の花まつり むつみ産業振
興部門

10:00～ むつみ物産販売
交流施設

（日） □萩市消防団大井第１分団新車
両配置記念祝賀会

消防総務課 市長 消防長
外

11:30～ 萩本陣

備  考

※次回のスケジュール原稿4/8（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

4/12萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/12 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

4/12

（日）

4/13 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □教育長協議会 学校教育課 教育長 課長 9:30～ 総合福祉センター

（月） □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □やまぐち地域医療セミナー
2020実行委員会

地域医療推進
課

課長 14:00～ 防府市

□萩市いじめ問題対策連絡協議
会

学校教育課 教育長 課長 14:00～ 第3会議室

□子ども相談支援室会議 学校教育課 教育長 課長 15:15～ 第3会議室

4/14 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □音訳サークル「ゆう」総会 福祉支援課 課長 19:00～ 総合福祉センター

（火）

4/15 □市民病院看護師着任式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 第1会議室

（水）

4/16 □萩ユネスコ協会理事会 文化・生涯学
習課

課長 14:00～ 市民館

（木） □萩市土地開発公社理事会 用地課 副市長 部長外 15:00～ 第１委員会室

4/17 ■雇用対策連携会議 商工振興課 市長 部長外 10:30～ 第1会議室 □人権教育主管課長会議 文化・生涯学
習課

課長 13:15～ 山口市

（金） □小・中校長会議 学校教育課 教育長 課長 13:30～ 総合福祉センター

4/18

（土）

4/19 □平安古かいまがり会総会 まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 平安古かいまがり
交流館

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿4/15（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

4/19萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/19 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

4/19

（日）

4/20 □消防車両運転技術向上訓練 消防署 次長 10:00～ 萩自動車学校

（月） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

4/21 □5月補正財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 財政課

（火） □障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:30～ 総合福祉センター

4/22 □叙位伝達式 人事課 市長 部長外 9:00～ 市長室

（水） □萩市議会　教育民生委員会
（所管事務調査）

議会事務局 10:00～ 全員協議会室

□4月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 16:00～ 第3会議室

4/23 □ジェムカ産業廃棄物処理施設
環境保全推進協議会及び環境
パトロール

福栄市民窓口
部門

総括 16:00～ ジェムカ株式会社

（木）

4/24

（金）

4/25

（土）

4/26

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿4/22（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

4/26萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/26 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

4/26

（日）

4/27 □5月補正市長・副市長査定 財政課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

（月）

4/28 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩市消防団川上方面団幹部
会議

川上地域振興
部門

所長 15:30～ 川上総合事務所

（火） □公平委員辞令交付式 人事課 市長外 部長外 11:00～ 市長室

□叙勲伝達式 人事課 市長 部長外 11:30～ 市長室 □川上地域コミュニティ協議会
役員会

川上地域振興
部門

所長 18:00～ 川上総合事務所

4/29

（水）

4/30

（木）

5/1 □教育委員辞令交付式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 市長室

（金） ■萩市議会5月臨時会記者会見 秘書広報課 市長外 部長外 14:00～ 全員協議会室

5/2

（土）

5/3

（日）

備  考

出　席　者

5/3萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿4/28（火）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



5/3 ～
（萩 市主 催行 事） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

5/3

（日）

5/4

（月）

5/5

（火）

5/6

（水）

5/7 □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室

（木）

5/8
■萩市議会5月臨時会 議会事務局 市長外

議長
局長外 10:00～ 議場

（金）

5/9

（土）

5/10

（日）

萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

5/17

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（萩 市主 催行 事） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

5/11
□6月補正財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 財政課

（月）
■萩市議会5月臨時会 議会事務局 市長外

議長
局長外 10:00～ 議場

□萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室

□議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室

■萩市議会5月臨時会記者
会見

秘書広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

大会議室

□週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 16:00～ 大会議室

5/12
■マスク寄付受納及び感謝
状贈呈式

防災危機管
理課

市長 部長 11:00～ 市長室 □中国市長会総会 Web会議 秘書広報課 市長 13:00～ 市長室

（火）

5/13
■がんばろう萩！地域経済
対策連携会議

商工振興課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室

（水）

5/14
□監査委員　監査結果報告 監査委員事

務局
市長 部長外 11:30～ 市長室

（木）

5/15
□萩市議会6月定例会議案
検討会

総務課 市長外 部長外 9:00～ 全員協議会室

（金）
■産業戦略本部 産業戦略室 市長 部長外 14：00～ 大会議室

5/16

（土）

5/17

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿　5/13（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



5/17 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

5/17

（日）

5/18 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

（月） □6月補正市長・副市長査定 財政課 市長外 部長外 週間部
長連絡
会議終

了後

大会議室

5/19 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □快適環境づくり推進協議会役
員会

環境衛生課 部次長 13:30～ 市民館小ホール

（火） □萩市美術展運営委員会 文化・生涯学
習課

課長 10：00～ 市民館 □㈱旭開発取締役会・総会 商工振興課
旭産業振興部
門

市長 部長外 13:30～ 旭総合事務所

□㈲アクアグリーン川上株主総
会

観光課
川上産業振興
部門

市長 部長外 16:00～ 川上総合事務所

5/20 □㈱マリーナ萩株主総会 企画政策課 市長 部長 13:30～ いきいき交流セン
ター

（水） □須佐夏まつり実行委員会 須佐産業振興
部門

所長外 15:00～ 須佐総合事務所

5/21 □新嘗祭献穀米お田植え式 農政課 市長 10:00～ 上小川東分（田万
川地域)

（木） □㈱たまがわ取締役会・株主総
会

商工振興課
田万川産業振
興部門

市長 部長外 15:00～ 道の駅ゆとりパー
クたまがわ

5/22 □土のう作成 防災危機管理
課

9:00～ 松陰大橋高架下 □NPO萩観光ガイド協会通常総
会

観光課
文化財保護課

市長 課長 10:00～ 萩博物館

（金） □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □㈲ハピネスふくえ取締役会・
総会

商工振興課
福栄産業振興
部門

市長 部長外 14:30～ 福栄総合事務所

□５月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室

5/23 □ふれあいグランドゴルフ大会 川上公民館 館長 9:00～ 川上中学校

（土）

5/24

（日）

備  考

出　席　者

5/24萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿5/20（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



5/24 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

5/24

（日）

5/25 ■萩市議会5月臨時会 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □萩市連合遺族会萩支部総会 福祉政策課 課長 10:00～ 総合福祉センター

（月） □萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室

■萩市議会5月臨時会記者会見 秘書広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

大会議室

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:00～ 総合福祉センター

5/26 ■マスク寄付受納及び感謝状贈
呈式

防災危機管理
課

市長 部長外 11:30～ 市長室 □ＮＰＯ萩みんなの図書館通常
総会

萩図書館 教育長 局長外 10:00～ 萩図書館

（火） □（公社）萩法人会定時総会 課税課 副市長 16:00～ 高大

5/27 □あぶらんど萩農業振興協議
会幹事会

農政課
むつみ産業振
興部門

部長外 13:30～ ＪＡ山口県萩統括
本部

（水）

5/28 □NPO萩明倫学舎総会 萩・明倫学舎
推進課

課長 10:00～ 萩・明倫学舎

（木）

5/29 □NPO萩まちじゅう博物館通常
総会

まちじゅう博物
館推進課

次長外 10:00～ 萩博物館

（金） □福栄コミュニティ協議会役員
会

福栄地域振興
部門

所長外 19:00～ 福栄総合事務所

□むつみスポーツ振興会役員
会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ 環境改善センター

□萩公共サービス㈱定時株主
総会

総務課 市長外 部長 13:30～ 市長室

5/30

（土）

5/31

（日）

備  考

出　席　者

5/31萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿5/27（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



5/31 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

5/31 ■酒米田植えイベント むつみ産業振
興部門

10:00～ （農）HN紫福ほ場

（日）

6/1 ■避難所指定職員辞令交付式 防災危機管理
課

市長外 部長外 9:00～ 消防本部 □防府北基地における救難ﾍﾘ
検証訓練

警防課 次長 9:30～ 防府市

（月） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会事
務局

□日本赤十字社山口県支部
萩・阿武地区役員会

福祉政策課 市長 部長 11:00～ 総合福祉センター

□学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～

椿西小学校
椿東小学校

□月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:30～ 大会議室

■国勢調査実施本部発足式 企画政策課 部長外 11:00～ 企画政策課

■発熱外来開設 地域医療推進
課

課長 14:00～ 休日急患診療セン
ター

6/2 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長  9:00～
11:00～
13:30～

三見小中学校
第３会議室
むつみ小学校

□消防通信指令業務共同運用
調整会議

消防総務課
警防課

次長外 10:00～ 山口市

（火） ■萩市議会6月定例記者会見 秘書広報課 市長外 部長外 11:00～ 全員協議会室 □むつみ生改連役員会 むつみ産業振
興部門

総括 13:30～ むつみ農村環境
改善センター

□福栄地域スポーツ推進員会
議

福川・紫福公
民館

館長外 19:00～ ふくえ～る

6/3 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 萩東中学校

（水） □消防団旭方面団幹部会議 旭地域振興部
門

所長外 18:30～ 旭総合事務所

6/4 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～

多磨小学校
田万川中学校

□社会福祉事業団理事会 福祉政策課 副市長 部長 15:00～ かがやき

（木）

6/5 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
13:30～

白水小学校
川上中学校

□阿中次世代稲作担い手基礎
研修

むつみ産業振
興部門

総括 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（金） □むつみ方面団役員会 むつみ地域振
興部門

所長外 14:30～ むつみ農村環境
改善センター

□観光協会通常総会・交流会 観光課 市長外 部長外 17:00～ 萩の宿　常茂恵

6/6

（土）

6/7 □川上地域農林産物出荷協議
会総会

川上産業振興
部門

総括 9:00～ 川上公民館

（日）

備  考

出　席　者

6/7萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿6/3（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/7 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

6/7

（日）

6/8 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長  9：00～
10：30～
13：30～
15：30～

越ヶ浜小学校
越ヶ浜中学校
川上小学校
第３会議室

□B＆G海洋センタープール清
掃

むつみ地域振
興部門

所長外 10:10～ B＆G海洋センター

（月） □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 15:00～ 全員協議会室

6/9 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長  9：00～
13：00～

明倫小学校
第３会議室

（火）

6/10 ■萩市議会6月定例会本会議
（～11日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □福栄地域防災パトロール 福栄地域振興
部門

所長外 13:00～ 福栄地域内

（水） □萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室

□暮らしに役立つ図書館講座 萩図書館 館長 10：30～ 萩図書館

□萩市消防団福栄方面団役員
会

福栄地域振興
部門

所長外 15:00～ ふくえ～る

6/11 □教育支援委員会 学校教育課 課長 13:30～ 第３会議室 □無人へり防除協議会総会 むつみ産業振
興部門

次長 13:30～ JA山口県萩統括
本部

（木） □萩市消防団田万川方面団本
部会

田万川地域振
興部門

総括 18:00～ 小川交流センター
みのり

6/12 □花の苗の配布 観光課 共催 10:00～ 旧福祉センター跡
地

（金） □萩・阿武学校栄養士会研修
会

学校教育課 教育長 13:30～ 第３会議室

6/13

（土）

6/14 □福栄地域防災訓練 福栄地域振興
部門

所長外 8:00～ 福栄地域内

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿6/10（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

6/14萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/14 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

6/14 □楠桜園草刈り作業 紫福公民館 館長 7:00～ 旧紫福中学校グラ
ンド

（日） □福栄地域防災訓練 福栄地域振興
部門

所長外 8:00～ 福栄地域内

6/15 ■萩市議会6月定例会　一般質
問（～17日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □ネムの丘キャンプ場オープン むつみ産業振
興部門

8:30～ ネムの丘キャンプ
場

（月）

6/16 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □むつみ地域定例民生委員児
童委員協議会

むつみ市民窓
口部門

所長外 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □トマト若手栽培者研修会 むつみ産業振
興部門

総括 9:00～ むつみ地域内

□定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

所長外 9:30～ ふくえ～る

□むつみ文化振興協会総会 むつみ地域振
興部門

所長外 15:00～ むつみ農村環境
改善センター

6/17 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 議会終
了後

大会議室 □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

（水） □須佐地域ふるさとづくり協議
会幹事会

須佐地域振興
部門

所長外 18:30～ 須佐公民館

6/18 ■萩市議会6月定例会　常任委
員会（総務・教育民生・経済建
設）

議会事務局 10:00～ 各委員会室 □福栄地域ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ ふくえ～る

（木） □(株)エフエム萩株主総会 秘書広報課 市長 17:00～ 萩テレビ

6/19 ■萩市議会6月定例会　常任委
員会（予算決算）

議会事務局 10:00～ 議場 □須佐地区子ども会育成連絡
協議会理事会

須佐地域振興
部門

総括 18:30～ 須佐公民館

（金） □萩市消防団田万川方面団幹
部会

田万川地域振
興部門

総括 16:00～ 田万川総合事務所

6/20 □ひまわりロード環境整備 むつみ産業振
興部門

7:30～ ひまわりロード

（土） ■リモートガイドツアー『どこでも
ジオツアー　～萩城下町編～』

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 菊屋横丁、萩・明
倫学舎

6/21

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿6/17（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

6/21萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/21 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

6/21

（日）

6/22 □男女共同参画週間パネル展
（～30日）

市民活動推進
課男女共同参
画推進室

市役所ロビー □年金者連盟萩市支部代議員
会

人事課 課長 10:30～ 高大

（月） ■動産公売下見会（～24日） 収納課 10:00～ 第４会議室 □萩グローバルIT人材育成協
議会（オンライン開催）

企業誘致推進
課

部長外 13:30～ 総合福祉センター
（Web会議）

□須佐地域青少年育成市民会
議運営委員会

須佐地域振興
部門

総括 18:30～ 須佐公民館

□萩市共通商品券協同組合通
常総会

商工振興課 市長 19:00～ 萩商工会議所

6/23 ■「社会を明るくする運動」内閣
総理大臣メッセージ伝達式

市民活動推進
課

市長 課長 10：30～ 市民館 □青少年育成市民会議総会 文化・生涯学
習課

市長外 課長 9:30～ 市民館

（火） □民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 11:00～ 総合福祉センター □萩市社会福祉事業団定時評
議員会

福祉政策課 教育長 次長 14:00～ 萩・福祉複合施設
かがやき

□学校運営協議会、地域教育
ネット協議会

福栄地域振興
部門

所長外 15:00～ 福栄小中学校 □福栄コミニュニティ協議会地
域活性化部会

福栄地域振興
部門

所長外 18:30～ ふくえ～る

■地域おこし協力隊オンライン説
明会

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

19:30～ 梅屋七兵衛旧宅
（Web会議）

□旭地域コミュニティ協議会理
事会

旭地域振興部
門

所長外 19:00～ 旭総合事務所

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:30～ 総合福祉センター

6/24 □６月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室 □萩まちじゅう博物館推進委員
会 むつみ・福栄合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ むつみ総合事務
所

（水） □夢プラン策定委員会（木間地
区）

地域づくり推進
課

部長外 15:30～ 旧木間小中学校 □田万川地域民生委員児童委
員協議会

田万川市民窓
口部門

所長外 14:00～ 田万川総合事務
所

□年金者連盟萩市支部役員会 人事課 課長 15:00～ 大会議室

□むつみコミュニティ協議会役
員会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

出　席　者

6/28萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

6/25 ■萩市議会6月定例会本会議
（最終日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □萩市学校保健会総会 学校教育課 教育長 13:30～ 市民館小ホール

（木） ■萩市議会6月定例記者会見 秘書広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

大会議室 □萩まちじゅう博物館推進委員
会 須佐・田万川合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 14:00～ 田万川総合事務
所

□弥富地区子ども会育成連絡
協議会総会

弥富公民館 19:00～ 弥富交流促進セン
ター

6/26 □むつみ方面団消防幹部訓練 むつみ地域振
興部門

所長外 18:00～ むつみグラウンド □萩ケーブルネットワーク（株）
定時株主総会

秘書広報課 部長 11:00～ 萩テレビ

（金） ■動産公売 収納課 課長 13:30～ 市民館 □敬老会実行委員会 川上市民窓口
部門

次長 18:00～ 川上総合事務所

6/27 □萩市医師会定時総会 地域医療推進
課

市長 15:00～ 市民館小ホール

（土）

6/28 ■三見防災教室（萩長門清掃工
場「はなもゆ」見学）

三見出張所 所長外 10:00～ 萩・長門清掃工場
はなもゆ

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿6/24（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/28 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

6/28 ■三見防災教室（萩長門清掃工
場「はなもゆ」見学）

三見出張所 所長外 10:00～ 萩・長門清掃工場
はなもゆ

（日）

6/29 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩八景遊覧船理事会 観光課 部長 10:00～ 萩・明倫学舎

（月） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～
13:30～

育英小学校
須佐中学校
大井小中学校

□萩まちじゅう博物館推進委員
会 旭・川上合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 川上総合事務所

□ビジネスプランコンテスト協議
会

商工振興課 部長外 13:30～ 総合福祉センター

□阿武川流域林業活性化協議
会

林政課 課長 13:30～ 旭マルチメディア
センター

6/30 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
13:30～

むつみ中学校
福栄小中学校

□須佐地域敬老行事実行委員
会

須佐市民窓口
部門

所長外 14:00～ 須佐総合事務所

（火） □避難所指定職員説明会 防災危機管理
課

課長 10:00～ 総合福祉センター □福栄文化遺産活用保存会役
員会

紫福公民館・
紫福支所

所長外 19:00～ 福栄農業担い手
育成センター

7/1 □新規採用職員着任式（見島歯
科医師）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 第一会議室 □自治会連合会役員会 市民活動推進
課

市長外 課長 9:30～ 大会議室

（水） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会事
務局

□萩地域農林水産業・農山漁
村振興協議会幹事会

農政課、林政
課、水産課

部長外 13:30～ 萩総合庁舎

□学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 萩西中学校 □オンラインジオツアー・スター
トアップセミナー

ジオパーク推
進課

課長 13:30～ 萩・明倫学舎

□全員協議会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室

□中央方面団役員会議 消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎

□家庭教育支援チーム会議 文化・生涯学
習課

教育長 課長 14:00～ 市民館

■萩ツインシネマ応援「吉田栄作
ライブ」市長表敬訪問

文化・生涯学
習課

市長 16:00～ 市長室

7/2 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:45～
10:30～

佐々並小学校
明木小学校
旭中学校

□萩まちじゅう博物館推進委員
会 旧萩6地区合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 市民館小ホール

（木） □紫福塾開講 紫福公民館 館長外 10:00～ 福栄農業担い手育
成センター

□照明都市計画委員会総会 商工振興課 市長
議長

部長外 11:00～ 大会議室

□地域教育ネット 福川・紫福公
民館

館長外 16:00～ 福栄小中学校

出　席　者

7/5萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

7/3 □ 水辺の教室 福栄市民窓口
部門、福川・紫
福公民館

館長外 9:00～ 紫福地域内 □山口県教科用図書萩採択地
区協議会

学校教育課 教育長 13:00～ 萩美術館・浦上記
念館

（金） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 10:00～ 小川小学校 □萩ものしり修士・博士の会
世話人会

まちじゅう博物
館推進課

課長 15:30～ 大会議室

□中央方面団幹部会議 消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □むつみスポーツ振興会役員
会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

■「学生エール便」紹介記者会
見

企画政策課 市長 部長外 16:00～ 総合福祉センター □福栄コミニュニティ協議会教
育文化部会

福川・紫福公
民館

所長外 19:00～ ふくえ～る

7/4 ■慶應義塾大学総合政策学部
鈴木寛研究会との地域おこし人
材育成に関する研究開発連携協
力協定締結式

産業戦略室 市長外 部長外 11:00～ 松陰神社立志殿

（土）

7/5 □萩市消防団旭方面団夏季訓
練

旭地域振興部
門

団長 9:30～ 分団器庫外

（日） ■三見防災教室（萩長門清掃工
場「はなもゆ」見学）

三見公民館 所長外 10:00～ 萩長門清掃工場
「はなもゆ」

備  考

※次回のスケジュール原稿7/1（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/5 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

7/5 □旭方面団消防夏季訓練 旭地域振興部
門

団長 9:30～ 分団器庫外 ■住吉神社「疫病退散奉納神
楽」

市長 15:00～ 住吉神社

（日） ■三見防災教室（萩長門清掃工
場「はなもゆ」見学）

三見公民館 所長外 10:00～ 萩長門清掃工場
「はなもゆ」

7/6 □サマーレビュー財政課長ヒアリ
ング（～13日）

財政課 部長外 13:05～ 財政課 □萩まちじゅう博物館推進委員
会

まちじゅう博物
館推進課

市長 部長外 11:00～ 総合福祉センター

（月）

7/7 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □市町村職員年金者連盟萩支
部福栄支会総会

福栄地域振興
部門

所長 10:00～ ふくえ～る

（火） □通学路安全対策会議 学校教育課 教育長 課長 10:00～ 総合福祉センター

■中核形成検討委員会 中核病院形成
推進室

市長 部長外 14:00～ 総合福祉センター

7/8 □高校魅力化プロジェクト会議 教育政策課 教育長 9:30～ 総合福祉センター □千石台水道協議 むつみ産業振
興部門

次長 13:30～ むつみ総合事務
所

（水） □男女共同参画行政推進本部
幹事会

市民活動推進
課

課長 10:00～ 大会議室 □川上保小中地域大運動会実
行委員会

川上地域振興
部門

所長外 18:30～ 川上総合事務所

□地域学校協働活動推進員会
議

文化・生涯学
習課

教育長 13:00～ 萩市民館

■萩まちづくりセッション（大井小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 大井小中学校

7/9 □萩市連合遺族会総会 福祉政策課 市長 部長外 10:00～ 総合福祉センター

（木） □福栄まちじゅう博物館推進委
員会会議

福栄地域振興
部門

所長外 10:00～ ふくえ～る

7/10

（金）

7/11 ■企画展「はぎ博夏展コレクショ
ン」開幕（～9/6）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 □ひまわりロード草刈り むつみ産業振
興部門

所長外 7:30～ ひまわりロード周
辺

（土） ■企画展「はぎ博夏展コレクショ
ン」開幕宣言

萩博物館 市長 部長 9:45～ 萩博物館 ■オンラインガイドツアー【どこ
でもジオツアー】『小さな火山・笠
山ジオアドベンチャー』

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 笠山

■七夕会 萩図書館 14:00～ 萩図書館

■萩まちづくりセッション（大島小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 大島漁村センター

7/12 □福栄地域クリーンデー 福栄市民窓口
部門

総括 7:00～ 福栄地域管内

（日） □むつみ方面団消防夏季訓練 むつみ地域振
興部門

所長外 8:30～ むつみB＆G

□職員採用試験(上級事務等） 人事課 部長外 9:00～ 大会議室外

備  考

出　席　者

7/12萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿7/8（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/12 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

7/12 □福栄地域クリーンデー 福栄市民窓口
部門

総括 7:00～ 福栄地域管内

（日） □職員採用試験(上級事務等） 人事課 部長外 9:00～ 大会議室外

7/13 □紫福遺族会役員会 紫福支所 所長 13:30～ 福栄老人福祉セン
ター

（月）

7/14 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □山口県個人住民税徴収対策
協議会

収納課 課長 14:00～ 県庁

（火） □中国国道協会 土木課 市長 部長外 15:30～ 広島県

□須佐地域生徒指導推進協議
会

須佐地域振興
部門

所長外 16:00～ 須佐公民館

□川上小中学校運営協議会 川上地域振興
部門

所長 18:00～ 川上小学校

7/15 □萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

（水） □新規採用職員着任式（産業戦
略部理事（任期付職員））

人事課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室 □フラワー都市交流連絡協議
会総会(オンライン）

観光課 課長 14:00～ 総合福祉センター

□福栄地域敬老会実行委員会 福栄市民窓口
部門

総括 19:00～ 福栄総合事務所

7/16 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □通信指令室共同運用に伴う
調整会議

消防総務課・
警防課

次長外 10:00～ 山口市

（木） □コープやまぐち「ピースアクショ
ン」

市長 13:30～ 市長室 □敬老会実行委員会 旭市民窓口部
門

所長外 19:00～ 旭活性化センター

7/17 □救急作業部会 警防課 次長外 10:00～ 消防庁舎 □相島新船起工式 商工振興課 市長 課長 11:00～ 三重県

（金） □福川学樂塾 福川公民館 館長外 13:30～ 福川公民館 □廃棄物減量及び地域美化推
進審議会

環境衛生課 部長外 14:00～ 大会議室

7/18 □空き家セミナー・相談会、耐震
相談会

建築課 課長 9:30～ 総合福祉センター □ひまわりロード草刈り むつみ産業振
興部門

所長外 7:30～ ひまわりロード周
辺

（土） ■はぎマルシェ 農政課 共催 課長 9:00～ アトラス萩店

□こども環境クリーンアップ活動 文化・生涯学
習課

課長 9:30～ 市民館、市内各所

■菊ヶ浜海水浴場海開き水難
防止神事

観光課 市長
議長

部長外 10:00～ 菊ヶ浜海水浴場

□福栄地域快適環境づくり推進
協議会環境パトロール

福栄市民窓口
部門

総括 13:30～ 福川地区

7/19 □むつみ方面団消防夏季訓練 警防課
むつみ地域振
興部門

次長外 8:30～ むつみＢ＆Ｇ海洋
センター

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿7/15（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　14日、17日

出　席　者

7/19萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/19 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

7/19 □むつみ方面団消防夏季訓練 警防課
むつみ地域振
興部門

次長外 8:30～ むつみＢ＆Ｇ海洋
センター

（日）

7/20 □男女共同参画推進審議会 市民活動推進
課

市長外 部長外 10:00～ 大会議室 □道の駅等を拠点とした萩観光
周遊サイクリング社会実験協議
会

観光課 副市長 部長外 15:00～ 大会議室

（月） □都市計画審議会 都市計画課 市長
議長

部長外 13:30～ 総合福祉センター

■萩まちづくりセッション（越ヶ浜
小校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店

7/21 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □むつみ地域民生委員児童委
員協議会

むつみ市民窓
口部門

所長外 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □産業戦略本部 産業戦略室 市長 部長外 14:00～ 大会議室 □福栄地域民生委員児童委員
協議会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ ふくえ～る

□田万川地域民生委員児童委
員協議会

田万川市民窓
口部門

所長外 14:00～ 田万川総合事務
所

□（一社）山口県観光連盟通常
総会・おいでませ山口観光キャ
ンペーン推進協議会総会

観光課 副市長 15:00～ 山口市

□福栄地域ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ ふくえ～る

7/22 □サマーレビュー市長・副市長
査定（～8/20）

財政課 市長外 部長外 9:00～ 第１会議室 □阿中営農幹事会 むつみ産業振
興部門

次長外 9:30～ むつみ総合事務
所

□人権教育指導者養成講座 文化・生涯学
習課

教育長 14:00～ 総合福祉センター □ナイターグラウンドゴルフ大会 江崎公民館 所長外 18:20～ 田万川グラウンド

（水） □木間地区夢プラン策定委員会 地域づくり推進
課

部長外 15:00～ 木間小中学校

■萩まちづくりセッション（相島小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 相島小中学校

7/23 □田万川地域防災パレード 地域振興部門 所長外 9:00～ 田万川地域 ■むつみ昆虫王国オープン むつみ産業振
興部門

9:00～ 昆虫王国

（木）

7/24

（金）

7/26萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

7/25 □職員採用試験第２次試験（社
会人（観光分野））

人事課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室外 □ひまわりロードフェスタ前日準
備

むつみ産業振
興部門

所長外 13:30～ ひまわりロード

（土）

7/26 □消防団川上方面団夏季訓練 警防課
川上地域振興
部門

次長外 8:50～ 阿武川河川公園 ■ひまわりロードフェスタ むつみ産業振
興部門

市長 所長外 10:00～ ひまわりロード

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿7/22（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/26 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

7/26 □川上方面団消防夏季訓練 警防課
川上地域振興
部門

次長外 8:50～ 阿武川河川公園 ■ひまわりロードフェスタ むつみ産業振
興部門

市長 所長外 10:00～ ひまわりロード

（日）

7/27 □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室

（月） □７月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 14:00～ 第３会議室

7/28 ■自治会連合会表彰　市長感謝
状授与

市民活動推進
課

市長外 部長外 10:00～ 市長室 □萩ふるさとまつり出展実行委
員会

商工振興課 市長 部長外 11:00～ 大会議室

（火） □新型コロナと向き合う講演会 田万川市民窓
口部門

館長外 10:00～ 田万川コミュニティ
センター

□萩・石見空港利用拡大促進
協議会幹事市町担当課長会議

観光課 課長 14:30～ 島根県

■萩市民防災の日　記念行事 防災危機管理
課

市長外 部長外 18:30～ 総合福祉センター □萩八景遊覧船臨時総会 観光課 市長 部長外 16:30～ 第１会議室

7/29 □地域おこし協力隊第二次選考
（オンライン面接）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長 部長外 9:00～ 市長室 □山口県都市教育長会議（Web
会議)

教育政策課 教育長 9:00～ 総合福祉センター

（水） □サマーレビュー市長・副市長
査定（～8/20）

財政課 市長外 部長外 10:30～ 大会議室 □自治会連合会役員会 市民活動推進
課

部長外 9:30～ 市民館

□教育民生委員会所管事務調
査

議会事務局 10:30～ 市民館 □福川遺族会役員会 福栄市民窓口
部門

所長 10:30～ 福栄総合事務所

□社会教育委員会会議 文化・生涯学
習課

教育長 局長外 13:00～ 市民館 □新型コロナウイルス感染対策
会議

健康増進課
警防課

次長
次長

19:00～ 萩地域医療連携
支援センター

□ひとづくり構想推進委員会 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室

■萩まちづくりセッション（白水・
木間小校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 白水小学校

7/30 □新規事業等検討会 財政課 市長外 部長外 13:30～ 市長室 □萩市立図書館協議会 萩図書館 教育長 局長外 13:30～ 萩図書館

（木） □成人式実行委員会オリエン
テーション

文化・生涯学
習課

教育長 局長外 19:00～ 市民館小ホール

□むつみワクワク大運動会実行
委員会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

7/31 ■見島地区活動支援車両　お披
露目式

高齢者支援課 市長 部長外 18:30～ 見島ふれあい交流
センター

□「着物ウィークｉｎ萩」実行委員
会

観光課 部長外 13:30～ 萩市観光協会

（金） ■萩まちづくりセッション（見島小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 見島ふれあい交流
センター

□コミュニテイ協議会地域づくり
部会

川上地域振興
部門

次長 18:00～ 川上総合事務所

8/2萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

8/1 □地域おこし協力隊第二次選考
（面接）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長外 部長外 9:30～ 大会議室

（土） ■旧明倫小学校3・4号棟工事仮
囲いアートイベント

産業戦略室 室長 10:00～ 旧明倫小学校３・４
号棟

8/2 □地域おこし協力隊第二次選考
（面接）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □やまぐち高校生2020ﾒﾓﾘｱﾙ
ｶｯﾌﾟ夏季高校野球大会　決勝
戦

スポーツ振興
課

後援 市長外 11:00～ 萩スタジアム

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿7/29（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/2 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

8/2 □地域おこし協力隊第二次選考
（面接）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □やまぐち高校生2020ﾒﾓﾘｱﾙ
ｶｯﾌﾟ夏季高校野球大会　決勝
戦

スポーツ振興
課

後援 市長外 11:00～ 萩スタジアム

（日）

8/3 □サマーレビュー市長副市長査
定（～19日）

財政課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室 □須佐地区社会福祉協議会理
事会

須佐市民窓口
部門

所長 9:00～ 須佐総合事務所

（月） □山口県勤労福祉共済会理事
会

商工振興課 部長 14:00～ 山口市

□阿中若い農業者農業基礎講
座

むつみ産業振
興部門

15:00～ むつみ農村環境
改善センター

8/4 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □物故祭 むつみ地域振
興部門

所長 9:30～ むつみコミュニティ
センター

（火） ■萩まちづくりセッション（三見小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 三見小中学校体育
館

8/5 □萩市議会９月定例会議案検討
会

総務課 市長外 部長外 9:00～ 全員協議会室 □むつみ楽しく体を動かす会 むつみ市民窓
口部門

総括 13:30～ むつみ農村環境
改善セタンー

（水） □人権教育指導者養成講座 文化・生涯学
習課

課長 14:00～ 市民館

8/6 □人権教育指導者養成講座 文化・生涯学
習課

課長 14:00～ 総合福祉センター □紫福遺族会忠魂碑清掃活動 紫福支所 所長 7:30～ 紫福山村広場

（木） □紫福遺族会総会 紫福支所 所長外 9:00～ 福栄農業担い手
育成センター

□紫福遺族会慰霊祭 紫福支所 所長外 10:00～ 上野山八幡宮

□コロナに負けるな　がんばろう
萩！城下町マラソン実行委員会

スポーツ振興
課

共催 市長外 13:30～ 市民体育館

□旭コミュニティ協議会まちづく
り専門部会

旭地域振興部
門

所長外 18:30～ 旭マルチメディア
センター

8/7 □９月補正予算市長査定 財政課 市長 部長外 10:00～ 大会議室 □高俣遺族会総会 むつみ市民窓
口部門

所長 8:00～ 高俣忠魂碑

（金） ■萩まちづくりセッション（椿東小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 椿東小学校体育館

8/8 ■萩市防災訓練 防災危機管理
課

市長 部長外 9:00～ 明倫小学校 □吉部遺族会総会 むつみ市民窓
口部門

所長外 7:00～ 吉部忠魂碑

■カヌーで阿武川下り 川上地域振興
部門

後援 所長 8:00～ 山田ゲートボール
場～河川公園

（土） □(株)アルミネ取締役会長 お別
れの会

副市長 13:00～ 大阪府

8/9 □職員採用試験第２次試験（上
級事務）

人事課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室外 ■2020カヌーチャレンジin Abu
River

地域づくり推進
課

市長 部長外 9:00～ 阿武川河川公園

（日） □萩・明倫学舎　レコードコン
サート

萩・明倫学舎
推進課

14:00～ 萩・明倫学舎

備  考

8/9萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿8/5（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/9 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

8/9 □職員採用試験第２次試験（上
級事務）

人事課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室外 ■2020カヌーチャレンジin Abu
River

地域づくり推進
課

市長 部長外 9:00～ 阿武川河川公園

（日） □萩・明倫学舎　レコードコン
サート

萩・明倫学舎
推進課

14:00～ 萩・明倫学舎

8/10 □職員採用試験第２次試験（社
会人）

人事課 市長外 部長外 9:30～ 大会議室外 □萩・明倫学舎　怖いはなし 萩・明倫学舎
推進課

10:00～ 萩・明倫学舎

（月） ■オンライン＆現地連動型本格
ガイドツアー【どこでもジオツ
アー】『親子で遊ぼう！萩ジオ
パーク・小さな火山探検隊』

ジオパーク推
進課

課長 10:30～ 笠山

8/11 □萩酒米みがき協同組合総会 農政課 市長 部長 10:00～ むつみ総合事務
所

（火） □伝統芸能連絡協議会総会 文化・生涯学
習課

課長 18:30～ 中央公民館

8/12

（水） □小石文捨線林道組合役員会 福栄産業振興
部門

総括 18:30～ ふくえ～る

8/13

（木）

8/14

（金）

8/15 □むつみ本部分団ポンプ性能試
験

むつみ地域振
興部門

9:00～ 紫福分遣所 ■はぎマルシェ 農政課 共催 課長 11:00～ 中央公園

（土）

8/16

（日）

備  考

8/16萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿8/12（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/16 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

8/16

（日）

8/17 □日本赤十字社萩・阿武地区
協力委員集会

福祉政策課 市長 部長外 11:00～ 総合福祉センター

（月） □萩地域農林水産業・農山漁
村振興協議会総会

農政課、林政
課、水産課

市長 部長外 13:30～ ＪＡ山口県萩統括
本部

8/18 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □むつみ定例民生委員児童委
員協議会

むつみ市民窓
口部門

所長外 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □福栄定例民生委員児童委員
協議会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ ふくえ～る

□選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

10:00～ 選挙管理委員会事
務局

□山口県勤労福祉共済会総会 商工振興課 部長 13:30～ 山口市

□教育民生委員会所管事務調
査

議会事務局 13:00～ 第２委員会室 □市町選挙管理委員会委員・
職員研修会

選挙管理委員
会

委員長
外

13:30～ 山口市

□萩市男女共同参画行政推進
本部会議

市民活動推進
課

市長外 課長 13:30～ 大会議室

□地籍調査説明会（大井地区） 用地課 課長 14:00～ 大井公民館

8/19 ■萩市総合戦略推進委員会 企画政策課 市長 部長外 10:30～ 大会議室 □やまぐち地域医療セミナー 地域医療推進
課

課長 9:00～ むつみ診療所

（水） □子ども・若者総合サポート会議
及び実務者会議

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 13:30～ 市民館小ホール □市町教育委員会教育長協議
会

学校教育課 教育長 課長 9:50～ 萩・明倫学舎

■萩まちづくりセッション（椿西小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 椿西小学校体育館 □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

8/20 □三島連絡協議会 教育政策課 市長外 局長外 10:30～ 大会議室 □やまぐち地域医療セミナー 地域医療推進
課

課長 9:00～ 大島診療所

（木） □８月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室 □萩・竹灯路物語実行委員会 観光課 課長 10:00～ 萩・明倫学舎

□萩ジオパーク推進協議会学
校教育連絡会議

ジオパーク推
進課

教育長 課長他 10:00～ 萩・明倫学舎

□田万川地域民生委員児童委
員協議会

田万川市民窓
口部門

所長外 14:00～ 田万川総合事務
所

□北部地区家畜診療所運営協
議会総会

農政課 部長外 14:00～ むつみ総合事務
所

□宇部・山陽小野田・美祢・萩
地区メディカルコントロール協議
会

警防課 課長 14:00～ 宇部市

□時代まつり実行委員会 観光課 市長 部長外 15:30～ 萩・明倫学舎

□福栄地域ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ 福栄総合事務所

出　席　者

8/23萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

8/21 □人権教育指導者養成講座 文化・生涯学
習課

教育長 15:00～ 総合福祉センター □NPO萩明倫学舎奉仕活動 萩・明倫学舎
推進課

部長外 6:00～ 萩・明倫学舎

（金） □至誠館大学公開講座 福川・紫福公
民館

館長外 10:30～ 福栄農業担い手
育成センター

□弥富地区体育大会実行委員
会

弥富公民館 館長外 19:00～ 弥富交流促進セン
ター

8/22 ■熱中小学校萩明倫館オープン
スクール

産業戦略室 市長 部長 13:00～ 総合福祉センター □Habu-con特別セミナー 商工振興課 10:00～ インキュベーション
センター

（土） □萩市子連インリーダー研修会 文化・生涯学
習課

課長 12:30～ 萩セミナーハウス

■萩ツインシネマ応援「吉田栄
作ライブ」

市長 18:00～ 萩ツインシネマ

□オンライン　ナイトジオツアー
よるの火山たんけんたい

ジオパーク推
進課

課長 18:30～ 笠山

8/23 □史都萩を愛する会例会講演
会「戦国時代の阿武郡　吉見氏
VS益田氏」

萩博物館 共催 14:00～ 総合福祉センター

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿8/19（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/23 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

8/23 □史都萩を愛する会例会講演
会「戦国時代の阿武郡　吉見氏
VS益田氏」

萩博物館 共催 14:00～ 総合福祉センター

（日）

8/24 □萩市議会９月定例会記者会見 秘書広報課 市長外 部長外 11:00～ 大会議室 □（株）たまがわ取締役会 商工振興課 市長 部長 15:30～ 道の駅「ゆとり
パークたまがわ」

（月） □民生委員児童委員委嘱状伝
達式

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 市長室

□広報研修会（25日） 秘書広報課 13:30～ 総合福祉センター

8/25 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

（火） □旧明木中学校跡地活用に係る
住民説明会

財産管理課 課長 18:30～ 旭マルチメディアセ
ンター

8/26 □国勢調査調査員事務打ち合
わせ会（～9/11）

企画政策課 課長 9:30～ 大会議室外 □８月定例山口県市長会議
（Web会議）

秘書広報課 市長 13:00～ 市長室

（水） □職員採用試験（市民病院看護
師）

人事課 部長 13:30～ 市民病院 □むつみコミュニティ協議会役
員会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

□自殺対策講演会 健康増進課 課長 14:00～ 第３会議室外

□木間地区夢プラン策定委員会 地域づくり推進
課

部長外 15:30～ 木間小中学校

8/27 □新規事業等検討会 財政課 市長外 部長外 9:00～ 市長室 □阿中営農幹事会 むつみ産業振
興部門

次長 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（木） ■中核病院形成検討委員会 中核病院形成
推進室

市長 部長外 14:00～ 総合福祉センター

8/28 □萩市小中校長会 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 第３会議室 □萩市女性団体連絡協議会懇
談会

市民活動推進
課

市長 部長外 12:00～ 市民館

（金） □サマーレビュー市長・副市長
査定

財政課 市長外 部長外 13:30～ 第１会議室 □山口県農業会議常設審議委
員会

農業委員会事
務局

局長 13:30～ 山口市

□福栄地域国勢調査員研修 福栄地域振興
部門

所長外 14:00～ ふくえ～る

■萩まちづくりセッション（明倫小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 総合福祉センター

8/29

（土）

8/30 □職員採用試験第１次試験（社
会人）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室外 □福栄地域球技大会夏季大会 福川・紫福公
民館

所長外 9:00～ 紫福山村広場

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿8/26（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

8/30萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/30 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

8/30 □職員採用試験第１次試験（社
会人）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室外 □福栄地域球技大会夏季大会 福川・紫福公
民館

所長外 9:00～ 紫福山村広場

（日）

8/31 □国勢調査調査員事務打ち合
わせ会（～9/11）

企画政策課 課長 9:30～ 大会議室外 □萩市地域公共交通会議 商工振興課 部長外 14:00～ 福祉センター

■山陰道整備促進のための要
望活動

土木課 市長 部長 14:30～ 東京都

（月） ■議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 15:30～ 全員協議会室

9/1 □新規採用職員着任式 人事課 副市長 部長外 8:45～ 第一会議室

（火） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会事
務局

9/2 ■萩市議会9月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

（水） ■萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室 □むつみ楽しく体を動かす会 むつみ市民窓
口部門

所長外 13:30～ むつみ農村環境
改善センター

9/3 ■萩市議会9月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

（木）

9/4

（金）

9/5

（土）

9/6 □総合型スポーツフェスタ2020
グラウンド･ゴルフ大会

スポーツ振興
課

後援 課長 8:45～ 陶芸の村公園

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿9/2（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　31日

出　席　者

9/6萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/6 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

9/6 □総合型スポーツフェスタ2020
グラウンド･ゴルフ大会

スポーツ振興
課

後援 課長 8:30～ 陶芸の村公園

（日）

9/7

（月）

9/8 ■萩市議会9月定例会　一般質
問（～10日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

（火）

9/9 ■暮らしに役立つ図書館講座「コ
ロナ禍の時代、複合災害に備え

萩図書館 館長 10:30～ 萩図書館

（水） □国勢調査員事務打ち合わせ
会

企画政策課 課長 14:00～ 第４会議室

9/10

（木）

9/11 ■萩市議会9月定例会　常任委
員会（総務・教育民生・経済建
設）

議会事務局 10:00～ 各委員会室 ■萩焼作品展「萩焼伝統工芸
士会作家展」（～25日）

商工振興課 9:00～ 渡辺蒿蔵旧宅

（金） □国勢調査員事務打ち合わせ
会

企画政策課 課長 11:00～ 相談室３

□国勢調査員事務打ち合わせ
会

企画政策課 課長 14:00～ 大会議室

■萩市国際交流員（CIR）の離任
挨拶及び「萩フロンティア大使」
委嘱

企画政策課 市長 部長 16:30～ 市長室 □山陰道（大井～萩間）に係る
都市計画素案説明会

都市計画課 共催 課長 14:00～ 市民館

9/12 ■将来の萩の医療を考えるシン
ポジウム

中核病院形成
推進室

市長
議長

部長外 16:00～ 総合福祉センター □山陰道（大井～萩間）に係る
都市計画素案説明会

都市計画課 共催 課長 10:00～ 市民館

（土） □日本語ボランティア入門講座 企画政策課 共催 11:00～ 萩・明倫学舎

□新嘗祭献穀米「抜穂式」 農政課 市長 部長外 13:00～ 上小川（お田植式
ほ場）

9/13 □むつみ保小中学校合同運動
会

むつみ地域振
興部門

8:30～ むつみ中学校

（日） □川上保小中地域大運動会 川上地域振興
部門

次長 9:00～ 川上中学校グラウ
ンド

□消防葬 消防総務課 消防長 11:00～ 山口市

備  考

※次回のスケジュール原稿9/9（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

9/13萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/13 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

9/13 □むつみ保小中学校合同運動
会

むつみ地域振
興部門

8:30～ むつみ中学校

（日） □川上保小中地域大運動会 川上地域振興
部門

次長 9:00～ 川上中学校グラウ
ンド

□消防葬 消防総務課 消防長 11:00～ 山口市

9/14 ■国勢調査インターネット回答
ブース設置式

企画政策課 市長 部長外 9:30～ 市役所ロビー □おいでん祭実行委員会 佐々並公民館 所長外 14:00～ 旭活性化センター

（月） ■萩市議会9月定例会　常任委
員会（予算決算）（～16日）

議会事務局 10:00～ 議場

■一般社団法人自治体国際化
協会（クレア）派遣職員出発式

人事課 市長外 部長外 13:30～ 市長室

9/15 □むつみ定例民生児童委員協
議会

むつみ市民窓
口部門

所長外 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ 福栄総合事務所

□須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

□萩港港湾危機管理コアメン
バー幹事会

警防課 次長 13:30～ 萩総合庁舎

9/16 □いこいね萩クラブ大会「作品
展」

高齢者支援課 市長 9:00～ 市民館小ホール

（水） □福栄小中学校中学部１年地
域理解学習

公民館 館長 9:00～ 福栄地域内

9/17 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 見島小中学校 □むつみワクワク大運動会実行
委員会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

（木） ■市内長寿者宅（～18日） 高齢者支援課 市長 部長 9:30～ 市内各所

□農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室

■救急ステーション認定交付式 警防課 消防長
外

15:00～ 消防庁舎

9/18 ■純米大吟醸「コロナに負ける
な！」販売額寄附金受納式

商工振興課 市長 部長外 13:30～ 第１会議室 □萩・津和野イメージアップ協議
会総会

観光課 部長外 10:00～ 島根県

（金） ■世界遺産登録５周年記念特別
展「萩の世界遺産－幕末、サム
ライたちの挑戦！－」オープニン
グセレモニー

萩博物館 市長 部長 15:00～ 萩博物館 □萩市消防団田万川方面団本
部会・幹部会

田万川地域振
興部門

所長外 15:00～ 田万川総合事務
所

□萩市高校プロジェクト（鈴木寛
先生講演会）

産業戦略室 教育長 部長 18:00～ 総合福祉センター

出　席　者

9/20萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

9/19 ■世界遺産登録５周年記念特別
展「萩の世界遺産－幕末、サム
ライたちの挑戦！－」開幕（～
11/29）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 ■オンライン「どこでもジオツ
アー」　『地球目線の町歩き・萩
城下町編～長州藩主と知恵くら
べ～』

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 城下町

（土） ■熱中小学校萩明倫館　オープ
ンスクール

産業戦略室 市長 部長 13:00～ 松陰神社立志殿 ■はぎマルシェ 農政課 共催 市長 課長 11:00～ 中央公園

■知的書評合戦ビブリオバトル 萩図書館 市長 館長 14:00～ 萩図書館

9/20 □職員採用試験第１次試験（初
級事務・社会人）

人事課 部長外 8:30～ 大会議室外

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿9/16（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/20 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

9/20 □職員採用試験第１次試験（初
級事務・社会人）

人事課 部長外 8:30～ 大会議室外

（日）

9/21

（月）

9/22

（火）

9/23 □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 15:00～ 全員協議会室 □萩おもてなし推進協議会総会 観光課 市長 部長外 10:30～ 大会議室

（水） □９月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室

9/24 ■萩市議会9月定例会本会議
（最終日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □萩ジオパーク推進協議会　地
域連絡会議

ジオパーク推
進課

課長 14:00～ 萩・明倫学舎

（木） ■萩市議会９月定例記者会見 秘書広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

大会議室 □福栄地区ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ 福栄総合事務所

□週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 16:00～ 大会議室 □福栄地域敬老会実行委員会
事業説明会

福栄市民窓口
部門

所長外 19:00～ 福栄農業担い手
育成センター

9/25 □在萩国県出先機関協議会
（指月会）

市長外 11:00～ 全員協議会室

（金） □萩ケーブルネット㈱臨時株主
総会

秘書広報課
情報政策課

部長外 13:00～ サンライフ萩

□山口県市議会議長会事務局
長会議

議会事務局 局長 14:00～ 美祢市

□（一社）全国道の駅連絡会理
事会

商工振興課 市長 課長 14:30～ 市長室

9/27萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

9/26 □休日健診 健康増進課 課長 8:30～ 萩市保健センター ■おもてなしクリーンアクト 環境衛生課
土木課

共催 市長 部長外 8:30～ 旭イベント広場外

（土） □地域防災リーダー研修会 防災危機管理
課

課長 9:00～ 萩市消防本部 □日本語ボランティア入門講座 企画政策課 共催 課長 11:00～ 萩・明倫学舎

■世界遺産登録５周年記念特別
展「萩の世界遺産－幕末、サム
ライたちの挑戦！－」ギャラリー
トーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館 □山陰自動車道建設促進島根
県民総決起大会

土木課 副市長
議長

13:30～ 島根県

9/27 □筋肉まつり 萩市地域包括
支援センター

市長 部長外 12:00～ 総合福祉センター ■世界遺産清掃活動 文化財保護課 市長 部長外 10:00～ 萩城跡

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿9/23（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/27 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

9/27 □筋肉まつり 萩市地域包括
支援センター

市長 部長外 12:00～ 総合福祉センター ■世界遺産清掃活動 文化財保護課 市長 部長外 10:00～ 萩城跡

（日）

9/28 ■犬のフン公害・空き缶等投捨
て防止啓発パレード

環境衛生課 市長 部長外 9:00～ 中央公園集いの広
場

□むつみ園夜間想定火災避難
訓練

むつみ地域振
興部門

所長外 9:30～ むつみ園

（月） □初心者向け萩人形教室 まちじゅう博物
館推進課

課長 13:30～ 渡辺蒿蔵旧宅

□健康・福祉まつり実行委員会 福栄市民窓口
部門・紫福支
所

所長外 13:30～ ふくえ～る

□ながと路観光連絡協議会総
会

観光課 市長 部長外 15:00～ 長門市

9/29 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 7:30～ 相島小中学校 □萩市共同募金委員会運営委
員会

福祉政策課 市長 部長 10:00～ 総合福祉センター

（火） ■萩暮らし応援センター移住300
世帯到達記念品贈呈式

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長外 11:30～ 市長室 □教育担当課長会議 消防総務課 課長 14:00～ 山口市

9/30 □辞令交付式 人事課 市長外 部長外 8:45～ 市長室 □郵政事業懇談会 市長 11:00～ 萩郵便局

（水） □新規事業等検討会 財政課 市長外 部長外 14:00～ 市長室

10/1 □辞令交付式 人事課 市長外 部長外 8:30～ 第一会議室 ■着物ウィークin萩　オープニン
グ

観光課 市長 部長外 9:00～ 萩・明倫学舎

（木） ■萩市地域おこし協力隊着任式 おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長 8:45～ 大会議室 □萩市共同募金街頭募金 福祉政策課 副市長 部長 11:00～ アトラス萩

□紫福塾 紫福公民館 館長外 10:00～ 福栄農業担い手育
成センター

■中国「道の駅」連絡会総会 商工振興課 市長
議長

部長外 13:30～ 市民館大ホール

10/2 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 7:20～ 大島小中学校 □福川遺族会役員・世話人合
同会議

福栄市民窓口
部門

所長 9:00～ 福栄総合事務所

（金） □庁内連絡会議 総務課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室 □福栄小中学校　学校田稲刈り 福川・紫福公
民館

館長 13:30～ 福栄小中学校

□総合事務所長連絡会議 地域づくり推進
課

市長外 15:30～ 第1会議室 □山口県市議会議長会臨時総
会

議会事務局 議長 局長 14:00～ 美祢市

■萩まちづくりセッション（川上小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 川上公民館

出　席　者

10/4萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

10/3 □地域防災リーダーステップアッ
プ研修

防災危機管理
課

9:00～ 萩市消防本部 □萩・明倫学舎の中庭を歩こ
う！（～11/23の土日祝）

萩・明倫学舎
推進課

10:00～ 萩・明倫学舎

（土） ■2020萩世界遺産フォーラム
「反射炉、なんじゃろ？反射炉研
究の最前線！」

萩博物館 市長 13:30～ 総合福祉センター

10/4 □山口ゆめ回廊博覧会プレ事
業オープニングセレモニー

観光課 市長 課長 10:00～ 宇部市

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿9/30（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/4 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

10/4 □萩酒米みがき共同組合稲刈
りイベント

農政課 部長外 10:00～ 紫福ほ場

（日） □山田ほこり落とし会 市長 11:00～ 萩本陣

□山口ゆめ回廊博覧会プレ事
業オープニングセレモニー

観光課 副市長 課長 13:30～ 宇部市

10/5 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 13:30～ 椿西小学校

（月） □消防団須佐方面団幹部会 須佐地域振興
部門

所長外 16:00～ 須佐総合事務所

10/6 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～

田万川中学校
多磨小学校

□萩港港湾危機管理コアメン
バー会合

警防課 消防長
外

13:30～ 萩総合庁舎

（火） □12月補正予算財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 財政課 □市町職員研修に係る首長講
話

秘書広報課 市長 15:00～ 山口市

10/7 □萩市戦没者追悼式 福祉政策課 市長外
議長

部長外 10:00～ 市民館大ホール □福川遺族会総会 福栄市民窓口
部門

所長 11:00～ 市民館

（水） □越ヶ浜保育園幼年消防パレー
ド

予防課 課長 10:00～ 越ヶ浜地区 □故李登輝元総統を偲ぶ会 副市長 11:00～ 福岡県

□経済建設委員会所管事務調
査

議会事務局 13:00～ 第3委員会室 ■農業委員への女性登用要
望・要請

農政課
農業委員会事
務局

市長 課長
局長

14:00～ 市長室

□萩市教育文化奨励賞選考委
員会

教育政策課 市長外 局長外 13:30～ 第１会議室 □山陰道（大井～萩間）に係る
都市計画素案公聴会

都市計画課 共催 課長 14:00～ 総合福祉センター

■萩まちづくりセッション（福栄小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 福栄農業担い手育
成センター

10/8 □山田保育園幼年消防パレード 予防課 課長 10:00～ 玉江浦地区 □NPO萩明倫学舎奉仕活動 萩・明倫学舎
推進課

部長 6:30～ 萩・明倫学舎

（木） ■産業戦略本部 産業戦略室 市長 部長外 14:00～ 大会議室 □山口県市教育委員会協議会
研修会

教育政策課 教育長 13:30～ 総合福祉センター
（オンライン会議）

□学校運営委員会 むつみ地域振
興部門

所長 18:30～ むつみ中学校

□むつみ縦走駅伝大会実行委
員会

むつみ地域振
興部門

18:30～ 環境改善セタンー

10/9 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～

川上小学校
川上中学校

□山口県消防殉職者慰霊祭 消防総務課 消防長
外

11:00～ 山口市

（金） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

16:30～ 選挙管理委員会事
務局

■萩・竹灯路物語（～10日） 観光課 18:00～ 萩城城下町周辺

■萩市議会 議会報告会（須佐
地域）

議会事務局 18:00～ 須佐公民館

■萩市議会 議会報告会（むつ
み地域）

議会事務局 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

10/11萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

10/10 ■熱中小学校萩明倫館 産業戦略室 市長 部長外 13:00～ 総合福祉センター ■そらから魅る超絶景iｎ萩城下
町（～25日までの土日）

観光課 市長 課長 7:00～ 中央公園

（土） ■山口県立萩高等学校創立
150周年記念展「萩高の秘宝（お
たから）」

萩博物館 共催 9:00～ 萩・明倫学舎

■世界遺産登録5周年記念
帆船「みらいへ」　オープニング
セレモニー
・船内見学
・発掘調査現地見学会
・セイルドリル

文化財保護課 市長
議長

市長

部長外 9:30～

10:00～
10:00～
12:30～

萩しーまーと北側

小畑漁港
恵美須ヶ鼻造船所
跡

□萩・明倫学舎夜の探検 萩・明倫学舎
推進課

課長 18:00～ 萩・明倫学舎

10/11 □福栄地域球技大会秋季大会 福川・紫福公
民館

館長外 9:00～ 福栄グラウンド □田万川スポーツ少年団招待
野球大会

江崎公民館 館長外 9:00～ 田万川グラウンド

（日） □「イングリッシュオークの木」を
描こうスケッチ大会

企画政策課 課長 9:30～ 陶芸の村公園 □佐々並地区グラウンドゴルフ
大会

佐々並公民館 共催 所長外 9:00～ 旭農林漁業者等
山村広場

□萩市美術展　表彰式 文化・生涯学
習課

市長外 11:00～ 市民館ロビー ■萩市ビジネスプランコンテスト
最終選考会（公開プレゼン）

商工振興課 市長 部長外 10:00～ 総合福祉センター

■世界遺産登録5周年記念
帆船「みらいへ」
・体験航海
・発掘調査現地見学会

文化財保護課

10:00～
10:00～

小畑漁港
恵美須ヶ鼻造船所
跡

備  考

※次回のスケジュール原稿10/7（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　10/6　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/11 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

10/11 ■恵美須ヶ鼻造船所跡
発掘調査現地見学会

文化財保護課 10:00～ 恵美須ヶ鼻造船所
跡

□田万川スポーツ少年団招待
野球大会

江崎公民館 館長外 9:00～ 田万川グラウンド

（日） □萩探究部 産業戦略室 教育長 10:00～ 萩・明倫学舎 □佐々並地区グラウンドゴルフ
大会

佐々並公民館 共催 所長外 9:00～ 旭農林漁業者等
山村広場

■萩市美術展（～18日）
・表彰式

文化・生涯学
習課 市長外

議長

10:00～
11:00～

市民館ロビー □福栄地域球技大会秋季大会 福川・紫福公
民館

館長外 9:00～ 福栄グラウンド

□「イングリッシュオークの木」を
描こうスケッチ大会

企画政策課 共催 教育長 課長 9:30～ 陶芸の村公園

■萩市ビジネスプランコンテスト
最終選考会（公開プレゼン）

商工振興課 市長 部長外 10:00～ 総合福祉センター

■世界遺産登録5周年記念
帆船「みらいへ」
・体験航海

文化財保護課

①10:00～
②13:00～

小畑漁港

10/12 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩・長門清掃一部事務組合
議会10月定例会

議会事務局 市長
議長

局長 14:00～ 議場

（月） □おいでん祭実行委員会 佐々並公民館 共催 所長外 14:00～ 旭活性化センター

10/13 □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館 □萩市自治会連合会研修会 市民活動推進
課

市長 課長 13:00～ 大会議室

（火） □山陰西部国道事務所訪問 土木課 市長 部長外 10:30～ 山陰西部国道事務
所

□阿武萩農産漁村女性フォーラ
ム

農政課 後援 部長 13:00～ 阿武町

□消防通信指令業務の共同運
用検討委員会

警防課 次長外 14:00～ 山口市

□生涯学習作品展実行委員会 福川・紫福公
民館

館長外 19:00～ ふくえ～る

10/14 □総合教育会議 教育政策課 市長外 局長外 13:30～ 萩輝きスクール □「税に関する絵はがきコン
クール」選考会

課税課 副市長 14:00～ サンライフ萩

（水） □明倫第１分団指揮・活動要領
講座

警防課 次長外 18:00～ 消防庁舎

10/15 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 萩東中学校

（木） ■王子コンテナー株式会社・萩
市「防災活動の協力に関する協
定」の締結式

防災危機管理
課

市長 課長 11:00～ 大会議室

■全国大会出場者市長激励会
（衛星設計コンテスト）

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 16:30～ 市長室

■萩まちづくりセッション（明木小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 旭マルチメディアセ
ンター

出　席　者

10/18萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

10/16 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 小川小学校 □萩市歯科医師会例会議 市長 19:30～ 地域医療連携支
援センター

（金） ■輪島市姉妹都市締結30年記
念イベント

企画政策課 市長
議長

部長外 10:30～ 大会議室（オンライ
ン）

□星の会特別編「秋の星座ぺガ
ススの大四辺形を見つけよう」

萩博物館 19:30～ 萩博物館

10/17 □幼年消防ﾊﾟﾚｰﾄﾞ（三見保育園） 予防課 課長 9:30～ 三見浦地区 ■萩・花と緑のふれあい広場
・秋の花いっぱい運動表彰式
・萩市まちの緑賞表彰式

観光課 共催 市長 部長 10:00～ 総合福祉センター

（土） □見島分団消防訓練 警防課 次長外 10:30～ 見島小学校外 ■はぎマルシェ 農政課 共催 市長 課長 11:00～ 中央公園

■熱中小学校萩明倫館 産業戦略室 市長 部長 13:00～ 萩・明倫学舎

■世界遺産登録５周年記念特別
展「萩の世界遺産－幕末、サム
ライたちの挑戦！－」ギャラリー
トーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館

10/18 □萩市民秋季ソフトボール大会 スポーツ振興
課

市長外 課長 9:00～ 萩ウェルネスパー
クスポーツ広場

■萩・花と緑のふれあい広場 観光課 共催 13:30～ 萩往還梅林園

（日） □一坂太郎特別学芸員ギャラ
リートーク「久坂玄瑞の生涯」（1）

萩博物館 13:30～ 萩博物館

備  考

※次回のスケジュール原稿10/14（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/18 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

10/18 □萩市田万川方面団防火水槽
等一斉点検

田万川地域振
興部門

総括 8:30～ 田万川地域内 □むつみグラウンドゴルフ大会 むつみ地域振
興部門

所長外 9:00～ むつみグランド

（日） □萩市民秋季ソフトボール大会 スポーツ振興
課

市長外 課長 9:00～ 萩ウェルネスパー
クスポーツ広場

□陸上自衛隊山口駐屯地創設
６５周年記念行事

むつみ地域振
興部門

所長外 9:30～ 山口市

□一坂太郎特別学芸員ギャラ
リートーク「久坂玄瑞の生涯」（1）

萩博物館 13:30～ 萩博物館 ■萩・花と緑のふれあい広場 観光課 共催 13:30～ 萩往還梅林園

10/19 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □フラワー都市交流連絡協議
会担当課長会議(Wｅb会議）

観光課 課長 14:00～ 第1会議室

（月） □中央公民館運営審議会 文化・生涯学
習課

課長 10:00～ 中央公民館 □須佐スポーツ振興会理事会 須佐公民館 館長 19:00～ 須佐公民館

□教育文化奨励賞選考委員会
答申

教育政策課 市長外 局長外 11:45～ 市長室

□新規事業等検討会 財政課 市長外 部長外 13:30～ 市長室

■萩まちづくりセッション（佐々並
小校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 旭活性化センター

10/20 □12月補正財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 財政課 ■萩ジオeアカデミー（～1/12）
（オンライン配信）

ジオパーク推
進課

（火） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 三見小中学校 □萩グランド・ゴルフ協会　チャ
ンピオン大会

市長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク

□総務委員会所管事務調査 議会事務局 10:00～ 第1委員会室 □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ 福栄総合事務所

□浜田河川国道事務所訪問 土木課 市長 部長外 13:00～ 島根県 □福栄小中学校運営協議会 福栄地域事務
所

所長外 14:15～ 福栄小中学校

□萩市農業委員会定例総会・研
修会

農業委員会事
務局

局長 13:00～ 大会議室

□中国地方整備局訪問 土木課 市長 部長外 15:00～ 広島県

■LIVE！SMOUT（オンライン説
明会）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

19:00～ 見島支所外

10/21 □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 □山口県消防吏員昇任試験 消防総務課 課長 9:30～ 消防庁舎

（水） □笠山地区開発審議会 観光課 市長 部長外 11:00～ 大会議室 □熱血！！魚塾！！さばける
私に変身

まちじゅう博物
館推進課

10:00～ 山口県漁協江崎
支店

□花と緑の審議会 観光課 市長 部長外 13:30～ 大会議室 □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

□田万川地域民生委員児童委
員協議会

田万川市民窓
口部門

総括 14:00～ 田万川総合事務
所

出　席　者

10/25萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

10/22 □公平委員辞令交付式 萩・長門清掃
一部事務組合

市長 8:50～ 市長室 ■ハロウィンたまち＆結まつり
2020（～24日）

市民活動推進
課

後援 市長 課長 10:30～ 田町商店街、市民
活動センター結

（木） □全国道の駅連絡会　通常総
会・理事会（オンライン会議）

商工振興課 市長 部長 14:00～ 市長室

□福栄地区ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ 福栄総合事務所

10/23 ■萩市議会10月臨時会 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □定例民生委員児童委員協議
会

むつみ市民窓
口部門

所長外 9:00～ 環境改善センター

（金） □経済建設委員会所管事務調
査

議会事務局 13:30～ 第3委員会室 □萩港テロ対策合同訓練 警防課 市長 消防長
外

14:00～ 萩港後小畑岸壁

□幕末体験育英塾 須佐公民館 館長 13:30～ 須佐歴史民俗資料
館

□萩市阿武町新規就農者・就
業者交流会

むつみ産業振
興部門

総括 14:00～ JA萩統括本部

■萩市議会 議会報告会（萩地
域）

議会事務局 19:00～ 総合福祉センター

10/24 □旭地域人権を考える会（佐々
並会場）

旭市民窓口部
門

総括 10:50～ 佐々並小学校 □須佐女団連クリーン作戦 須佐地域振興
部門

総括 8:30～ 須佐総合事務所

（土） □おとうさんとおじいちゃんの読
み聞かせ

市民活動推進
課

課長 14:00～ 萩図書館 □オンラインツアー『ちいさな火
山たんけんたい』

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 笠山

10/25 □消防団員新入団員教育 消防総務課 消防長
外

10:00～ 消防庁舎 □萩・明倫学舎ランプシェード
ワークショップ

萩・明倫学舎
推進課

10:00～ 萩・明倫学舎

（日） ■萩図書館まつり 萩図書館 10:00～ 萩図書館 ■朝ごはんメニューコンテスト二
次審査会

健康増進課 共催 教育長 部長外 13:30～ 市民館小ホール

□自由民主党山口県支部連合
会移動政調会

市長 16:00～ ホテルニュータナ
カ

備  考

※次回のスケジュール原稿10/21（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　10/25　　県外出張　10/20

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/25 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

10/25 □消防団員新入団員教育 消防総務課 消防長
外

10:00～ 消防庁舎 □萩・明倫学舎ランプシェード
ワークショップ

萩・明倫学舎
推進課

10:00～ 萩・明倫学舎

（日） ■萩図書館まつり 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館 ■朝ごはんメニューコンテスト二
次審査会

健康増進課 共催 教育長 部長外 13:30～ 市民館小ホール

□自由民主党山口県支部連合
会移動政調会

企画政策課 市長 16:00～ 山口市

10/26 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □教育担当課長会議 消防総務課 課長 10:00～ 山口市

（月） □職員採用試験第２次試験（初
級事務等）

人事課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室外

□叙位伝達式 教育政策課 教育長 局長外 11:00～ 教育長室

□萩市地域密着型サービス運営
委員会・萩市地域包括支援セン
ター運営協議会

福祉政策課
地域包括支援
センター

部長外 19:00～ 総合福祉センター

10/27 □１０月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室 □猟友会弥富分区総会 須佐産業振興
部門

所長 15:00～ 弥富老人いこいの
家

（火）

10/28 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 萩西中学校 □世界遺産協議会幹事会（～
29日）

文化財保護課 課長 13:30～ 鹿児島県

（水） □中央方面団役員会 消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □山口県農業会議常設審議委
員会

農業委員会事
務局

13:30～ 山口市

□12月補正市長・副市長査定 財政課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室

□萩市廃棄物減量及び地域美
化推進審議会

環境衛生課 部長外 14:00～ エコプラザ・萩

■萩まちづくりセッション（むつみ
小校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ むつみ農業農村改
善センター

□弥富公民館運営審議会 弥富公民館 館長 19:00～ 弥富交流促進セン
ター

10/29 □甲種防火管理再講習 予防課 課長 10:00～ 消防庁舎 □萩市社会福祉協議会表彰式 福祉政策課 副市長
議長

10:00～ 総合福祉センター

（木） □萩市ＰＴＡ連合会と市長の懇
談会

教育政策課 市長外 局長外 10:00～ 大会議室

10/30 ■災害応援協定調印式（ケン
ユー株式会社）

防災危機管理
課

市長 部長外 11:00～ 第１会議室

（金） □萩市伝建審議会 文化財保護課 部長外 13:30～ 大会議室

□中央方面団幹部会 消防総務課 消防長
外

15:30～ 消防庁舎

出　席　者

11/1萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

10/31 □むつみ中学校文化祭 所長外 8:50～ むつみ中学校 □萩ジオツアー「○○さんに会
いに行こう」

ジオパーク推
進課

課長 13:00～ 坂高麗左衛門窯

（土） □要約筆記体験講座 福祉支援課 課長 13:30～ 総合福祉センター

■学芸員ギャラリートーク 世界
遺産登録５周年記念特別展『萩
の世界遺産　幕末、サムライたち
の挑戦！』

萩博物館 14:00～ 萩博物館

11/1 □椿東第２分団、新川分団特殊
地域消防訓練

警防課 次長外 10:00～ 中小畑 □須佐美術展（～5日） 須佐公民館 館長 9:00～ 須佐公民館

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿10/28（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　10/25　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/1 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

11/1 □椿東第２分団、新川分団特殊
地域消防訓練

警防課 次長外 10:00～ 中小畑 □須佐美術展（～5日） 須佐公民館 館長 9:00～ 須佐公民館

（日）

11/2 □新規採用職員着任式（建築
士）

人事課 市長外 部長外 8:30～ 市長室 □11月定例山口県市長会議 秘書広報課 市長 14:30～ 山口市

（月） ■地域おこし協力隊着任式 おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長外 部長外 8:40～ 市長室 □市町行政懇談会 秘書広報課 市長 16:00～ 山口市

□月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 ■萩市議会　議会報告会（福栄
地域）

議会事務局 18:00～ 福栄農業担い手
育成センター

□学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
13:30～

明倫小学校
白水小学校

11/3 □職員採用試験第２次試験（社
会人経験者等）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室外 □弥富地区体育大会 弥富公民館 所長外 8:30～ 弥富グラウンド

（火） □長門峡竜宮淵来場者おもて
なし企画

川上地域振興
部門・産業振
興部門

総括 10:00～ 長門峡竜宮淵駐
車場

11/4 □萩市議会12月定例会議案検
討会

総務課 市長外 部長外 9:00～ 全員協議会室

（水） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 佐々並小学校

□永年勤続表彰 人事課 市長外 部長外 16:00～ 大会議室

11/5 ■教育文化奨励賞授賞式 教育政策課 市長外
副議長

局長外 10:30～ 教育政策課 ■益田市、萩市、浜田市、長門
市４市長会議（オンライン会議）

企画政策課 市長 部長外 13:00～ 第３委員会室

（木） □恵美須ヶ鼻造船所跡及び大板
山たたら製鉄遺跡整備委員会

文化財保護課 部長外 13:00～ 大板山たたら製鉄
遺跡・恵美須ヶ鼻
造船所跡現地外

□全国市議会議長会理事会・
評議員会合同会議

議会事務局 議長 局長 13:00～ 東京都

□紫福公民館学級「紫福塾」 紫福公民館 館長 13:30～ 福栄農業担い手育
成センター

□国民健康保険運営協議会 市民課 部長外 15:00～ 大会議室

■萩図書館読書通帳　寄付受納
式

萩図書館 市長外 館長 15:30～ 市長室

■全国大会激励会（全日本けん
玉道選手権）

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 16:30～ 市長室

■萩まちづくりセッション（多磨小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

11/8萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

11/6 □令和3年度当初予算財政課長
査定（～11/25）

財政課 部長外 9:00～ 第1会議室 □萩地区魚料理コンクール 水産課 市長 9:30～ 山口県漁協大井
支店

（金） □萩市消防団正副方面団長会
議

消防総務課 消防長
外

14:00～ 消防庁舎 □越ケ浜大敷丸進水披露祝賀
会

水産課 市長 部長 12:00～ 和食れすとらん中
村

□やまぐち地域連携教育の集
い（西部）

学校教育課 教育長 13:30～ 長門市

■萩市議会　議会報告会（旭地
域）

議会事務局 19:00～ 旭マルチメディア
センター

11/7 □一坂太郎特別学芸員　ギャラ
リートーク『久坂玄瑞の生涯』（2）

萩博物館 13:30～ 萩博物館 □重要文化財毛利家本邸画像
堂竣工記念式典

市長 11:00～ 防府市

（土）

11/8 □「萩の世界遺産」探訪ツアー 萩・明倫学舎
推進課、萩博
物館

部長外 9:30～ 市内各所 □山口県漁業就業支援フェア
2020

水産課 部長外 10:00～ 山口市

（日） □消防団訓練（明倫第２分団） 消防総務課 14:00～ 玉江河川公園

備  考

※次回のスケジュール原稿11/4（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　11/2、7　　県外出張　11/8

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/8 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

11/8 □「萩の世界遺産」探訪ツアー 萩・明倫学舎
推進課、萩博
物館

部長外 9:30～ 市内各所 □田万川スポーツ少年団山陰
大会

江崎公民館 後援 館長外 8:30～ 田万川グラウンド・
田万川体育館

（日） □消防団訓練（明倫第２分団） 消防総務課 14:00～ 玉江河川公園 ■萩市・輪島市姉妹都市締結
30年記念物産展（～30日）

企画政策課 9:00～ さんさん三見

□山口県漁業就業支援フェア
2020

水産課 部長外 10:00～ 山口市

11/9 □秋季火災予防啓発パレード 須佐地域振興
部門

所長 8:30～ 弥富支所～須佐地
域

■山陰自動車道（益田～萩間）
及び萩小郡間地域高規格道路
の整備促進に関する要望

土木課 市長
議長

部長外 9:00～ 東京都

（月） □秋季火災予防啓発パレード 田万川地域振
興部門

所長外 9:00～ 田万川地域内 ■高齢者の交通事故防止に向
けた会長メッセージ伝達

市民活動推進
課

副市長 11:30～ 大会議室

□学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～

越ヶ浜小学校
越ヶ浜中学校

□ともにーティング２０２０ 学校教育課 教育長 13:30～ 第３会議室（Web
会議）

□西部地区公民館職員研修会 文化・生涯学
習課

局長外 14:00～ 旭マルチメディア
センター

11/10 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 椿東小学校 □安全・安心の道づくりを求め
る全国大会

土木課 市長 部長 13:00～ 東京都

（火） □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館 □サイクリング社会実験協議会 観光課 副市長 部長外 13:30～ 大会議室

□秋季火災予防パレード 旭地域振興部
門

所長外 13:00～ 明木地区
佐々並地区

■林業6次産業化検討委員会 林政課 部長外 15:30～ 大会議室

11/11 ■萩城跡御城印販売開始 観光課 8:30～ 萩城跡　指月公園 □弥富地区戦没者慰霊祭 弥富支所 所長 11:00～ 弥富交流促進セン
ター

（水） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 福栄小中学校

□教育民生委員会所管事務調
査

議会事務局 10:00～ 第2委員会室

11/12 □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会事
務局

□全国市長会 理事・評議員合
同会議（Web会議）

秘書広報課 市長 13:00～ 市長室

（木） □見島ウシ保護振興対策委員
会

文化財保護課 市長 部長外 13:30～ 大会議室

11/13 ■木間地区活動支援車両お披
露目式

高齢者支援課 市長 部長 11:30～ 旧木間小中学校

（金） ■田万川中学校森林体験学習 学校教育課 13:35～ 田万川中学校

■自然薯堀り体験 学校教育課 14:00～ 蔵屋公民館横

出　席　者

11/15萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

11/14 ■ギャラリートーク  世界遺産登
録５周年記念特別展「萩の世界
遺産　幕末、サムライたちの挑
戦！」

萩博物館 14:00～ 萩博物館 □福栄小中学校地域探訪遠足 福川・紫福公
民館

館長 8:30～ ジェムカ、平蕨台
外

（土）

11/15 □秋季火災予防運動 むつみ地域振
興部門

所長外 8:30～ むつみ地域

（日） □一坂太郎特別学芸員 ギャラ
リートーク「久坂玄瑞の生涯」（2）

萩博物館 13:30～ 萩博物館

備  考

※次回のスケジュール原稿11/11（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　11/8～10

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/15 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

11/15 □秋季火災予防運動 福栄地域振興
部門

所長 8:00～ ふくえ～る □長門峡シャトルバスの運行
（～22日）

川上産業振興
部門

11:00～ 長門峡竜宮淵⇔
阿東道の駅

（日） □秋季火災予防運動 むつみ地域振
興部門

所長外 8:30～ むつみ地域 □むつみ小学校学習発表会 むつみ地域振
興部門

所長 10:25～ むつみ小学校

□一坂太郎特別学芸員 ギャラ
リートーク「久坂玄瑞の生涯」（2）

萩博物館 13:30～ 萩博物館

11/16 ■オリジナル年賀はがき販売開
始

観光課 8:30～ 観光課外 □萩商工会議所からの要望 商工振興課 市長 部長外 13:30～ 第１委員会室

（月） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

■交流学習およびクリーン作戦
in佐々並

学校教育課 10:25～ 佐々並小学校、旭
活性化センター外

□民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 11:00～ 総合福祉センター

11/17 □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室 □定例民生委員児童委員協議
会

むつみ市民窓
口部門

所長 9:00～ 環境改善ｾﾝﾀｰ

（火） □萩地区へき地・複式教育研修
会

学校教育課 教育長 14:35～ 三見小中学校 □ため池調査 むつみ産業振
興部門

次長外 9:30～ むつみ地域内

□自立支援協議会 福祉支援課 課長 19:00～ 総合福祉センター □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ ふくえ～る

■萩まちづくりセッション（小川小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 小川小学校体育館 □萩市消防本部・山口県消防
防災航空隊合同救助訓練

警防課 課長 10:00～ 阿武川ダム、明神
島運動公園周辺

■発電機寄附受納式 商工振興課 市長 部長外 13:00～ 道の駅あさひ

□企業防災対策指導研修会 予防課 消防長
外

13:00～ 千春楽

□紫福地区社協役員会 紫福公民館 館長 13:30～ (農)ふくえ会議室

11/18 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 大井小中学校 □萩商工会議所　優良従業員
表彰式

商工振興課 議長 部長 10:00～ 千春楽味楽亭

（水） □総務委員会所管事務調査 議会事務局 10:00～ 第1委員会室 □消防職員初任総合教育卒業
式

消防総務課 消防長 10:00～ 山口市

■人権教育講演会および人権教
室

学校教育課 10:50～ 明木小・旭中学校
体育館外

□田万川地域民生委員児童委
員協議会

田万川市民窓
口部門

総括 14:00～ 田万川総合事務
所

■萩市名誉市民　故浦上敏朗先
生　萩市葬

人事課 市長外
議長

部長外 13:00～ 市民館大ホール

11/22萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

11/19 ■生活協同組合コープやまぐち
との包括連携協定締結式

企画政策課 市長 部長外 13:30～ 全員協議会室

（木） □福栄方面団役員会 福栄地域振興
部門

所長外 15:00～ ふくえ～る

□福栄地区ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括 15:30～ ふくえ～る

■萩まちづくりセッション（育英小
校区）

秘書広報課 市長外 部長外 19:00～ 須佐文化センター

11/20 □学校訪問 学校教育課 教育長 9:00～ 明木小学校
旭中学校

□萩海運(有)　総会 商工振興課 市長 部長外 10:00～ 大会議室

（金） ■中核病院形成検討委員会 中核病院形成
推進室

市長 部長外 14:00～ 大会議室 ■あったかマルシェ 10:30～ 総合福祉センター

11/21 □古本市 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館 ■がんばる街を応援！世界遺
産ご当地フェア（～30日）

萩・明倫学舎
推進課

課長 9:00～ 萩・明倫学舎

（土） □消防車配備式 旭地域振興部
門

所長 10:00～ 旭総合事務所 □危険物取扱者試験（後期） 予防課 課長 9:00～ JA山口県 萩統括
本部

□福川学樂塾芸術鑑賞 福川公民館 館長 11:00～ 長門市 ■明木地区文化作品展（～23
日）

明木公民館 共催 館長 9:00～ 旭マルチメディア
センター

■熱中小学校萩明倫館 産業戦略室 市長 部長 13:00～ 総合福祉センター ■はぎマルシェ 農政課 共催 市長 課長 11:00～ 中央公園

■大井地区教育講演会 大井公民館 13:40～ 大井公民館

11/22 □萩市民秋季バレーボール大会 スポーツ振興
課

市長外 9:00～ 市民体育館 ■山陰道シンポジウム 土木課 市長外
議長

部長外 12:30～ 市民館大ホール

（日） □「萩の世界遺産」探訪ツアー 萩・明倫学舎
推進課
萩博物館

課長 9:30～ 市内各所 □山陰道起工式 市長外
議長

14:30～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿11/18（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/22 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

11/22 □「萩の世界遺産」探訪ツアー 萩・明倫学舎
推進課
萩博物館

課長 9:30～ 市内各所 □明木地区文化作品展（23日） 明木公民館 共催 館長 9:00～ 旭マルチメディア
センター

（日） □長門峡シャトルバスの運行
（23日）

川上産業振興
部門

長門峡竜宮淵⇔
阿東道の駅

□シクラメンフェア（28、29日） 福栄産業振興
部門

9:00～ 道の駅ハピネスふ
くえ

■山陰道シンポジウム 土木課 市長外
議長

部長外 12:30～ 市民館大ホール

□山陰道起工式 市長外
議長

14:30～ 市民館大ホール

□無角和種100周年記念シンポ
ジウム

農政課 部長外 13:30～ 阿武町

11/23 □みんなで走ろう大会 むつみ地域振
興部門

9:30～ B＆G海洋センター

（月）

11/24 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～

むつみ小学校
むつみ中学校

□令和３年度県予算等に係る知
事聴取

企画政策課 市長 部長外 14:05～ 県庁

（火） □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:30～ 全員協議会室

□萩市議会12月定例会記者会
見

秘書広報課 市長外 部長外 11:00～ 大会議室

□萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 11:00～ 全員協議会室

11/25 ■あったかミニミュージアム（～
12/25）

福祉政策課 8:30～ 総合福祉センター □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

（水） □地域おこし協力隊員二次選考
（面接）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

市長外 部長 9:30～ 萩・明倫学舎 □萩城下の古き雛たち実行委
員会

観光課 課長 13:30～ 大会議室

□議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 全員協議会室 ■地域おたから活用セミナー＆
ディスカッション「地域資源と新し
い価値観をかけ合わせるこれか
らのツーリズム

まちじゅう博物
館推進課

19:00～ ukishima（東浜崎
町）

■シースター株式会社災害対策
用テント寄付受納及び感謝状贈
呈式

防災危機管理
課

市長 部長外 11:30～ 大会議室

□萩市健康福祉推進協議会 福祉政策課 部長外 19:00～ 総合福祉センター

□福栄武道教室・武道大会打ち
合わせ会議

福川・紫福公
民館

館長外 19:00～ ふくえ～る

11/29萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

11/26 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:30～
10:30～

育英小学校
須佐中学校

■萩焼出前教室 商工振興課 13:30～ 三見小中学校

（木） □故小田孝詞氏　叙位伝達式 人事課 市長 部長外 10:00～ 市長室 □山口県消防学校教育運営委
員会

消防総務課 消防長 13:30～ 山口市

□11月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室 □山口県消防吏員昇任試験委
員会

消防総務課 消防長 14:30～ 山口市

11/27 ■萩市議会11月臨時会 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □故山口県議会議長 河野博行
先生「お別れの会」

副市長 9:00～ 光市

（金） □萩市議会教育民生委員会所
管事務調査

議会事務局 臨時会
終了後

第2委員会室 □須佐女性団体連絡協議会会
員研修会

須佐地域振興
部門

総括 13:30～ 須佐公民館

□萩法人会 税制改正に関する
提言について要望活動

市長 14:00～ 市長室

11/28 □職員採用試験第１次試験（社
会人経験者 情報職ほか）

人事課 市長外 部長外 8:30～ 大会議室外 □オンライン「どこでもジオツ
アー」 『萩の海中溶岩さんぽ』

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 笠山

（土） □地域防災リーダー研修会 防災危機管理
課

9:00～ 総合福祉センター □山口県関係人口創出・拡大
マッチング事業（～29日）

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

10:15～ 浜崎伝建地区外

□たこづくり教室 文化・生涯学
習課

共催 課長 13:30～ 萩セミナーハウス

□2020萩イルミネフェスタ点灯
式

観光課 後援 市長 17:00～ JR萩駅舎前ロータ
リー

■やっぱ萩の地酒でNight！ 市長 18:00～ 田町商店街

11/29 □HAGI・浜崎朝市 文化財保護課 後援 市長 8:00～ 萩浜崎卸売魚市
場

（日） □山口県央7市町を制覇！暮ら
すように旅するオンラインツアー

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

13:00～ オンライン

備  考

※次回のスケジュール原稿11/25（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　24日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/29 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

11/29 ■HAGI・浜崎朝市 文化財保護課 後援 市長 8:00～ 萩浜崎卸売魚市
場

（日） □シクラメンフェア 福栄産業振興
部門

 9:00～ 道の駅ハピネスふ
くえ

□山口県央7市町を制覇！暮ら
すように旅するオンラインツアー

おいでませ、豊
かな暮らし応
援課

13:00～ オンライン

11/30 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □森林の教室 むつみ地域振
興部門

13:30～ むつみ中学校林

（月） □萩市小中校長会 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 第３会議室

□議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 15:00～ 全員協議会室

12/1 □新規採用職員着任式（社会人
経験者）

人事課 市長外 部長外 8:45～ 大会議室

（火） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

9:00～ 選挙管理委員会事
務局

12/2 ■萩市議会12月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

（水） ■萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室

12/3 □紫福公民館学級「紫福塾」 紫福公民館 館長 9:30～ 福栄農業担い手育
成センター

□山口県北沿岸海域排出油防
除協議会総会

警防課 次長 10:30～ 長門市

（木） ■萩市議会12月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

12/4 □田万川方面団本部会・幹部会 田万川地域振
興部門

所長外 15:00～ 田万川コミュニティ
センター

□萩藩主毛利家墓所保存活用
計画策定委員会

文化財保護課 部長外 10:00～ 総合福祉センター

（金） □須佐方面団本部会・幹部会 須佐地域振興
部門

所長外 15:00～ 須佐総合事務所 □むつみ小学校持久走大会 むつみ地域振
興部門

10:00～ むつみ小学校

□川上方面団幹部会議 川上地域振興
部門

次長 15:30～ 消防団拠点施設

□むつみ方面団役員会 むつみ地域振
興部門

所長外 15:30～ 環境改善センター

出　席　者

12/6萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

12/5 ■世界遺産登録５周年記念企画
展「世界遺産・萩城下町のひみ
つ」（～3/30）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 □シクラメンフェア（６日） 福栄産業振興
部門

 9:00～ 道の駅ハピネスふ
くえ

（土） □生涯学習作品展（～11日） 福川・紫福公
民館

館長外 9:00～ ふくえ～る ■「税に関する絵はがきコン
クール」表彰式

学校教育課 市長外 課長 10:00～ 市民館小ホール

□旭駅伝代替大会 明木公民館
佐々並公民館

共催 館長 13:00～ 旭マルチメディア
センタースタート・

■人権の心をはぐくむ市民の集
い2020

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉センター

12/6 ■バリアフリー映画上映会 萩図書館 14:00～ 萩図書館 □トリムマラソン大会 小川公民館 所長外 8:30～ 小川小学校周辺

（日） □萩検定 上級・中級 まちじゅう博物
館推進課

共催 課長 9:00～ 総合福祉センター

□須佐みことマラソン大会 須佐公民館 館長 10:00～ 須佐地区内

備  考

※次回のスケジュール原稿12/2（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/6 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

12/6 ■バリアフリー映画上映会 萩図書館 14:00～ 萩図書館 □トリムマラソン大会 小川公民館 所長外 8:30～ 小川小学校周辺

（日） □萩検定 上級・中級 まちじゅう博物
館推進課

共催 課長 9:00～ 総合福祉センター

■鬼揚子作り 見島支所 所長 9:00～ 見島ふれあい交流
センター

□シクラメンフェア 福栄産業振興
部門

9:00～ 道の駅ハピネスふ
くえ

□須佐みことマラソン大会 須佐公民館 館長 10:00～ 須佐地区内

12/7 ■萩市議会12月定例会　一般質
問（～9日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □萩広域生改連交流研修会 むつみ産業振
興部門

所長外 13:30～ むつみコミュニティ
センター

（月）

12/8 ■鬼ようず作り教室 学校教育課 9:35～ 見島小中学校

（火） □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館

12/9 ■暮らしに役立つ図書館講座
「自分力向上～迷路から抜け出
すために～」

萩図書館 館長 10:30～ 萩図書館

（水）

12/10 ■萩市議会12月定例会　常任委
員会（教育民生）

議会事務局 9:00～ 現地・第2委員会室 □須佐地域生徒指導推進協議
会

須佐公民館 所長外 16:00～ 須佐公民館

（木） □農業委員会定例総会 農業委員会事
務局

局長 9:30～ 大会議室

■萩市議会12月定例会　常任委
員会（総務・経済建設）

議会事務局 10:00～ 各委員会室

□萩市男女共同参画セミナー 市民活動推進
課

部長外 13:30～ 総合福祉センター

12/11 ■田万川地域小・中一貫教育
「相撲にチャレンジ！」

学校教育課 9:40～ 田万川中学校

（金） ■萩市議会12月定例会　常任委
員会（予算決算）

議会事務局 10:00～ 議場

12/12 □休日検診 健康増進課 課長 8:30～ 保健センター □史都萩を愛する会　現地研修
会

萩博物館 8:30～ 島根県

（土） □むつみ保育園クリスマス発表
会

むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみ保育園

12/13

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿12/9（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

出　席　者

12/13萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/13 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

12/13

（日）

12/14 ■秋の叙勲（瑞宝双光章）伝達
式

市民活動推進
課

市長 部長外 13:30～ 市長室 ■萩焼出前教室 商工振興課 10:40～ 萩光塩学院中学
校

（月） □地区社会福祉協議会の運営
に関する要望

福祉政策課 市長 部長 11:30～ 市長室

□ハピネスふくえ取締役会 商工振興課 市長 部長外 16:00～ ふくえ～る

□旭地域コミュニティ協議会理
事会

旭地域振興部
門

所長外 18:30～ 旭総合事務所

12/15 ■国際ソロプチミスト萩寄附受納
式

萩図書館 市長外 局長外 11:30～ 市長室 □定例民生員児童委員協議会 むつみ市民窓
口部門

所長外 9:00～ 環境改善センター

（火） □空家等対策協議会 建築課 市長 部長外 15:30～ 大会議室 □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ ふくえ～る

□地域人口経済分析業務むつ
み地区調査報告・意見交換会

むつみ地域振
興部門

所長外 18:30～ 農民研修所

12/16 □令和3年度当初予算市長・副
市長査定（～12/25）

財政課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室外 □須佐地域民生委員児童委員
協議会

須佐市民窓口
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務所

（水） □萩観光小町 認定書交付式 観光課 11:00～ 観光協会

□萩ジオパーク推進協議会　阿
東地域会議

ジオパーク推
進課

課長 16:00～ 山口市

12/17 ■萩市議会12月定例会本会議
（最終日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □福栄文化遺産活用保存会研
修会

紫福公民館 館長外 13:30～ 福栄農業担い手
育成センター

（木） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 本会議
終了後

大会議室 □旭地域コミュニティ協議会ま
ちづくり専門部会

旭地域振興部
門

所長外 18:30～ 旭活性化センター

12/18 □生活協同組合コープやまぐち
組合員との懇談会

市長 11:00～ 総合福祉センター □萩・花ごよみ実行委員会 観光課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉センター

（金）

12/19 ■熱中小学校・萩明倫館 産業戦略室 部長外 13:00～ 総合福祉センター ■オンライン「どこでもジオツ
アー」絶景誕生ミステリー　須佐
ホルンフェルス編

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 須佐地域

（土） □福栄地域快適環境づくり推進
協議会役員会・環境パトロール

福栄市民窓口
部門

総括 13:30～ 福栄農業担い手
育成センター

12/20 □令和３年萩市消防出初式一斉
放水リハーサル

消防総務課 次長外 9:00～ 玉江河川敷 □レノファ山口最終戦（萩市サ
ンクスデー）

スポーツ振興
課

市長 13:50～ 山口市

（日）

備  考

12/20萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

※次回のスケジュール原稿12/16（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　20日　　県外出張　なし

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/20 ～
（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

12/20 □令和３年萩市消防出初式一斉
放水リハーサル

消防総務課 次長外 9:00～ 玉江河川敷 □レノファ山口最終戦（萩市サ
ンクスデー）

スポーツ振興
課

教育長 13:50～ 山口市

（日）

12/21 □議員研修会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 総合福祉センター

（月） □いじめ問題対策連絡協議会 学校教育課 教育長 課長 14:00～ 第３会議室

□子ども相談・支援室会議 学校教育課 教育長 課長 15:15～ 第３会議室

12/22 □令和３年度当初予算市長・副
市長査定（～25日）

財政課 市長外 部長外 9：00～ 大会議室外

■押花絵展「花遊」（～1/25） 観光課 9:00～ 青木周弼旧宅

（火） ■全国大会出場選手激励会（天
皇杯・皇后杯2021年全日本卓球
選手権大会）

スポーツ振興
課

市長外 17:30～ 第２委員会室

12/23 □高齢者学級「紫福塾」 紫福公民館 館長 10:00～ 福栄農業担い手育
成センター

（水） □萩市消防団中央方面団役員
会

消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □全国道の駅連絡会国交省道
路幹部との意見交換会（テレビ
会議）

商工振興課 市長 部長外 10:00～ 市長室

□１２月定例教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第３会議室

12/24 □職員採用試験（看護師） 人事課 課長 13:50～ 市民病院 □紫福ふれあい市場「お客様感
謝デー」（２５日）

福栄産業振興
部門

7:00～ 紫福ふれあい市場

（木）

12/25 ■門松をつくろう（明木小、佐々
並小、旭中学校）

学校教育課 9：00～ 明木地区、佐々並
地区

□あぶらんど萩農業振興協議
会幹事会

農政課 部長外 15:00～ JA山口県萩統括
本部

（金） □萩市消防団中央方面団幹部
会

消防総務課 消防長
外

15:30～ 消防庁舎

□須佐方面団年末警戒（～28
日）

須佐地域振興
部門

20:00～ 須佐地域内 □ジェムカ産業廃棄物処理施設
環境保全推進協議会

福栄市民窓口
部門

所長外 16:00～ ジェムカ株式会社

12/26 □職員採用試験第2次試験（初
級消防、管理栄養士）

人事課 市長外 部長外 9：00～ 大会議室 □川上地域農林産物直売所歳
末大売出し（27日）

川上産業振興
部門

9:00～ 川上農林産物直
売所

（土）

出　席　者

12/27萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（ 萩 市 主 催 行 事 ） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者出　席　者

12/27 □旭方面団歳末警戒（～30日） 旭地域振興部
門

19:00～ 旭地域内

（日） □福栄方面団幹部教育訓練・新
入団員訓練

福栄地域振興
部門

所長外 19:00～ 福栄農業担い手育
成センター

□川上方面団年末警戒（～30
日）

川上地域振興
部門

20:00～ 川上地域内

□むつみ方面団年末警戒（～29
日）

むつみ地域振
興部門

20:00～ むつみ地域内

□田万川方面団年末警戒（～30
日）

田万川地域振
興部門

所長外 20:30～ 田万川地域内

□福栄方面団年末特別警戒 福栄地域振興
部門

所長外 20:30～ 福栄地域内

備  考

※次回のスケジュール原稿12/22（火）の17：00までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/27 ～
（萩 市主 催行 事） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所

12/27
□旭方面団歳末警戒（～30
日）

旭地域振興
部門

19:00～ 旭地域内 □川上地域農林産物直売所
歳末大売出し

川上産業振
興部門

9:00～ 川上農林産物直
売所

（日）
□福栄方面団幹部教育訓
練・新入団員訓練

福栄地域振
興部門

所長外 19:00～ 福栄農業担い手
育成センター

□川上方面団年末警戒（～
30日）

川上地域振
興部門

20:00～ 川上地域内

□むつみ方面団年末警戒
（～29日）

むつみ地域
振興部門

20:00～ むつみ地域内

□田万川方面団年末警戒
（～30日）

田万川地域
振興部門

所長外 20:30～ 田万川地域内

□福栄方面団年末特別警
戒（～29日）

福栄地域振
興部門

所長外 20:30～ 福栄地域内

12/28 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

（月）

12/29

□年末窓口業務（～30日） 市民課、課
税課、収納
課

8:30～ 本庁、見島支所、
三見・大井・大島
出張所、須佐（29
日のみ）
田万川（30日の
み）

□田万川暮れの市（～31日） 田万川産業
振興部門

8:30～ 道の駅ゆとりパー
クたまがわ

（火）

12/30 □萩博物館休館日（～1/1） 萩博物館 萩博物館

（水）

12/31

（木）

1/1

（金）

1/2
□和の音Concert 萩・明倫学
舎in初春

萩・明倫学舎
推進課

課長 11:00～ 萩・明倫学舎

（土）

1/3

（日）

1/4
□新規採用職員着任式（社
会人経験者【観光分野】）

人事課 市長外 部長外 8:45～ 市長室 □萩市社会福祉事業団仕事
はじめ式

福祉政策課 副市長 13:30～ 萩・福祉複合施
設かがやき

（月） □公務始め式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

1/10

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



（萩 市主 催行 事） （ そ の 他 の 行 事 ）

月  日 行　事　名 担当課 時　間 場　所 行　事　名 関係課 共催等 時　間 場　所出　席　者 出　席　者

1/5

（火）

1/6
□令和3年度当初予算　市
長・副市長査定最終協議

財政課 市長外 部長外 14:30～ 全員協議会室

（水）

1/7

（木）

1/8

（金）

1/9 □川上地域走ろう大会 川上公民館 所長 9:30～ 川上公民館周辺

（土）

1/10
□レコードコンサート新春９０
分スペシャル

萩・明倫学舎
推進課

14:00～ 萩・明倫学舎

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿　1/6（水）の午前中までにご提出ください。                          萩市総務部秘書広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

市長県内出張　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし


