
1/13 ～
（ 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

1/13 ■新収蔵庫完成記念企画展「萩
博　美のイッピン！（第２期）」
ギャラリートーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館 □萩白魚組合交流会 水産課、観光
課

市長 部長外 12:00～ 香川津公会堂

（日）

1/14 □松陰神社勧学祭 市長外
議長

11:00～ 松陰神社

（月）

1/15 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

（火） □萩市議会　議会運営委員会 議会事務局 議長 局長 10:00～ 全員協議会室

■大井地域住民主体高齢者生
活支援サービス車両　お披露目
式

高齢者支援課 市長 課長 10:30～ 大井出張所

1/16 □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 14:30～ 大会議室 □不法投棄廃棄物撤去ボラン
ティア活動

環境衛生課 課長 9:30～ 虎ケ崎海岸

（水） □萩の酒まつり実行委員会 商工振興課 部長 14:00～ 大会議室

□萩往還どうしんてやろう会役員
会

佐々並公民館 次長外 18:00～ 旧小林家住宅

1/17 □平成31年度当初予算市長・副
市長査定

財政課 市長外 部長外 9:00～ 第1会議室 □萩市町内会連合会「市長との
新年懇談会」意見交換会
・懇親会

市民活動推進
課

市長 部長外 18:00～ 大会議室

萩一輪
（木） □萩市農業委員会総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室

□東部地域定住促進住宅入居
者選考委員会

地域づくり推進
課

市長 部長外 13:30～ 大会議室

1/18 □佐々並地区高齢者学級 佐々並公民館 所長外 10:30～ 旭活性化セン
ター

□交通安全グッズ贈呈式（トラッ
ク協会から新一年生へ）

教育長 10:00～ 萩警察署

（金） □地域おたから活用ワークショッ
プ「地域資源を活用したまちづく
りでまちのブランド力を向上！久
留米まち旅に学ぶ」

まちじゅう博物
館推進課

課長 13:30～ 萩博物館

□「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

課長 14:00～ 旭マルチメディア
センター

□萩陶芸家協会総会
・新春パーティー

商工振興課
市長

課長 18:00～ 千春楽味楽亭

1/19 ■空き家セミナー・相談会、耐震
相談会

建築課 課長 9:00～ 市民館小ホー
ル

□福栄武道大会 福川・紫福公
民館

共催 教育長 所長外 9:30～ 福栄小中学校体
育館

（土） □萩山口信用金庫創立100周年
記念式典

商工振興課 市長 10:00～ 山口市

□萩ジオパーク「救急救命講習
会」

ジオパーク推
進課

課長 13:00～ 消防本部

□連合山口中部地域協議会新
春のつどい

市長 17:00～ 萩グランドホテル

□萩市歯科医師会新年互礼会 市長外 19:00～ 萩本陣

□浜崎九友会総会 市長 20:00～ 高大

出　席　者

1/20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

1/20 ■高齢者虐待防止研修会 高齢者支援課 市長 部長 13:30～ サンライフ萩 □萩市勤労福祉共済会バスツ
アー

商工振興課 課長 7:15～ 広島県

（日） ■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

備  考

※次回のスケジュール原稿は1/17（水）正午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



1/20 ～
（ 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

1/20 □職員採用試験第1次試験（電
気外）

人事課 課長 8:30～ 第１会議室外 □萩市勤労福祉共済会バスツ
アー

商工振興課 課長 7:15～ 広島県

（日） ■高齢者虐待防止研修会
・介護川柳表彰式

高齢者支援課 市長外 課長 13:30～ サンライフ萩 ■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

1/21 □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 9:00～ 萩博物館

（月） □萩市議会　議会運営委員会行
政視察（～22日）

議会事務局 委員長 10:00～ 長崎県 □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

1/22 □3月補正財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 財政課 □阿中営農幹事会 むつみ・福栄産
業振興部門

次長 9:30～ むつみ農村環境改
善センター

（火） □企業訪問 企業誘致推進
課

市長 10:00～ 東京都 □須佐地区社協理事会 須佐市民窓口
部門

所長 9:30～ 須佐総合事務所

□文化財防火デー消防訓練事前
説明会

消防本部警防
課

課長 10:00～ 消防庁舎 □大井・奈古地区幹事会 農林振興課 課長 13:30～ 阿武町

□ふるさと寄付事業者向け説明
会

企画政策課 課長 10:00～
13:00～

大会議室 □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

□B&G全国サミット
・交流会

むつみ地域振
興部門

市長 14:00～
17:20～

東京都

1/23 ■国際交流員の大人向け英語講
座

企画政策課 9:30～
13:10～

萩図書館 □山陰道（益田～萩間）整備促
進要望活動

土木課 市長 部長 8:30～ 東京都

（水） □紺綬褒章伝達式 人事課 市長 13:30～ 東京都 □「萩市子ども・若者総合サポー
ト会議」研修会

文化・生涯学
習課

課長 13:30～ 市民館

□1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 □全国手話言語市区長会役員
会

福祉支援課 市長 15:30～ 東京都

■国際交流員の英語で読み聞か
せ

企画政策課 16:00～ 萩図書館

■フリートーキングwithエマ 企画政策課 17:00～ 萩図書館

1/24 □萩市議会　教育民生委員会
（所管事務調査）

議会事務局 委員長 10:00～ 第2委員会室 □年金者連盟萩市支部萩支会
新年会

人事課 副議長 部長外 11:30～ 千春楽

（木） □ふるさと寄付事業者向け説明
会

企画政策課 課長 10:00～
13:00～

大会議室
市民館

□農業農村整備事業に関する説
明会

農林振興課 課長 13:00～ 山口市

□萩市環境審議会 環境衛生課 部長外 13:30～ 大会議室 □南萩地区幹事会 川上産業振興
部門

総括 13:30～ 萩総合庁舎

□萩地区三税協議会 課税課、収納
課

部長外 15:30～ 萩税務署

□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

□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 19:00～ 旭総合事務所

出　席　者

1/27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

1/25 □萩博物館審議会 萩博物館 教育長 部長外 10:00～ 萩博物館 □須佐漁協浅海組合総会 須佐産業振興
部門

所長 10:00～ 須佐漁民センター

（金） □定住自立圏共生ビジョン懇談
会

企画政策課 市長 部長外 13:30～ 大会議室 □消防団大学説明会 消防本部総務
課

課長 10:30～ 消防庁舎

□白水会館文化祭作品展示会 福祉政策課 教育長 13:00～ 白水会館

□山口外海地域プロジェクト協議
会

水産課 課長 14:00～ 下関市

□北浦三市議会議長会 議会事務局 議長外 局長 16:00～ 全員協議会室

1/26 ■文化財防火デー 文化財保護
課、警防課

市長 次長外
消防長
外

9:30～ 大照院 □人権啓発研修会 福祉政策課 教育長 課長 10:00～ 白水会館

（土） ■新収蔵庫完成記念特別展「萩
博　美のイッピン！（第2期）」ギャ
ラリートーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館 □須佐地域新年互礼会 須佐産業振興
部門

市長外 所長 16:00～ 美志満屋

1/27 □福栄地域子ども会冬季野外活
動ウインタースポーツ教室

福川公民館・
紫福公民館

館長 6:30～ 広島県

（日） □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

■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 課長

9:00～
10:00～

萩ウェルネスパー
ク

□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

□大島まるまる体験ツアー 大島出張所 所長 11:00～ 大島

□萩川柳会新年句会 文化・生涯学
習課

教育長 課長 12:00～ 市民館

■大井地区教育講演会 大井公民館 館長 13:40～ 大井公民館

備  考

※次回のスケジュール原稿1/23（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　21～24日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



1/27 ～
（ 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

1/27 □福栄地域子ども会冬季野外活
動ウインタースポーツ教室

福川公民館・
紫福公民館

館長 6:30～ 広島県

（日） □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

■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 課長

9:00～
10:00～

萩ウェルネス
パーク

□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

□大島まるまる体験ツアー 大島出張所 所長 11:00～ 大島

□萩川柳会新年句会 文化・生涯学
習課

教育長 課長 12:00～ 市民館

■大井地区教育講演会 大井公民館 館長 13:40～ 大井公民館

1/28 □小・中校長会議 学校教育課 教育長 課長 8:45～ 第3会議室 □常設審議委員会 農業委員会 局長 13:30～ 山口市

（月） □職員提案表彰式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □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 17:30～ 金谷公会堂

□月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩温泉旅館協同組合交流会 観光課 市長 19:00～ 千春楽

■島根県津和野町との災害応急
対策活動の相互応援に関する協
定調印式

防災危機管理
課

市長 部長 11:30～ 全員協議会室

1/29 □平成30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～
14:00～

第一会議室 □JGN中四国近畿ブロック会議 ジオパーク推
進課

課長 9:00～ 美祢市

（火） □川上地域人権啓発・教育推進
委員会

川上市民窓口
部門

総括 10:00～ 川上総合事務所 □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 局長外 10:00～ 全員協議会室

□全国都市教育長協議会山口大
会　実行委員会

教育政策課 教育長 10:00～ 山口市

□山口県快適な環境づくり研修
会（～30日）

環境衛生課 市長 部長外 13:00～ 萩本陣

□萩観光セミナー「おもてなし接
遇講座」

観光課 14:00～ 萩博物館講座室

1/30 ■国際交流員の大人向け英語講
座

企画政策課 9:30～
13:10～

萩図書館 □JGN中四国近畿ブロック会議
（各ジオパーク視察対応）

ジオパーク推
進課

課長 9:00～ 萩・明倫学舎

（水） ■国際交流員の英語で読み聞か
せ

企画政策課 16:00～ 萩図書館 □山陰道（益田～萩間）整備促進
要望活動

土木課 市長 部長外 9:30～ 防府市

■フリートーキングwithエマ 企画政策課 17:00～ 萩図書館 □農業大学校学生激励訪問 農林振興課・
農業委員会

市長 部長外 10:30～ 防府市

□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～ 須佐総合事務所

1/31 □職員安否確認訓練 防災危機管理
課

7:30～ □春日保育園消防訓練 消防本部予防
課

課長 10:30～ 春日保育園

（木） □3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 □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

□萩まちじゅう博物館推進委員会
福栄・むつみ合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 14:00～ 福栄保健セン
ター

■新しい暮らし方～萩と都市～二
拠点生活の作り方

地域づくり推進
課

19:00～ 東京都

出　席　者

2/3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

2/1 □新規採用職員（市民病院看護
師）着任式

人事課 市長外 部長外 9:00～ 第一会議室 □萩ジオパークフェア2019運営会
議

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 萩・明倫学舎

（金） □消防本部内会議 消防本部総務
課

消防長
外

9:00～ 萩消防庁舎 □萩地区危険物安全協会理事会 消防本部予防
課

消防長
外

16:00～ 萩消防庁舎

□佐々並婦人会役員会 佐々並公民館 次長外 18:00～ 旭活性化セン
ター

2/2 □川上地域冬季スポーツ教室 川上公民館 館長 8:00～ 下松市

（土） □萩わくわく科学クラブ閉校行事 教育長 11:20～ 萩商工高校

□明日の郵政事業を考える会・交
流会

市長外
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 市長 18:00～ 高大

2/3 ■萩人形展（～4/3） 観光課 9:00～ 伊藤博文別邸 ■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

（日） ■ふるさと萩農業法人等就業フェ
ア

農林振興課 部長外 10:00～ 市民館　小ホー
ル

■観光シーズン開き 観光課 市長
議長

部長 9:00～ 萩城跡、指月公
園

□内定者懇親会 人事課 部長 課長 10:00～ 大会議室 □明木地区レクリエーション・ス
ポーツ大会

明木公民館 館長 9:00～ 旭マルチメディア
センター外

□どんど焼き警備 消防本部警防
課

消防長
外

17:30～ 市内各所 □萩市手をつなぐ育成会連合会
卒業生を祝う会

福祉支援課 市長外
議長

10:30～ サンライフ萩

□萩市子ども会たこあげ大会 文化・生涯学
習課

市長外 課長 13:30～ 萩ウェルネス
パーク

□春日神社節分祭 市長 15:00～ 春日神社

□住吉神社節分祭 市長 18:30～ 住吉神社

備  考

※次回のスケジュール原稿1/30（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　30日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/3 ～
（ 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

2/3 ■萩人形展（～4/3） 観光課 9:00～ 伊藤博文別邸 ■虎ヶ崎周辺海岸一斉清掃 観光課 8:30～ 笠山虎ヶ崎周辺海
岸

（日） ■ふるさと萩農業法人等就業
フェア

農林振興課 部長外 10:00～ 市民館小ホー
ル

■萩観光シーズン開き 観光課 市長
議長

部長 9:00～ 萩城跡、指月公園

□内定者懇親会 人事課 部長 課長 10:00～ 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

□どんど焼き警備 消防本部警防
課

消防長
外

17:30～ 市内各所 □明木地区レクリエーション・ス
ポーツ大会

明木公民館 館長 9:00～ 旭マルチメディア
センター外

□萩市手をつなぐ育成会連合会
卒業生を祝う会

福祉支援課 市長外
議長

10:30～ サンライフ萩

□農業法人弥富5区総会 須佐産業振興
部門

所長 10:30～ 弥富5区公会堂

□萩市子ども会たこあげ大会 文化・生涯学
習課

共催 市長外 課長 13:30～ 萩ウェルネスパー
クスポーツ広場

□春日神社節分祭 市長 15:00～ 春日神社

□住吉神社節分祭 市長 18:30～ 住吉神社

2/4 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩・大茶会実行委員会 観光課 共催 市長 部長外 13:30～ 第1会議室

（月） □萩市議会　経済建設委員会
（所管事務調査）

議会事務局 10:00～ 第3委員会室 □NPO萩みんなの図書館新年
会員懇談会

萩図書館 教育長 局長 18:00～ 萩一輪

■災害時における福祉避難所の
開設及び運営に関する協定書調
印式

福祉政策課 市長 部長外 11:00～ 大会議室

■林業6次産業化講演会「里山
資本主義～萩の林業と日本経
済、その関係性～」

農林振興課 市長 部長外 18:00～ 市民館小ホー
ル

2/5 □萩まちじゅう博物館推進委員
会　川上・旭合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 旭総合事務所 □萩図書館・児童館　消防訓練 消防本部予防
課

課長 9:00～ 萩図書館、児童館

（火） □広報研修会 広報課 部長外 10:30～
14:00～

大会議室 □萩東ロータリークラブ「市長卓
話」

企画政策課 市長 12:30～ 萩グランドホテル
天空

□情報公開審査会 総務課 課長 13:30～ 全員協議会室 □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 13:30～ 山口市

□青色申告会定時会員総会 市長 13:30～ 萩建設会館

■教育旅行向け体験プログラム
「はぎこい」完成お披露目会

農林振興課 課長 13:30～ 森井家住宅

□全国市議会議長会基地協議
会総会・意見交換会

議会事務局 議長 局長 14:00～ 東京都

□防衛省全国情報施設協議会
意見交換会

議会事務局 議長 局長 19:00～ 東京都

出　席　者

2/10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

2/6 □萩市体育施設利用調整会議 スポーツ振興
課

課長 13:30～ 市民体育館 ■長門市・益田市・萩市・浜田市
４市長会議

企画政策課 市長 部長外 14:00～ 島根県

（水） □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 局長 14:00～ 東京都

□消防通信指令業務の共同運
用に向けた勉強会

消防本部警防
課、総務課

課長 14:00～ 山口市

2/7 □萩市議会　総務委員会（所管
事務調査）

議会事務局 10:00～ 第1委員会室 □天草ジオパーク視察対応 ジオパーク推
進課

課長 9:30～ ジオパークビジ
ターセンター

（木） ■公共交通に関する意見交換会
（須佐地区）

商工振興課 部長外 10:00～ 須佐総合事務
所

□ジオ列車ツアー ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 須佐ホルンフェル
ス外

□旭地域人権啓発・教育推進委
員会

旭市民窓口部
門

総括 10:00～ 旭マルチメディ
アセンター

□山口県市町職員研修運営協
議会

人事課 課長 14:00～ 山口市

□福栄地域人権啓発・教育推進
委員会

福栄市民窓口
部門

所長外 10:00～ 福栄総合事務
所

□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～ 萩総合庁舎

□萩地区有害鳥獣捕獲対策協
議会

農林振興課 課長 10:30～ 第5庁舎2階会
議室

■公共交通に関する意見交換会
（弥富地区）

商工振興課 部長外 14:00～ 弥富交流促進
センター

2/8 ■公共交通に関する意見交換会
（江崎地区）

商工振興課 部長外 10:00～ 田万川コミュニ
ティセンター

□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

局長外 10:00～ 議場

（金） □萩まちじゅう博物館推進委員
会　旧萩地区合同部会

まちじゅう博物
館推進課

課長 10:00～ 萩博物館 ■イージス・アショアに係る現地
説明会（電波環境調査）（～9日）

総務課 10:00～ 陸上自衛隊むつ
み演習場

■公共交通に関する意見交換会
（小川地区）

商工振興課 部長外 14:00～ 小川交流セン
ター

□山口県予防担当課長会議 消防本部予防
課

課長 13:00～ 山口市

□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～ 福栄総合事務
所

□一日農政局ｉｎ萩・阿武 農林振興課 市長 課長 13:00～ むつみコミュニ
ティーセンター

□県議選挙に係る市町選挙管理
委員会委員長事務局長会議

選挙管理委員
会

委員長
外

13:30～ 山口市

2/9 ■萩ユネスコ協会創立70周年記
念式典

文化・生涯学
習課

共催 市長外
議長

局長外 13:00～ 萩グランドホテル
天空

（土） ■G Adventures FAMツアー（～
10日）
・入村式（ウェルカムセレモニー）

農林振興課 13:00～ 有備館

□やまぐち森の仕事見学ツアー 農林振興課 課長 13:30～ 阿武萩森林組合

□萩・福栄　水と命を守る会定期
総会

環境衛生課 市長
議長

課長 18:00～ 市民館

□萩市建築会定期総会交流会 建築課 市長 19:00～ 萩本陣

2/10 □職員採用試験第2次試験（電
気外）

人事課 市長外 部長外 10:00～ 第１会議室外 □小学生バレーボール椿東大会 スポーツ振興
課

市長 8:30～ 椿東小学校体育
館

（日） ■新収蔵庫完成記念特別展「萩
博　美のイッピン！（第2期）」ギャ
ラリートーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館

備  考

※次回のスケジュール原稿2/6（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　6日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/10 ～
（ 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

2/10 □職員採用試験第2次試験（電
気外）

人事課 市長外 部長外 10:00～ 第１会議室外 □小学生バレーボール椿東大会 スポーツ振興
課

市長 8:30～ 椿東小学校体育
館

（日） ■新収蔵庫完成記念特別展「萩
博　美のイッピン！（第2期）」ギャ
ラリートーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館

2/11 □やまぐち就農ゆめツアー個別
相談会

農林振興課 部長外 9:30～ 防府市

（月） □レノファ山口決起集会 スポーツ振興
課

局長 18:30～ 山口市

□「建国記念の日」奉祝萩市民
大会

市長
副議長

10:00～ 松陰神社立志殿

2/12 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □北部地区対策協議会 農林振興課 課長 10:00～ 萩農林水産事務
所畜産部

（火） □国民健康保険運営協議会 市民課 部長外 13:30～ 大会議室 □萩市土地開発公社理事会 用地課 副市長 部長外 13:30～ 第1委員会室

□2月定例山口県市長会議 総務課 市長 14:15～ 山口市

□畳ヶ淵交流実行委員会 須佐産業振興
部門

所長外 19:00～ 弥富交流促進セン
ター

2/13 ■国際交流員の大人向け英語
講座

企画政策課 9:30～
13:10～

萩図書館 □阿中営農幹事会 むつみ・福栄
産業振興部門

次長外 9:30～ むつみ農村環境
改善センター

（水） □公共交通に関する意見交換会
（明木地区）

商工振興課 部長外 10:00～ 旭マルチメディ
アセンター

□山口市阿東女性団体連絡協
議会　研修視察

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 萩城下町、笠山

□消防団中央方面団三役会議 消防本部総務
課

消防長
外

13:00～ 萩消防庁舎 □山口保証事業審議会 市長 11:00～ 山口市

□萩学校保健研修会 学校教育課 教育長 13:50～ 市民館小ホー
ル

□むつみ中学校出前講座 ジオパーク推
進課

課長 11:40～ むつみ中学校

□公共交通に関する意見交換会
（佐々並地区）

商工振興課 部長外 14:00～ 旭活性化セン
ター

■萩市子ども栄光賞授賞式 学校教育課 市長外
副議長

局長外 15:00～ 大会議室

■国際交流員の英語で読み聞
かせ

企画政策課 16:00～ 萩図書館

■フリートーキングwithエマ 企画政策課 17:00～ 萩図書館

出　席　者

2/17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

2/14 □公共交通に関する意見交換会
（福川地区）

商工振興課 部長外 10:00～ 福栄保健セン
ター

□川上地域民生委員・児童委員
協議会

川上市民窓口
部門

総括 9:00～ 川上総合事務所

（木） □暮らしに役立つ図書館講座
「家庭菜園で作れる夏野菜」

萩図書館 館長 10:30～ 萩図書館 □旭地区民生委員児童委員協
議会

旭市民窓口部
門

総括 9:30～ 旭総合事務所

□萩学校保健研修会 学校教育課 教育長 13:50～ 市民館小ホー
ル

□萩ジオパーク推進協議会　地
域振興部会・保全部会会議

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 萩・明倫学舎

□公共交通に関する意見交換会
（紫福地区）

商工振興課 部長外 14:00～ 福栄農業担い
手育成センター

□山口県漁協はぎ女性部リー
ダー研修会

水産課 市長 課長 10:00～ 阿武町

■「かさやまネット」文部科学大
臣表彰市長報告

文化・生涯学
習課

市長外 課長 14:30～ 市長室 □（有）アスクむつみ取締役会 農林振興課 市長 部長外 11:15～ 市長室

■萩まちじゅう博物館文化遺産
活用事業文化遺産認定委員会

まちじゅう博物
館推進課

課長 13:30～ 萩博物館

□佐々並地域ささえあい協議体 佐々並支所 次長 13:30～ 社会福祉協議会
旭支所

□佐々並地区社会福祉協議会
理事会

佐々並支所 次長 14:30～ 社会福祉協議会
旭支所

□阿武・萩地域農業士会総会 農林振興課 課長 16:15～ 萩総合庁舎

2/15 □消防団中央方面団幹部会議 消防本部総務
課

消防長
外

10:00～ 萩消防庁舎 ■佐々並小・明木小・旭中学校
立志式・基調講演会

学校教育課 13:50～ 明木小・旭中学校
体育館

（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

総括 15:00～ 田万川総合事
務所

□山口県消防長会議 消防本部総務
課

消防長 15:00～ 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
総括

15:00～
16:00～

須佐総合事務
所

2/16 ■しろ魚豊漁祈願祭 観光課 共催 市長
議長

部長 9:00～ 藤田旅館前松本
川岸(新川）

（土） ■萩・椿まつり（～3/21）
・オープニングセレモニー

観光課 共催
市長
議長

部長
10:00～
13:00～

笠山椿群生林

□ふるさとやまぐち農林水産業
新規就業ガイダンス

農林振興課 課長 10:30～ 山口市

□萩市スポーツ推進委員協議会
研修会

江崎公民館 館長 11:00～ 田万川体育館外

□萩の語り部歴史講座 まちじゅう博物
館推進課

課長 13:30～ 渡辺蒿蔵旧宅

2/17 □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） □うり坊の郷Ｋａｔａｍａｔａ通常総
会

むつみ産業振
興部門

所長 10:00～ 片俣集会所

□萩の語り部歴史講座 まちじゅう博物
館推進課

課長 13:30～ 平安古かいまがり
交流館

備  考

※次回のスケジュール原稿2/13（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、13日、14日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/17 ～
（ 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

2/17 □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□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） □うり坊の郷Katamata通常総会 むつみ産業振
興部門

所長 10:00～ 片俣集会所

■萩の語り部歴史講座 まちじゅう博物
館推進課

課長 13:30～ 平安古かいまがり
交流館

2/18 □市県民税等の申告受付（～
3/15）※土・日曜日は除く

課税課 8:30～ 市内各会場 □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

（月） □自衛隊入隊・入校予定者激励
会

防災危機管理
課

市長 部長 11:40～ 全員協議会室 □北部地区家畜診療所運営協
議会臨時総会

農林振興課 市長 部長外 10:00～ 第3委員会室

■山口県議会議員一般選挙立
候補予定者説明会

選挙管理員会
事務局

委員長
外

14:00～ 大会議室 □家畜化製処理円滑化協議会 農林振興課 部長 13:30～ 山口市

2/19 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 8:45～ 全員協議会室 □笠山清掃作業 ジオパーク推
進課

課長 14:00～ 笠山

（火） □2月萩市農業委員会総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室 □椿東保育園　消防訓練 消防本部予防
課

課長 14:30～ 椿東保育園

□萩市議会　議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 第1委員会室 □萩・長門・益田地区はってんク
ラブ合同例会

市長 16:00～ 島根県

□萩地域人権啓発・教育推進委
員会

福祉政策課 部長外 10:00～ 総合福祉セン
ター

■記者レクチャー 広報課 課長 10:00～ 全員協議会室

■萩市議会3月定例会記者会見 広報課 市長外 部長外 11:00～ 全員協議会室

□川上学校給食共同調理場運
営委員会

川上総合事務
所

所長 15:30～ 川上公民館

2/20 ■あいおいニッセイ同和損保
（株）からの寄付受納式

防災危機管理
課

市長 部長 13:30～ 市長室 □航路改善協議会 商工振興課 市長 部長外 10:00～ 大会議室

（水） □2月定例教育委員会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第3会議室 □ため池緊急対策会議 むつみ産業振
興部門

次長 10:00～ 萩総合庁舎

市民活動推進
課

市長 課長 15:30～ 市長室 □県教育会萩支部女子研究会
懇談会

教育長 10:00～ 市民館

□萩地域農林業・農山村振興懇
話会

農林振興課・
農業委員会

部長外 13:30～ 萩総合庁舎

□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

□萩往還佐々並どうしんてやろう
会役員会

佐々並公民館 次長外 18:00～ 旧小林家住宅

□山口県スポーツ少年団（萩管
区）指導者研修会

スポーツ振興
課

後援 教育長 課長 18:30～ 市民体育館

出　席　者

2/24萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

■交通安全優良団体全国表彰
受賞市長報告会（萩市老人クラ
ブ連合会田万川支部老人クラブ
連合会）

＜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

2/21 □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 9:30～ 萩博物館 ■萩まちじゅう博物館おたから総
会
・おたから交流会

まちじゅう博物
館推進課

市長 部長外

課長

10:45～

12:15～

萩博物館

（木） ■公共交通に関する意見交換会
（川上地区）

商工振興課 部長外 10:00～ 川上公民館 □萩学校保健会理事会 学校教育課 教育長 13:30～ 市民館

□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～ 萩市地域医療連携
支援センター

□萩観光セミナー「英語でおもて
なし講座」

観光課 14:00～ 萩・明倫学舎

□ふくふくネット（福栄地域協育
ネット）

福栄地域振興
部門

所長 16:00～ 福栄小中学校

2/22 ■公共交通に関する意見交換会
（むつみ地区）

商工振興課 部長外 10:00～ むつみ農村環
境改善センター

■アート盆栽教室 まちじゅう博物
館推進課

13:30～ 渡辺嵩蔵旧宅

（金） □星の会「田床山でカノープスを
見よう」

萩博物館 19:30～ 萩博物館、田床
山

□(有）グリンファーム旭取締役
会・株主総会

農林振興課 市長 部長外 13:30～ 第1会議室

□萩ジオパーク推進協議会　教
育普及部会

ジオパーク推
進課

教育長 課長 15:00～ 市民館

□（一社）萩市観光協会新春交
歓会・会員交流会

観光課 市長外 部長外 18:30～ 萩の宿 常茂恵

2/23 □きれいな萩清掃活動 環境衛生課 課長 9:00～ 中津江（阿武川沿
線）

（土） □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

2/24 □「鉄の道」探査･整備事業報告
会

福川公民館・
紫福公民館

所長 9:00～ 大板山たたら製鉄
遺跡周辺

□Hagi産業フェスタ 商工振興課 共催 市長 課長 10:00～ 萩ウェルネスパー
ク

（日） □国際ソロプチミストチャリティバ
ザー

市長 10:30～ 市民館

備  考

※次回のスケジュール原稿2/20（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　19日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



2/24 ～
（ 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

2/24 ■天皇陛下在位三十年記念事
業に伴う萩博物館・須佐歴史民
俗資料館の無料公開

萩博物館・須
佐歴史民俗資
料館

9:00～ 萩博物館・須佐
歴史民俗資料
館

□「鉄の道」探査･整備事業報告
会

福川公民館・
紫福公民館

所長 9:00～ 大板山たたら製鉄
遺跡周辺

（日） ■Hagi産業フェスタ 商工振興課 共催 市長 課長 10:00～ 萩ウェルネスパー
ク

□萩地域スポーツ推進委員協議
会女性交流会

川上公民館 館長 10:30～ 川上体育館
川上公民館

□国際ソロプチミスト萩チャリティ
バザー

企画政策課 市長 10:30～ 市民館

2/25 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 ■文化遺産を活用したまちづくり
～篠山ノオトに学ぶ、歴史的資
源をまちの宝に変える方法論～

まちじゅう博物
館推進課

課長 19:00～ 市民館

（月） □山岳救助訓練（～26日） 消防署 署長 13:00～ 田床山 まちじゅう博物
館推進課

課長 19:00～ 市民館

□萩市議会　議会運営委員会 議会事務局 議長 局長 16:00～ 全員協議会室

2/26 □むつみ学校給食共同調理場
運営委員会

むつみ・福栄
地域振興部門

所長 15:30～ むつみ農村環
境改善センター

□萩光塩幼稚園消防訓練 消防本部予防
課

課長 10:00～ 萩光塩幼稚園

（火） □阿武川温泉公園まつり実行委
員会

川上産業振興
部門

総括 10:00～ 川上総合事務所

□南萩地区幹事会 川上産業振興
部門

総括 13:30～ ＪＡ南萩支所

2/27 ■国際交流員の大人向け英語
講座

企画政策課 9:30～
13:10～

萩図書館 □「誰もできる！」ＳＮＳを使った
ＰＲ研修

観光課 13:00～ 萩・明倫学舎

（水） ■萩市議会３月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

部長外 10:00～ 議場

■国際交流員の英語で読み聞
かせ

企画政策課 16:00～ 萩図書館

■フリートーキングwithエマ 企画政策課 17:00～ 萩図書館

2/28 □萩市地域公共交通会議 商工振興課 部長外 14:00～ 大会議室 □萩博物館消防訓練 消防本部予防
課

課長 9:30～ 萩博物館

（木） □萩光塩学院高等学校卒業証
書授与式

学校教育課 市長外 10:00～ 萩光塩学院体育
館

□常設審議委員会 農業委員会 局長 13:30～ 山口市

□訪日外国人おもてなし講座 観光課 14:00～ 萩博物館

□「どんぐりの森」植樹大会 農林振興課 市長外 部長外 14:30～ 川上武井谷

□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

出　席　者

3/3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 □田万川地域春季火災予防パ
レード

田万川地域振
興部門

総括 9:00～ 田万川地域内 ■「萩八景遊覧船」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（指月橋横）

（金） □消防須佐方面団火災予防パ
レード

須佐地域振興
部門

所長 9:00～ 須佐総合事務
所発

□萩高等学校卒業証書授与式 学校教育課 市長 9:30～ 萩高校体育館

□消防本部内会議 消防本部総務
課

消防長
外

9:00～ 萩消防庁舎 □萩商工高等学校卒業証書授
与式

学校教育課 副市長外 10:00～ 萩商工高校体育
館

□川上公民館運営審議会 川上公民館 館長 10:00～ 川上公民館 □萩看護学校卒業式 健康増進課 部長外 10:00～ 萩看護学校

■地域おこし協力隊委嘱状交付
式

地域づくり推進
課

市長 部長外 11:00～ 第一会議室 □吉部福寿会春の集い むつみ市民窓
口部門

所長 10:30～ むつみ農村環境
改善センター

□園長・校長会 教委須佐地域
事務所

所長外 15:00～ 須佐公民館 □萩高等学校奈古分校卒業証
書授与式

学校教育課 教育長 13:30～ 萩高校奈古分校
体育館

□須佐地域生徒指導推進協議
会

教委須佐地域
事務所

所長外 16:00～ 須佐公民館 □萩准看護学院卒業証書授与
式

健康増進課 部長外 14:00～ 地域医療連携支
援センター

□山口北部土地改良区理事会 むつみ産業振
興部門

次長 14:00～ 阿武町

3/2 ■火災予防パレード 消防本部総務
課

消防長
外

11:00～ 田町アーケード ■笠山ジオツアー（第1回） ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 笠山

（土）

3/3 □萩市消防団川上方面団春の
全国火災予防車両パレード及び
戸別予防診断

川上地域振興
部門

総括 7:50～ 川上地域内 □田万川地域林野火災想定実
地訓練

田万川地域振
興部門

総括 8:45～ 江津地区

（日） □春の火災予防運動 むつみ地域振
興部門

所長 8:30～ むつみ地内 ■萩・明倫学舎２周年記念！
スペシャルイベント

萩・明倫学舎
推進課

課長 9:00～ 萩・明倫学舎

□大井川漁業協同組合通常総
会

水産課 課長 9:30～ 大井公民館

■萩・しろ魚まつり 観光課 副市長
議長

10:00～ 山口県漁協萩地
方卸売市場

□おおいた豊後大野ジオパーク
視察対応（～4日）

ジオパーク推
進課

課長 13:00～ 萩城下町、笠山

□地域がん公開講座「がんと共
に生きる」

地域医療推進
課

後援 13:30～ 萩グランドホテル
天空

備  考

※次回のスケジュール原稿2/27（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



3/3 ～
（ 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

3/3 □萩市消防団川上方面団春の
全国火災予防車両パレード及び
戸別予防診断

川上地域振興
部門

総括 7:50～ 川上地域内 □田万川地域林野火災想定実
地訓練

田万川地域振
興部門

総括 8:45～ 江津地区

（日） □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・明倫学舎２周年記念！
スペシャルイベント

萩・明倫学舎
推進課

課長 9:00～ 萩・明倫学舎

□春の火災予防運動 むつみ地域振
興部門

所長 8:30～ むつみ地域内 ■萩人形展～萩城下の娘たち～
（～4/2）

まちじゅう博物
館推進課

9:00～ 渡辺蒿蔵旧宅

□大井川漁業協同組合通常総
会

水産課 課長 9:30～ 大井公民館

■萩・しろ魚まつり 観光課 共催 副市長
議長

部長 10:00～ 山口県漁協萩地方
卸売市場

□萩ライオンズクラブバドミントン
講習会（ACT　SAIKYOバドミント
ン教室）

教育長 13:00～ 市民体育館

□おおいた豊後大野ジオパーク
視察対応（～4日）

ジオパーク推
進課

課長 13:00～ 萩城下町、笠山外

□地域がん公開講座「がんと共
に生きる」

地域医療推進
課

後援 13:30～ 萩グランドホテル
天空

3/4 ■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

（月） ■萩市議会3月定例会全員協議
会

議会事務局 議長 局長外 本会議
終了後

全員協議会室

3/5 ■須佐図書館特別展示「学校の
先生が選ぶ　おすすめの本たち
～育英小学校編～」（～4/7）

須佐図書館 9:30～ 須佐図書館

（火） ■萩市議会3月定例会一般質問
（～7日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

■むつみ演習場野焼き むつみ地域振
興部門

所長外 10:30～ むつみ演習場

3/6 □消防功労者消防庁長官表彰
式

消防本部総務
課

団長 10:30～ 東京都

（水）

3/7 子育て支援課 各保育園 ■陶芸の村公園登り窯焼成事業 商工振興課 課長 10:00～ 陶芸の村公園

（木）

□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

出　席　者

3/10萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

□市内保育園卒園式
・土原保育園
・椿保育園
・三見保育園

10:00～
10:00～
10:30～

＜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

3/8 □東部地域定住促進住宅入居
者選考委員会

地域づくり推進
課

市長 部長外 9:00～ 第1会議室 □萩総合支援学校卒業証書授
与式

学校教育課 副市長 課長 10:00～ 萩総合支援学校

（金） □市内保育園卒園式
・紫福保育園
・越ヶ浜保育園

子育て支援課
9:30～

10:00～

各保育園 ジオパーク推
進課

市長
教育長

課長 18:30～ サンライフ萩

■萩市議会3月定例会　各常任
委員会

議会事務局 10:00～ 各委員会室

□高齢者叙勲伝達式 人事課 市長 11:30～ 市長室

□3月教育委員会議 教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第3会議室

3/9 学校教育課 市長外 局長外 各小・中学校 □きれいな萩清掃活動 環境衛生課 課長 9:00～ 新堀川（堀内１区）

（土） ■萩ジオパークフェア2019
・パエリアお振舞、ジオツアーほ
か

ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 萩・明倫学舎特設
会場、市内各所

■萩椿まつりイベント「萩男塾」 観光課 12:30～ 笠山椿群生林

■多職種連携研修会「急性期医
療と地域包括ケア」

高齢者支援課 市長 部長外 15:00～ 萩本陣

□山口県読売駅伝2019　開会式 スポーツ振興
課

後援 教育長 課長 16:30～ サンライフ萩

3/10 □阿武・萩中学校新人野球大会 学校教育課 教育長 8:20～ 田万川グラウン
ド

□須佐地区エンジョイグラウンド
ゴルフ大会

須佐公民館 9:00～ 育英小グラウンド

（日） □萩市民ソフトバレーボール大
会

スポーツ振興
課

局長外 9:00～ 市民体育館 □U-6萩ちびっこサッカー大会 学校教育課 課長 9:30～ 萩ウェルネスパー
ク多目的広場

□山口県読売駅伝2019　スタート スポーツ振興
課

後援 課長 9:30～ 市民体育館前

■萩ジオパークフェア2019
・シンポジウム、展示、モドロク
ルーズほか

ジオパーク推
進課

教育長 課長 10:00～ 阿武町

■萩の真ふぐ祭り 水産課 共催 市長
議長

部長外 10:00～ 山口県漁協萩地方
卸売市場・道の駅
「萩しーまーと」

備  考

※次回のスケジュール原稿3/6（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

各保育園

■萩ジオパークフェア2019（～10
日）
・認定記念講演会「和食はなぜ美
味しい～日本列島の贈り物・萩
バージョン」

□各市立小・中学校卒業式
（萩東中、萩西中、越ヶ浜中、三
見中、大井中、大島小・中、川上
中、田万川中、むつみ中、須佐
中、旭中、福栄中）
□市内保育園卒園式
・あさひ保育園佐々並分園
・椿東保育園
・あさひ保育園

子育て支援課
9:00～

10:00～
10:00～

課長

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/10 ～
（ 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

3/10 □阿武・萩中学校新人野球大会 学校教育課 教育長 8:20～ 田万川グラウン
ド

□須佐地区エンジョイグラウンド
ゴルフ大会

須佐公民館 9:00～ 育英小グラウンド

（日） □萩市民ソフトバレーボール大
会

スポーツ振興
課

局長外 9:00～ 市民体育館 □U-6萩ちびっこサッカー大会 学校教育課 課長 9:30～ 萩ウェルネスパー
ク多目的広場

□山口県読売駅伝2019　スタート スポーツ振興
課

後援 課長 9:30～ 市民体育館前

■萩ジオパークフェア2019
・シンポジウム、展示、モドロク
ルーズほか

ジオパーク推
進課

教育長 課長 10:00～ 阿武町

■萩の真ふぐ祭り 水産課 共催 市長
議長

部長外 10:00～ 山口県漁協萩地方
卸売市場・道の駅
「萩しーまーと」

3/11 □萩市議会3月定例会　予算決
算委員会（～13日）

議会事務局 10:00～ 議場 □萩往還佐々並どうしんてやろう
会役員会

佐々並公民館 次長外 18:00～ 旧小林家住宅

（月） □江崎・小川公民館運営審議会 江崎・小川公
民館

館長 13:30～ 小川交流セン
ター

■イージス・アショア現地説明会
（電波実測調査）（～14日）

総務課 13:00～ むつみ演習場ほか

■全国大会出場選手激励会（柔
道、少林寺拳法、フットサル）

スポーツ振興
課

市長外 課長 17:00～ 大会議室

3/12 ■全国大会出場選手激励会（軟
式野球）

スポーツ振興
課

市長外 課長 17:00～ 大会議室 □ジオパーク講演会 ジオパーク推
進課

教育長 所長 14:05～ 福栄小・中学校理
科室

（火） □川上地域協育ネット連絡協議
会

川上公民館 所長 18:00～ 川上小学校

■萩おもてなしグランドチャンピ
オン・大賞表彰式・記念講演会

観光課 市長
議長

部長外 18:30～ サンライフ萩

3/13 ■国際交流員の大人向け英語講
座

企画政策課 9:30～
13:10～

萩図書館 □老人クラブ連合会旭支部グラ
ウンドゴルフ大会

佐々並公民館 所長外 9:00～ 旭山村広場

（水） □萩・明治維新150年記念事業
実行委員会

企画政策課 市長外
議長

部長外 13:30～ 大会議室

■萩・明治維新150年記念植樹 企画政策課、
農林振興課

市長外
議長

部長外 15:00～ 菊ヶ浜

■国際交流員の英語で読み聞か
せ

企画政策課 16:00～ 萩図書館

■フリートーキングwithエマ 企画政策課 17:00～ 萩図書館

3/14 □相島小中学校卒業式 学校教育課 市長 9:30～ 相島小中学校
体育館

□旭地区民生委員児童委員協
議会定例会

旭市民窓口部
門

総括 8:40～ 旭総合事務所

（木） □萩市議会　全員協議会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ むつみ地域内 □川上地域民生委員・児童委員
協議会

川上市民窓口
部門

総括 9:00～ 川上総合事務所

□萩市議会　議会運営委員会
（所管事務調査）

議会事務局 議長 局長外 13:30～ 全員協議会室 □萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 市長 課長 15:30～ 萩・福祉複合施設
かがやき

□萩市伝統的建造物群保存地
区保存審議会

文化財保護課 部長外 13:30～ 大会議室 □山口県漁業信用基金協会理
事会

水産課 部長 16:00～ 下関市

出　席　者

3/17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

3/15 □監査委員　監査結果報告 監査委員会 市長 9:00～ 市長室 □あぶらんど萩和牛改良組合阿
中支部総会

むつみ・福栄産
業振興部門

所長 10:00～ ＪＡあぶらんど萩阿
中支所

（金） □萩市議会3月定例会（各常任
委員会予備日）

議会事務局 10:00～ 各委員会室 □萩地域農林業・農山村振興協
議会幹事会

農林振興課、
農業委員会

部長外 13:30～ 萩総合庁舎

□山田保育園卒園式 子育て支援課 課長 10:00～ 山田保育園遊
戯室

■萩人形制作体験教室 まちじゅう博物
館推進課

13:30～ 渡辺蒿蔵旧宅

■明木図書館入館者5万人達成
記念イベント

明木図書館 市長 所長外 10:30～ 明木図書館 □川上地域生涯スポーツ推進委
員会議

川上公民館 館長 18:30～ 川上公民館

□町内会等活動保険業務に係る
プロポーザル審査会

市民活動推進
課

部長外 13:00～ 第1会議室

□萩市中央人権啓発・教育推進
委員会

福祉政策課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室

□見島ウシ保護・振興対策委員
会

文化財保護課 部長外 13:30～ 第3会議室

■「市民館レストラン空きスペー
ス」現地説明

文化・生涯学
習課

課長 14:00～ 市民館

■特別展「描かれた萩の大地（ジ
オ）」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

□萩市社会教育委員会議 文化・生涯学
習課

教育長 局長外 15:00～ 市民館研修室

3/16 ■ＢＡＫＵＭＡＴＳＵギャラリー（～
4/14）

企画政策課 9:00～ 萩・明倫学舎 □3.11震災対応総合訓練 消防本部警防
課

課長 9:30～ 山口市

（土） ■特別展「描かれた萩の大地（ジ
オ）」開幕（～5/12）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 □華道家元池坊山口県連合支
部花展開会式
・記念式典・懇親会

市長外
議長

9:45～

12:30～

市民体育館

萩本陣
■特別展「描かれた萩の大地（ジ
オ）」関連イベント「弥富探訪会」

萩博物館 9:00～ 萩博物館、弥富 □笠山ジオツアー（第2回） ジオパーク推
進課

課長 10:00～ 笠山

□福川保育園卒園式 福栄市民窓口
部門

所長 9:30～ 福川保育園

□川上保育園卒園式 川上市民窓口
部門

所長 10:00～ 川上保育園

□むつみ保育園卒園式 むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみ保育園

■ＢＡＫＵＭＡＴＳＵ×萩市コラボ
レーション企画オープニングイベ
ント

企画政策課 市長 部長外 11:00～ 萩・田町商店街
JOY201

■ＢＡＫＵＭＡＴＳＵカフェ（～
4/14）

企画政策課 11:00～ 萩暦（萩・明倫
学舎）

■歯あわせ健口の集い 高齢者支援課 副市長 部長外 13:00～ サンライフ萩

3/17 □山口市「消防団大学」成果報
告会

消防本部総務
課

消防長
外

9:00～ 山口市

（日） □大井地区火災防禦訓練 消防署 署長 9:30～ 大井七重地区

□佐々並婦人会総会 佐々並公民館 所長外 9:30～ 旭活性化センター

□土原保育園閉園式 子育て支援課 市長 部長外 10:00～ 土原保育園

□Fiore Hagi創立25周年記念演
奏会

教育長 14:00～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿3/13（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



3/17 ～
（ 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

3/17 □山口市「消防団大学」成果報
告会

消防本部総務
課

消防長
外

9:00～ 山口市

（日） □大井七重地区火災防御訓練 消防署 署長 9:00～ 大井七重地区

□佐々並婦人会総会 佐々並公民館 所長外 9:30～ 旭活性化センター

■土原保育園閉園式 子育て支援課 市長 部長外 10:00～ 土原保育園

□Fiore Hagi創立25周年記念演
奏会

教育長 14:00～ 市民館大ホール

3/18 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □山口県消防表彰式 消防本部総務
課

消防長
外

10:30～ 山口市

（月） □高齢者学級 佐々並公民館 次長外 10:30～ 旭活性化セン
ター

□山口県消防協会正副会長会
議

消防本部総務
課

消防団
長

11:40～ 山口市

□山口県消防協会通常理事会 消防本部総務
課

消防長
外

13:30～ 山口市

□見島新船「ゆりや」初入港式・
安全祈願祭

商工振興課 市長 部長外 14:00～ 萩商港、新船「ゆり
や」船内

□福祉複合施設なごみ消防訓練 消防本部予防
課

課長 14:00～ 福祉複合施設なご
み

□山口県消防協会幹部研修会 消防本部総務
課

消防長
外

15:00～ 山口市

3/19 □3月萩市農業委員会総会 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月定例会本会議
（最終日）

議会事務局 市長外 局長外 10:00～ 議場 □阿中営農幹事会 むつみ、福栄
産業振興部門

次長外 9:30～ むつみ農村環境
改善センター

□萩市議会3月定例会記者会見 広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

全員協議会室 □むつみ生改連総会 むつみ産業振
興部門

所長 9:30～ むつみ農村環境
改善センター

□萩市健康福祉推進協議会 福祉政策課 部長外 19:00～ 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

□ちはるえん消防訓練 消防本部予防
課

課長 10:00～ ちはるえん

■地域おたから活用ワークショッ
プ「手作りの長門旅-ナガトリップ
-に学ぶ　地域の新しい楽しみ方
を編み出す力。」

まちじゅう博物
館推進課

13:30～ 萩・明倫学舎

□民生委員児童委員協議会全
員研修会

福祉政策課 部長外 13:30～ 市民館

□世界遺産協議会幹事会 文化財保護課 室長 13:30～ 鹿児島県

3/20 □各市立小学校卒業式 学校教育課 市長外 局長外 9:30～ 各小学校 □萩市救急業務推進協議会 消防本部警防
課

消防長
外

10:00～ 消防庁舎

（水） □3月定例教育委員会議 教育政策課 教育長 局長外 13:00～ 第3会議室 ■BOLSTER(株)　サテライトオ
フィス萩開所式

商工振興課 市長 部長外 11:30～ オハナスタイル萩
(上野台)

□萩市有害鳥獣捕獲対策協議
会

農林振興課 部長外 13:30～ 森の館萩（阿武
萩森林組合）

□JAあぶらんど萩園芸部会協議
会総会

川上、むつみ
産業振興部門

次長外 14:00～ JAあぶらんど萩本
所

□萩市消防団方面団長会議 消防本部総務
課

消防長
外

15:00～ 消防庁舎 ■萩逸品コンペティション　2次審
査

商工振興課 市長 部長外 14:00～ 大会議室

出　席　者

3/24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

□萩阿武地域鳥獣被害防止対
策協議会

農林振興課 部長外 15:00～ 森の館萩（阿武萩
森林組合）

□川上地域親睦ソフトバレー
ボール大会

川上公民館 館長 19:00～ 川上体育館

3/21 □講演会「わらべうた遊びでふれ
あいを!!」

萩図書館 館長 13:30～ 萩図書館 □むつみスポーツ振興会文部科
学大臣表彰記念式典

むつみ地域振
興部門

所長 11:00～ むつみ農民研修
所

（木） ■「開運なんでも鑑定団」出張！
なんでも鑑定団ｉｎ萩

萩・明倫学舎
推進課

市長
議長

次長外 13:00～ 市民館大ホール

3/22 □図書館協議会 萩図書館 教育長 局長外 10:00～ 萩図書館 □高俣福寿会総会 むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみコミュニ
ティーセンター

（金） ■萩市合同企業説明会 商工振興課 副市長 部長外 13:15～ 市民館小ホー
ル

□地方分権改革シンポジウム 企画政策課・
地域医療推進
課

市長 部長 13:30～ 東京都

□はぎ芋焼酎あいしま新酒発表
会

地域づくり推進
課、農林振興
課

副市長 部長外 15:30～ ＪＡあぶらんど萩南
萩支所

3/23 ■萩往還ワンデーウォーク2019
・佐々並コース スタート
・明木コース 　 スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外 局長外
9:00～

10:00～

萩往還～中央公
園

（土） □きれいな萩清掃活動 環境衛生課 課長 9:00～ 農産物加工販売
所「つつじ」付近

□小川婦人会総会 小川公民館 所長外 9:00～ 小川交流センター

□吉部婦人会総会 むつみ地域振
興部門

所長 9:00～ むつみ農村環境
改善センター

□史都萩を愛する会　現地研修
会

萩博物館 9:30～ 木間

□川上婦人会総会 川上公民館 所長 10:00～ 川上公民館

□JAあぶらんど萩女性部吉部支
部総会

むつみ産業振
興部門

所長 10:30～ むつみ農村環境
改善センター

□大井保育園閉園式 子育て支援課 副市長 10:30～ 大井保育園

□山口県立萩高等学校吹奏楽
部定期演奏会

教育長 14:00～ 市民館大ホール

□朝日杯争奪バスケットボール
選抜大会　高校の部レセプション

スポーツ振興
課

副市長 19:30～ 萩グランドホテル
天空

3/24 □大将山山開き登山 むつみ地域振
興部門

所長 9:30～ むつみ地域内 □明木婦人会総会 明木公民館 所長外 9:00～ 旭マルチメディア
センター

（日） □江崎婦人会総会 江崎公民館 所長外 9:20～ 田万川コミュニティ
センター

■見島新船「ゆりや」竣工式 商工振興課 市長外
議長

部長外 9:30～ 萩商港岸壁

・竣工披露式、祝賀会 市長
副議長

部長外 12:00～ 見島本村港外

□福川婦人会総会 福栄地域振興
部門

所長 10:00～ 福川公民館

■萩の酒まつり 商工振興課 市長
副議長

部長外 17:00～ 萩本陣

備  考

※次回のスケジュール原稿3/19（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　21日～22日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/24 ～
（ 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

3/24 □大将山山開き登山 むつみ地域振
興部門

所長 9:30～ むつみ地域内 □明木婦人会総会 明木公民館 所長外 9:00～ 旭マルチメディア
センター

（日） □江崎婦人会総会 江崎公民館 所長外 9:20～ 田万川コミュニティ
センター

□須佐婦人会 須佐地域振興
部門

所長 9:30～ 須佐保健センター

■見島新船「ゆりや」竣工式 商工振興課 市長外
議長

部長外 9:30～ 萩商港

・竣工披露式、祝賀会 市長
副議長

部長外 12:00～ 見島本村港外

□阿武川漁業協同組合通常総
代会

水産課 課長 10:00～ 萩市民体育館

□福川婦人会総会 福栄地域振興
部門

所長 10:00～ 福川公民館

■萩の酒まつり 商工振興課 市長
副議長

部長外 17:00～ 萩本陣

3/25 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □山口北部土地改良区通常総
代会

むつみ産業振
興部門

次長 10:00～ 阿武町

（月） □萩市消防団中央方面団臨時
幹部会議

消防本部総務
課

消防長
外

10:00～ 萩消防庁舎

□新検定実行委員会 まちじゅう博物
館推進課

市長外 部長外 10:30～ 大会議室

□福川・紫福公民館運営審議会 福栄地域振興
部門

総括 18:00～ 福川公民館（旧
福川小学校）

3/26 □萩市民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 10:00～ 第1会議室 □むつみ土地改良区総代会 産業振興部門 所長 9:00～ 農村環境改善セン
ター

（火） □萩市青年等就農計画認定審
査委員会

農林振興課 部長外 10:00～ 第5庁舎　2階会
議室

□山口県過疎地域対策促進協
議会・全国山村振興連盟山口県
支部総会・山口県離島振興協議
会総会

地域づくり推進
課

市長 次長 10:00～ 山口市

□選挙事務従事者説明会 選挙管理委員
会

10:00～
14:00～

大会議室 ■弥富小学校感謝の会 教委須佐地域
事務所

所長 12:00～ 弥富小学校

□消防通信指令業務の共同運
用に向けた勉強会

消防本部警防
課、総務課

課長 14:00～ 山口市

□山口県水源林造林協議会役
員会

農林振興課 市長 14:00～ 山口市

□萩商工会議所通常議員総会
・交流会

市長
議長

17:00～ 萩本陣

出　席　者

3/31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

3/27 ■国際交流員の大人向け英語
講座

企画政策課 9:30～
13:10～

萩図書館 □無角和種振興公社理事会 農林振興課 部長 9:30～ 阿武町役場

（水） □林業６次産業化検討委員会 農林振興課 部長外 14:00～ 第5庁舎　2階会
議室

□（株）たまがわ取締役会 商工振興課 市長 部長外 10:00～ 道の駅ゆとりパー
クたまがわ

■国際交流員の英語で読み聞
かせ

企画政策課 16:00～ 萩図書館 □山口県栽培漁業公社臨時総
会

水産課 課長 13:30～ 山口市

■フリートーキングwithエマ 企画政策課 17:00～ 萩図書館 □萩市ビジネスプランコンテスト
（学生部門）授賞式

企業誘致推進
課

部長外 16:00～ 第1会議室

□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、
東・西地域包
括支援セン

部長外 19:00～ 大会議室

3/28 □須佐更生保護女性会総会 須佐市民窓口
部門

所長 9:30～ 須佐保健センター

（木） □（有）アスクむつみ株主総会 農林振興課 市長 部長 13:30～ 市長室

□常設審議委員会 農業委員会 局長 13:30～ 山口県自治会館

3/29 □山口県議会議員一般選挙告
示・立候補受付

選挙管理委員
会

局長 8:30～ 選挙管理委員
会

□山口ゆめ街道博覧会実行委
員会設立総会

観光課 市長 部長 13:00～ 山口市

（金） □萩市消防本部総括団長退団
辞令交付式

消防本部総務
課

市長外 消防長
外

9:00～ 市長室

□萩市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

3/30 □福栄土地改良区総会 福栄産業振興
部門

所長 9:00～ 福栄土地改良区
事務所

（土）

3/31 □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□田万川漁業協同組合通常総
会

水産課 部長 9:00～ 小川交流センター

（日） □農事組合法人かわかみ通常
総会

川上産業振興
部門

所長 10:00～ ＪＡあぶらんど萩川
上ふれあい店

□清掃工場「はなもゆ」桜まつり 環境衛生課 市長 課長 10:00～ はなもゆ

備  考

※次回のスケジュール原稿3/27（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　26日、29日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



3/31 ～
（ 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

3/31 □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□田万川漁業協同組合総会 水産課 課長 9:00～ 小川交流センター

（日） □農事組合法人かわかみ通常
総会

川上産業振興
部門

所長 10:00～ ＪＡあぶらんど萩川
上ふれあい店

□清掃工場「はなもゆ」桜まつり 環境衛生課 市長 課長 10:00～ はなもゆ

4/1 □出向辞令交付 人事課 部長外 8:35～ 第1会議室 □萩市社会福祉事業団辞令交
付式

福祉政策課 市長 13:45～ かがやき

（月） □教育委員会辞令交付式 教育政策課 局長外 8:45～ 第3会議室 □台湾地質公園学会表敬訪問 ジオパーク推
進課

市長外 部長 17:10～ 萩・明倫学舎

□着任式（山口県からの派遣職
員）

人事課 市長外 部長外 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

□人事異動辞令交付式（課長級
以上）

人事課 市長外 部長外 9:40～ 大会議室

□再任用職員辞令交付式 人事課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室

□新規非常勤特別職辞令交付
式

人事課 市長外 部長外 10:15～ 大会議室

□萩市消防団総括団長就任辞
令交付式

消防本部総務
課

市長外 消防長
外

10:30～ 市長室

□人事異動辞令交付式（課長補
佐・係長）

人事課 部長外 10:40～ 大会議室

□消防職員辞令交付式 消防本部総務
課

消防長
外

11:00～ 消防庁舎

■教職員辞令交付式及び新規採
用・転入教職員着任式

学校教育課 市長外 局長外 11:15～ 大会議室

□庁内連絡会議 総務課 市長外 部長外 14:30～ 大会議室

□総合事務所長連絡会議 地域づくり推進
課

市長外 部長外 15:30～ 大会議室

4/2 □新規採用職員「市長講話」 人事課 市長 11:00～ 大会議室 □台湾地質公園学会萩視察 ジオパーク推
進課

課長 9:00～ 笠山外

（火） □萩准看護学院入学式 健康増進課 市長 次長 14:00～ 地域医療連携支援
センター

4/3 ■優れた「早寝早起き朝ごはん」
運動の推進に係る文部科学大臣
表彰受賞市長報告会

学校教育課 市長外 課長 9:30～ 市長室

（水） ■流し雛 観光課 9:30～ 藍場川

■至誠館大学入学式 企画政策課 市長
議長

課長 11:00～ 至誠館大学

□福栄林業振興会役員会 福栄産業振興
部門

総括 13:30～ 福栄総合事務所

出　席　者

4/7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 □吉部福寿会総会 むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみ農村環境改
善センター

（木） □市町農林水産主管課長会議 農政課、林政
課、水産課

課長 13:30～ 県庁

4/5 ■萩看護学校入学式 健康増進課 市長 次長 10:00～ 萩看護学校

（金） □山口県市議会議長会定期総
会

議会事務局 議長 局長 14:00～ 長門市

□山口伝統工芸展開会式・内覧
会

文化・生涯学
習課

後援 副市長 課長 15:00～ 山口県立萩美術
館・浦上記念館

□LABUフロンティア協会設立総
会

川上産業振興
部門

総括 15:00～ 川上総合事務所

□萩看護学校萌木寮　消防訓練 消防本部予防
課

課長 16:30～ 萩看護学校萌木寮

4/6 □山口県議会議員一般選挙繰
上投票日

選挙管理委員
会

7:00～ 見島・大島・相
島各投票所

□日本ツバキ協会通常総会 観光課 市長 12:30～ 静岡県

（土） □全国椿サミット御殿場大会 観光課 市長 13:45～ 静岡県

4/7 □山口県議会議員一般選挙投
開票日

選挙管理委員
会

7:00～ 市内各投票所、
開票所（市民体
育館）

□吉田松陰顕彰吟詠コンクール
全国大会

文化・生涯学
習課

後援 副市長外 課長 9:30～ 松陰神社立志殿

（日） □萩市長杯争奪市内高等学校
硬式野球大会
・開会式
・試合開始

スポーツ振興
課

教育長 課長

8:30～
9:00～

萩スタジアム

□カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～
（予定）

マリーナ萩

□TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

備  考

※次回のスケジュール原稿4/3（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　5日～7日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/7 ～
（ 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

4/7 □山口県議会議員一般選挙投
開票日

選挙管理委員
会

7:00～ 市内各投票所、
開票所（市民体
育館）

□吉田松陰顕彰吟詠コンクール
全国大会

文化・生涯学
習課

後援 副市長 局長外 9:30～ 松陰神社立志殿

（日） □萩市長杯争奪市内高等学校
硬式野球大会
・開会式
・試合開始

スポーツ振興
課

教育長 課長

8:30～
9:00～

萩スタジアム

■カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～ マリーナ萩

□TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

4/8 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □NPO萩ガイド協会理事会 観光課 課長 10:00～ NPO萩ガイド協会

（月） □市内各小・中学校入学式 学校教育課 各小・中学校 □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 15:00～ 島根県

4/9 □辞令交付式（萩輝きスクール） 学校教育課 教育長 11:15～ 萩輝きスクール □川上遺族会役員会 川上市民窓口
部門

所長外 9:00～ 川上総合事務所

（火） □山口県併任徴収職員辞令交
付式

収納課 市長外 部長外 13:30～ 市長室 □萩総合支援学校入学式 学校教育課 教育長 9:50～ 萩総合支援学校

□コミュニティ協議会理事会 旭地域振興部
門

所長 19:00～ 旭総合事務所 □山口県消防学校初任総合教
育入校式

消防総務課 消防長 10:00～ 山口市

□接客・ビジネスマナー研修講
座（新入社員等研修）

産業戦略室 部長 10:00～ 萩建設会館

□消防学校教育運営委員会 消防総務課 消防長 11:00～ 山口市

□山口県消防長会春季定例会 消防総務課 消防長 13:30～ 山口市

□山口県消防職員意見発表会 消防総務課 消防長 14:10～ 山口市

4/10 □川上地域行政推進員集会 市民活動推進
課

市長 部長外 10:00～ 川上総合事務
所

□北部地区家畜診療所運営協
議会設立総会

農政課 課長 10:00～ むつみ総合事務
所

（水） □萩市消防団中央方面団四役
会議

消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □むつみ会通常総会 むつみ産業振
興部門

所長外 10:30～ むつみ農村環境
改善センター

□旭地域行政推進員集会 市民活動推進
課

市長 部長外 13:30～ 旭活性化セン
ター

□市町教育委員会教育長協議
会

学校教育課 教育長 課長 13:30～ 萩博物館

□川上方面団幹部会 川上地域振興
部門

所長外 15:30～ 川上方面団拠
点施設

□萩・石見空港利用拡大促進協
議会幹事会

観光課 課長 14:00～ 島根県

4/11 □田万川地域行政推進員集会 市民活動推進
課

市長 部長外 10:00～ 田万川コミュニ
ティセンター

□福栄支部老人クラブ連合会総
会

福栄市民窓口
部門

所長 10:00～ 福栄農業担い手
育成センター

（木） □須佐地域行政推進員集会 市民活動推進
課

市長 部長外 13:30～ 須佐総合事務
所

□阿萩地区猟友会福川分区総
会

福栄産業振興
部門

所長外 18:00～ 福栄総合事務所

□萩市農業委員会総会
・交流会

農業委員会
市長

局長 15:00～
18:00～

大会議室
萩本陣

□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

出　席　者

4/14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



（ 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

4/12 □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 第1委員会室 □江崎婦人学級開講式・支部長
集会

田万川地域振
興部門

所長外 9:00～ 田万川コミュニティ
センター

（金） □むつみ地域行政推進員集会 市民活動推進
課

市長 部長外 10:00～ むつみ総合事
務所

□川上スポーツ振興会理事会 川上公民館 館長 18:00～ 川上公民館

□山口県議会議員当選証書の
付与

選挙管理委員
会

10:00～ 全員協議会室

□福栄地域行政推進員集会 市民活動推進
課

市長 部長外 13:30～ 福栄農業担い
手育成センター

□萩市消防団中央方面団幹部
会議

消防総務課 消防長
外

15:00～ 消防庁舎

□地域移住サポーター委嘱状交
付式

地域づくり推進
課

部長外 16:00～ 第1会議室

□萩市消防団福栄方面団役員
会

福栄地域振興
部門

所長外 16:00～ 福栄総合事務
所

4/13 ■日本ジオパーク認定記念特別
展「描かれた萩の大地（ジオ）」関
連イベント『長門峡探訪会』

萩博物館 9:00～ 萩博物館、長門
峡

■萩・美祢共同企画　長州路お
もてなし清掃物語

環境衛生課 共催等 市長 部長外 9:00～ 美祢市

（土） □萩市女性防火クラブ役員会 予防課 消防長
外

10:00～ 消防庁舎 ■たまがわ夢まつり 田万川産業振
興部門

10:00～ 道の駅「ゆとり
パークたまがわ」

□萩市スポーツ推進委員任命
式・交流会

スポーツ振興
課

教育長 局長外 17:00～ 高大 □猟友会川上分区総会 川上産業振興
部門

総括 10:30～ 川上公民館

□福栄文化遺産活用保存会総
会

福栄産業振興
部門、紫福支
所

所長外 13:30～ 福栄農業担い手
育成センター

□Rethink Creator Seminar 企業誘致推進
課

後援 14:00～ 萩・明倫学舎

□鎌倉市制80周年記念事業　姉
妹都市祝賀交流会

企画政策課 市長
議長

部長外 18:00～ 神奈川県

□大井中学校同窓会総会・祝賀
会

副市長 18:30～ 大井小中学校

4/14 ■むつみ菜の花まつり むつみ産業振
興部門

副市長 所長外 10:00～ 萩・むつみの恵周
辺

（日） □鎌倉まつり 企画政策課 市長
議長

部長外 10:00～ 神奈川県

□阿萩地区猟友会紫福分区総
会

福栄産業振興
部門

所長外 10:30～ 福栄老人福祉セン
ター

□萩クライネルコール定期演奏
会

教育長 14:00～ 市民館小ホール

□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

部長 15:00～ 高杉晋作墓所

備  考

※次回のスケジュール原稿4/10（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日、13日～14日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/14 ～
（ 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

4/14 ■飯井町内会土砂災害避難訓
練

三見公民館 所長外 9:00～ 飯井公民館外

（日） ■むつみ菜の花まつり むつみ産業振
興部門

副市長 所長外 10:00～ 萩・むつみの恵周
辺

□鎌倉まつり 企画政策課 市長
議長

部長外 10:00～ 神奈川県

□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

■旧小林家住宅（萩往還おもて
なし茶屋）2周年記念行事

文化財保護課 10:00～ 旧小林家住宅

□阿萩地区猟友会紫福分区総
会

福栄産業振興
部門

所長外 10:30～ 福栄老人福祉セン
ター

□萩クライネルコール定期演奏
会

文化・生涯学習
課

後援 教育長 14:00～ 市民館小ホール

□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

部長外 15:00～ 高杉晋作墓所

4/15 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □むつみ支部老人クラブ連合会
総会

むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみ農村環境
改善センター

（月） ■萩市行財政改革推進本部発
足式

企画政策課 市長外 部長外 10:30～ 大会議室 □須佐湾エコロジーキャンプ場
総会

須佐産業振興
部門

所長 11:00～ 須佐湾エコロジー
キャンプ場

□萩市いじめ問題対策連絡協議
会

学校教育課 教育長 14:00～ 第３会議室 □田万川地域女性団体連絡協
議会総会

田万川地域振
興部門

所長外 13:30～ 田万川総合事務
所

□子ども相談支援室会議 学校教育課 教育長 15:15～ 第３会議室 □萩・花ごよみ実行委員会 観光課 共催 市長 部長外 14:00～ 市民館

□萩商工会議所女性会定時総
会交流会

商工振興課 市長 19:30～ 萩本陣

4/16 □萩市議会経済建設委員会 議会事務局 10:00～ 第３委員会室 □萩時代まつり実行委員会 観光課 共催 市長 部長外 9:30～ 大会議室

（火） □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～ 福栄総合事務所

□山口県都市教育長会議 学校教育課 教育長 9:30～ 山口市

□山口県教育委員会協議会総
会

学校教育課 教育長 10:15～ 山口市

□県市町教育委員会教育長・委
員会議

学校教育課 教育長 11:00～ 山口市

□萩ふるさとまつり実行委員会 商工振興課 市長 部長外 11:00～ 大会議室

□あぶらんど萩農業振興協議会
幹事会

農政課・林政課
・むつみ産業振
興部門

部長外 13:00～ JA山口県萩統括
本部

出　席　者

4/21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



（ 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

□小川婦人学級開校式・支部長
集会

小川支所 所長外 13:30～ 小川交流センター

□経安・ナラシ説明会 むつみ産業振
興部門

次長 15:00～ JA山口県萩統括
本部

□華房福栄運営推進会議 福栄市民窓口
部門

総括外 18:00～ 華房福栄

□川上地域職域ソフトバレー
ボール大会

スポーツ振興課 所長外 18:30～ 川上体育館

□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

4/17 □萩市消防団方面団長会議
・交流会

消防本部総務課
市長

消防長外 15:00～
18:00～

消防庁舎
萩一輪

□萩・石見空港東京線利用促進
対策会議

観光課 市長 13:00～ 島根県

（水） □萩市土地開発公社理事会 用地課 副市長 部長外 13:30～ 第１委員会室

□はぎジオカフェ ジオパーク推進
課

次長外 14:30～ 萩・明倫学舎

□萩商工会議所青年部通常総
会交流会

商工振興課 副市長 19:30～ 萩本陣

4/18 □公共交通に関する意見交換会
（大井小校区）

商工振興課 部長外 10:00～ 大井公民館 □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

所長 9:00～ 川上総合事務所

（木） □萩市交通安全対策協議会総
会

市民活動推進課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室 □萩市連合婦人会総会 文化・生涯学習
課

市長外 局長 10:00～ 市民館小ホール

□大島複合施設現地説明会 地域づくり推進課、
文化・生涯学習課、
地域医療推進課

部長外 13:30～ 大島公民館 □(有)アクアグリーン川上役員会 観光課・川上産
業振興部門

市長 所長外 15:30～ 川上総合事務所

□公共交通に関する意見交換会
（越ヶ浜小校区）

商工振興課 部長外 14:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店

□JTB旅ホ連山口支部通常総会 観光課 副市長 課長 18:00～ 萩本陣

□4月定例教育委員会会議・交
流会

教育政策課 市長外 局長外 16:00～
18:00～

第３会議室
萩一輪

□福栄スポーツ推進委員会議 福川・紫福公民
館

総括 19:00～ 福川公民館

4/19 □萩地域行政推進員集会 市民活動推進課 市長 部長外 9:30～ 市民館小ホール □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

（金） □公共交通に関する意見交換会
（椿東小校区）

商工振興課 部長外 10:00～ 無田ヶ原口福祉複
合施設おとずれ

□明木老人クラブ明寿会総会 明木公民館 所長 9:30～ 旭マルチメディア
センター

□萩市小・中学校校長会議 学校教育課 教育長 課長 13:30～ 第３会議室 □弥富地区戦没者春季慰霊祭 弥富支所 所長 11:00～ 弥富交流促進セン
ター

□公共交通に関する意見交換会
（椿西小校区）

商工振興課 部長外 14:00～ 市民体育館 □阿武・萩地域地産・地消推進
協議会

農政課・林政課 部長外 13:30～ 萩総合庁舎

□萩・阿武小・中学校校長会交
流会

学校教育課 教育長 局長外 18:30～ 高大 □萩・石見空港利用拡大促進協
議会総会

観光課 副議長 部長 14:00～ 島根県

□消防通信指令業務の共同運
用に向けた勉強会

消防総務課・警
防課

課長 14:00～ 山口市

□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

＜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

□フィンランド陶芸芸術家たちの
ユートピア　開会式

文化・生涯学習
課

後援 市長外 課長 15:00～ 山口県立萩美術
館・浦上記念館

4/20 ■特別展「描かれた萩の大地（ジ
オ）」関連イベント『奈古探訪会』

萩博物館 9:00～ 萩博物館・阿武町 ■2019カヌースラローム ジャパ
ンカップ第2戦開会式

スポーツ振興課 共催 市長外
議長

課長 8:30～ 阿武川特設カヌー
競技場

（土） □中国高等学校柔道大会山口
県予選会

スポーツ振興課 　 教育長 10:00～ 萩ウェルネスパー
ク萩武道場

■「いかマルシェ」オープン記念
セレモニー

須佐産業振興
部門

市長 所長 10:00～ ふれあいステー
ション須佐

□むつみ地区社会福祉協議会
総会

むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみ農村環境
改善センター

■たまがわヨーロッパまつり 地域づくり推進
課・小川支所

10:30～ 小川交流センター
みのり

□山口県退職校長会萩支部交
流会

学校教育課 教育長 12:00～ 萩グランドホテル
天空

4/21 ■カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～ マリーナ萩 ■カヌースラローム日本代表最
終選考会

スポーツ振興課 共催 市長外
議長

課長 8:30～ 阿武川特設カヌー
競技場

（日） □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□萩地域子ども会育成連絡協議
会総会

文化・生涯学習
課

教育長 局長外 10:00～ 市民館小ホール

■第77期名人戦第二局萩対局
前夜祭

企画政策課 市長
議長

部長外 18:00～ 萩の宿　常茂恵 □萩ロータリークラブ創立60周年
記念式典

企画政策課 市長 11:00～ 萩本陣

□菊ヶ浜を日本一美しくする会総
会

環境衛生課 次長 11:30～ 浜崎平成会館

備  考

※次回のスケジュール原稿4/17（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　14日、17日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/21 ～
（ 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

4/21 ■カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～ マリーナ萩 ■カヌースラローム日本代表最
終選考会
・開会式
・決勝
・表彰式、ナショナルチーム認定
書授与式

スポーツ振興
課

共催 市長外
議長

課長

8:30～
13:00～
16:30～

阿武川特設カヌー
競技場

（日） □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□萩地域子ども会育成連絡協議
会総会

文化・生涯学
習課

教育長 局長外 10:00～ 市民館小ホール

■第77期名人戦第二局萩対局
前夜祭

企画政策課 市長外
議長

部長外 18:00～ 萩の宿　常茂恵 □聴覚障害者福祉会総会 福祉支援課 課長 10:00～ 総合福祉センター

□萩ロータリークラブ創立60周年
記念式典

企画政策課 市長 11:00～ 萩本陣

□菊ヶ浜を日本一美しくする会総
会

環境衛生課 次長 11:30～ 浜崎平成会館

4/22 ■第77期名人戦第二局萩対局
（～23日）
・初手観戦

企画政策課 市長外
議長

部長外 8:30～ 松陰神社立志
殿

□萩市生活改善実行グループ連
絡協議会及び萩広域生活改善
実行グループ連絡協議会総会

旭産業振興部
門

所長 10:00～ 旭マルチメディア
センター

（月） ・指導対局 10:00～ 市民館小ホー
ル

□萩海運（有）取締役会議・臨時
株主総会・相島新船建造委員会

商工振興課 市長 部長外 11:00～ 大会議室

□週間部長連絡会議 総務課 市長 部長外 9:45～ 大会議室 □サイクル県やまぐち推進協議
会

副市長 11:00～ 県庁

□萩市議会総務委員会（所管事
務調査）

議会事務局 10:00～ 第１委員会室 □国民健康保険・後期高齢者医
療主管課長会議

市民課 次長 13:00～ 山口市

□萩市民病院経営改善プロジェ
クト会議

市民病院事務
部

市長外 部長外 17:30～ 全員協議会室 □萩ジオパーク推進協議会役員
会

ジオパーク推
進課

市長外 部長外 13:30～ 第1会議室

□阿武萩農業者クラブ総会 農政課 次長外 18:00～ 市民館

4/23 ■第77期名人戦第二局萩対局
大盤解説会

企画政策課 教育長 10:00～ 市民館大ホー
ル

□萩市グラウンド・ゴルフ交流大
会

市長 9:00～ 萩ウェルネスパー
ク多目的広場

（火） □萩市ひとづくり構想推進委員
会

教育政策課 市長外 局長外 13:30～ 大会議室 □佐々並老人クラブ「寿クラブ」
総会

佐々並公民館 所長 10:00～ 旭活性化センター

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:30～ 第1会議室 □「春の全国交通安全運動」須
佐・田万川地域推進会議

須佐地域振興
部門・田万川
地域振興部門

所長外 14:00～ 須佐総合事務所

□総務省行政相談員感謝状贈
呈式

むつみ地域振
興部門

所長 14:00～ むつみ総合事務
所

□むつみ大根集出荷施設管理
運営委員会

むつみ産業振
興部門

所長 14:00～ むつみ農村環境
改善センター

□見島牛保存会総会 文化財保護課 課長 18:30～ 見島支所

□ 田万川ふるさとづくり協議会
江崎地区部会総会

田万川地域振
興部門

所長外 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

□DISCOVER　WEST現地研修
交流会

観光課 部長外 19:30～ 萩本陣

出　席　者

4/28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

4/24 ■公共交通に関する意見交換会
（明倫小校区）

商工振興課 部長外 10:00～ サンライフ萩 □あぶらんど萩地域農業推進協
議会総会

農政課 部長外 9:30～ ＪＡ山口県萩統括
本部

（水） ■消費生活モニター委嘱状交付
式

市民活動推進
課

市長 課長 13:20～ 第1会議室 □山口県公民館連合会理事会 文化・生涯学
習課

課長 10:00～ 山口市

■須佐歴史民俗資料館特別学
芸員辞令交付式

須佐地域振興
部門

市長 所長外 14:30～ 市長室 ■プロ棋士による学校訪問授業 企画政策課 共催 10:30～ 相島小中学校

□海外販路開拓支援機関等実
務者連絡会

農政課 課長 10:30～ 山口市

□山口県スポーツ少年団代議員
会

スポーツ振興
課

課長 10:30～ 県庁

□萩まちじゅう博物館文化遺産
活用事業実行委員会

まちじゅう博物
館推進課

市長 部長外 10:30～ 萩博物館

□フラワー都市交流連絡協議会
和泊町総会（～25日）

観光課 副市長
議長

14:45～ 鹿児島県

□（有）ハピネスふくえ取締役会 商工振興課 市長 部長外 15:30～ 萩・阿西商工会福
栄支所

□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

□むつみひまわり咲かせ隊総会 むつみ産業振
興部門

所長外 18:00～ むつみ農村環境
改善センター

□川上地域コミュニティ協議会役
員会

川上産業振興
部門

所長外 18:00～ 川上総合事務所

4/25 ■公共交通に関する意見交換会
（三見小校区）

商工振興課 部長外 10:00～ 三見公民館 □須佐遺族会総会 須佐市民窓口
部門

所長 10:00～ 須佐保健センター

（木） □職員採用試験(市民病院看護
師)

人事課 部長 13:50～ 萩市民病院 □萩地域農林業・農山村振興協
議会幹事会

農政課・林政
課

部長外 13:30～ ＪＡ山口県萩統括
本部

■公共交通に関する意見交換会
（白水小校区）

商工振興課 部長外 14:00～ 楽々園裏ふれ
あいセンター

□萩市福栄地域林業振興会総
会

福栄産業振興
部門

所長外 14:00～ 福栄総合事務所

□夢プラン策定委員会（三見地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 三見公民館 □4月定例山口県市長会議 総務課 市長 14:30～ 山口市

□萩農林事務所事業説明会 農政課・林政
課

部長外 15:15～ ＪＡ山口県萩統括
本部

□全国消防長会中国支部総会・
永年勤続表彰・意見交換会（～
26日）

消防本部総務
課

消防長 15:30～ 下関市

□県政推進懇談会 総務課 市長 16:00～ 山口市

□福栄コミュニティ協議会環境・
福祉部会

福栄市民窓口
部門

総括 18:30～ 福栄総合事務所

□福栄スポーツ振興会理事会 福川公民館・
紫福公民館

館長 19:00～ 福川公民館

□萩市スポーツ少年団指導者連
絡協議会交流会

スポーツ振興
課

教育長 局長外 19:00～ 萩グランドホテル
天空

□阿武町操法開始式 消防本部警防
課

課長 19:00～ 阿武町

□旭コミュニティ協議会総会 旭地域振興部
門

所長外 19:00～ 旭総合事務所

＜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

4/26 □公平委員辞令交付式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 市長室 □山口県阿萩地区猟友会通常
総会

農政課 次長外 10:00～ 萩の館（阿武萩森
林組合内）

（金） ■国際交流員の大人向けの英
語で読み聞かせ

企画政策課 10:30～ 萩図書館 □福栄コミュニティセンター整備
工事労働安全災害防止及び暴
力追放協議会設立総会

文化・生涯学
習課

市長 局長外 10:00～ 萩建設会館

□萩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

□むつみ林業振興会総会 むつみ産業振
興部門

所長 10:00～ むつみコミュニティ
センター

■国際交流員の英語で読み聞
かせ

企画政策課 15:30～ 萩図書館 □福栄身体障害者福祉協議会
総会

福栄市民窓口
部門

所長 10:30～ 福川公民館

□萩人権擁護委員協議会定時
総会

福祉政策課 市長外 部長 13:30～ 萩合同庁舎

□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

□訓練指導（山口県立萩看護学
校）

消防本部予防
課

課長 14:50～ 山口県立萩看護
学校

■全国藩校サミット萩大会実行
委員会

萩・明倫学舎
推進課

市長外 部長外 15:00～ 大会議室

□あぶらんど萩和牛改良組合総
会

農政課 部長外 16:00～ 萩本陣

4/27 □写真展×萩人形展「萩の町並
みと夏みかん」（～5/28 ※㊌は
除く）

まちじゅう博物
館推進課

9:00～ 平安古かいまがり
交流館

（土） ■阿武川温泉公園まつり 川上産業振興
部門

共催 市長 所長外 10:00～ 阿武川温泉公園

□松陰神社崇敬会会員安泰祈
願祭

市長 14:30～ 松陰神社

□萩・阿武中学校体育連盟交流
会

学校教育課 教育長 局長 18:30～ 高大

4/28 □萩市民春季ソフトボール大会 スポーツ振興
課

教育長 局長外 8:30～ 萩ウェルネス
パーク萩スポー
ツ広場

□須佐湾遊覧船オープニングイ
ベント

須佐産業振興
部門

所長外 9:00～ 須佐漁港

（日） ■「館長（たちひさし」と行く！城
下町ミステリーツアー」

萩博物館 館長 10:00～ 城下町周辺 ■わらび摘みフェスタ 福栄産業振興
部門

後援 所長外 10:00～ 平蕨台活性化交
流施設（夢る～ら
る雲海）

■島びらきまつり2019 地域づくり推進
課

市長 部長 10:20～ 見島本村港周辺

備  考

※次回のスケジュール原稿4/24（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　25日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



4/28 ～
（ 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

4/28
□萩市民春季ソフトボール大会 スポーツ振興

課
局長外 8:30～ 萩ウェルネス

パーク萩スポー
ツ広場

■須佐湾遊覧船オープニングセ
レモニー
・安全祈願祭

須佐産業振興
部門

所長外 9:00～ 須佐漁港

（日）
■館長（たちひさし）と行く！城下
町ミステリーツアー（～29日）

萩博物館 館長 10:00～
13:00～

城下町周辺 ■わらび摘みフェスタ 福栄産業振興
部門

後援 所長外 10:00～ 平蕨台活性化交流
施設（夢る～らる
雲海）

■須佐湾遊覧船運航（～5/5） 須佐産業振興
部門

10:00～ 須佐漁港

■見島 島びらきまつり2019 地域づくり推進
課

市長 部長 10:20～ 見島本村港周辺

4/29
□山口県全戦没者大慰霊祭 福祉政策課 課長 10:30～ 山口市

（月）
□須佐ふれあいウォーク 須佐公民館 館長 8:30～ 美祢市

4/30 ■萩城跡（花江茶亭）呈茶 観光課 10:00～ 花江茶亭

（火）

5/1
■婚姻届臨時窓口開設 市民課 課長 0:00～

8:30～
市民課総合窓
口

■萩焼まつり（～5日） 商工振興課 共催 市長
（3日出席）

部長外 9:00～ 市民体育館

（水）
■「夏みかん」の開花宣言 農政課・観光

課
課長 9:00～ かんきつ公園 ■夏みかん　もごーや体験（～12

日）
農政課 課長 10:00～ かんきつ公園

5/2
■カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～ マリーナ萩

（木）

5/3
■城下町萩・堀内散策 文化財保護課 後援 次長 9:00～ 素水園、堀内地区

内各所

（金）
■萩・大茶会志都岐山神社献茶
式

観光課 市長
議長

部長外 9:30～ 志都岐山神社

■萩・大茶会（～4日） 観光課 共催 市長
議長

部長外 10:00～ 花江茶亭、旧厚狭
毛利家萩屋敷長
屋、旧久保田家住
宅、萩博物館

□須佐焼ふれあい祭り（～4日） 須佐産業振興
部門

10:00～ 須佐大橋コミュニ
ティ広場

■萩往還まつり「技・明木展」 旭総合事務所 市長 所長外 13:00～ 乳母の茶屋周辺

5/4

（土）

5/5
■奇兵隊パレード 観光課 課長 10:30～ 萩城城下町 □相島港祭り 水産課 市長 課長 9:30～ 相島漁港

（日）
萩・明倫学舎
推進課

課長 萩・明倫学舎 □NPO萩まち博「子ども広場」 萩博物館 館長 9:30～ 萩博物館

□エコキャン祭り 須佐産業振興
部門

10:00～ 須佐湾エコロジー
キャンプ場

■道の駅つつじまつり 田万川産業振
興部門

総括 10:00～ 道の駅ゆとりパー
クたまがわ

11:00～
13:00～
14:00～
15:30～

■歴史パフォーマンス「SHOWIN
ミュージカル～若き志士たち」（～
6日）

萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者 出　席　者

5/12

＜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

5/6

（月）

5/7
□新規採用職員着任式（市民病
院看護師）

人事課 市長外 部長外 8:45～ 第1会議室 □山口県漁協はぎ女性部通常総
会

水産課 市長 課長 10:00～ 山口県漁協萩統括
支店

（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 □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

□月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室

5/8
□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

■萩商工高等学校主権者教育
出前講座

選挙管理委員
会

14:35～ 萩商工高等学校

（水）
■萩市インキュベーションセン
ター・山口大学サテライトラボ萩
開所記念式典

商工振興課 市長外
議長

部長外 10:30～ 萩市インキュ
ベーションセン
ター

5/9
□教育委員辞令交付式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 市長室 □旭地区民生委員児童委員協

議会
旭市民窓口部
門

総括 9:30～ 旭総合事務所

（木）
□6月補正財政課長査定 財政課 課長 9:00～ 財政課 □減災対策協議会 防災危機管理

課
市長 11:00～ 大会議室

□萩学校保健会理事会 学校教育課 教育長 13:30～ 市民館 □萩保護区保護司会交流会 市長外 18:00～ 萩本陣

■産業戦略本部 産業戦略室 市長 部長外 14:00～ 大会議室 □旭スポーツ振興会総会 明木公民館 所長外 19:00～ 旭マルチメディアセ
ンター

□福栄コミ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 19:00～ 福栄総合事務所

5/10
□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 □山村活性化対策等に関する説
明会

農政課 課長 14:00～ 山口市

（金）
□萩地域青少年育成市民会議
役員会

文化・生涯学
習課

課長 10:00～ 市民館 □山口県消防協会通常理事会 消防本部総務
課

消防長 15:00～ 山口市

□萩市PTA連合会定例委員会
・交流会

学校教育課 教育長
市長外

課長 18:00～
19:00～

千春楽別館 味楽
亭

5/11
■萩・夏みかんまつり（～12日） 観光課 共催 市長

議長
部長外 10:00～ かんきつ公園・旧

田中別邸

（土）
■春の花いっぱい運動表彰式 観光課 共催 市長 部長外 10:00～ かんきつ公園・旧

田中別邸
□山口県教育会萩支部総会・交
流会

学校教育課 教育長 11:00～ 萩っ子

□萩市保育協会総会 子育て支援課 部長 14:00～ 萩本陣

5/12
□TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□地球とあそぼう！笠山自然体
感ツアー

ジオパーク推
進課

共催 10:00～ 笠山

（日）
■原田悠里さん　萩・魅力PR大
使任命式（萩・夏みかんまつり）

企画政策課、
観光課

市長 部長外 13:15～ かんきつ公園・
旧田中別邸

□あいサポート認定証授与式 福祉支援課 市長 10:00～ 山口市

備  考 市長県内出張　12日　　　県外出張　なし　

委員長
職務代
理外

※次回のスケジュール原稿は5/8（水）午前中にご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



5/12 ～
（ 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

5/12 □TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□地球とあそぼう！笠山自然体
感ツアー

ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山

（日） ■原田悠里さん　萩・魅力PR大
使任命式（萩・夏みかんまつり）

企画政策課、
観光課

市長 部長外 13:15～ かんきつ公園・
旧田中別邸

□あいサポート認定証授与式 福祉支援課 市長 10:00～ 山口市

■萩・夏みかんまつり 観光課 共催 部長外 10:00～ かんきつ公園・旧
田中別邸

5/13 □カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～ マリーナ萩 □相島いも掘りフェスタ実行委員
会

農政課 課長 9:00～ JA山口県萩統括
本部

（月） □萩市議会議会運営委員会（所
管事務調査）

議会事務局 議長 局長外 9:00～ 全員協議会室 □森林部関係業務担当者会議 林政課 課長 9:30～ 県総合庁舎

□萩市保健推進員委嘱状交付
式

健康増進課 市長 部長外 10:00～ 市民館小ホー
ル

□田万川更生保護女性会総会 田万川市民窓
口部門

所長 13:30～ 小川交流センター

□萩市保健推進協議会総会・研
修会

健康増進課 市長 部長外 10:20～ 市民館小ホー
ル

□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 19:30～ むつみ農村環境
改善センター

□福川地区公民館長会議 福川公民館 総括 19:00～ 福川公民館 □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

5/14 □萩市議会議員市内公共施設
等視察〔見島〕（～15日）

議会事務局 議長 局長外 8:30～ 見島 □交通安全キャンペーン むつみ地域振
興部門

所長外 7:15～ 鍛冶屋交差点

（火） □紫福地区公民館長会議 紫福公民館 支所長 19:00～ 福栄農業担い
手育成センター

□須佐・田万川交通安全キャン
ペーン

須佐・田万川
地域振興部門

所長外 10:00～ R191江津峠パー
キング

□萩市民生委員児童委員協議
会理事会

福祉政策課 部長外 10:10～ 第１会議室

□中国市長会総会・部会・意見
交換会・行政視察（～15日）

総務課 市長 13:00～ 鳥取県

□阿武川ダム湖利用協議会 川上地域振興
部門

所長外 13:30～ 川上総合事務所

□玉木病院消防訓練 予防課 課長 13:30～ 玉木病院

□戸籍住民基本台帳事務協議
会

市民課 課長 14:00～ 法務局萩支局

5/15 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:30～ 大井小中学校・
越ケ浜中学校

□萩たまげなす出発式 農政課 部長外 11:00～ 萩青果（株）市場

（水） □山口県赤十字奉仕団委員長
会議

川上市民窓口
部門

総括 13:00～ 山口市

□福祉複合施設つばき消防訓練 予防課 課長 14:00～ 福祉複合施設つ
ばき

□交通安全協会川上分会役員
総会

川上地域振興
部門

所長外 17:30～ 川上総合事務所

□川上地域コミュニティ協議会総
会

川上地域振興
部門

所長外 18:00～ 川上総合事務所

出　席　者

5/19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



（ 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

5/16 □6月補正予算市長・副市長査
定

財政課 市長外 部長外 9:00～ 第1会議室 □やまびこキャンペーン むつみ地域振
興部門

総括 7:30～ B&G海洋センター
前

（木） □萩市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 □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

■外国客船「シルバー・エクスプ
ローラー」歓迎セレモニー

観光課 13:00～ マリーナ萩 □「住んでみぃね！ぶちええ山
口」県民会議

地域づくり推進
課

部長 10:30～ 県庁

□萩八景遊覧船理事会 観光課 部長外 10:00～ 総合福祉センター

□萩交通安全協会代議員総会 市民活動推進
課

部長外 14:00～ 萩警察署

□中国ブロック海洋センター連絡
協議会総会

スポーツ振興
課・むつみ地
域振興部門

教育長 総括 15:00～ 島根県

□はぎジオカフェ ジオパーク推
進課

次長外 18:30～ 萩・明倫学舎

□須佐元気なまちづくりネット通
常総会

須佐公民館 所長外 18:30～ 須佐公民館

5/17 □中央公民館教室合同開講式 中央公民館 館長 9:40～ 市民館 □春の交通安全キャンペーン
マスコット作戦

川上地域振興
部門

所長外 7:00～ 京床バス停付近

（金） ■自衛隊募集相談員委嘱状交
付式

防災危機管理
課

市長 課長 11:10～ 大会議室 □NPO萩観光ガイド協会通常総
会

観光課 副市長 部長 10:00～ 萩博物館

■旧明倫小学校3・4号棟にかか
る現地見学会・説明会

産業戦略室 部長外 14:00～ 萩・明倫学舎 □萩地区危険物安全協会総会 予防課 消防長 11:00～ 萩グランドホテル
天空

□姉妹都市　下田市親善訪問
〔黒船祭外〕（～19日）

議会事務局 議長 17:30～ 静岡県 □萩ジオパーク推進協議会総会 ジオパーク推
進課

市長外 次長外 13:00～ 大会議室

□福栄地域職域球技大会 福栄地域振興
部門

所長外 19:00～ 福栄体育館 □中国ブロック海洋センター連絡
協議会研修会

むつみ地域振
興部門

総括 10:00～ 島根県

□（有）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 17:30～ 川上総合事務所

□萩温泉旅館協同組合・はぎ温
泉配湯協同組合通常総会合同
交流会

観光課 市長 部長外 18:00～ 常茂恵

□江崎地区子ども会育成連絡協
議会総会

江崎公民館 館長 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

5/18 □北浦三市職員親睦球技大会 人事課 市長 課長 9:00～ 長門市 □ふたば園まつり 福祉支援課 市長 10:30～ ふたば園 なない
ろ・からふる

（土） ■国際博物館の日 萩博物館 9:00～ 萩博物館 □紫福キリシタン追悼ミサ 紫福支所 支所長 11:00～ 紫福中山祈念地

■企画展「萩の夏みかん物語り
Ⅰ」開幕（～6/11）

萩博物館 9:00～ 萩博物館

■企画展「萩の夏みかん物語り
Ⅰ」関連行事『ギャラリートーク＆
堀内まち歩き』

萩博物館 14:00～ 萩博物館・堀内
地区

5/19 □萩市民春季バレーボール大会 スポーツ振興
課

教育長 局長外 9:00～ 市民体育館 ■LAKE-ABUバスフィッシング大
会

川上産業振興
部門

後援 市長 所長外 8:00～ 明神島駐車場・阿
武川ダム湖

（日） ■浜崎伝建おたから博物館 文化財保護課 市長 部長外 9:30～ 浜崎本町筋外

□地球とあそぼう！笠山自然体
感ツアー

ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山

備  考

※次回のスケジュール原稿5/15（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　12日、18日　　県外出張　13～15日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



5/19 ～
（ 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

5/19 □萩市民春季バレーボール大会 スポーツ振興
課

教育長 9:00～ 市民体育館 ■LAKE-ABUバスフィッシング大
会

川上産業振興部
門

後援 市長 所長外 8:00～ 萩・長門峡観光遊
覧船乗場　駐車場

（日） □姉妹都市　下田市親善訪問
[黒船祭]

議会事務局 議長 静岡県 □紫福地区社会福祉協議会総会 福栄市民窓口部門 所長 9:00～ 福栄農業担い手育
成センター

■浜崎伝建おたから博物館 文化財保護課 市長 部長外 9:00～ 浜崎本町筋外

□公益社団法人 日本3B体操協
会山口県交流大会in萩

健康増進課 後援 10:00～ 椿西小学校

□地球とあそぼう！笠山自然体
感ツアー

ジオパーク推進課 10:00～ 笠山

5/20 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □消防車両技術向上訓練 消防署 次長外 10:00～ 萩自動車学校

（月） □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 □萩の瀬つきあじ祭り実行委員
会

水産課 部長 11:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店

□重要文化財大照院保存会総
会

文化財保護課 市長
議長

課長 11:30～ 総合福祉センター

■萩・津和野線道路改良促進期
成同盟会総会

土木課 市長
議長

部長外 13:00～ 大会議室

■山陰自動車道（益田～萩間）
整備促進期成同盟会総会

土木課 市長
議長

部長外 13:30～ 大会議室

■萩・小郡間地域高規格道路整
備促進期成同盟会総会

土木課 市長
議長

部長外 14:50～ 大会議室

□石見空港ターミナルビル㈱取
締役会

観光課 次長 13:40～ 石見空港ターミナ
ルビル

5/21 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 須佐中学校
育英小学校

□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） □健康維新のまちプロジェクト会
議

健康増進課 部長外 13:30～ 大会議室 □全国高速道路建設協議会第
55回総会

土木課 市長 次長 12:00～ 東京都

□防衛省全国情報施設協議会
役員会、意見交換会

議会事務局 議長 13:30～ 京都府

□定例民生委員児童委員協議
会

田万川市民窓口
部門

所長 14:00～ 田万川総合事務
所

□萩・阿武商工会通常総代会 商工振興課 部長外 15:00～ 萩・阿武商工会本
所

□萩城下町マラソン企画準備委
員会

スポーツ振興課 共催 課長 18:30～ 市民体育館

□むつみ地区住民福祉講座実
行委員会

むつみ市民窓口
部門

総括 18:30～ むつみ世代間交
流拠点施設

□福川地区社会福祉協議会総
会

福栄市民窓口部
門

所長 19:00～ 福川公民館

出　席　者
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（ 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

5/22 □白水会館運営審議会 福祉政策課 部長外 10:00～ 白水会館 □全国都市教育長協議会定期
総会並びに研究大会（～24日）

教育政策課 教育長 8:00～ 富山県

（水） □萩市食生活改善推進協議会
総会・研修会

健康増進課 副市長 部長外 10:00～ 地域医療連携支
援センター

□萩地区管理保全協議会 文化財保護課 市長 部長外 10:30～ 第一会議室

□萩西瓜出発式 農政課 部長外 13:00～ 相島多目的集出
荷施設

□萩港危機管理コアメンバー会
合及び港湾保安委員会等

消防本部警防課 消防長
外

13:30～ 県萩総合庁舎

□(有)ハピネスふくえ通常総会 商工振興課
福栄産業振興部
門

市長 部長外 15:30～ 萩阿西商工会福
栄支所

□（一社）萩青年会議所　市長と
の意見交換会

商工振興課
広報課

市長 課長 19:00～ 市民館小ホール

5/23 □萩地域人権施策推進委員会 福祉政策課 部長外 10:30～ 総合福祉セン
ター

□「下瀬信雄展　天地結界」オー
プニングセレモニー

文化・生涯学習課 市長 局長外 10:00～ 山口市

（木） □萩市子ども会育成連合会総会 文化・生涯学
習課

　 局長外 19:00～ 市民館 □萩ロータリークラブ例会「市長
卓話」

企画政策課 市長 12:30～ 萩グランドホテル
天空

□危険ため池パトロール むつみ産業振興
部門

次長 13:00～ むつみ一円

□NPO法人萩市日台友好親善
協会総会・講演会

企画政策課 市長
議長

課長 14:00～ 萩・明倫学舎

□全国母子保健推進会議視察
（ロッテ賞関係）

健康増進課 市長 課長 14:00～ 萩市保健センター

□（株）旭開発取締役会・定時株
主総会

商工振興課
旭産業振興部門

市長 部長外 15:30～ 旭総合事務所

□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～ むつみ中学校

□むつみスポーツ振興会総会 むつみ地域振興
部門

所長 19:00～ 農村環境改善セン
ター

5/24 □土のう作成 防災危機管理
課

9:00～ 松陰大橋高架
下

□萩公共サービス（株）定時株主
総会

総務課 市長 部長外 8:45～ 市長室

（金） □萩市女性団体連絡協議会総
会

市民活動推進
課

市長 部長外 10:30～ 萩博物館 □田万川地域防災パトロール 田万川地域振興
部門

所長外 9:00～ 田万川地域内

■国際交流員の大人向けの英
語で読み聞かせ

企画政策課 10:30～ 萩図書館 □千石台だいこん出発式 農政課
むつみ産業振興
部門

副市長 部長外 10:30～ むつみ千石台

□国民健康保険運営協議会 市民課 部長外 14:00～ 大会議室 □（株）マリーナ萩　取締役会・株
主総会

企画政策課 市長 部長 13:00～ 萩市いきいき交流
センター

■国際交流員の英語で読み聞
かせ

企画政策課 15:30～ 子ども図書館 □萩育林会通常総会 林政課 課長 14:00～ サンライフ萩

□（株）たまがわ　取締役会 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

□萩市体育協会総会 スポーツ振興課 市長外
議長

局長外 18:30～ 萩本陣

□自主防災組織に関する住民説
明会

防災危機管理課 所長外 19:00～ 川上公民館

＜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

□須佐地区子育連総会 須佐地域振興部
門

所長外 19:00～ 須佐公民館

□田万川スポーツ振興会総会 江崎公民館 所長外 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

5/25 □きれいなまち萩清掃活動 環境衛生課 課長 8:30～ 西の浜海岸

（土） □川上地域ふれあいグラウンド
ゴルフ大会

川上公民館 館長 9:00～ 川上中学校グラウ
ンド

□佐波川総合水防演習 消防本部警防課 次長外 9:00～ 防府市

□日本ジオパーク新規認定プレ
ゼンテーション、JGN中四国近畿
ブロック会議（～２６日）

ジオパーク推進課 次長 10:00～ 千葉県

□山口大学公開講座「香りの秘
めた力と地方創生」

企画政策課 共催 市長 課長 13:00～ 山口大学サテライ
トラボ萩

□歯の健康優良児選抜表彰式 学校教育課 教育長 14:30～ 地域医療連携支
援センター

□萩音楽協会総会 文化・生涯学習課 市長外 18:00～ エスカイヤ城門

5/26 □白水小学校春季運動会 学校教育課 教育長 9:00～ 白水小学校グラ
ウンド

□日本赤十字社萩市川上奉仕
団　2019年度県下一斉ボラン
ティア

川上総合事務所
市民窓口部門

総括 7:30～ 阿武川公園

（日） □須佐地域クリーン大作戦 須佐地域振興部
門

所長外 8:00～ 須佐地域内

□佐々並地区総ぐるみ球技大会 佐々並公民館 館長外 8:30～ 旭山村広場外

□大井地区防災避難訓練 大井出張所 所長外 9:00～ 大井公民館

□見島ふるさとまつり 見島支所 副市長
副議長

局長 9:00～ 見島ふれあい交流
センター

□第50回記念萩市弓道大会 スポーツ振興課 市長 9:00～ 萩ウェルネスパー
ク

□土原三区町内会親睦大運動
会

市民活動推進課 部長 9:30～ 旧土原保育園グラ
ウンド

□石見空港航空機事故消火救
難総合訓練

消防本部警防課 消防長
外

9:30～ 益田市

□女性限定「体験型インターン
シップ」

消防本部総務課 13:30～ 山口市

備  考

※次回のスケジュール原稿5/22（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　23日　　県外出張　20日、21日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし
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（ 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

5/26 ■白水小学校春季運動会 学校教育課 教育長 9:00～ 白水小学校グラ
ウンド

□日本赤十字社萩市川上奉仕
団 県下一斉ボランティア

川上市民窓口部
門

総括 7:30～ 阿武川公園

（日） □須佐地域クリーン大作戦 須佐地域振興部
門

所長外 8:00～ 須佐地域内

□佐々並地区総ぐるみ球技大会 佐々並公民館 館長外 8:30～ 旭山村広場外

■大井地区防災避難訓練 大井出張所 所長外 9:00～ 大井公民館

□見島ふるさとまつり 見島支所 副市長
副議長

局長 9:00～ 見島ふれあい交流
センター

□第50回記念萩市弓道大会 スポーツ振興課 市長 9:00～ 萩ウェルネスパー
ク

□萩総合支援学校大運動会 学校教育課 教育長 9:30～ 萩総合支援学校
運動場

□土原三区町内会親睦大運動
会

市民活動推進課 部長 9:30～ 旧土原保育園グラ
ウンド

□石見空港航空機事故消火救
難総合訓練

消防本部警防課 消防長
外

9:30～ 益田市

□日本ジオパークネットワークパ
ブリックセッション

次長 10:00～ 千葉県

□女性限定「体験型インターン
シップ」

消防本部総務課 13:30～ 山口市

□小川地区社会福祉協議会総
会

田万川市民窓口
部門

所長 14:30～ 小川交流センター

5/27 ■シルバー・エクスプローラー歓
迎セレモニー

観光課 8:30～ マリーナ萩 □解放同盟政策懇談会 福祉政策課 教育長 部長外 9:30～ 第３会議室

（月） □週間部長連絡会議 総務課 市長 部長外 9:00～ 大会議室 □ＮＰＯ萩みんなの図書館通常
総会

萩図書館 教育長 10:00～ 萩図書館

■ル・ソレアル歓迎セレモニー 観光課 13:00～ 萩しーまーと沖
合

□農事組合法人長沢台生産組
合定期総会

福栄産業振興部
門

所長 10:00～ 長沢台生産組合
事務所

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長外 19:00～ 第1会議室 □ＪＧＮ通常総会 ジオパーク推進課 次長 10:30～ 東京都

□萩たばこ販売協同組合通常総
会表彰式

課税課 次長 11:30～ 総合福祉センター

□山口県消防吏員昇任試験委
員会

消防本部総務課 消防長 13:00～ 山口市

□全国農業委員会会長大会 農業委員会 13:00～ 東京都

□後期高齢者医療主管課長会
議

市民課 課長 13:30～ 山口市

□やまぐち元気！むらまち交流
推進協議会総会

農政課 課長 13:30～ 山口市

□山口県消防協会臨時理事会 消防本部総務課 消防長
外

15:00～ 山口市

□須佐おもてなし協会通常総会 須佐産業振興部
門

所長 18:30～ 須佐公民館

□田万川ふるさとづくり協議会小
川地区部会総会

小川支所 所長外 19:00～ 小川交流センター

出　席　者
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（ 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

5/28 □人権会議 むつみ市民窓
口部門

所長外 13:30～ むつみ総合事
務所

□全国消防長会研修会・総会
（～29日）

消防本部総務課 消防長 13:00～ 福岡県

（火） □夢プラン策定委員会（見島地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 見島ふれあい
交流センター

□萩地域青少年育成市民会議
総会

文化・生涯学習課 教育長 課長 9:30～ 市民館

□阿中営農幹事会 むつみ産業振興
部門

次長 9:30～ 農村環境改善セン
ター

□萩・阿西商工会通常総会 商工振興課 部長 10:00～ 川上公民館

□無角和種振興公社理事会・総
会

農政課 部長外 10:00～ 阿武町役場

□川上地域人権啓発・教育推進
委員会

川上市民窓口部
門

総括 10:00～ 川上総合事務所

□萩市明るい選挙推進協議会総
会

選挙管理委員会 局長 14:00～ 大会議室

□萩広域シルバー人材センター
定時総会

商工振興課 副議長 部長 14:30～ サンライフ萩

□山口県観光連盟総会 観光課 課長 15:00～ 山口市

□田万川ふるさとづくり協議会総
会

田万川地域振興
部門

所長外 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

□全国研修会 （銚子ジオパーク
）（～２９日）

ジオパーク推進課 次長 9:00～ 千葉県

5/29 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 福栄小中学校 □NPO萩まちじゅう博物館総会 まちじゅう博物館
推進課

市長 部長外 10:00～ 萩博物館

（水） □へき地医療専門調査会 地域医療推進課 課長 10:00～ 県庁

□萩地域林業振興会連絡協議
会総代会

林政課 課長 13:00～ ＪＡ南萩事務所

□中国市議会議長会定期総会
（～30日）

議会事務局 議長 局長 13:00～ 防府市

□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

■山口大学ガクセイ社会科見学 企画政策課 13:20～ トーフレ㈱、山口大
学サテライトラボ
萩、浜崎地区□山口県市町職員研修運営協

議会
人事課 課長 14:30～ 山口市

□（公社）萩法人会定時総会 課税課 市長外 16：20～ 高大

＜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

5/30 □萩市情報公開審査会委員任
命書交付式

総務課 市長 部長外 9:00～ 市長室・第２委
員会室

□NPO萩明倫学舎通常総会 萩・明倫学舎推進
課

市長 部長外 10:00～ 萩・明倫学舎

（木） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 川上小学校
川上中学校

□萩ネットワーク協会理事会 広報課 市長 課長 11:00～ 第一会議室

□萩・阿武租税教育推進協議会
総会

学校教育課 教育長 課長 14:00～ 大会議室

□山口県ジオパーク支援会議 ジオパーク推進課 次長外 14:00～ 県庁

□山口県連合戸籍住民基本台
帳事務協議会幹事会

市民課 課長 14:00～ 周南市

□川上地域スポーツ推進員等会
議

川上地域振興部
門

所長外 18:30～ 川上公民館

□萩市共通商品券協同組合通
常総会

商工振興課 部長 19：00～ 萩商工会議所

□福栄コミュニティ協議会総会 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

5/31 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:30～
10:00～

福栄小中学校
白水小学校

□(一社）萩八景遊覧船総会 観光課 市長 部長 10:30～ 福祉センター

（金） □萩市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 □山口県ジオパーク支援会議 ジオパーク推進課 次長外 14:00～ 県庁

□萩市公民館連絡協議会 文化・生涯学
習課

教育長 局長外 15:30～ 市民館 □川上学校プール管理打ち合わ
せ会議

川上地域振興部
門

総括 17:00～ 川上総合事務所

□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 18:00～ 川上総合事務所

□むつみコミュニティ協議会総会 むつみ地域振興
部門

所長外 19:00～ 農村環境改善セン
ター

6/1 ■長州ファイブジュニア選考試験 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 市民館 ☐佐々並婦人会環境リフレッ
シュキャンペーン（清掃活動）

旭市民窓口部門 館長 7:50～ 国道沿い・地区内

（土） □福栄地域卓球の集い（～14
日）

福川・紫福公
民館

館長外 19:00～ 福栄体育館 □NPO法人萩市民活動ねっと通
常総会

市民活動推進課 部長外 10:00～ 市民活動センター
「結」

□萩市女性防火クラブ（隊）・萩
市女性消防団・阿武町女性消防
団合同研修会

消防本部予防課 消防長
外

11:00～ 消防庁舎

□萩市文化協会総会 文化・生涯学習課 共催 副市長外 15:00～ 市民館小ホール

■ホタルまつりinやまだ 観光課 後援 副市長 17:30～ 山田1区（天神橋
付近）

6/2 □椿東小学校運動会 学校教育課 教育長 8:35～ 椿東小学校グラ
ウンド

□明木地区総ぐるみ球技大会 明木公民館 館長 8:30～ 旭イベント広場外

（日） □弥富地区ソフトバレー・グラウ
ンドゴルフ大会

弥富公民館 所長外 8:30～ 弥富体育館・弥
富グラウンド

■萩の和船大競漕「おしくらごう」 水産課 共催等 市長外
議長

部長外 9:00～ 橋本川下流域河
川敷

備  考

※次回のスケジュール原稿5/29（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　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/2 ～
（ 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

6/2 □椿東小学校運動会 学校教育課 教育長 8:35～ 椿東小学校グラウ
ンド

□明木地区総ぐるみ球技大会 明木公民館 館長 8:30～ 旭イベント広場外

（日） □弥富地区ソフトバレー・グラウ
ンドゴルフ大会

弥富公民館 所長外 8:30～ 弥富体育館・弥富
グラウンド

■萩の和船大競漕「おしくらごう」 水産課 共催 市長
議長

部長外 9:00～ 橋本川下流域河
川敷

■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

6/3 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:15～ 越ヶ浜小学校 □萩商工会議所会員事業所対抗
ソフトボール大会開会式

商工振興課 副市長 18:30～ 萩ウェルネスパー
ク萩スポーツ広場

（月） □新規採用職員着任式（市民病
院看護師）

人事課 副市長 部長外 8:45～ 第１会議室

□選挙管理委員会 選挙管理委員
会

局長 9:00～ 選挙管理委員会
事務局

□玉野市消防団視察 消防本部総務
課

消防長
外

9:30～ 消防本部

□萩市議会　経済建設委員会
（所管事務調査）

議会事務局 10:00～ 議会第3委員会室

■長州ファイブジュニア選考会 教育政策課 教育長 局長外 11:00～ 第3会議室

■避難所指定職員辞令交付式 防災危機管理
課

副市長 部長外 11:00～ 大会議室

□1日人権擁護委員の日キャン
ペーン

福栄市民窓口
部門

総括 13:10～ 道の駅ハピネスふ
くえ

■地域移住サポーター委嘱状交
付式

地域づくり推進
課

副市長 部長外 13:30～ 第１会議室

■防衛省官庁訪問 市長
議長

課長
局長

16:00～ 東京都

6/4 ■カレドニアン・スカイ歓迎セレモ
ニー

観光課 8:30～ マリーナ萩 □萩市連合遺族会萩支部総会 福祉政策課 部長外 10:00～ 総合福祉センター

（火） ■市内企業への就職推進に関す
る協力要請

商工振興課 市長 部長 9:30～ 市内事業所 □全国自治体病院経営都市議会
協議会理事会・総会

議会事務局 副議長 13:00～ 東京都

□高校魅力化プロジェクト会議 教育政策課 教育長 局長外 9:30～ 第3会議室 □世界遺産協議会幹事会 文化財保護課 課長外 13:30～ 山口市

□1日人権擁護委員の日キャン
ペーン

福祉政策課 部長外 13:15～ 市役所前庭

川上市民窓口
部門

総括 9:30～ 川上総合事務所

むつみ市民窓
口部門

総括 10:00～ むつみ園

□萩市建築審査会 建築課 部長外 13:30～ 全員協議会室

□須佐地域人権施策推進委員
会

須佐地域振興
部門

所長外 15:00～ 須佐総合事務所

出　席　者

6/9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

6/5 ■”社会を明るくする運動”萩市
推進委員会

市民活動推進
課

市長外
議長

部長 10:30～ 大会議室 □萩市青少年育成市民会議総会 文化・生涯学習課 市長外 局長外 9:15～ 市民館

（水） □萩市花と緑のまちづくり推進協
議会総会

観光課 副市長 課長 13:30～ 市民館 □世界遺産協議会現地視察 文化財保護課 課長外 9:30～ 萩・明倫学舎、萩
城城下町外

□夢プラン策定委員会（大井地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 大井公民館 □萩市民病院消防訓練 消防本部予防課 課長 15:00～ 萩市民病院

□むつみ文化振興協会総会 むつみ地域振興部門 所長 15:00～ 農村環境改善セン
ター

□萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 市長 部長 16:30～ 萩・福祉複合施設
かがやき

□萩往還佐々並どうしんてやろう
会総会

文化財保護課
佐々並公民館

市長 部長外 19:00～ 旭活性化センター

6/6 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 7:20～ 大島小・中学校 □佐々並地区社協総会 旭市民窓口部門 所長 10:00～ 社協旭事務所

（木） ■萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 14:00～ 議会本会議場 □萩市快適環境づくり推進協議
会定期総会

環境衛生課 市長 部長外 10:00～ 市民館小ホール

□１日人権擁護委員の日キャン
ペーン

田万川市民窓
口部門

所長 15:00～ 道の駅「ゆとり
パークたまがわ」

□日本赤十字社萩・阿武地区役
員会

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉センター

■長州ファイブジュニア選考会 教育政策課 教育長 局長外 16:00～ 第3会議室 □山口県畜産振興協会理事会 農政課 部長 13:30～ 山口市

□夢プラン策定委員会（三見地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 三見公民館 □萩市観光協会通常総会 観光課 市長外
議長

部長外 17:00～ 萩グランドホテル
天空

□山口県文化連盟「文化交流会」 文化・生涯学習課 課長 18:00～ 山口市

6/7 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9：00～
13：30～

萩西中学校
田万川中学校

□株式会社たまがわ株主総会 商工振興課
田万川産業振興部門

市長 部長外 9:30～ 道の駅「ゆとりパー
クたまがわ」

（金） □萩市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 □山口県水源林造林協議会通常
総会

林政課 市長 課長 13:30～ 山口市

□むつみ方面団役員会 むつみ地域振
興部門

所長外 14:30～ 農村環境改善セン
ター

□参議院議員通常選挙に係る市
町村選挙管理委員会委員長・事
務局長会議

選挙管理委員会 局長 13:30～ 県庁

□山口県危険物安全大会 消防本部予防課 消防長外 13:30～ 山口市

□照明都市計画委員会総会 商工振興課 部長外 14:00～ 全員協議会室

□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

課長外 15:30～ 大会議室

□快適環境づくり推進協議会役
員会

福栄市民窓口部門 総括 18:30～ 福栄総合事務所

＜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

6/8 ■企画展「萩の夏みかん物語り
Ⅰ」ギャラリートーク＆堀内まち
歩き

萩博物館 14:00～ 萩博物館
堀内

□日韓海峡海岸一斉清掃 環境衛生課 共催 部長外 7:30～ 大井佐々古浜海
岸

（土） ■萩往還梅林園ふれあいデー
（梅もぎ体験）

観光課
花と緑の推進
室

9:00～ 萩往還梅林園 □関西山口県同郷会 市長 10:50～ 大阪府

□萩ジオツーリズム協会提供ツ
アー「萩焼作家さんに会いに行こ
う」

ジオパーク推進課 13:00～ 坂高麗左衛門窯

□萩ユネスコ協会　総会・文化講
演会

文化・生涯学習課 副市長外
議長

局長 13:30～ 市民館

□レノファ山口ＦＣ　萩市サンクス
デー

スポーツ振興課
商工振興課
観光課

教育長 課長 17:00～ 山口市

■大光寺ホタルまつり むつみ産業振興部門 所長 18:00～ 藤目谷川周辺

■鈴野川ほたる祭り 須佐産業振興部門 所長 18:00～ 鈴野川健康増進
施設

□椿東第1分団後援会総会 消防本部総務課 市長 消防長 18:30～ 松陰食堂

6/9 □むつみ少年剣道大会 学校教育課
むつみ地域振興部門

市長外 所長 8:30～ むつみ中学校体育
館

（日） □山口県総合防災訓練 消防本部警防課 消防長外 9:00～ 岩国市

□田万川地域親睦ソフトバレー大
会

江崎公民館 所長外 9:00～ 田万川体育館

□横山繁作品展 市長 10:00～ 市民館小ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿6/5（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　7日　　県外出張　3日、8日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/9 ～
（ 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

6/9 □むつみ少年剣道大会 市長 所長 8:30～ むつみ中学校体
育館

（日）

□山口県総合防災訓練 消防本部警防
課

消防長
外

9:00～ 岩国市

□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

□田万川地域親睦ソフトバレー
大会

江崎公民館 所長外 9:00～ 田万川体育館

□横山繁作品展 市長 10:00～ 市民館小ホール

6/10 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩市明るい社会づくり推進協
議会理事会・総会

文化・生涯学
習課

副市長外 15:00～ ＪＡ山口県南萩支
所

（月） ■萩市議会6月定例記者会見 広報課 市長外 部長外 11:00～ 全員協議会室 □むつみ昆虫王国総会 むつみ産業振
興部門

所長 12:10～ むつみ農村環境
改善センター

6/11 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 7:30～ 相島小・中学校 □福栄小中学校ふれあい作業 福栄地域振興
部門

所長 8:30～ 福栄小中学校

（火） □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館 □山口県GG協会理事長杯 副市長 9:00～ 萩ウェルネスパー
ク多目的広場

□夢プラン策定委員会（むつみ
地域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ むつみ総合事
務所

□水産都市協議会総会 水産課 市長 10:00～ 東京都

□江崎地区高齢者学級開講式・
教養講座

江崎公民館 所長外 10:00～ 田万川コミュニティ
センター

□全国伝統工芸品振興市議会
協議会準備会

議長 局長 11:00～ 東京都

□全国市議会議長会定期総会 議長 局長 13:00～ 東京都

□全国市長会分科会 市長 13:30～ 東京都

□市長フォーラム2019 市長 15:30～ 東京都

6/12 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:30～ 見島小・中学校 □全国手話言語市区長会総会 福祉支援課 市長 8:30～ 東京都

（水） ■暮らしに役立つ図書館講座
「あなたも私も大切－DVとDVが
与える子どもへの影響－」

萩図書館 10:30～ 萩図書館 ■Interop Tokyo2019出展（～14
日）

企業誘致推進
課

10:00～ 千葉県

□福栄地域防災パトロール 福栄地域振興
部門

所長外 13:00～ 福栄管内 □全国市長会通常総会
・経済委員会

市長 10:00～
13:00～

東京都

□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～ 福栄総合事務
所

□無人ヘリ防除連絡協議会 総
会

農政課 部長 13:30～ JA山口県萩統括
本部

□企業訪問 市長 17:30～ 東京都 □萩地区安全運転管理者協議
会通常総会

人事課 副市長 部長 14:00～ 萩警察署

□花火大会主催者向け説明会 消防本部予防
課

課長 14:00～ 消防庁舎

□年金者連盟萩市支部代議員
会

人事課 課長 17:30～ 萩本陣

出　席　者

6/16萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

学校教育課、
むつみ地域振
興部門

＜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

6/13 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:30～ 明倫小学校 □川上地域民生委員・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） □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

□須佐女団連事業報告・研修会 須佐地域振興
部門

所長外 13:00～ 須佐総合事務所

□夢プラン策定委員会（福栄地
域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 福栄総合事務
所

□萩城下町マラソン大会実行委
員会

スポーツ振興
課

共催 副市長外 課長 14:00～ 市民体育館

□森林の教室 むつみ地域振
興部門

所長 14:00～ 中迫学校林

■Interop Tokyo2019 スペシャル
セッション「山口県萩市のグロー
バルIT人材育成と未来」

企業誘致推進
課

市長 14:40～ 千葉県

□萩美まちなか交流実行委員会 文化・生涯学
習課

局長外 15:30～ 山口県立萩美術
館・浦上記念館

6/14 □萩市消防団田万川方面団幹
部会

田万川地域振
興部門

所長外 15:00～ 田万川総合事
務所

□須佐地区社会福祉協議会総
代会

須佐市民窓口
部門

所長 10:00～ 須佐総合事務所

（金） □企業訪問 企業誘致推進
課

市長 16:00～ 東京都 □萩夏まつり実行委員会 観光課・商工
振興課

部長外 14:00～ 萩商工会議所

□萩市伝統芸能連絡協議会総
会

文化・生涯学
習課

課長 18:30～ 萩っ子

□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 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

6/15 □福栄卓球の集い納め大会 福川公民館・
紫福公民館

総括 18:30～ 福栄体育館 □萩わくわく科学クラブ開校式 学校教育課 教育長 9:00～ 萩セミナーハウス

（土） □人権教育講座 川上市民窓口
部門

総括 9:50～ 川上小学校

□萩・卓球バレー交流大会 福祉支援課 後援 副市長外
議長

10:00～ 萩ウェルネスパー
ク多目的体育館

□三見びわ収穫祭（～16日） 商工振興課 10:00～ 道の駅「萩・さんさ
ん三見」

■となりぐらし－萩と阿武－ 地域づくり推進
課

部長 13:30～ 東京都

□陸上自衛隊　第13音楽隊と市
民の集い

防災危機管理
課

14:00～ 市民館大ホール

■イージス・アショアに係る住民
説明会

総務課 市長外 部長外 18:00～ むつみコミュニティ
センター

6/16 □山口県消防操法指導者講習
会

消防本部総務
課、警防課

課長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク

（日） ■木間菖蒲園まつり 観光課 9:00～ 木間地域活性化セ
ンター

□須佐地域生涯学習発表会 須佐公民館 館長 9:00～ 須佐文化センター

□エコプラザ・萩夏まつり 環境衛生課 市長 部長外 9:30～ エコプラザ・萩

□県立山口博物館 教育普及講
座「地質めぐり 萩ジオパークを楽
しもう in 笠山」

ジオパーク推
進課

13:00～ 笠山

■イージス・アショアに係る住民
説明会

総務課 市長外 部長外 14:00～ 市民館

備  考

※次回のスケジュール原稿6/12（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　なし　　県外出張　10～15日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/16 ～
（ 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

6/16 □山口県消防操法指導者講習
会

消防本部総務
課、警防課

課長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク

（日） ■木間菖蒲園まつり 観光課 9:00～ 木間地域活性化セ
ンター

□須佐地域生涯学習発表会 須佐公民館 館長 9:00～ 須佐文化センター

■エコプラザ・萩夏まつり 環境衛生課 市長 部長外 9:30～ エコプラザ・萩

□県立山口博物館 教育普及講
座「地質めぐり 萩ジオパークを楽
しもう in 笠山」

ジオパーク推
進課

13:00～ 笠山

■イージス・アショアに係る住民
説明会

総務課 市長外 部長外 14:00～ 市民館

6/17 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □海上保安協会阿武・萩支部総
会

水産課 課長 9:30～ 山口県漁協はぎ統
括支店

（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 □阿武・萩地栽協通常総会 水産課 課長 10:30～ 山口県漁協はぎ統
括支店

□自主防災組織に係る説明会
（紫福）

福栄地域振興
部門

総括 18:00～ 福栄農業担い
手育成センター

□（一社）萩物産協会総会 商工振興課 　 部長 11:00～ 萩博物館

■男女共同参画週間パネル展
（～２８日）

市民活動推進
課男女共同参
画推進室

市役所ロビー □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 11:00～ 福栄総合事務所

□エフエム萩定時株主総会 広報課 課長 17:00～ 萩ケーブルネット
ワーク

□萩市自衛隊家族会総会 防災危機管理
課

市長 18:20～ 萩グランドホテル
天空

□須佐地域青少年育成市民会
議総会

須佐地域振興
部門

所長 19:00～ 須佐公民館

6/18 □萩市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
会及び学校訪問

福栄市民窓口
部門

総括 9:00～ 福栄総合事務所・
福栄小中学校

（火） □学楽塾・紫福塾合同開講式及
びジオツアー

福川・紫福公
民館

館長 10:00～ 福栄農業担い
手育成センター
及び畳ヶ淵等

□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～ 農村環境改善セン
ター

□自主防災組織に係る説明会
（福川）

福栄地域振興
部門

所長 18:00～ 福川公民館 □年金者連盟萩市支部総会 人事課 課長 10:30～ 千春楽

□障がい支援区分判定審査会 福祉支援課 課長 19:30～ 第1会議室 □地区危険物安全協会等事務
局長会議

消防本部予防
課

課長 13:30～ 山口市

□福栄地域ぐるみ保健委員会全
体会

福栄地域振興
部門

所長 15:00～ 福栄小中学校

□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

出　席　者

6/23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

6/19 ■萩市議会６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）

6/20 ■萩市議会６月定例会本会議 議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □小川なかよし学級開講式 小川公民館 所長外 9:30～ 小川交流センター

（木） □須佐身体障害者福祉会総会 須佐市民窓口
部門

所長 10:00～ 須佐保健センター

□定例民生委員児童委員協議
会

田万川市民窓
口部門

所長 14:00～ 田万川総合事務
所

□萩市社会福祉事業団定時評
議員会

福祉政策課 教育長 部長外 17:00～ 萩・福祉複合施設
かがやき

□はぎジオカフェ ジオパーク推
進課

次長 18:30～ 萩・明倫学舎

□山口県消防救助大会出場に
伴う査閲（～２１日）

消防本部警防
課

次長 10:00～ 消防庁舎・紫福分
遣所

6/21 ■児童図書の寄付受納式（国際
ソロプチミスト萩）

萩図書館 市長 局長 13:30～ 市長室 □萩市社会福祉事業団臨時理
事会

福祉政策課 市長 9:00～ 市長室

（金） □(仮)長門峡振興連絡協議会 ジオパーク推
進課

次長 9:00～ 川上総合事務所

□快適環境づくり推進協議会総
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

6/22 □防災リーダー研修会 防災危機管理
課

課長 15:00～ 消防本部 □ひまわりロード・桜下刈環境整
備

むつみ産業振
興部門

総括 7:30～ ひまわりロード他

（土） □萩市医師会定時総会 地域医療推進
課

市長
議長

18:30～ 萩一輪

□山口県建築士会萩支部通常
総会

建築課 副市長 18:40～ 萩本陣

6/23 ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風2周
年記念イベント

観光課 8：30
11：30

東萩駅
萩駅

□消防団大学開校式 消防本部総務
課

9:00～ 山口市

（日） □福栄地域泥落しグラウンドゴ
ルフ交歓大会

福川・紫福公
民館

所長外 9:00～ 紫福山村広場 □関西山峡会総会 議長 11:00～ 大阪府

□飲食業生活衛生同業組合萩
支部交流会

市長 18:00～ 萩の宿常茂恵

備  考

※次回のスケジュール原稿6/19（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　なし　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/23 ～
（ 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

6/23 ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風2周
年記念イベント

観光課 8:30～
11:30～

東萩駅
萩駅

□がんこ村リニューアルオープン むつみ産業振
興部門

7:00～ 旧がんこ村

（日） □福栄地域泥落しグラウンドゴ
ルフ交歓大会

福川公民館、
紫福公民館

所長外 9:00～ 紫福山村広場 □危険物取扱者試験（乙4） 消防本部予防
課

課長 8:00～ 消防庁舎

□消防団大学開校式 消防本部総務
課

消防団
長

9:00～ 山口市

□関西山峡会総会 議長 11:00～ 大阪府

□飲食業生活衛生同業組合萩
支部交流会

環境衛生課 市長 18:00～ 萩の宿常茂恵

6/24 ■萩市議会6月定例会　一般質
問（～26日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □ジオな教育推進委員会 ジオパーク推
進課

次長外 13:00～ 萩・明倫学舎

（月）

6/25 □自主防災組織育成説明会
（佐々並地区）

旭地域振興部
門

所長外 19:00～ 旭活性化セン
ター

□川上地域コミュニティ協議会福
祉・健康づくり部会

川上市民窓口
部門

総括 18:00～ 川上総合事務所

（火）

6/26 □萩市議会　議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 13:30～ 第2委員会室 □山口県消防救助大会 消防本部警防
課

消防長
外

9:00～ 山口市

（水） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 14:00～ 大会議室 □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

□山口県栽培漁業公社定期総
会

水産課 課長 13:30～ 山口市

□川上地域ケア会議 川上市民窓口
部門

総括 13:30～ 川上保健センター

□萩ケーブルネットワーク（株）定
時株主総会

広報課 部長 14:00～ 萩ケーブルネット
ワーク

□萩食品衛生協会優良施設等
表彰式・交流会

環境衛生課 副市長 17:00～ 千春楽味楽亭

6/27 □萩市議会6月定例会　常任委
員会

議会事務局 10:00～ 各委員会室 □救急安心センター事業検討協
議会

消防本部警防
課

課長 10:00～ 県庁

（木） □自主防災組織育成説明会（明
木地区）

旭地域振興部
門

所長外 19:00～ 旭マルチメディ
アセンター

□田万川身体障害者更生会総
会

田万川市民窓
口部門

所長 10:30～ 田万川総合事務
所

□萩学校保健会総会・研修会 学校教育課 教育長 13:30～ 萩セミナーハウス

■株式会社PhoneAppli進出調印
式

企業誘致推進
課

市長外 部長外 15:00～ 萩・明倫学舎

□日本公衆電話会「子ども手帳」
贈呈式

教育長 15:00～ 教育長室

□田万川地域子ども会育成連絡
協議会総会

江崎公民館 館長 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

出　席　者

6/30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



（ 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

6/28 □萩市通学路安全対策推進会
議

学校教育課 教育長 局長外 10:00～ 第3会議室 □須佐地域ふるさとづくり協議会
総会

須佐地域振興
部門

所長外 9:30～ 須佐公民館

（金） □萩市中央人権施策推進委員
会

福祉政策課 部長外 14:00～ 大会議室 □萩市ビジネスプランコンテスト
協議会

企業誘致推進
課

部長外 11:00～ 総合福祉センター

■萩博物館特別展「危険生物大
迷宮」オープニングセレモニー

萩博物館 副市長
議長

部長 15:00～ 萩博物館 □NPOエコプラザ・萩定例総会 環境衛生課 部長 13:30～ エコプラザ・萩

□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 □情報発信ツール強化業務公
募型プロポーザル審査

観光課 部長外 13:30～ 萩市観光協会

□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

□萩地区日韓親善協会総会 企画政策課 副市長外
議長

18:00～ 千春楽味楽亭

□萩市成人式オリエンテーション
（実行委員会）

文化・生涯学
習課

教育長 局長外 19:00～ 第3会議室

6/29 ■萩博物館特別展「危険生物大
迷宮」開幕（～9/1）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 □ワールドカップ第3戦〔カヌース
ラローム〕（～30日）

スポーツ振興
課

市長 課長 8:45～ スロベニア・タッ
ツェン

（土） □長州ファイブジュニア事前研修
会

学校教育課 教育長 9:30～ 第3会議室 □山口県漁業協同組合通常総
代会

水産課 課長 10:30～ 下関市

■イングリッシュキャンプ 学校教育課 教育長 課長 9:30～ 萩セミナーハウ
ス

□江崎地区社会福祉協議会総
会

田万川市民窓
口部門

所長外 10:30～ 田万川コミュニティ
センター

■萩市お試し暮らし住宅完成見
学会

地域づくり推進
課

部長 10:00～ 梅屋七兵衛旧
宅

□萩吹奏楽団サマーオレンジー
ズ定期演奏会

文化・生涯学
習課

教育長 14:30～ 市民館大ホール

□夢プラン策定委員会（相島地
区）

地域づくり推進
課

11:30～ 相島文化セン
ター

■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

部長外 14:00～ 萩図書館

6/30 □萩市消防団旭方面団夏季訓
練

旭地域振興部
門

所長外 8:30～ 旭活性化セン
ター外

□阿武町消防団夏季訓練 消防本部警防
課

課長 8:30～ 阿武町

（日） ■萩ジオユニバース「萩ジオアカ
デミー①『南の海から来た大
地』」

ジオパーク推
進課

9:30～ 山口大学サテライ
トラボ萩、川上地
域

備  考

※次回のスケジュール原稿6/26（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　28～30日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



6/30 ～
（ 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

6/30 □萩市消防団旭方面団夏季訓
練

旭地域振興部
門

所長外 8:30～ 旭活性化セン
ター外

□阿武町消防団夏季訓練 消防本部警防
課

課長 8:30～ 阿武町

（日） □萩市サッカーフェスティバル スポーツ振興
課

副市長外 8:30～ ウェルネスパーク

■萩ジオユニバース「萩ジオアカ
デミー①『南の海から来た大地』」

ジオパーク推
進課

次長外 9:30～ 山口大学サテライ
トラボ萩、川上地
域

□ワールドカップ第3戦 スポーツ振興
課

市長 課長 10:05～ スロベニア・タッ
ツェン

7/1 ■萩市環境美化週間初日セレモ
ニー

環境衛生課 副市長 部長外 9:00～ 市役所ロビー □つつじ生産者出荷協議会総会 旭産業振興部
門

所長外 10:30～ 旭マルチメディアセ
ンター

（月） □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 13:00～ 椿西小学校 ■環境講演会 環境衛生課 部長外 13:30～ エコプラザ・萩

□マイクロバス統合に向けた関
係課・総合事務所協議

むつみ地域振
興部門

総括 13:30～ 第１会議室

7/2 □学校訪問 学校教育課 課長 7:30～ 多磨小学校
小川小学校

□山口県G・G協会会長杯北部大
会

スポーツ振興
課

副市長 9:00～ 萩ウェルネスパー
ク

（火） □社会教育委員会議 文化・生涯学
習課

教育長 局長外 10:00～ 市民館 ■山口大学教職大学院の授業
「学校経営と組織開発」

企画政策課 9:15～ 山口大学サテライ
トラボ萩

□選挙事務従事者説明会 選挙管理委員
会

局長 14:00～ 大会議室 □Net119防府市消防本部業者
説明会

消防本部警防
課

課長 13:00～ 防府市

□福川・紫福公民館運営審議会 福川・紫福公
民館

館長外 18:30～ 福川公民館 □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

□旭地域敬老会実行委員会 旭市民窓口部
門

所長外 19:00～ 旭総合事務所

7/3 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:30～ 椿東小学校 □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 副市長
副議長

部長 9:30～ 東京都

（水） □選挙管理委員会 選挙管理委員
会

局長 9:00～ 選挙管理委員
会事務局

■岩屋防衛大臣との会談 総務課 市長
議長

部長 10:40～ 山口市

■廃棄物処理施設見学会 環境衛生課 課長 9:30～ 山口市、美祢市 □山口あぶトマト出発式 農政課
むつみ産業振
興部門

部長外 11:00～ 高俣トマト選果場

□選挙事務従事者説明会 選挙管理委員
会

局長 10:00～ 大会議室 □山口県連合戸籍住民基本台
帳事務協議会総会

市民課 課長 13:00～ 山口市

□萩市消防団中央方面団役員
会議

消防本部総務
課

消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □川上地域コミュニティ協議会地
域づくり部会

川上地域振興
部門

所長 18:00～ 川上総合事務所

出　席　者

7/7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

7/4 □萩市議会6月定例会（予算決
算委員会）

議会事務局 10:00～ 議場 □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

（木） □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

所長外 10:00～ 田万川総合事
務所

□選挙管理委員会 選挙管理委員
会

局長 17:00～ 選挙管理委員
会事務局

7/5 □萩市議会6月定例会（常任委
員会：予備日）

議会事務局 10:00～ 議場 □年金者連盟旭支会総会 旭地域振興部
門

所長 9:10～ 旭マルチメディアセ
ンター

（金） □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

所長外 10:00～ むつみ総合事
務所

□萩市老人クラブ連合会「スポー
ツ大会」

高齢者支援課 後援 市長
議長

部長 10:00～ 市民体育館

□萩市消防団中央方面団幹部
会議

消防本部総務
課

消防長
外

15:00～ 消防庁舎 □須佐夏まつり・須佐湾大花火
大会実行委員会

須佐産業振興
部門

所長外 14:00～ 須佐総合事務所

□萩ジオパーク推進協議会　学
校教育連絡協議会

ジオパーク推
進課

教育長 次長外 14:30～ 萩・明倫学舎

□たまがわ夏まつり実行委員会 田万川地域振
興部門

所長 18:30～ 田万川総合事務所

7/6 □女性防火クラブ（隊）・女性消
防団親睦球技大会

消防本部予防
課

消防長
外

9:00～ 萩武道館 □越ヶ浜小・中学校和船競漕大
会

学校教育課 市長外 局長 8:30～ 夕なぎ湾（越ヶ浜）

（土） ■新萩市総合福祉センター竣工
式・施設見学会

福祉政策課 市長外
議長

部長外 9:30～ 新萩市総合福
祉センター

□田万川地域「社会を明るくする
運動」式典・パレード

江崎公民館 所長外 9:00～ 道の駅「ゆとりパー
クたまがわ」、地域
内

□出前講座「“がん”について
知っておこう」

地域医療推進
課

後援 10:00～ 白水会館

□“社会を明るくする運動”街頭
啓発

市民活動推進
課

市長外 部長外 11:00～
19:30～

アトラス外
田町商店街

□山口県離島青年会議 地域づくり推進
課

市長 14:00～ 周南市

□紫福保育園ちびっ子夏祭り 紫福保育園 所長 16:30～ 紫福保育園

7/7 ■河川海岸一斉清掃 環境衛生課 市長 部長外 6:30～ 市内全域 □田万川地域「環境美化行動の
日」

田万川市民窓
口部門

所長 7:00～ 田万川地域内

□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 ■須佐男命いか直売市 開店感
謝祭

須佐産業振興
部門

所長外 9:30～ 須佐漁港

（日） □川上地域「クリーンキャンペー
ン」

川上市民窓口
部門

総括 8:00～ 川上地域 ■萩の瀬つきあじ祭り 水産課 市長
議長

部長外 10:00～ 県漁協萩地方卸売
市場・道の駅「萩
しーまーと」

□萩市民芸能の夕 福祉支援課 後援 市長外 13:00～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿7/3（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　3日、6日　　県外出張　30日、1日、2日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/7 ～
（ 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

7/7 ■河川海岸一斉清掃 環境衛生課 市長 部長外 6:30～ 市内全域 ■男命いか直売市 須佐産業振興
部門

所長外 9:30～ 須佐漁港

（日） □福栄地域クリーンデー 福栄市民窓口
部門

総括 7:00～ 福栄地域内 ■萩の瀬つきあじ祭り 水産課 市長
議長

部長外 10:00～ 県漁協萩地方卸売
市場、道の駅「萩
しーまーと」

□田万川地域「環境美化行動の
日」

田万川市民窓
口部門

所長 7:00～ 田万川地域内 □須佐湾海開き 須佐産業振興
部門

所長外 10:00～ 須佐湾エコロジー
キャンプ場

□川上地域「クリーンキャンペー
ン」

川上市民窓口
部門

総括 8:00～ 川上地域内 □萩市民芸能の夕 福祉支援課 後援 市長外 13:00～ 市民館大ホール

7/8 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:20～ 明木小学校
旭中学校
佐々並小学校

□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～ 萩博物館

（月） □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □畳ヶ淵交流事業実行委員会 弥富支所 所長外 19:00～ 弥富交流促進セン
ター

□教科書採択地区協議会 学校教育課 教育長 13:00～ 第3会議室 □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

□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 13:30～ 第1会議室

□むつみ学校給食合同調理場運
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

7/9 ■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

（火） □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館

■萩市議会6月定例会記者会見 広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

全員協議会室

7/10 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 8:00～ むつみ小学校
むつみ中学校

□阿北地域畜産共進会 農政課 部長外 9:00～ 小川繋留場

（水） □萩法人会　備品贈呈式 学校教育課 教育長 課長 15:00～ 大島小中学校 ■「須佐　男命いか」直売市に係
る防府市表敬訪問
・「須佐男命いか」贈呈セレモニー

須佐産業振興
部門

市長

総括

総括

9:30～

11:00～

防府市

□山口県保険者協議会 市民課 課長 10:00～ 山口市

□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 15:00～ 大会議室

□萩市町内会連合会通常総会・
交流会

市民活動推進
課

市長
議長

部長外 16:00～ リゾートホテル美
萩

7/11 □萩市連合遺族会総会 福祉政策課 市長 部長外 10:00～ 市民館

（木） □萩地区防犯対策協議会総会 市民活動推進
課

市長 部長外 13:00～ 市民体育館

□萩阿武地域鳥獣被害防止対策
協議会総会

農政課 部長外 14:00～ 森の館萩

□萩阿武地区沿岸警備協力会総
会

防災危機管理
課・市民活動推
進課

市長 部長外 14:00～ 市民体育館

□山口県都市教育長会議（夏
季）（～12日）

教育政策課 教育長 14:00～ 山陽小野田市

□萩地区暴力追放運動協議会総
会

市民活動推進
課

市長外
議長

部長外 15:00～ 市民体育館

出　席　者

7/14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



（ 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

7/12 □夢プラン策定委員会（見島地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 見島ふれあい交
流センター

■萩・明治維新150年記念事業
実行委員会

企画政策課 市長
議長

部長外 10:00～ 大会議室

（金） □阿武川流域林業活性化協議会 林政課 課長 13:30～ 萩総合庁舎

□水辺の教室 むつみ市民窓
口部門

総括 13:45～ むつみ小学校

□久原房之助生誕150年記念講
演会

観光課 共催 市長外
議長

部長外 14:00～ 松陰神社立志殿

□特別展「THE 備前－土と炎か
ら生まれる造形美－」オープニン
グセレモニー

文化・生涯学習
課

副市長 局長 15:00～ 山口県立萩美術
館・浦上記念館

□萩地区林業関係施設等安全対
策協議会

林政課 課長 15:30～ 萩総合庁舎

□萩市漁業共励会総会

・交流会

水産課

市長

部長外 16:30～

18:00～

山口県漁協はぎ統
括支店
萩一輪

□萩市自衛隊協力会定期総会 防災危機管理
課

市長 19:00～ 萩本陣

□福栄コミュニティ協議会教育・
文化部会

福栄地域振興
部門

総括 19:00～ 福川公民館

□（一社）萩青年会議所創立62
周年認承記念式典・記念パー
ティー

商工振興課 副市長外 19:30～ 北門屋敷

7/13 ■菊ヶ浜海水浴場海開き水難防
止神事

観光課 市長
議長

課長 9:00～ 菊ヶ浜海水浴場

（土） □JA山口県萩統括本部 家の光
大会

市長 10:00～ JA山口県萩統括
本部

■むつみ昆虫王国オープニング
セレモニー

むつみ産業振
興部門

所長 10:00～ むつみ昆虫王国

□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

所長外 13:30～ 紫福地区内

■漁業後継者育成対策事業「海
の男と夏パート11」

水産課 部長外 15:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店外

7/14 □萩市消防団福栄方面団夏季特
別訓練

福栄地域振興
部門

所長外 7:00～ 福栄グラウンド □田万川地域親睦球技大会 江崎公民館 所長外 8:30～ 田万川グラウンド
外

（日） □萩市消防団むつみ方面団夏期
訓練

むつみ地域振
興部門

所長 8:00～ むつみグラウン
ド外

□萩海運（有）永年勤続表彰 商工振興課 市長 課長 10:00～ 萩海運（有）

■萩図書館郷土史・維新史レファ
レンス専門員と図書館職員によ
る「夏の歴史館」

萩図書館 13:30～
14:20～

萩図書館 □萩海運（有）永年勤続表彰 商工振興課 市長 課長 10:00～ 萩海運（有）

備  考

※次回のスケジュール原稿7/10（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　10日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/14 ～
（ 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

7/14 □萩市消防団福栄方面団夏季特
別訓練

福栄地域振興
部門

所長外 7:00～ 福栄グラウンド □田万川地域親睦球技大会 江崎公民館 所長外 8:30～ 田万川グラウンド
外

（日） □萩市消防団むつみ方面団夏期
訓練

むつみ地域振
興部門

所長 8:00～ むつみグラウン
ド外

□萩海運（有）永年勤続表彰式 商工振興課 市長 課長 10:00～ 萩海運

■萩図書館郷土史・維新史レファ
レンス専門員と図書館職員による
「夏の歴史館」（21日、28日）

萩図書館 13:30～
14:20～

萩図書館

7/15 □はぎビズセンター長選考会 商工振興課 市長 部長外 9:00～ 第1委員会室 ■大地の遊び人養成講座
♯1　地球と遊ぶシーカヤック

ジオパーク推
進課

8:00～ 阿武町

（月） □地域おこし協力隊第二次選考会 地域づくり推進
課

市長外 部長外 15:30～ 第一会議室 □市長杯争奪市民水泳競技大
会

スポーツ振興
課

副市長外 9:00～ 太陽フィットネスク
ラブ萩

□萩・ふうせんバレーボール大
会

福祉支援課 後援 副市長
議長

9:30～ 市民体育館

□火山の磯たんけん（7/21） ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山つばきの館前

□ふるさとやまぐち農業新規就
業ガイダンス

農政課 課長 13:30～ 防府市

7/16 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 総合福祉セン
ター大会議室

□ながと路観光連絡協議会理事
会・総会・交流会

観光課 市長 課長 15:00～ 益田市

（火）

7/17 ■暮らしに役立つ図書館講座「家
庭で作る秋・冬野菜」

萩図書館 10:30～ 萩図書館 □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:00～ 福栄農業担い手
育成センター

（水） ■(株)宮本鐵工所工場増設にかか
る協定調印式

企業誘致推進
課

市長外 部長外 11:00～ 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

□サマーレビュー市長・副市長査
定（～8/23）

財政課 市長外 部長外 13:30～ 全員協議会室 □JGN全地域事務局長会議（～
18日）

ジオパーク推
進課

次長 13:00～ 東京都

□萩地域農業農村整備事業推
進協議会総会

農政課 課長 14:00～ 萩総合庁舎

□山口県へき地遠隔医療推進協
議会

地域医療推進
課

課長 14:00～ 防府市

□萩地域医療協議会 消防本保警防
課

課長 19:00～ 萩市地域医療連
携支援センター

7/18 □コープやまぐち「ピースアクショ
ン」

市長 9:00～ 市長室 □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 □中国地区消防救助技術指導
会

消防本保警防
課

消防長
外

9:30～ 岡山県

□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

□山口県漁港漁場協会阿武萩
支部総会

水産課 市長 部長外 10:00～ 萩総合庁舎

出　席　者

7/21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



（ 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

□選挙管理委員会 選挙管理委員
会

委員長
外

17:00～ 選挙管理委員
会事務局

□中国地区市町村教育委員会
連合会　研修大会・交流会

教育政策課 市長外 局長外 13:00～ 萩本陣

□国保主管課長会議 市民課 課長 13:30～ 岩国市

□あぶらんど萩農業振興協議会
幹事会

農政課 部長外 13:30～ ＪＡ山口県萩統括
本部

□萩地域農林業・農山村振興協
議会幹事会

農政課、林政
課、水産課

部長外 15:00～ ＪＡ山口県萩統括
本部

7/19 □安全運転管理者講習会 人事課 部長外 9:00～ 市民館 □中国地区市町村教育委員会
連合会　視察

教育政策課 教育長 課長 8:30～ 市内各地

（金） ■山口県飲食業生活衛生同業組
合萩支部「萩は夜を愉しむ」お披露
目式

観光課 市長 部長外 13:30～ 大会議室 □大島みなと祭り 水産課 部長外 9:00～ 大島

■全国大会出場選手激励会（スポ
少、わんぱく相撲）

スポーツ振興
課

市長外 課長 17:30～ 大会議室 □厳島神社管弦祭 市長 18:30～ 越ヶ浜

7/20 □参議院議員通常選挙繰上投票
日

選挙管理委員
会

7:00～ 見島・大島・相
島各投票所

□萩市消防操法指導員講習会 消防本部総務
課

課長 9:00～ 消防庁舎

（土） ■萩・明倫学舎ぞうきんがけペア
レース

萩・明倫学舎
推進課

部長外 10:15～ 萩・明倫学舎

□山口県中学校柔道選手権大
会

スポーツ振興
課

教育長 10:20～ 萩ウェルネスパー
ク萩武道館

□明木母親クラブ舞台芸術フェ
スティバル

明木公民館 後援 所長 16:30～ 旭マルチメディア
センター

□萩ヨットレース前夜祭 観光課 共催 副市長 18:00～ 山口萩ビール

□率先避難モデル事業説明会 防災危機管理
課

課長 18:30～ 山口県漁協越ヶ浜
支店

□御船謡謡い初め 市長 19:30～ 住吉神社御神殿

7/21 □参議院議員通常選挙投開票日 選挙管理委員
会

委員長
外

7:00～ 市内各投票所、
開票所（市民体
育館）

■萩ヨットレース2019　開会式
　　　　　　　　　　　　　　閉会式

観光課 共催 市長外 部長外 8:10～
16:30～

マリーナ萩、菊ヶ
浜沖

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓迎
イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□福栄お宝探訪 紫福支所 共催 8:30～ 福栄紫福管内

■越ヶ浜保育園大井分園竣工式 子育て支援課 市長
議長

部長外 10:00～ 越ヶ浜保育園大
井分園保育室

□山口県ビーチバレーin萩 スポーツ振興
課

市長外 課長 9:00～ 菊ヶ浜海水浴場

■長州ファイブジュニア英国語学
研修出発式

学校教育課 市長外 局長外 13:00～ 大会議室 □萩高校合唱部定期演奏会 文化・生涯学
習課

教育長 14:00～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿7/17（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　１６日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



7/21 ～
（ 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

7/21 □参議院議員通常選挙投開票
日

選挙管理委員
会

委員長
外

7:00～ 市内各投票所、
開票所（市民体
育館）

□福栄お宝探訪 紫福支所 共催 8:30～ 紫福地区内

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント（28日）

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□山口県ビーチバレーin萩 スポーツ振興
課

市長外 課長 9:00～ 菊ヶ浜海水浴場

■越ヶ浜保育園大井分園竣工式 子育て支援課 市長
議長

部長外 10:00～ 越ヶ浜保育園大
井分園

□火山の磯たんけん（28日） ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山 つばきの館
前

■長州ファイブジュニア英国語学
研修出発式

教育政策課 市長外 局長外 13:00～ 大会議室 □萩高校合唱部定期演奏会 文化・生涯学
習課

教育長 14:00～ 市民館大ホール

■萩図書館郷土史・維新史レファ
レンス専門員と図書館職員によ
る「夏の歴史館」（28日）

萩図書館 13:30～
14:20～

萩図書館

7/22 ■萩市・鎌倉市姉妹都市締結40
年記念 青少年交流事業
・オリエンテーション

企画政策課 教育長 部長外 15:00～ 萩・明倫学舎 □（株）広域市町村型CATVネット
ワーク株主総会

情報政策課 市長 部長外 15:00～ 福栄マルチメディ
アセンター

（月） □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

□福川地区盆踊り大会実行委員
会

福川公民館 館長 19:00～ 福川公民館

7/23 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □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

（火） □田万川地域防災パレード 田万川地域振
興部門

所長 9:00～ 田万川地域内 □北部地区家畜診療所運営協
議会幹事会

農政課 課長 10:00～ むつみ総合事務所

■萩市・鎌倉市姉妹都市締結40
年記念 青少年交流事業

企画政策課 □萩市手をつなぐ育成会野外交
歓会開会式

福祉支援課 教育長 10:00～ 菊ヶ浜海水浴場

・市長表敬訪問
・昼食会
・フェアウェルパーティー

市長
市長
教育長

部長外
部長外
課長

10:00～
12:00～
18:00～

全員協議会室
萩・明倫学舎
市民館小ホール

□全国市議会議長会基地協議
会中国・四国部会定期総会（～
24日）

副議長 次長 13:30～ 広島県

□萩市議会　総務委員会（所管
事務調査）

議会事務局 10:00～ 第1委員会室 □着物ウィークｉｎ萩実行委員会 観光課 部長外 14:00～ 萩市観光協会

□萩市議会　経済建設委員会
（所管事務調査）

議会事務局 10:00～ 第3委員会室 □萩・竹灯路物語実行委員会 観光課 部長外 15:30～ 大会議室

□夢プラン策定委員会（大井地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 大井公民館 □福栄地域スポーツ推進委員会
議

福川公民館 館長 19:00～ 福川公民館

7/24 □叙勲伝達式（元萩市助役 故木
村進氏）

人事課 市長 部長外 9:00～ 市長室 □萩・長門清掃一部事務組合議
会7月臨時会本会議

議会事務局 市長
議長

局長 10:00～ 議場

（水） ■バッカーズ九州寺子屋第12期
生　萩市表敬訪問

企画政策課 副市長 課長 14:00～ 全員協議会室 □萩市世界遺産活用推進協議
会総会

文化財保護課 市長
議長

部長外 13:30～ 大会議室

□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

総括 16:00～ ジェムカ（株）

■全国大会出場選手激励会（全
国高校総合体育大会）

スポーツ振興
課

市長外 課長 17:30～ 大会議室 □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

出　席　者

7/28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

7/25 □甲種防火管理者講習会（～26
日）

消防本部予防
課

消防長
外

9:00～ 消防庁舎 □萩市民生委員児童委員協議
会総会

福祉政策課 市長 部長外 9:30～ 総合福祉センター

（木） □親と子の水辺の教室 環境衛生課 課長 9:00～ 玉江川 □県事業説明会 土木課、農政
課、林政課、水
産課

市長外 部長外 14:00～ 大会議室

□叙勲伝達式（元萩市議会議員
故石永八郎氏）

人事課 市長 部長外 13:30～ 市長室 □定例民生委員児童委員協議
会

田万川市民窓
口部門

所長 14:00～ 田万川総合事務所

□人権教育指導者養成講座（～
26日）

文化・生涯学
習課

局長外 14:00～ 市民館小ホール ■須佐祇園祭前夜祭 須佐産業振興
部門

18:00～ 松崎八幡宮

□夢プラン策定委員会（福栄地
域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 福栄総合事務
所

□はぎジオカフェ ジオパーク推
進課

次長外 18:30～ 萩・明倫学舎

□成人式実行委員会 文化・生涯学
習課

教育長 局長外 19:00～ 市民館

□田万川地域青少年育成市民
会議総会

江崎公民館 所長外 19:00～ 田万川コミュニティ
センター

7/26 ■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 □年金者連盟萩支会役員会 人事課 課長 10:00～ 第1会議室

（金） □7月定例　教育委員会会議 教育政策課 教育長 局長外 13:30～ 第3会議室 ■須佐祇園祭・祇園車巡行 須佐産業振興
部門

13:00～ 松崎八幡宮⇔浦西

□萩市空家等対策協議会 建築課 市長 部長外 14:00～ 大会議室 □福栄地区「儲ける農業者交流
会」

福栄産業振興
部門

所長外 16:00～ 福栄農業担い手育
成センター

□サマーレビュー市長・副市長査
定

財政課 市長外 部長外 15:30～ 全員協議会室

7/27 □空き家セミナー・相談会、耐震
相談会

建築課 課長 9:00～ 市民館 □萩北浦少年野球大会 スポーツ振興
課

市長外 8:00～ 萩ウェルネスパー
ク　スポーツ広場

（土） ■世界のおはなしを楽しむ会 萩図書館 10:00～ 萩図書館 □きれいな萩清掃活動 環境衛生課 課長 8:30～ 明木ひばり峠

□朝の火山たんけん隊 ジオパーク推
進課

9:30～ 笠山 つばきの館
前

■龍が通った道まつり 弥富公民館 10:00～ 弥富交流促進セン
ター外

■海の祭典2019 見島支所 副市長 所長 11:00～ 見島宇津

■地魚調理体験－150年後にも
伝えたい地元の味－

商工振興課 市長 15:30～ 市民館

■須佐弁天祭前夜祭 須佐産業振興
部門

16:00～ 須佐漁港

7/28 □萩市消防団川上方面団夏季
訓練

川上地域振興
部門

所長 8:00～ 阿武川河川公
園

■大地の遊び人養成講座
♯2　地球と遊ぶキャンプ入門

ジオパーク推
進課

9:00～ 阿武町

（日） □職員採用試験（上級事務等） 人事課 課長 9:00～ 大会議室外 ■夏休みの木工体験 文化財保護課 後援 10:00～ 往還ふれあい塾外

■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～ 萩・むつみの恵周
辺

■「萩市民防災の日」関連行事
・防災講演会

防災危機管理
課

市長外 部長外 10:00～
10:15～

総合福祉セン
ター

□大島まるまる体験ツアー 大島出張所 所長 10:30～ 大島

・記念講演会 11:00～ ■須佐湾大花火大会 須佐産業振興
部門

市長 所長外 20:00～ 須佐漁港

備  考

※次回のスケジュール原稿7/24（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



7/28 ～
（ 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

7/28 □萩市消防団川上方面団夏季
訓練

川上地域振興
部門

所長 8:00～ 阿武川河川公園 ■大地の遊び人養成講座
♯2　地球と遊ぶキャンプ入門

ジオパーク推
進課

9:00～ 阿武町

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8：40～
11：30～

東萩駅
萩駅

■夏休みの木工体験 文化財保護課 後援 10:00～ 往還ふれあい塾外

□職員採用試験（上級事務等） 人事課 課長 9:00～ 大会議室外 □火山の磯たんけん（8/4） ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山　つばきの館
前

■「萩市民防災の日」関連行事
・防災講演会

防災危機管理
課

市長外 部長外 10:00～
10:15～

総合福祉セン
ター

■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～ 萩・むつみの恵周
辺

・記念講演会 11:00～ □大島まるまる体験ツアー 大島出張所 所長 10:30～ 大島

■タイムカプセル再埋設式 須佐地域振興
部門

所長 10:00～ 須佐総合事務所 ■須佐湾大花火大会 須佐産業振興
部門

市長 所長外 20:00～ 須佐漁港

7/29 □長州ファイブジュニア英国語
学研修　出発見送り

教育政策課 教育長 6:45～ 山口宇部空港 □Mine秋吉台ジオパーク現地審
査視察

ジオパーク推
進課

次長外 7:00～ 美祢市

（月） □萩グランドホテル消防訓練 消防本部予防
課

課長 10:30～ 萩グランドホテル

□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

■天然記念物見島ウシ産地指定
90周年記念式典

文化財保護課
農政課

市長 部長 11:00～ 見島ふれあい交流
センター

□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

□山口県林業協会理事・幹事会・
通常総会

林政課 課長 13:50～ 山口市

□萩・津和野イメージアップ協議
会総会

観光課 部長外 14:00～ 第一会議室

□山口県国保連合会通常総会 市民課 部長 14:00～ 山口市

□山口銀行「萩はってんクラブ20
周年記念例会」

市長 17:30～ 熊谷美術館

□萩圏域 地域包括ケアネット
ワーク協議会

高齢者支援課 共催 部長外 19：00～ 萩市地域医療連携
推進センター

7/30 □萩市図書館協議会 萩図書館 教育長 局長外 10:00～ 萩図書館 ■萩焼制作体験教室 商工振興課 課長 10:00～ 渡辺蒿蔵旧宅

（火） □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 □萩阿武経済活性化推進協議会
総会

商工振興課 部長 11:00～ 萩商工会議所

□萩市地域公共交通会議 商工振興課 部長外 14:00～ 大会議室

□防衛省情報施設協議会総会・
意見交換会

議会事務局 副議長 局次長 15:00～ 東京都

□新規就農者・就業者交流会 川上産業振興
部門

総括 16:00～ ＪＡ本所

□福栄ふるさとまつり実行委員会 福栄地域振興
部門

所長外 19:00～ 福栄総合事務所

7/31 □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 10:00～ 大会議室 □石巻川開き祭り 企画政策課 市長 部長 10:00～ 宮城県

□萩市学校給食調理員研修会 学校教育課 教育長 課長 11:00～ むつみ小学校 □萩夏まつり安全祈願祭 観光課 部長外 13:00～ 住吉神社

（水） ■バッカーズ東京寺子屋第15期
生市長表敬訪問

企画政策課 副市長 課長 14:00～ 全員協議会室 □山口県勤労福祉共済会理事会 商工振興課 部長 13:30～ 山口市

□教育委員会事務点検評価委
員会

教育政策課 教育長 局長外 15:00～ 第1会議室 □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

次長外 14:00～ 山口市

□夢プラン策定委員会（むつみ
地域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ むつみ総合事務
所

□萩・石見空港利用拡大促進協
議会担当課長会議

観光課 課長 16:00～ 島根県

出　席　者

8/4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

8/1 □住吉神社正大祭　大漁祈願祭 観光課 副市長 11：00～ 住吉神社

（木） □人事庶務担当課長会議 消防本部総務
課

課長 13:30～ 周南市

■萩夏まつり（～8/3）
・萩・日本海大花火大会

観光課、商工
振興課

共催 市長 部長外 20:00～ 菊ヶ浜・住吉神社
周辺

8/2 □サマーレビュー市長・副市長
査定

財政課 市長外 部長外 9:00～ 全員協議会室 □須佐ホルンフェルスジオガイド
ツアー

ジオパーク推
進課

11:00～ 須佐　つわぶきの
館前

（金） ■全国大会出場選手激励会（全
日本けん玉道選手権大会）

文化・生涯学習
課

市長外 局長外 13:30～ 市長室 □国保主管課長合同研究協議会 市民課 課長 14:00～ 山口市

■萩フロンティア大使委嘱状交
付式

企画政策課 市長 部長 16:30～ 市長室 ■萩夏まつり
・おまつり広場開幕テープカット

観光課、商工
振興課

共催 市長
議長

部長外 17:50～ 夏まつり本部前

・オープニングパレード 18:00～ 田町商店街・吉田
町外

・ヨイショコショパレード 市長外 19:30～

8/3 ■「○○のはなし」2周年記念イ
ベント（～４日）

観光課 12:50～ 東萩駅 ■大地の遊び人養成講座
♯3　地球と遊ぶスノーケリング

ジオパーク推
進課

8:00～ スサリゾート

（土） ■萩夏まつり 観光課、商工
振興課

共催 部長外 18:00～ 田町商店街・吉田
町外

・御船謡 市長 10:40～ インキュベーション
センター前

・のんた大提灯パレード 市長 17:10～ 住吉神社

・至誠館大学ダンス部ダンスパ
フォーマンス

20:00～ 夏まつり本部前

8/4 □船津地区防災訓練 防災危機管理
課
消防本部予防
課

市長 課長 9:00～

10:00～

船津公会堂

（日） ■長門峡クリーン作戦 川上産業振興
部門

総括 9:10～ 長門峡竜宮淵駐車
場

■松陰に親しむ会 文化・生涯学習
課

教育長 課長 9:15～ 総合福祉センター

備  考

※次回のスケジュール原稿7/31（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　30日、31日、1日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/4 ～
（ 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

8/4 ■「○○のはなし」2周年記念イベ
ント

観光課 12:50～ 東萩駅 □船津地区防災訓練 防災危機管理
課、消防本部
予防課

市長 課長 9:00～ 船津公会堂

（日） ■長門峡クリーン作戦 川上産業振興
部門

総括 9:10～ 長門峡竜宮淵駐車
場

■松陰に親しむ会 文化・生涯学
習課

教育長 課長 9:15～ 総合福祉センター

□紫福遺族会総会・慰霊祭 紫福支所 支所長 9:30～ 福栄農業担い手育
成センター

□火山の磯たんけん（11日） ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山　つばきの館
前

8/5 ■朝ごはんメニューコンテスト受
賞レシピ試食会

健康増進課 10:00～ JAファーマーズ
マーケットふれ
あいらんど萩

■更生保護サポートセンターはぎ
開所式

福祉政策課 市長外
議長

部長 10:00～ 総合福祉センター

（月） ■全国大会出場選手激励会（陸
上競技、柔道）

学校教育課 市長外 局長 14:30～ 第1委員会室 □日本赤十字社山口県支部萩・
阿武地区協力員集会

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 大会議室

□萩おもてなし推進協議会総会 観光課 市長 部長外 15:30～ 市民館

□地域金融懇談会説明会・交流
会

市長 17:30～ 北門屋敷

□福栄文化遺産活用保存会役
員会

紫福支所 所長外 19:00～ 福栄農業担い手育
成センター

8/6 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 市長 10:15～ 市長室

（火） □萩市立地適正化計画策定協
議会

都市計画課 部長外 13:30～ 萩・明倫学舎 □郵政事業懇談会 市長外 部長 11:00～ 萩郵便局

□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

□反核平和の火リレー 総務課 部長 12:45～ 市役所

□萩市議会9月定例会議案検討
会

総務課 市長外 部長外 15:00～ 全員協議会室 □萩・長門清掃一部事務組合 環
境管理委員会

環境衛生課 市長 次長 14:00～ 萩・長門清掃工場
はなもゆ

□市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 18:30～ 児童館 □七夕コンテスト審査 商工振興課 副市長 18:00～ 田町商店街

□夢プラン策定委員会（三見地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 三見公民館

8/7 □人権教育指導者養成講座　閉
会行事

文化・生涯学
習課

教育長 課長 14:00～ 市民館小ホール □高俣遺族会総会 むつみ市民窓
口部門

総括 8:30～ むつみコミュニティ
センター

（水） □9月補正予算市長・副市長査
定（～8日）

財政課 市長外 部長外 14:30～ 全員協議会室 □川上地域スポーツ推進会議 川上地域振興
部門

所長 18:30～ 川上公民館

□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 19:00～ 旭総合事務所

□コミュニティ協議会役員会 むつみ地域振
興部門

総括 19:00～ むつみ農村環境改
善センター

出　席　者

8/11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

8/8 □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～ 全員協議会室 □教員向けジオパーク研修会 ジオパーク推
進課

教育長 9:00～ 萩・明倫学舎、笠
山

（木） □夏の星空観望会　スペシャル
（～12日）

萩博物館 19:00～ 萩博物館 □萩酒米みがき協同組合通常総
会

むつみ産業振
興部門

次長 10:00～ むつみ農村環境改
善センター

■いか・たこ祭り 須佐産業振興
部門

総括 10:00～ 周南市

□山口県市議会議員研修会・
2040未来ビジョン出前セミナー

議会事務局 議長外 局長外 10:15～ 柳井市

□中国五県消防関係者大会 消防本部総務
課

消防長 14:00～ 岡山県

□山口県立萩高等学校同窓会
総会

市長 19:00～ 山口県立萩高等学
校

8/9 ■ディーゼル列車で行く！海の
危険生物ウォッチングツアーin萩

萩博物館 10:00～ 江崎駅周辺 ■子どもが学ぶ松陰先生 文化・生涯学
習課

教育長 課長 9:00～ 市民体育館

（金） □北部地区家畜改良委員会総
会

農政課 課長 10:30～ 萩総合庁舎

□萩地域農林業・農山村振興協
議会総会・交流会

農政課・林政
課・水産課・農
業委員会

市長 部長外 13:30～ 萩本陣

□萩市消防操法大会審査員・指
導員説明会

消防本部総務
課

消防長 18:30～ 消防庁舎

□竹灯籠精霊流し（～10日） 観光課 後援 19:00～ 藍場川

8/10 ■危険生物大迷宮ナイトミュージ
アム（～12日）

萩博物館 18:00～ 萩博物館 ■萩・明倫学舎サマースクール
～3D工作～

萩・明倫学舎
推進課

10:00～ 萩・明倫学舎

（土） ■萩・白河踊り子ども交流団によ
る白河市訪問(～13日)
・歓迎会

企画政策課 市長 課長

18:00～

福島県 □吉部遺族会総会 むつみ市民窓
口部門

所長外 10:00～ むつみ農民研修所

□山口県漁業就業支援フェア 水産課 課長 10:00～ 山口市

8/11 □萩地子連球技大会 文化・生涯学
習課

副市長 課長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク武道館

（日） □萩市長杯争奪将棋大会 文化・生涯学
習課

副市長 10:00～ 市民館

■萩・明倫学舎サマースクール
～科学者スタートアップ講座～

萩・明倫学舎
推進課

10:30～ 萩・明倫学舎

備  考

※次回のスケジュール原稿8/7（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　10日、11日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/11 ～
（ 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

8/11 ■萩・白河踊り子ども交流団によ
る白河市訪問(～13日)

企画政策課 市長 課長 福島県 □萩地域子ども会育成連絡協議
会球技大会

文化・生涯学
習課

副市長 課長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク武道館

（日） ■危険生物大迷宮ナイトミュージ
アム（～12日）

萩博物館 18:00～ 萩博物館 □萩市長杯争奪将棋大会 文化・生涯学
習課

副市長 10:00～ 市民館

□夏の星空観望会　スペシャル
（～12日）

萩博物館 19:00～ 萩博物館 ■火山の磯たんけん(18日） ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山　つばきの館
前

■萩・明倫学舎サマースクール
～科学者スタートアップ講座～

萩・明倫学舎
推進課

10:30～ 萩・明倫学舎

8/12

（月）

8/13 ■トワイライトミュージアム（～15
日）

萩博物館 17:00～ 萩博物館 □吉部ライスセンター運営委員
会

農政課 課長 13:30～ むつみ農村環境
改善センター

（火） □長州ファイブジュニア英国語学
研修　到着出迎え

教育政策課 教育長 20:50～ 山口宇部空港 ■金谷神社「幽玄の世界」 観光課 副議長 19:00～ 金谷神社

■萩・万灯会（迎え火） 観光課 後援 副議長 部長 19:30～ 大照院

□江崎地区盆踊り大会 江崎公民館 所長外 20:00～ 田万川グラウンド
駐車場

8/14 □弥富地区ソフトボール大会 弥富公民館 所長 8:00～ 弥富グラウンド

（水） □明木地区ふるさとまつり 明木公民館 共催 所長 18:15～ 旭マルチメディア
センター

□三見地区盆踊り大会 文化・生涯学
習課

教育長 局長 18:30～ 三見小中学校体
育館

□むつみふれあい盆踊り・花火
大会

むつみ地域振
興部門

所長外 19:00～ 萩市むつみＢ＆Ｇ
海洋センター

□弥富地区盆踊り大会 弥富公民館 所長 19:00～ 弥富交流促進セン
ター前駐車場

■ささなみふるさとまつり 佐々並公民館 共催 所長 19:00～ 旭山村広場

□鈴野川地区盆踊り大会 弥富公民館 所長 19:30～ 鈴野川健康増進
施設

□福川地区盆踊り大会 福栄地域振興
部門

所長外 19:30～ 道の駅ハピネスふ
くえ

□紫福地区盆踊り大会 紫福支所 所長外 19:30～ JA山口県阿中支所
前

出　席　者

8/18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

8/15 □須佐地区対抗軟式野球大会 須佐公民館 館長 8:00～ 須佐グラウンド

（木） □小川地区夏まつり 小川公民館 所長外 10:30～ 小川交流センター
周辺

□木間風鎮祭 観光課 市長 14:30～
18:00～

木間若宮神社境
内

□江向1区町内会盆踊り大会 市長 18:30～ 江向1区児童公園

□かわかみ夏まつり 川上地域振興
部門

総括 19:00～ 川上公民館駐車
場

■萩・万灯会（送り火） 観光課 19:30～ 東光寺

□須佐地区盆踊り大会 須佐公民館 館長 19:35～ 須佐文化センター

8/16 □玉江地区親睦盆踊り大会 福祉政策課 教育長 部長外 19:00～ 白水会館前広場

（金）

8/17 ■萩・明倫学舎サマースクール
～わくわく電波教室～

萩・明倫学舎
推進課

9:30～ 萩・明倫学舎

（土） □須佐湾クルージング 須佐公民館 9:30～ 須佐漁港

8/18 ■萩市防災訓練 防災危機管理
課

市長 部長 9:00～ 萩西中学校 □日本列島クリーン大作戦 人事課 市長 7:30～ 菊ヶ浜海水浴場

（日） ■ディーゼル列車で行く！
海の危険生物ウォッチングツ
アーin萩

萩博物館 10:00～ 江崎駅周辺 □中央方面団操法指導会 消防総務課 消防長 9:00～ 玉江河川公園

■夏のこわいお話会 萩図書館 16:00～ 萩図書館 □山口県総合芸術文化祭　合唱
コンクール山口県大会

文化・生涯学
習課

市長外 課長 9:30～ 市民館大ホール

■萩・明倫学舎サマースクール
～竹楽器とあそぼう！～

萩・明倫学舎
推進課

10:00～ 萩・明倫学舎

備  考

※次回のスケジュール原稿8/14（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　11日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/18 ～
（ 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

8/18 □萩市消防団福栄方面団防災訓
練

福栄地域振興
部門

所長外 6:00～ 福栄地域内 □日本列島クリーン大作戦 人事課 市長 7:30～ 菊ヶ浜海水浴場

（日） ■萩市防災訓練 防災危機管理
課

市長 部長外 9:00～ 萩西中学校 □中央方面団操法指導会 消防総務課 消防長
外

9:00～ 玉江河川公園

■ディーゼル列車で行く！海の危
険生物ウォッチングツアーin萩

萩博物館 10:00～ 江崎駅周辺 □山口県総合芸術文化祭　合唱
コンクール山口県大会

文化・生涯学習
課

市長 課長 9:30～ 市民館大ホール

■夏のこわいお話し会 萩図書館 16:00～ 萩図書館 ■萩・明倫学舎サマースクール～
竹楽器とあそぼう！～

萩・明倫学舎推
進課

10:00～ 萩・明倫学舎

□火山の磯たんけん（25日） ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山　つばきの館
前

8/19 □萩市民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 9:00～ 総合福祉セン
ター

□全国中山間地域振興対策協議
会中国四国支部協議会役員会

農政課 市長 部長外 13:00～ 岡山県

（月） □萩市議会議会運営委員会（所
管事務調査）

議会事務局 議長 局長外 10:00～ 第１委員会室 □阿武西カントリーエレベーター
運営委員会

福栄産業振興
部門

総括 13:30～ ＪＡ山口県阿中支
所

□「ジオな教育」推進委員会 ジオパーク推
進課

14:00～ 萩・明倫学舎

□萩ジオパーク推進協議会戦略
会議

ジオパーク推
進課

次長外 15:00～ 萩・明倫学舎

8/20 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 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

（火） □萩市農業委員会定例総会 農業委員会 局長 9:30～ 総合福祉セン
ター

□萩・魚まつり実行委員会 水産課 部長外 10:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店

■全国救助大会出場に伴う市長
査閲

消防本部警防
課

市長 消防長
外

10:15～ 消防署訓練塔 □南萩地区幹事会 川上産業振興
部門

総括 13:30～ JA山口県南萩支
所

■長州ファイブジュニア英国語学
研修報告会

教育政策課 市長外 局長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

□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

■萩移住者交流会in福栄 地域づくり推進
課

次長 18:00～ 福栄小中学校 □小石文捨線林道組合役員会 福栄産業振興
部門

総括 19:00～ 福栄総合事務所

□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

8/21 ■萩市学校教育研究発表大会 学校教育課 市長外
議長

課長 13:30～ 市民館大ホール □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） □山口県勤労福祉共済会通常総
会

商工振興課 部長 13:30～ 山口市

□萩市交通安全対策協議会総会 市民活動推進
課

市長外 部長外 15:00～ 市民館

□萩市社会福祉事業団評議員会 福祉政策課 教育長 部長 17:00～ かがやき

□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

出　席　者

8/25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

8/22 □三島連絡協議会 教育政策課 市長外 局長外 10:30～ 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

（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 □萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 副市長 部長 10:30～ 第１会議室

□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

□中国地区知的障害教育研究大
会

教育長 14:15～ 至誠館大学

□外海地域プロジェクト協議会 水産課 課長 15:00～ 下関市

8/23 ■萩市ラグビーフットボール協会
寄付受納式

福祉政策課 市長 課長 13:30～ 市長室 □阿武萩和牛共進会 農政課 市長 部長外 8:20～ むつみ肉用牛集出
荷施設

（金） □サマーレビュー市長・副市長査
定

財政課 市長外 部長外 14:00～ 全員協議会室 □阿武萩森林組合通常総代会 林政課 市長 課長 9:30～ JA山口県萩統括
本部

□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～ 第1会議室

8/24 ■山口大学留学生萩体験プログ
ラム

企画政策課 課長 9:30～ 萩ガラス工房外 □きれいな萩清掃活動 環境衛生課 課長 8:30～ 道の駅萩往還周辺

（土） □夢プラン策定委員会（相島地
区）

部長外 11:00～ 相島文化セン
ター

□山口県人権ふれあいフェスティ
バル

福祉政策課 部長外 10:30～ 山口市

□新たな時代の人づくりトーク
セッション

教育長 13:00～ 山口市

□すさ苑盆踊り会 須佐市民窓口
部門

総括 17:30～ すさ苑

□野村興兒氏　旭日中綬章受章
祝賀会

市長外
議長

18:00～ 萩本陣

□夜の火山たんけん隊 ジオパーク推
進課

18:30～ 笠山山頂駐車場

8/25 □福栄地域球技大会 福川公民館・紫
福公民館

所長外 8:30～ 福栄グラウンド
外

■全国消防救助技術大会 消防本部警防
課

消防次
長外

9:00～ 岡山県

（日） ■TWILIGHT EXPRESS瑞風歓迎
イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

■萩・明倫学舎サマースクール～
３Ｄ工作～

萩・明倫学舎推
進課

10:00～ 萩・明倫学舎

■萩市健康フェア2019　ぶち楽し
い夏の笑ん日

健康増進課 市長 部長外 9:30～ 市民館 □たまがわ夏まつり 田万川地域振
興部門

市長 所長 17:00～ 江崎漁港弁天公園
周辺

□職員採用試験第2次試験（上級
外）

人事課 市長外 部長外 13:00～ 大会議室外

備  考

※次回のスケジュール原稿8/21（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　19日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



8/25 ～
（ 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

8/25 □福栄地域球技大会 福川公民館、
紫福公民館

所長外 8:30～ 福栄グラウンド
外

■全国消防救助技術大会 消防本部警防
課

消防次
長外

9:00～ 岡山県

（日） ■TWILIGHT EXPRESS瑞風歓迎
イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

■萩・明倫学舎サマースクール～
３Ｄ工作～

萩・明倫学舎推
進課

10:00～ 萩・明倫学舎

■萩市健康フェア2019　ぶち楽し
い夏の笑ん日

健康増進課 市長 部長外 9:30～ 市民館 □むつみ夏祭り むつみ市民窓
口部門

所長 10:00～ むつみコミュニティ
センター

□職員採用試験第2次試験（上級
外）

人事課 市長外 部長外 12:30～ 大会議室外 □たまがわ夏まつり 田万川地域振
興部門

市長
副議長

所長 17:00～ 江崎漁港弁天公園
周辺

8/26 □職員採用試験第2次試験（上級
外）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室外 □仙崎漁業無線協会総会 水産課 課長 10:00～ 長門市

（月） □萩市総合戦略旭地域懇話会 企画政策課 課長 10:00～ 旭総合事務所

□萩市総合戦略むつみ地域懇話
会

企画政策課 部長 16:00～ むつみ農村環境
改善センター

8/27 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □あぶらんど萩地域営農連携協
議会総会

農政課 課長 13:30～ ＪＡ山口県萩統括
本部南萩支所

（火） ■萩市議会9月定例市長記者会
見

広報課 市長外 部長外 11:00～ 全員協議会室 □萩市体育協会常任理事会 スポーツ振興
課

課長 16:30～ 市民体育館

□住民福祉講座実行委員会 むつみ市民窓
口部門

総括 18:30～ 世代間交流施設

8/28 □萩市総合教育会議 教育政策課 市長外 局長外 10:00～ 第1会議室 □萩市自治会連合会役員会 市民活動推進
課

課長 9:30～ 大会議室

（水） □萩市総合戦略萩地域懇話会 企画政策課 部長外 10:30～ 総合福祉セン
ター

□阿中営農幹事会 むつみ産業振
興部門、福栄
産業振興部門

次長

総括

9:30～ むつみ農村環境改
善センター

■第2回産業戦略本部 産業戦略室 市長 部長外 14:00～ 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 13:30～ 山口市

□萩市総合戦略川上地域懇話会 企画政策課 課長 16:00～ 川上総合事務
所

□山口県消防吏員昇任試験に係
る試験問題調整会議

消防本部総務
課

消防長 14:30～ 長門市

□夢プラン策定委員会（福栄地
域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 福栄総合事務
所

□北部地区家畜診療所運営協議
会総会

農政課 部長 14:30～ むつみ総合事務所

□自主防災組織に係る説明会 むつみ地域振
興部門

所長 19:00～ むつみ農村環境
改善センター

□市町教育委員会教育長協議会 学校教育課 教育長 課長 14:50～ 萩博物館

出　席　者

9/1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

8/29 ■萩市行財政改革推進委員会発
足式

企画政策課 市長外 部長外 11:00～ 第1会議室 □萩市女性防火クラブ視察研修 消防本部予防
課

課長 9:00～ 宇部市

（木） ■萩博物館来館者150万人突破
セレモニー

萩博物館 市長 部長 12:00～ 萩博物館 □旭地域合同高齢者学級・婦人
学級

佐々並公民館
明木公民館

所長 10:00～ 旭活性化センター

□萩市総合戦略福栄地域懇話会 企画政策課 部長 14:00～ 福栄総合事務
所

□山口県都市選挙管理委員会連
合会定期総会

選挙管理委員
会

局長 11:00～ 山口市

□山口県公民館連合会地区別公
民館職員研修会

文化・生涯学習
課

課長 13:30～ 山口市

□8月定例山口県市長会議 総務課 市長 14:00～ 山口市

□「秋の全国交通安全運動」須
佐・田万川地域推進会議

須佐地域振興
部門、田万川
地域振興部門

所長 14:00～ 須佐総合事務所

□はぎジオカフェ ジオパーク推
進課

次長外 18:30～ 萩・明倫学舎

8/30 □萩市小・中学校校長会議 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 第３会議室 □福栄小中学校学校運営協議会 福栄地域振興
部門

所長 15:00～ 福栄小中学校

（金） □萩市総合戦略須佐地域懇話会 企画政策課 課長 10:30～ 須佐総合事務
所

□川上地域敬老会実行委員会 川上市民窓口
部門

総括 18:00～ 川上総合事務所

■「萩まちじゅう博物館WAON」寄
附受納式

商工振興課 市長 部長外 11:00～ 大会議室

□萩市都市計画審議会 都市計画課 市長
議長

部長外 13:30～ 市民館

□萩市総合戦略田万川地域懇話
会

企画政策課 課長 13:30～ 田万川総合事
務所

8/31 ■熱中小学校萩明倫館オープン
スクール

産業戦略室 市長 部長外 13:30～ 萩・明倫学舎 ■カヌーフェスティバル in Abu
river

川上地域振興
部門

市長 所長 10:00～ 阿武川特設カヌー
競技場付近

（土） □萩高柔道部OB会懇親会 教育長 19:00～ 萩っ子

9/1 ■萩市消防操法大会 消防本部総務
課

市長外
議長

消防長
外

9:30～ 玉江河川公園 □須佐地区対抗ソフトボール大
会

須佐公民館 館長 8:30～ 須佐グラウンド

（日） ■萩ジオアカデミー②
「阿武火山群　♯2　千石台」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 萩・明倫学舎

■熊谷美術館秋季特別展オープ
ニングセレモニー

商工振興課 副市長 13:00～ 熊谷美術館

備  考

※次回のスケジュール原稿8/28（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　29日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/1 ～
（ 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

9/1 ■萩市消防操法大会 消防本部総務
課

市長外
議長

消防長
外

9:30～ 玉江河川公園 □須佐地区対抗ソフトボール大
会

須佐公民館 館長 8:30～ 須佐グラウンド

（日） ■萩ジオアカデミー②「阿武火山
群　千石台」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 萩・明倫学舎

■熊谷美術館秋季特別展オープ
ニングセレモニー

商工振興課 副市長 13:00～ 熊谷美術館

9/2 □新規採用職員着任式（市民病
院看護師）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 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 9:15～ 第1会議室

□萩市議会議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 15:00～ 全員協議会室

■全国高等学校総合体育大会
（インターハイ）入賞報告会〔卓
球〕

スポーツ振興
課

市長外 局長外 16:30～ 市長室

□萩圏域地域包括ケアネット
ワーク協議会　多職種連携推進
部会

高齢者支援課 課長 19:00～ 地域医療連携
支援センター

9/3 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □福栄大運動会プログラム編成
会議

福川公民館、
紫福公民館

総括 19:00～ 福川公民館

（火） □公民館運営審議会 文化・生涯学
習課

課長 10:00～ 第3会議室

□萩市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～ 大会議室

9/4 ■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）

9/5 ■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） □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

9/6 □叙勲伝達式（元萩市議会議員
故中野伸氏）

人事課 市長 部長外 13:30～ 市長室 □福栄ふるさとまつり実行委員
会

福栄地域振興
部門

所長外 19:00～ 福栄総合事務所

（金） □江崎・小川公民館運営審議会 江崎公民館・
小川公民館

所長外 14:00～ 田万川コミュニ
ティセンター

■海事関係功労者国土交通大
臣表彰伝達式

防災危機管理
課

市長外 部長外 11:30～ 第1会議室

9/7 □市内小・中学校運動会
・明木小・旭中、田万川中、須佐
中

学校教育課 9:00～ 各学校 □山口県立萩商工高等学校体
育祭

教育長 9:00～ 萩商工高校

（土） □三見保育園運動会 子育て支援課 部長 9:00～ 三見保育園 □山口県立萩高等学校体育祭 教育長
議長

9:10～ 萩高等学校

■萩市須佐歴史民俗資料館企
画展「旦那様がやってきた～益
田から須佐へ 近世益田家の幕
開け～」オープニングセレモニー

須佐歴史民俗
資料館

市長外
副議長

館長 10:00～ 須佐歴史民俗
資料館「みこと
館」

□江向1区敬老祝賀会 高齢者支援課 副市長 11:30～ 江向1区公会堂

■救急の日フェア2019 「みんな
で考える救急医療」

地域医療推進
課

市長 部長外 15:00～ 総合福祉セン
ター

出　席　者

9/8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

9/8 □市内保育園・小・中学校運動
会
・萩東中
・萩西中、三見小・中、相島保・
小・中

学校教育課 市長外

8:30～
9:00～

各学校 □萩光塩学院中学校・高等学校
体育祭

市長外 8:45～ 萩光塩学院

（日） ■大地の遊び人養成講座
♯4　地球と遊ぶカヌー

ジオパーク推
進課

9:00～ 阿武川カヌー艇庫
前

□江向3区町内会敬老祝賀会 高齢者支援課 副市長
議長

11:00～ 総合福祉センター

□遠州流常盤島令和元年記念
観月茶会　松林の庵の中で

副市長
議長

18:00～ 常盤島

備  考

※次回のスケジュール原稿9/4（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

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/8 ～
（ 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

9/8 □市内保育園・小・中学校運動
会
・萩東中、萩西中、三見小・中、
相島保・小・中

学校教育課 市長外 各学校 □萩光塩学院中学校・高等学校
体育祭

市長外 8:45～ 萩光塩学院

（日） ■大地の遊び人養成講座
♯4　地球と遊ぶカヌー

ジオパーク推
進課

9:00～ 阿武川カヌー艇庫
前

□江向3区町内会敬老祝賀会 高齢者支援課 副市長
議長

11:00～ 総合福祉センター

□遠州流常盤島令和元年記念
観月茶会　松林の庵の中で

副市長
議長

18:00～ 常盤島

9/9 ■萩市議会9月定例会（一般質
問）（～11日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 □須佐地域ふるさとまつり実行
委員会

須佐公民館 館長 18:30～ 須佐公民館

（月）

9/10 □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館

（火）

9/11 □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

（水） □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長外 14:30～ 議会第一委員
会室

9/12 ■萩市議会9月定例会（各常任
委員会）（～18日）

議会事務局 10:00～ 議場 ■ＪＩＣＡ青年研修「カンボジア国
地方行政コース」海外研修員受
入

企画政策課 市長 課長 10:00～ 第1会議室

（木） □「秋の全国交通安全運動」須
佐・田万川地域推進会議

田万川地域振
興部門
須佐地域振興
部門

所長 13:30～ 須佐総合事務所

□須佐方面団本部会・幹部会 須佐地域振興
部門

所長 15:00～ 須佐総合事務所

□はぎジオカフェ ジオパーク推
進課

次長 18:30～ 萩・明倫学舎

□福栄大運動会実行委員会 福川公民館・
紫福公民館

館長 19:00～ 福川公民館

9/13 ■市内長寿者宅訪問 高齢者支援課 市長 部長 9:00～ 市内各所 □山口県立萩美術館・浦上記念
館特別展「にゃんとも猫だらけ」
オープニングセレモニー

文化・生涯学
習課

後援 市長外 15:00～ 山口県立萩美術
館・浦上記念館

（金）

出　席　者

9/15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

9/14 ■企画展「萩の鉄道物語り」開幕
（～10/20）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 □きれいなまち萩清掃活動 環境衛生課 課長 8:30～ 大渡浜（越ヶ浜～
大井間）

（土） □市内小中学校運動会
・大島小・中、見島小・中

学校教育課 市長外 9:00～ 各学校 □旭地域敬老会 旭市民窓口部
門

所長 9:00～ 旭マルチメディア
センター

■萩・食の祭典2019　HAGIたま
ちテーブル（15日）

企画政策課 17:00～ 萩・田町商店街 □川上地域敬老会 川上市民窓口
部門

議長 所長 10:00～ 川上公民館

□福栄地域敬老会 福栄市民窓口
部門

副市長 所長 10:00～ 福栄農業担い手
育成センター

□弥富地区敬老会 須佐市民窓口
部門

所長 10:20～ 弥富交流促進セン
ター

□田万川地域敬老祝賀会 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

□むつみ地域敬老祝賀会 むつみ市民窓
口部門

副市長 所長 10:30～ 農村環境改善セン
ター

□須佐地区敬老会 須佐市民窓口
部門

所長 11:30～ 須佐文化センター

■山口大学公開講座 企画政策課 市長 13:00～ 山口大学サテライ
トラボ萩

9/15 ■特別な列車ウォッチングツ
アー

萩博物館 8:10～
11:00～

東萩駅
萩駅

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8：40～
11：30～

東萩駅
萩駅

□市内小中学校運動会
・明倫小、むつみ保・小・中、椿西
小
、越ヶ浜小・中、大井小・中、川上
保・小・中、小川分園・小、多磨
小、福栄小・中、育英小、佐々並
分園・小

学校教育課 市長外 各学校

備  考

※次回のスケジュール原稿9/11（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

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/15 ～
（ 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

9/15 ■特別な列車ウォッチングツ
アー

萩博物館 8:10～
11:00～

東萩駅
萩駅

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8：40～
11：30～

東萩駅
萩駅

□市内保小中学校運動会
・明倫小、むつみ保・小・中、椿西
小、越ヶ浜小・中、大井小・中、川
上保・小・中、小川分園・小、多
磨小、福栄小・中、育英小、佐々
並分園・小

学校教育課 市長外 8:30～ 各学校

■萩・食の祭典2019　HAGIたま
ちテーブル

企画政策課 17:00～ 萩・田町商店街

9/16 ■萩・食の祭典2019　萩食ビュッ
フェ＆BBQ

企画政策課 市長 部長外 12:00～ 道の駅萩しー
まーと横駐車場
(※雨天時は田
町商店街)

□日隈翁記念萩近郷柔道大会 スポーツ振興
課

市長外 9:00～ 萩ｳｪﾙﾈｽﾊﾟｰｸ萩
武道館

（月） □特別養護老人ホーム紫福園
敬老会

福栄市民窓口
部門

所長 10:30～ 紫福園

□船津町内会敬老会 高齢者支援課 副市長 11:30～ 船津公会堂

□防災研修会 消防本部警防
課

課長 13:00～ 総合福祉センター

9/17 ■下瀬信雄氏写真パネル受納
式

福祉政策課 市長 部長 9:00～ 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～ 福栄総合事務所

（火） ■萩市議会9月定例会（本会議）
（常任委員会【予算決算】）（～19
日）

議会事務局 10:00～ 議場

9/18 □夢プラン策定委員会（大井地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 大井公民館

（水）

9/19 □ 萩市農業委員会定例総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室 □川上地区民生委員・児童委員
協議会定例会議

川上市民窓口
部門

総括 9:00～ 川上総合事務所

（木） ■市長のおでかけトーク 広報課 市長 部長外 18:00～ 福栄農業担い
手育成センター

□すさ苑敬老会 須佐市民窓口
部門

所長 10:30～ すさ苑

□いこいね萩クラブ大会　表彰
式典・発表会

高齢者支援課 市長外
議長

13:00～ 市民館大ホール

□救急技術練成会 消防本部警防
課

課長 13:30～ 宇部市

□コミュニティ協議会地域活性化
部会

むつみ地域振
興部門

総括 19:00～ むつみ総合事務
所

出　席　者

9/22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



（ 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

9/20 ■交通安全自動車パレード 市民活動推進
課

市長 課長 9：00～ 萩市民体育館外
市内各所

（金） □萩市共同募金委員会運営委
員会

福祉政策課 市長外 部長 11:00～ 総合福祉センター

□相島新船建造委員会 商工振興課 市長 部長外 14:00～ 大会議室

□消防通信指令業務の共同運
用検討委員会

消防本部警防
課・消防本部
総務課

課長 14:00～ 山口市

□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 15:00～ 田万川総合事務
所

□萩光塩学院女子卓球部ｲﾝﾀｰ
ﾊｲ第３位入賞祝賀会

スポーツ振興
課

市長外 18:00～ 萩本陣

9/21 □山口県消防操法大会 消防本部総務
課

副市長 消防長
外

8:30～ 山口市

（土） □ほほえみ大運動会 福祉支援課 後援 市長 10:00～ 市民体育館

□萩圏域地域包括ケアネット
ワーク協議会多職種連携研修会

高齢者支援課 課長 18:00～ 萩本陣

■世界アルツハイマーデーライト
アップ

高齢者支援課 共催 課長 18:00～ 金谷神社

□山口県消防操法大会結果報
告会

消防本部総務
課

市長 消防長
外

18:00～ 消防庁舎

9/22 □職員採用試験（初級事務等） 人事課 課長 9：00～ 大会議室外 □大井地区敬老会 高齢者支援課 市長 11:00～ 大井小中学校体
育館

（日）

備  考

※次回のスケジュール原稿9/18（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



9/22 ～
（ 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

9/22 □職員採用試験（初級事務等） 人事課 課長 9：00～ 大会議室外 □日本地質学会第126年学術大
会（山口大会）巡検「ジオパーク」

ジオパーク推
進課

9:30～ 笠山

（日） ■大井地区敬老会 高齢者支援課 市長 11:00～ 大井小中学校体育
館

9/23 ■企画展「旦那様がやってきた」
見学バスツアー

須佐歴史民俗
資料館

館長 13:00～ 萩市内～須佐
歴史民俗資料

■越ヶ浜地区敬老会「敬老感謝
の集い」

高齢者支援課 市長 11:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店

（月） □高佐八幡宮秋季大祭 むつみ地域振
興部門

所長 14:00～ 高佐八幡宮

9/24 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 8:45～ 大会議室 □交通安全キャンペーンマスコッ
ト作戦

川上地域振興
部門

所長 7:00～ 川上京床バス停付
近

（火） ■萩市議会9月定例会（教育民
生委員会）

議会事務局 10:00～ 第２委員会室 □山口県漁協はぎ女性部リー
ダー研修会

水産課 市長 部長 10:00～ 山口県漁協はぎ統
括支店

□職員提案審査会 人事課 市長外 13:30～ 第１会議室 □予防・危険物担当課長会議 消防本部予防
課

課長 13:30～ 光市

■全国大会出場選手激励会（国
民体育大会、全国障害者スポー
ツ大会）

スポーツ振興
課

市長外 局長外 17:30～ 市長室 □福栄地域生涯学習発表会・作
品展実行委員会

福川・紫福公民
館

館長 19:00～ 福川公民館

□夢プラン策定委員会（むつみ
地域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ むつみ総合事
務所

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

9/25 ■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

10:00～ 議場 □萩本陣消防訓練 消防本部予防
課

課長 10:40～ 萩本陣

□萩市議会9月定例会記者会見 広報課 市長外 部長外 本会議
終了後

全員協議会室 □NPO法人萩コミュニティシネマ
臨時総会

文化・生涯学習
課

市長 18:30～ 菜の花

（水） □夢プラン策定委員会（見島地
区）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 見島ふれあい交
流センター

9/26 □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

□やまびこキャンペーン むつみ地域振
興部門

所長外 7:25～ Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター前

（木） ■駐日外交団地方視察ツアー
（～２７日）

商工振興課 市長 12:00～ 市内各所 □（株）たまがわ臨時取締役会 商工振興課 市長 部長 10:00～ 道の駅ゆとりパー
クたまがわ

□職員採用試験（市民病院看護
師）

人事課 部長 13:50～ 市民病院 □須佐・田万川地域交通安全
キャンペーン

須佐・田万川地
域振興部門

所長外 10:00～ 田万川地域（江津
パーキング）

■市長のおでかけトーク 広報課 市長 部長外 14:00～ 市民活動セン
ター「結」

□山口県内国有林野等所在市町
長協議会

林政課 課長 12:30～ 山口市

□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

□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

出　席　者

9/29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



（ 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

9/27 □廃棄物処理施設見学会 環境衛生課 課長 9:30～ し尿処理場、リ
サイクルセン
ター外

□むつみ地域交通安全キャン
ペーン

むつみ地域振
興部門

所長外 7:00～ 鍛冶屋交差点

（金） □須佐・田万川地域交通安全パ
レード

須佐・田万川地
域振興部門

所長 9:15～ 須佐・田万川地域
内

□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 11:00～ 総合福祉センター

□山口県市議会議長会事務局長
会議

議会事務局 局長 14:00～ 光市

□むつみ園秋祭り むつみ市民窓
口部門

所長 18:30～ むつみ園

□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～ 農村環境改善セン
ター

□福川・紫福行政区公民館長合
同会議

福川・紫福公民
館

館長 19:00～ 福川公民館

9/28 □市内保育園運動会
〔山田保、田万川保、あさひ保、
福川保、紫福保、春日保〕

子育て支援課 8:00～ 各保育園 □相島いも掘りフェスタ 地域づくり推進
課

後援 次長 9:00～ 相島

（土） ■2019カヌーフェスティバル in
Aburiver

川上地域振興
部門

所長 9:30～ 阿武川温泉公
園

□市内中学校ソフトテニス大会 スポーツ振興
課

後援 課長 9:00～ 中央公園テニス場

□地域防災リーダー研修会 防災危機管理
課

課長 13:00～ 総合福祉セン
ター

■第3回世界遺産清掃活動 文化財保護課 市長 部長外 10:00～ 萩城跡

■未来を切り拓く人づくりセミナー 文化・生涯学習
課

市長 局長外 13:30～ 市民館大ホール ■萩ジオツーリズム協会提供ツ
アー　果樹農家さんに会いに行こ
う

ジオパーク推
進課

13:00～ 弥富交流促進セン
ター

□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

9/29 ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8：40～
11：30～

東萩駅
萩駅

□むつみオープングラウンドゴル
フ大会

むつみ地域振
興部門

所長 9:00～ むつみグラウンド
外

（日） □椿保育園運動会 子育て支援課 課長 9:00～ 椿保育園運動
場

■わくわくキッズフェスタ 子育て支援課 市長 課長 10:30～ 児童館外

■青少年のための科学の祭典萩
大会

学校教育課 課長 9:30～ 明倫小学校体
育館

■御船倉コンサート 文化財保護課 市長 13:30～
16:30～

浜崎御船倉

■企画展「旦那様がやってきた」
見学バスツアー

須佐歴史民俗
資料館

館長 13:00～ 益田市内～須
佐歴史民俗資
料館備  考

※次回のスケジュール原稿9/25（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

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



9/29 ～
（ 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

9/29 ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8：40～
11：30～

東萩駅
萩駅

□むつみオープングラウンドゴル
フ大会

むつみ地域振
興部門

所長 9:00～ むつみグラウンド
外

（日） □椿保育園運動会 子育て支援課 課長 9:00～ 椿保育園運動
場

■わくわくキッズフェスタ 子育て支援課 市長 課長 10:30～ 児童館外

■青少年のための科学の祭典萩
大会

学校教育課 課長 9:30～ 明倫小学校体
育館

■御船倉コンサート 文化財保護課 市長 13:30～
16:30～

浜崎御船倉

■企画展「旦那様がやってきた」
見学バスツアー

須佐歴史民俗
資料館

館長 13:00～ 益田市内～須
佐歴史民俗資
料館9/30 ■犬のフン公害・空き缶等投げ

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 □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） □萩市民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 10:00～ 総合福祉セン
ター

□萩市男女共同参画推進審議会 市民活動推進
課

市長外 部長外 14:00～ 大会議室

□消防教育訓練 財産管理課 部長外 15:00～ 消防本部2F屋
内訓練場

10/1 □新規採用職員辞令交付式（市
民病院医師）

人事課 市長外 部長外 9:00～ 第1会議室 ■着物ウィークin萩（～14日） 観光課 共催 市長 部長外 10:00～ 萩城城下町周辺外
各所

（火） □庁内連絡会議 総務課 市長外 部長外 13:30～ 大会議室 ・オープニングセレモニー 　 11:00～ 萩・明倫学舎

□予算編成方針実務責任者説明
会

財政課 部長
外

15:30～ 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、ザ・
ビックエクストラ萩
店□総合事務所長連絡会議 地域づくり推進

課
市長外 部長外 15:30～ 第1会議室

■萩・阿武科学研究発表会・科
学展覧会

学校教育課 教育長 13:30～ 総合福祉セン
ター

10/2 □学校訪問　福栄小中学校 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 福栄小中学校 □萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 副市長 部長 11:30～ 総合福祉センター

（水） □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 部長外 10:00～ 大会議室 □萩市自治会連合会研修会 市民活動推進
課

市長 課長 13:30～ 総合福祉センター

□山田保育園幼年消防パレード 予防課 課長外 10:00～ 玉江浦地区 □市議会議員共済会審査会・意
見交換会

議会事務局 議長 次長 15:30～ 東京都

■子育て輪づくり大運動会 健康増進課 市長 11:30～ 市民体育館

□広島市安佐南区消防団視察 消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎

□市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 14:30～ 総合福祉セン
ター

■全国大会出場選手激励会
（ジュニアオリンピック陸上競技大
会）

スポーツ振興
課

市長外 局長外 17:30～ 第1会議室

出　席　者

10/6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

10/3 □夢プラン策定委員会（福栄地
域）

地域づくり推進
課

部長外 19:00～ 福栄総合事務
所

□萩市長杯グラウンドゴルフ大会 高齢者支援課 後援 市長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク

（木） □国慶日レセプション 企画政策課 市長 12:00～ 広島県

□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

□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 19:00～ 旭総合事務所

10/4 □川上遺族会役員会 川上市民窓口
部門

　 総括 9:00～ 川上総合事務所

（金） □長門市生活支援体制整備事業
視察対応

高齢者支援課 課長 9:30～ 大井出張所

■看護のこころ継承式 地域医療推進
課

市長 10:00～ 山口県立萩看護学
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 10:00～ 福栄総合事務所

□山口県消防殉職者慰霊祭 消防総務課 　 消防長 10:30～ 山口県消防学校

□山口県市議会議長会臨時総会 議長 局長 14:00～ 光市

□山口県消防長会秋季定例会・
情報交換会

消防総務課 副市長 消防長
外

15:00～ 萩グランドホテル

□中華民國（台湾）１０８年國慶
節祝賀レセプション

企画政策課 市長 　 18:30～ 福岡県

10/5 □越ヶ浜保育園運動会 子育て支援課 課長 9:00～ 越ヶ浜保育園運
動場

□華道家元　池坊萩支部花展 副市長 10:00～ 有備館

（土） □椿東保育園運動会 子育て支援課 課長 9:00～ 萩武道館

10/6 □福栄地域刈りみたしグラウンド
ゴルフ交歓大会

福川・紫福公民
館

所長外 9:00～ 福栄グラウンド □阿武町総合防災訓練 警防課 課長外 8:40～ 阿武町

（日） ■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

□木間運動会 文化・生涯学習
課

市長 課長 9:30～ 旧木間小中学校屋
内運動場

■そばの花まつり 弥富公民館 所長 9:30～ 弥富グラウンド

□萩ジオアカデミー③
「大陸の巨大火山活動」

ジオパーク推
進課

部次長
外

10:00～ 長門峡自然休養村
管理センター

□裏千家淡交会萩青年部「着物
ウィーク茶会」

観光課 市長 10:00～ 菊屋家住宅

□山田ほこり落とし会（敬老会） 高齢者支援課 部長 11:40～ 長門市

備  考

※次回のスケジュール原稿10/2（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　3日、4日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/6 ～
（ 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

10/6 □福栄地域刈りみたしグラウンド
ゴルフ交歓大会

福川公民館・
紫福公民館

所長外 9:00～ 福栄グラウンド □阿武町総合防災訓練 警防課 課長 8:40～ 阿武町

（日） ■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

□木間地区秋季大運動会 文化・生涯学
習課

市長 課長 9:30～ 旧木間小中学校

■阿武川でカヌー体験 川上産業振興
部門

所長外 10:00～ 阿武川温泉公
園

■そばの花まつり 弥富公民館 所長 9:30～ 弥富小グラウンド

■萩ジオアカデミー③「大陸の巨
大火山活動」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 長門峡自然休養
村管理センター

□裏千家淡交会萩青年部「着物
ウィーク茶会」

観光課 市長 10:00～ 菊屋家住宅

□山田ほこり落とし会（敬老会） 高齢者支援課 部長 11:40～ 長門市

□運動器の健康・骨と関節の日
記念行事

地域医療推進
課

後援 12:30～ サンライフ萩

□長北医学会 地域医療推進
課

市長 部長外 13:00～ 萩本陣

10/7 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 8:45～ 大会議室 ■鎌倉×萩経済交流事業（～8
日）

商工振興課 市長 部長外 18:00～ 総合福祉センター

（月） □学校訪問（川上小・川上中・明
倫小）

学校教育課 教育長 課長 9:00～
10:30～
13:30～

川上小学校
川上中学校
明倫小学校

□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 19:00～ 旭活性化センター

□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

□市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 10:00～ みんなの家（浜
崎）

■萩市と（公財）さわやか福祉財
団との包括連携協定締結式

高齢者支援課 市長 部長外 13:00～ 全員協議会室

■全国大会出場激励会（日本大
衆音楽祭）

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 16:30～ 市長室

10/8 □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館 □ＮＰＯ萩明倫学舎奉仕活動 萩・明倫学舎
推進課

課長 6:30～ 萩・明倫学舎

（火） □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 10:30～ 大会議室

■萩市・台北市士林区友好都市
締結3周年記念訪問(～11日)

企画政策課 市長
議長

課長 11:00～ 台湾

10/9 □学校訪問（田万川中学校） 学校教育課 教育長 課長 10:30～ 田万川中学校 □萩・阿武小学校通信陸上競技
大会

学校教育課 教育長 9:10～ 萩ウェルネスパー
ク多目的広場

（水） □志都岐山神社秋祭り祭典 副市長 11:00～ 志都岐山神社

□萩市勤労福祉共済会理事会 商工振興課 部長外 13:30～ 大会議室

10/10 ■にっぽん丸来航 観光課 8:00～ 道の駅「萩しー
まーと」裏

□山口県市教育委員会協議会
研修会

教育政策課 教育長 10:00～ 下松市

（木） □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 □萩市長杯グランドゴルフ大会 高齢者支援課 後援 副市長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク

□須佐地域人権施策推進委員
会

須佐地域振興
部門

所長外 14:00～ 須佐総合事務
所

出　席　者

10/13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



（ 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

10/11 □学校訪問（椿東小学校） 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 椿東小学校 ■萩・田町 萩焼まつり（～14日）
・オープニングセレモニー

商工振興課 副市長
副議長

部長 9:30～ JOY201、田町商
店街

（金） □萩市公民館連絡協議会 文化・生涯学
習課

教育長 局長外 16:00～ 第3会議室 □中国市議会議長会支部長市
等事務局長会議

議会事務局 次長 13:00～ 防府市

□萩准看護学院戴灯式 健康増進課 副市長 課長 14:00～ 地域医療連携支
援センター

□山口銀行萩支店消防訓練 予防課 課長 16:30～ 山口銀行萩支店

■萩・竹灯路物語（～13日）
・オープニングセレモニー

観光課 共催 市長 部長外 18:00～ 萩城城下町周辺
香雪園

10/12 ■恵美須ヶ鼻造船所跡発掘調査
現地見学会

文化財保護課 課長 10:00～ 恵比須会館、発
掘現場

□きれいな萩清掃活動 環境衛生課 課長 8:30～ ドラッグストアコス
モス萩南店付近

（土） ■はぎ終活フォーラム 高齢者支援課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

■友好都市締結3周年記念石巻
市物産展

企画政策課 9:00～ アトラス萩

□認定こども園萩幼稚園運動会 教育長 9:00～ 萩幼稚園

□むつみ文化振興協会視察研
修

むつみ地域振
興部門

所長 9:20～ 山口市

□山口県立萩看護学校学校祭 健康増進課 10:00～ 萩看護学校

□ＮＰＯ萩明倫学舎奉仕活動 萩・明倫学舎
推進課

部長外 10:00～ 萩・明倫学舎

□航空自衛隊見島分屯基地開
庁64周年記念式典・祝賀会

副議長 11:00～ 航空自衛隊見島
分屯基地

□山口県立萩商工高等学校同
窓会つばき会本部総会

市長 18:00～ 山口県立萩商工
高等学校

10/13 ■阿武川でカヌー体験 川上産業振興
部門

所長外 10:00～ 阿武川温泉公
園

□やまぐち就農ゆめツアー 農政課 課長 8:30～ 山口市 外

（日） ■萩市美術展（～20日）
・表彰式

文化・生涯学
習課

市長外
議長

課長 11:00～ 市民館 □弥富地区体育大会 弥富公民館 所長 8:30～ 弥富小グラウンド

□明木地区運動会 明木公民館 所長 9:00～ 明木小・旭中グラ
ウンド

□佐々並地区運動会 佐々並公民館 9:00～ 佐々並小グラウン
ド

□福栄大運動会 福川公民館・
紫福公民館

所長外 9:00～ 福栄小中学校グラ
ウンド

■萩・魚まつり 水産課 共催 市長
議長

部長外 9:30～ 県漁協萩地方卸
売市場、道の駅
「萩しーまーと」

■萩・花と緑のふれあい広場
・秋の花いっぱい運動表彰式

観光課 共催 市長 部長外 10:00～ サンライフ萩

□浜田開府400年記念式典 企画政策課 市長 14:00～ 島根県

備  考

※次回のスケジュール原稿10/9（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　8～11日、13日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/13 ～
（ 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

10/13 ■阿武川でカヌー体験 川上産業振興
部門

所長外 10:00～ 阿武川温泉公
園

□やまぐち就農ゆめツアー 農政課 課長 8:30～ 山口市 外

（日） ■萩市美術展（～20日）
・表彰式

文化・生涯学
習課

市長外
議長

課長 11:00～ 市民館 □弥富地区体育大会 弥富公民館 所長 8:30～ 弥富小グラウンド

□道の駅たまがわ開業記念まつ
り

田万川産業振
興部門

所長外 9:00～ 道の駅ゆとりパー
クたまがわ

□佐々並地区運動会 佐々並公民館 9:00～ 佐々並小グラウン
ド

□福栄大運動会 福川公民館・
紫福公民館

所長外 9:00～ 福栄小中学校グラ
ウンド

■萩・魚まつり 水産課 共催 部長外 9:30～ 県漁協萩地方卸
売市場、道の駅
「萩しーまーと」

□全国棚田サミット 農政課 次長 9:30～ 長門市

■萩・花と緑のふれあい広場
・秋の花いっぱい運動表彰式

観光課 共催 市長 部長外 10:00～ サンライフ萩

□浜田開府400年祭記念式典
（～14日）

企画政策課 市長 14:00～ 島根県

10/14 ■シンポジウム「中世の益田家・
近世の益田家～益田地域・須佐
地域の現在・過去・未来～」

須佐歴史民俗
資料館

市長 館長外 13:00～ 須佐文化セン
ター

□田万川スポーツ少年団招待野
球大会

江崎公民館 所長外 8:30～ 田万川グラウンド

（月） □着物ウィークin萩　フェアウェ
ルパーティー

観光課 市長 部長外 19:00～ 萩の宿常茂恵

10/15 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 8:45～ 大会議室 □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

□学校訪問〔白水小学校・むつ
み小学校〕

学校教育課 教育長 9:00～
13:30～

白水小学校
むつみ小学校

□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） □議会運営委員会 議会事務局 議長 局長 10:00～ 全員協議会室 □萩ジオパーク推進協議会　幹
事会

ジオパーク推
進課

次長外 13:30～ 阿武町

□市長のおでかけトーク 広報課 市長 部長外 11:00～ 弥富老人憩い
の家

□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

■萩逸品コンペティション２次審
査会

商工振興課 市長 部長外 14:00～ 大会議室

10/16 □地方交付税検査（～17日） 財政課 課長外 9:00～ 第２委員会室 □コープ葬祭消防訓練 消防本部予防
課

課長 9:30～ コープ葬祭

（水） □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

□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

□中央方面団役員会 消防本部総務
課

消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □川上遺族会総会 川上市民窓口
部門

総括 11:30～ 川上総合事務所

□佐々並分園住民説明会 旭市民窓口部
門

所長外 19:00～ 旭活性化セン
ター

■萩オープンガーデンオープニ
ングセレモニー

観光課 後援 13:00～ 菊屋家住宅

■道の駅等を拠点とした観光周
遊サイクリング社会実験協議会

観光課 市長 部長外 13:00～ 大会議室

□１３市衛生主管課長会議 環境衛生課 課長 13:30～ 山口市

出　席　者

10/20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

10/17 □萩市農業委員会定例総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室 □萩市町内会対抗グラウンドゴ
ルフ大会

市民活動推進
課

市長
議長

部長外 8:30～ 陶芸の村公園

（木） □幼年消防パレード（三見保育
園）

消防本部予防
課

課長 10:00～ 三見浦地区 □市長杯争奪ゲートボール大会 スポーツ振興
課

副市長 9:00～ 萩甲子園球場

□須佐地域行政推進員集会 須佐地域振興
部門

所長外 10:00～ 須佐総合事務
所

□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

□見島ウシ保護・振興対策委員
会

文化財保護課 部長外 13:30～ 第３会議室 □中国地区都市教育長会　総会
並びに研究協議会

教育政策課 教育長 9:50～ 広島県

□十三代三輪休雪襲名雪嶺展 商工振興課 市長 課長 13:30～ 大阪府

□「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

□福栄ふるさとまつり実行委員
会

福栄地域振興
部門

所長外 18:00～ 福栄総合事務所

10/18 □中央方面団幹部会 消防本部総務
課

消防長
外

15:00～ 消防庁舎 □東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶﾇｰｽﾗﾛｰﾑ競技
日本代表選手最終選考会（～21
日）

スポーツ振興
課

教育長 9:00～ 東京都

（金） □萩のジオパークってなんじゃろ
う会　『平蕨台で育った野菜はな
ぜおいしいの？』

ジオパーク推
進課

10:00～ 福栄夢るーらる雲
海

□4市研修会 財政課 課長外 15:00～ 山陽小野田市

□全国Bizサミットin岡崎市（～19
日）

商工振興課 市長 課長 15:00～ 愛知県

□中国市議会議長会臨時総会 議会事務局 議長 局長 15:00～ 防府市

10/19 ■熱中小学校「萩明倫館」開校
式

産業戦略室 市長 部長外 13:30～ 萩・明倫学舎 ■NPO萩まちじゅう博物館設立
15周年「ふれあいの日」（活動発
表会）

まちじゅう博物
館

副市長 部長外 9:45～ 萩博物館

（土） □都志見病院第15回出前講座”
がん”について知っておこう

地域医療推進
課

後援 10:00～ 旭活性化センター

10/20 ■特別な列車ウォッチングツ
アー

萩博物館 8:00～
11:00～

東萩駅
萩駅

□むつみワクワク大運動会 むつみ地域振
興部門

所長外 9:00～ むつみグラウンド

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

■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 9:30～ 萩市保健センター

■エコプラザ・萩秋まつり 環境衛生課 市長 部長外 9:30～ エコプラザ・萩 ■秋の大板山たたら祭 紫福支所 市長 所長外 10:00～ 大板山たたら製鉄
遺跡周辺

■阿武川でカヌー体験 川上産業振興
部門

所長外 10:00～ 阿武川温泉公
園

■神田松之丞講談漫遊記vol.3 企画政策課 共催 市長
議長

部長外 13:00～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿10/16（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　13～14日、17～19日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/20 ～
（ 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

10/20 ■特別な列車ウォッチングツ
アー

萩博物館 8:00～
11:00～

東萩駅
萩駅

□東京オリンピックカヌースラ
ローム競技日本代表選手最終選
考会

スポーツ振興
課

教育長 課長 9:00～ 東京都

（日） ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

□むつみワクワク大運動会 むつみ地域振
興部門

所長外 9:00～ むつみグラウンド

□萩市民秋季ソフトボール大会 スポーツ振興
課

局長 9:00～ ■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 9:30～ 保健センター

■エコプラザ・萩 秋まつり
・来館者10万人達成式典

環境衛生課 市長 部長外 9:30～ エコプラザ・萩

■秋の大板山たたら祭 紫福支所 共催 市長 所長外 10:00～ 大板山たたら製鉄
遺跡周辺

■阿武川でカヌー体験（27日） 川上産業振興
部門

所長外 10:00～ 阿武川温泉公園

■神田松之丞講談漫遊記vol.3 企画政策課 共催 市長
議長

部長外 13:00～ 市民館大ホール

10/21 □12月補正財政課長査定 財政課 部長外 9:00～ 財政課 □高齢者のつどい むつみ市民窓
口部門

所長 10:30～ むつみコミュニティ
センター

（月） □須佐・田万川地域戦没者追悼
式

須佐・田万川
市民窓口部門

市長
議長

所長外 10:00～ 須佐文化セン
ター

□ため池対策推進会議 むつみ産業振
興部門

次長 13:50～ 萩総合庁舎

■スロベニア共和国カヌー連盟
「阿武川特設カヌー競技場」現地
視察

スポーツ振興
課

市長外 局長外 11:30～ 阿武川特設カ
ヌー競技場外

□市役所本庁舎等消防訓練事
前説明会

財産管理課 部長外 15:00～ 大会議室

■全国大会出場激励会（全国高
等学校ロボット競技大会）

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 16:15～ 市長室

10/22 □職員採用試験2次試験（UJI
ターン社会人経験者外）

人事課 市長外 部長外 13:00～ 大会議室外 □松陰先生墓前祭 市長 10:00～ 松陰先生墓所

（火） ■萩博物館、阿武川歴史民俗資
料館、須佐歴史民俗資料館無料
公開（「即位礼正殿の儀」に伴う
慶祝事業）

萩博物館 9:00～ 萩博物館外 □萩市体育協会指導者研修会 スポーツ振興
課

課長 13:30～ 市民体育館

10/23 □萩市議会教育民生委員会行
政視察（～25日）

議会事務局 8:00～ 東京都 □萩グラウンド・ゴルフ交歓大会 副市長 9:00～ 萩ウェルネスパー
ク多目的広場

（水） 部長外 19:00～ 総合福祉セン
ター

□阿武萩農山漁村女性フォーラ
ム

農政課 部長 13:00～ 阿武町

□13市住民基本台帳事務主管
課長会議

市民課 課長 13:30～ 下松市

□13市児童福祉所管課長・係長
会議

子育て支援課 課長 13:30～ 下松市

□財政主管課長会議 財政課 課長 13:30～ 光市

■ふるさと企業大賞表彰式
・地域産業交流セミナー
・企業大賞受賞記念パーティー

商工振興課 市長 部長 14:00～ 東京都

□山口県商工会大会「地域振興
懇話会」

副市長
議長

15:00～ 山口市

10/24 □企業訪問 商工振興課 市長 部長 10:00～ 東京都

（木）

福祉政策課、
西・東地域包
括支援セン
ター

出　席　者

10/27萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

萩ウェルネス
パーク萩スポー
ツ広場

□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

＜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

10/25 □萩市自立支援協議会専門部
会

福祉支援課 課長 14:00～ 総合福祉セン
ター

□山陰自動車道（益田～萩間）・
地域高規格道路小郡萩道路整
備促進要望活動

土木課 市長
議長

部長外 9:00～ 東京都

（金） □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 □甲種防火管理者再講習 予防課 課長 9:00～ 消防庁舎

□全国消防長会中国支部警防
主管課長会議

警防課 課長 13:00～ 広島県

□児童虐待防止に向けた知事・
19市町長合同会議

子育て支援課 副市長 課長 14:00～ 山口市

□弥富猟友会総会 須佐産業振興
部門

所長 15:00～ 弥富老人憩いの
家

10/26 □休日健診 健康増進課 課長 8:30～ 保健センター □きれいなまち萩清掃活動 環境衛生課 課長 8:30～ 萩商港付近

（土） □見島総合防災訓練 見島支所 所長外 9:30～ 見島緑地広場外

□萩・阿武・長門合同短歌大会 文化・生涯学
習課

副市長外 課長 9:30～ 総合福祉センター

■萩市佐々並地区ハギカラモニ
ターツアー

まちじゅう博物
館推進課

9:45～ 佐々並地区

□萩・世田谷幕末維新まつり（～
27日）

商工振興課 後援 市長 10:00～ 東京都

■ハロウィンたまち＆結まつり
2019

市民活動推進
課

後援 副市長 11:00～ 田町商店街、市民
活動センター結

□MOA美術館萩・長門地域児童
作品展表彰式

文化・生涯学
習課

教育長 11:00～ 市民館小ホール

□山陰自動車道（益田～萩間）
等整備促進周知活動

土木課 市長 部長外 11:30～ 東京都

□東京指月会大会 市長 14:30～ 東京都

10/27 □須佐中学校文化祭 須佐地域事務
所

所長 8:45～ 須佐中学校 □社会福祉法人E.G.F 収穫祭 田万川地域振
興部門

所長 9:00～ 社会福祉法人
E.G.F

（日） □萩市消防団田万川方面団消
防団員訓練

田万川地域振
興部門

所長 9:00～ 田万川体育館
駐車場

■おたから見守りツアー！in む
つみ

まちじゅう博物
館推進課

課長 9:30～ むつみ総合事務
所外

□明木小学校・旭中学校文化祭 旭地域振興部
門

所長 9:00～ 明木小・旭中学
校

□どれみのにこにこ運動会 福祉支援課 課長 10:00～ 至誠館大学

□福栄小中学校学校祭 福栄地域振興
部門

所長 9:00～ 福栄小中学校 ■萩ジオアカデミー④「日本海の
誕生」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 阿武町

□むつみ中学校文化祭 むつみ地域振
興部門

所長 9:00～ むつみ中学校 □松陰神社例祭 教育長
議長

10:30～ 松陰神社

□三見公民館まつり 三見公民館 副市長 9:30～ 三見公民館 ■RUN伴（らんとも）2019 in 萩・
阿武

西地域包括支
援センター

後援 部長外 11:30～ 総合福祉センター
外

□消防団員教育訓練 消防総務課 消防団
長

10:00～ 消防庁舎 □自由民主党山口県支部連合
会移動政調会

市長 15:30～ 山口市

■萩図書館まつり 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館

■知的書評合戦ビブリオバトル
チャンプ本山口県大会in萩

萩図書館 14:00～ 萩図書館

備  考

※次回のスケジュール原稿10/23（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　27日　　県外出張　23～26日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



10/27 ～
（ 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

10/27 □須佐中学校文化祭 須佐地域事務
所

所長 8:45～ 須佐中学校 □社会福祉法人E.G.F 収穫祭 田万川地域振
興部門

所長 9:00～ 社会福祉法人
E.G.F

（日） □萩市消防団田万川方面団消
防団員訓練

田万川地域振
興部門

所長 9:00～ 田万川体育館
駐車場

■おたから見守りツアー！in む
つみ

まちじゅう博物
館推進課

課長 9:30～ むつみ総合事務
所外

□明木小学校・旭中学校文化祭 旭地域振興部
門

所長 9:00～ 明木小・旭中学
校

□どれみのにこにこ運動会 福祉支援課 課長 10:00～ 至誠館大学

□福栄小中学校学校祭 福栄地域振興
部門

所長 9:00～ 福栄小中学校 ■萩ジオアカデミー④「日本海の
誕生」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 阿武町

□むつみ中学校文化祭 むつみ地域振
興部門

所長 9:00～ むつみ中学校 □松陰神社例祭 教育長
議長

10:30～ 松陰神社

□三見公民館まつり 三見公民館 副市長 9:30～ 三見公民館 ■RUN伴（らんとも）2019 in 萩・
阿武

西地域包括支
援センター

後援 部長外 11:40～ 総合福祉センター
外

□消防団員教育訓練 消防総務課 消防団
長

10:00～ 消防庁舎 □自由民主党山口県支部連合
会移動政調会

市長 15:30～ 山口市

■萩図書館まつり 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館

■阿武川でカヌー体験 川上産業振興
部門

所長外 10:00～ 阿武川温泉公
園

■知的書評合戦ビブリオバトル
チャンプ本山口県大会in萩

萩図書館 14:00～ 萩図書館

10/28 □萩市議会　経済建設委員会行
政視察（～30日）

議会事務局 兵庫県 □多数傷病者対応訓練 警防課 次長外 10:00～ 土原グラウンド

（月） □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 総合福祉セン
ター

■全国藩校サミット萩大会実行
員会

萩・明倫学舎
推進課

市長外 部長外 10:30～ 大会議室

□市長のおでかけトーク 広報課 市長 部長外 13:30～ 旭マルチメディ
アセンター

□おおさかええまちプロジェクト 高齢者支援課 課長 13:00～ 大阪府

■市役所本庁舎等消防訓練 財産管理課 市長外 部長外 16:00～ 市役所本庁舎、
第2庁舎、電算
室、総合福祉セ
ンター

□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

□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

10/29 □萩市議会 総務委員会行政視
察（～31日）

議会事務局 岐阜県 □むつみ民生委員・児童委員協
議会定例会

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） □新型インフルエンザ等対策推
進会議

健康増進課 部長外 15:00～ 総合福祉セン
ター

■市内県立高等学校に関する要
望活動

教育政策課 市長外 局長 10:00～ 山口県教育委員
会

■未来を切り拓くひとづくりセミ
ナー（講師：萩原健司）

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 18:30～ 市民館大ホー
ル

□多数傷病者対応訓練 警防課 次長外 10:00～ 土原グラウンド

□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

□障害者スポーツ協会理事会及
び総会

教育長 11:00～ 総合福祉センター

□安全・安心の道づくりを求める
全国大会

土木課 副市長 次長 12:30～ 東京都

□総合事業推進セミナー 高齢者支援課 課長 13:00～ 山口市

□萩港港湾危機管理コアメン
バー幹事会

警防課 課長 13:30～ 萩総合庁舎

□むつみ中学校消防訓練 予防課 課長 13:30～ むつみ中学校

出　席　者

11/3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

□全国漁港漁場大会（～３０日） 水産課 課長 14:00～ 広島県

□住民福祉講座実行委員会 むつみ市民窓
口部門

所長外 18:30～ むつみ農村環境
改善センター

10/30 □萩市議会教育民生委員会（継
続審査）

議会事務局 第２委員会室 □中国地方道路整備促進総決
起大会

土木課 副市長 次長 7:30～ 東京都

（水） □大阪府太子町視察対応 高齢者支援課 課長 9:30～ むつみ地域世
代間交流拠点
施設

□県・市町教育委員長意見交換
会（ともニーテング2019）

学校教育課 教育長 13:00～ 山口市

■全国大会激励会（ねんりんピッ
ク　将棋）

高齢者支援課 市長外 部長 10:30～ 市長室 □山口県市・町立図書館長連絡
会議

萩図書館 館長 13:00～ 下関市

□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

次長外 13:30～ 山口市

10/31 □学校訪問 大井小中学校 学校教育課 教育長 課長 13:00～ 大井小中学校 □萩地域医療対策協議会 地域医療推進課 部長外 14:00～ 地域医療連携支
援センター

（木） □人事主管課長会議 人事課 課長 14:00～ 光市

□児童館運営委員会 子育て支援課 課長 19:30～ 児童館

11/1 ■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 8:45～ 第一会議室 □日本ジオパーク全国大会2019
おおいた大会（～４日）

ジオパーク推
進課

副市長 部次長
外

10:00～ 大分県

（金） □PTA連合会要望等懇談会 教育政策課 市長外 局長外 10:00～ 大会議室 □萩城下町マラソン主任者会議 スポーツ振興
課

共催 課長 18:30～ 市民体育館

□花と緑の審議会 観光課 市長 部長外 13:00～ 大会議室

11/2 ■萩市・鎌倉市姉妹都市締結40
年記念 鎌倉市訪問(～11/4)

企画政策課 市長
議長

課長 神奈川県 □国保地域医療学会 地域医療推進
課

課長 9:30～ 山口市

（土）

11/3 ■鎌倉市制80周年記念式典 企画政策課 市長
議長

課長 10:00～ 神奈川県 □椿東ふれあいフェスタ 学校教育課 副市長外 8:30～ 椿東小学校

（日） □須佐地域ふるさとまつり 須佐公民館 所長 9:15～ 須佐総合事務所
北側駐車場

■かわかみふるさとまつり 川上地域振興
部門

副市長 所長外 9:30～ 川上公民館

□むつみふるさとまつり むつみ地域振
興部門

所長外 9:30～ むつみB&G海洋セ
ンター

□福栄ふるさとまつり 福栄地域振興
部門

共催 所長外 9:30～ 道の駅ハピネスふ
くえ

□野山・岩倉獄両獄慰霊祭 文化財保護課 副市長 11:00～ 野山・岩倉両獄

□萩市民音楽祭 文化・生涯学
習課

共催 教育長 課長 12:30～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿10/30（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　27日、29日　　県外出張　11月2～3日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/3 ～
（ 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

11/3 □椿東ふれあいフェスタ 学校教育課 副市長
外

8:30～ 椿東小学校 □須佐地域ふるさとまつり 須佐公民館 所長 9:15～ 須佐総合事務所
北側駐車場

（日） 市長
議長

課長 神奈川県 ■かわかみふるさとまつり 川上地域振興
部門

副市長 所長外 9:30～ 川上公民館周辺

□むつみふるさとまつり むつみ地域振
興部門

所長外 9:30～ むつみB&G海洋セ
ンター

□福栄ふるさとまつり 福栄地域振興
部門

共催 所長外 9:30～ 道の駅ハピネスふ
くえ

□日本ジオパーク全国大会2019
おおいた大会（～4日）

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 大分県

□野山・岩倉両獄慰霊祭 文化財保護課 副市長
副議長

11:00～ 野山・岩倉両獄

□萩市民音楽祭 文化・生涯学
習課

共催 教育長 課長 12:30～ 市民館大ホール

■萩市社会福祉事業団つばきふ
くし祭り

福祉政策課 副市長 14:00～ 福祉複合施設つ
ばき

11/4 ■奇兵隊パレード 観光課 課長 10:30～ 萩城城下町 □江崎定置網朝市 田万川産業振
興部門

所長 8:00～ 山口県漁協江崎
支店

（月） □萩市合同吟剣詩舞道大会 文化・生涯学
習課

教育長 9:00～ 市民館大ホール

□長門峡もみじまつり 川上地域振興
部門、産業振
興部門

所長外 10:00～ 長門峡竜宮淵駐
車場

□医療法人河野医院開業百周
年記念行事

市長 11:00～ 河野医院

11/5 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □青少年育成市民会議会長・事
務局長会議

文化・生涯学
習課

課長 10:30～ 長門市

（火） □12月補正予算市長・副市長査
定

財政課 市長外 部長外 10:00～ 全員協議会室 □市町村教育員会研究協議会
（西日本ブロック）（～6日）

教育政策課 教育長 13:00～ 鳥取県

■NPO萩みんなの図書館寄付
受納式

萩図書館 市長 館長 13:30～ 市長室 □全国消防長会中国支部秋季
役員会・消防長研修会（～6日）

消防総務課 消防長 13:30～ 島根県

□須佐中学校消防訓練 予防課 課長 14:30～ 須佐中学校

11/6 □市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 11:00～ 千石台公会堂 □萩市社会福祉事業団理事会 福祉政策課 副市長 部長 11:00～ 総合福祉センター

（水） □永年勤続表彰 人事課 市長外 部長外 16:00～ 大会議室 □農村環境の未来を考える研修
会

むつみ産業振
興部門

次長 13:00～ 山口市

□福祉複合施設つばき消防訓練 予防課 課長 15:00～ 福祉複合施設つ
ばき

□全国伝統工芸品振興市議会
協議会設立総会

議会事務局 議長 16:30～ 東京都

11/7 □令和2年度当初予算財政課長
査定（～26日）

財政課 部長外 9:00～ 第1会議室 □萩・阿武中学校音楽会、作品
展示会

学校教育課 教育長 9:00～ 市民館大ホール

（木） ■萩市教育文化奨励賞授賞式 教育政策課 市長外 局長外 10:30～ 全員協議会室 □14市町福祉事務所長会議 福祉政策課 部長外 13:30～ 下松市

□職員採用試験2次試験（初級
事務）

人事課 市長外 部長外 13:00～ 大会議室外

出　席　者

11/10萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

出　席　者

■萩市・鎌倉市姉妹都市締結
４０年記念 鎌倉市訪問(～4日)
・鎌倉市制80周年記念式典

企画政策課

10:00～

＜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

11/8 ■東京2020オリンピック代表内
定 カヌー足立選手市長表敬訪
問

スポーツ振興
課

市長外 局長外 9:00～ 市長室 □年金者連盟旭支会研修会 旭地域振興部
門

所長 8:30～ 光市

（金） ■高齢者の交通事故防止に向
けたメッセージ伝達式

市民活動推進
課

市長 課長 11:30～ 第2委員会室 □山口県畜産共進会（和牛共進
会）

農政課 部長外 9:10～ 山口市

□萩市議会議会運営委員会（所
管事務委調査）

議会事務局 議長 局長外 13:00～ 第1委員会室 □萩・長門清掃一部事務組合議
会11月定例会

議会事務局 市長
議長

局長外 10:00～ 議場

■創建300年記念特別展「長州
藩校明倫館－武士たちの学び舎
－」オープニングセレモニー

萩博物館 市長外 15:00～ 萩博物館 □市部教育員会総務課長会議 教育政策課 教育長 局長外 13:30～ 大会議室

□萩市消防団正副団長会議
・交流会

消防総務課
市長

消防長
外

15:30～
18:00～

消防庁舎
萩観光ホテル

11/9 □須佐地域火災予防啓発パ
レード

須佐地域振興
部門

所長 8:30～ 弥富支所～須
佐地域

□萩ジオガイド養成講座（～10
日）

ジオパーク推
進課

次長外 9:30～ 笠山

（土） ■創建300年記念特別展「長州
藩校明倫館－武士たちの学び舎
－」開幕（～令和２年1月5日）
・ギャラリートーク

萩博物館 9:00～

14:00～

萩博物館 ■萩ふるさとまつり（～10日）
・オープニングセレモニー

商工振興課
市長外
議長

部長外 10:00～
12:00～

中央公園ほか
中央公園おまつり
広場

□田万川地域秋季火災予防パ
レード

田万川地域振
興部門

所長 9:00～ 田万川地域内 □金谷神社秋季大祭 市長
議長

10:00～ 金谷神社

□姉妹都市輪島市議会親善訪
問団歓迎式典
・歓迎交流会

議会事務局 市長
議長

局長外 16:30～

18:30～

全員協議会室

常茂恵

□萩ふるさとまつり　のど自慢大
会
・ジュニアの部
・一般の部

文化・生涯学
習課

教育長
市長外

課長 10:30～
13:30～

市民館大ホール

■朝ごはんメニューコンテスト表
彰式

健康増進課 部長外 11:00～ 中央公園おまつり
広場

□松下村塾起業家立志大会・交
流会

企業誘致推進
課

副市長 13:30～ 松陰神社 松下村
塾

11/10 □萩市消防団福栄方面団火災
予防啓発活動

福栄地域振興
部門

所長外 8:00～ 福栄地域内 ■萩時代まつり 観光課 共催 市長 部長外 8:00～ 金谷神社ほか市
内各所

（日） □秋季火災予防運動 むつみ地域振
興部門

所長 8:30～ むつみ地域内 □田万川スポーツ少年団山陰大
会

江崎公民館 後援 所長外 8:30～ 田万川グラウンド・
田万川体育館

■古本市 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館 □毛利輝元卿墓前祭 観光課 市長
議長

部長 9:00～ 天樹院

■火災予防街頭広報・幼年消防
クラブ防火パレード

予防課 課長 10:30～ 椿地区 □自然体感モニタージオツアー ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山

□中央公民館舞台発表会 文化・生涯学
習課

課長 10:30～ 市民館大ホール

備  考

※次回のスケジュール原稿11/6（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　3、4日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/10 ～
（ 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

11/10 □萩市消防団福栄方面団火災予
防啓発活動

福栄地域振興
部門

所長外 8:00～ 福栄地域内 □長門峡シャトルバスの運行（～
11/17）

川上産業振興
部門

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 8:30～ むつみ地域内 ■萩時代まつり 観光課 共催 市長 部長外 8:00～ 金谷神社ほか市内
各所

■古本市 萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館 □田万川スポーツ少年団山陰大
会

江崎公民館 後援 所長外 8:30～ 田万川グラウンド・
田万川体育館

■火災予防街頭広報・幼年消防
クラブ防火パレード

予防課 課長 10:30～ 椿地区 ■毛利輝元卿墓前祭 観光課 市長
議長

部長 9:00～ 天樹院

□姉妹都市鎌倉市議会親善訪問
団来萩

議会事務局 議長 局長外 16:30～ 市内各所 □萩ジオガイド養成講座 ジオパーク推
進課

次長外 9:30～ 笠山

■萩ふるさとまつり 商工振興課 市長外 部長外 10:00～ 中央公園ほか

□自然体感モニタージオツアー ジオパーク推
進課

10:00～ 笠山

□道の駅うり坊の郷ｋａｔａｍａｔａ感
謝祭

むつみ産業振
興部門

所長 10:00～ うり坊の郷ｋａｔａｍ
ａｔａ

□中央公民館舞台発表会 文化・生涯学習
課

課長 10:30～ 市民館大ホール

11/11 □学校訪問　小川小学校、多磨
小学校

学校教育課 教育長 課長 8:45～ 小川小学校
多磨小学校

□萩市医師会学術講演会 地域医療推進
課

市長 部長外 19:00～ 総合福祉センター

（月） ■萩博物館開館記念日 萩博物館 9:00～ 萩博物館

□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

□萩市議会12月定例会議案検
討会

総務課 市長外 部長外 10:00～ 全員協議会室

■萩市行財政改革推進委員会 企画政策課 市長 部長外 13:30～ 大会議室

□民生委員推薦会 福祉政策課 部長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

□大井小中学校消防訓練 予防課 課長 14:00～ 大井小中学校

11/12 □学校訪問　大島小中学校 学校教育課 教育長 課長 7:30～ 大島小中学校 □納税表彰式 課税課 部長 10:30～ 萩税務署

（火） □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館 □地域医療構想に関する国と自
治体等の意見交歓会

地域医療推進
課

部長外 14:00～ 山口市

□秋季火災予防啓発パレード 旭地域振興部
門

所長外 15:00～ 旭総合事務所
前外

□ANAに対する要望活動 観光課 市長 16:00～ 東京都

□川上地域敬老会実行委員会 川上市民窓口
部門

総括 18:00～ 川上総合事務所

□むつみ文化のつどい代表者会
議

むつみ地域振
興部門

所長 19:00～ むつみ農村環境改
善センター

11/13 □学校訪問　佐々並小学校、明
木小学校、旭中学校

学校教育課 教育長 課長 8:00～ 佐々並小学校
明木小学校
旭中学校

□山口県障害者虐待防止・権利
擁護研修

福祉支援課 課長 9:00～ 山口市

（水） ■萩市消費者セミナー 市民活動推進
課

部長外 13:00～ 萩博物館 □全国市長会（～14日） 市長 10：00～ 東京都

□国保診療施設協議会経営部会 地域医療推進
課

課長 14:00～ 山口市

□北浦三市議会議員親睦球技大
会

議会事務局 副市長
議長

局長外 14:30～ 美祢市

□ホストタウン首長会議 企画政策課 市長 17:40～ 東京都

出　席　者

11/17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 □学校訪問　育英小学校、須佐
中学校

学校教育課 教育長 課長 8:00～ 育英小学校
須佐中学校

□全国市区選挙管理委員会連合
会理事会・研修会(～１5日）

選挙管理委員会 委員長 11:00～ 宮城県

（木） ■公共交通に関する地元説明会
（～15日）

商工振興課 部長外 13:30～ 市内各所 □防衛省全国情報施設協議会
要望活動・意見交換会

議会事務局 議長 局長 10:00～ 東京都

□火災予防作品審査 予防課 課長 10:00～ 消防庁舎

□高齢者保健事業推進連絡会議 市民課 課長 14:00～ 山口市

□「子どもたちと地域の未来を考
える花と緑のまちづくり全国首長
会」設立総会

観光課 市長 16:00～ 東京都

□更生保護制度施行70周年記
念　山口県更生保護研修大会レ
セプション

福祉政策課 副市長 18:00～ 萩ロイヤルインテリ
ジェンスホテル

■地域おたから活用セミナー＆
ワークショップ（～15日）

まちじゅう博物
館推進課

19:00～ 旧山中家住宅

11/15 □過疎関係都市連絡協議会秋季
総会

企画政策課 市長 10：00～ 東京都

（金） □山口県公立学校教頭会秋季研
修大会開会式

学校教育課 副市長
教育長

課長 10：00～ 市民館大ホール

□全国過疎地域自立促進連盟理
事会・新過疎法制定実現総決起
大会・定期総会

企画政策課 市長
議長 局長

11:30～ 東京都

□更生保護制度施行70周年記
念山口県更生保護研修大会

福祉政策課 副市長 13:00～ 長門市

□萩港湾テロ対策訓練 警防課 消防長
外

13:30～ 萩港潟港小畑岸壁

□連合山口中部地域協議会定期
総会

副市長 18:30～ 萩グランドホテル
天空

11/16 ■熱中小学校萩明倫館 産業戦略室 市長 部長外 13:30～ 萩・明倫学舎 ■萩オープンガーデン（～24日） 観光課 後援 市内23ヶ所

（土） □史都萩を愛する会現地研修会 萩博物館 9:00～ 阿武町

■阿武川流域　森林（もり）だくさ
ん祭り2019

林政課 共催 市長 課長 10:00～ 森の館　萩（阿武
萩森林組合）

■萩セミナーハウス体験まつり 文化・生涯学習
課

教育長 局長 10:00～ 萩セミナーハウス

□東京須佐弥富会総会 須佐地域振興
部門

所長 12:00～ 東京都

□山口県警察音楽隊「オータムコ
ンサート」

教育長
議長

14:00～ 市民館大ホール

□至誠館大学同窓会「美萩会」
総会・懇親会

教育長
副議長

18:00～ 萩本陣

11/17 ■桂文枝独演会 文化・生涯学習
課

市長外 局長外 14:00～ 市民館大ホール □椿東校区子ども会球技大会 学校教育課 市長 9:00～ 椿東小学校体育館

（日） □明木地区農業文化祭 明木公民館 所長 9:30～ 旭マルチメディアセ
ンター

■萩往還ささなみおいでん祭 佐々並公民館 所長 9:30～ 旭活性化センター

□住民福祉講座 むつみ市民窓
口部門

所長外 9:30～ むつみ農村環境改
善センター

□山口県豊魚祭 水産課 課長 9:30～ 宇部市

□萩総まつり 福祉支援課 市長 9:45～ 萩総合支援学校

□河内天満宮秋季例大祭 市長 11:00～ 河内公会堂

□大井ふるさとまつり 大井公民館 市長 所長 13:30～ 大井小中学校体育
館、駐車場

備  考
※次回のスケジュール原稿11/13（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　12～15日

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/17 ～
（ 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

11/17 ■桂文枝独演会 文化・生涯学習
課

市長外 局長外 14:00～ 市民館大ホール □椿東校区子ども会球技大会 文化・生涯学習
課

市長 9:00～ 椿東小学校体育館

（日） □大井ふるさとまつり 大井公民館 市長 所長 9:00～ 大井小中学校体育
館、駐車場

□萩総まつり 福祉支援課 市長 9:15～ 萩総合支援学校

□明木地区農業文化祭 明木公民館 共催 所長外 9:30～ 旭マルチメディアセ
ンター

■萩往還ささなみおいでん祭 佐々並公民館 共催 所長外 9:30～ 旭活性化センター

□住民福祉講座 むつみ市民窓
口部門

所長外 9:30～ むつみ農村環境改
善センター

□山口県豊魚祭 水産課 課長 9:30～ 宇部市

□河内天満宮秋季例大祭 市長 11:00～ 河内公会堂

11/18 □むつみ中学校秋のオープンス
クール

むつみ地域振
興部門

所長 8:40～ むつみ中学校

（月） □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室

□萩市総合教育会議 教育政策課 市長外 局長外 11:00～ 萩西中学校

■「きものの似合う街大賞」全国
グランプリ授賞式

観光課 市長 部長 13:30～ 常茂恵

□11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

□市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 17:00～ 福栄農業担い
手育成センター

11/19 □萩市農業委員会定例総会 農業委員会 局長 9:30～ 大会議室 □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

（火） □萩市伝統的建造物群保存地区
保存審議会

文化財保護課 次長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

□福栄健康福祉まつり実行委員
会

福栄市民窓口
部門

総括 9:30～ 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 13:30～ むつみ中学校 □全国伝統的建造物群保存地区
協議会役員会

文化財保護課 副市長 部長 12:30～ 東京都

■全国大会出場選手激励会（ス
ポ少少林寺拳法、小学生相撲）

スポーツ振興
課

市長外 局長外 17:30～ 大会議室 □川島睦会防火座談会 予防課 課長 13:30～ 川島公会堂

■災害に強い道路と物流を考え
るシンポジウム

土木課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉センター

□萩市地域公共交通会議 商工振興課 部長外 14:00～ 大会議室

□伝建にぎわい推進議連総会 文化財保護課 副市長 部長 14:00～ 東京都

11/20 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 萩東中学校 □全国史跡整備市町村協議会臨
時大会

文化財保護課 部長 8:30～ 東京都

（水） □初任消防職員辞令交付式 消防総務課 消防長
外

16:30～ 消防庁舎 □消防情報支援システムバー
ジョンアップ説明会

警防課 次長外 9:00～ 消防庁舎

□萩海運（有）取締役会議・定時
株主総会

商工振興課 市長 課長 9:30～ 大会議室

出　席　者

11/24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

11/20 □萩商工会議所会員事業所優良
従業員表彰式

商工振興課 部長 10:00～ 千春楽味楽亭

（水） □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

□萩地区へき地・複式教育研究
大会

学校教育課 教育長 13:30～ 長門市

□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 14:00～ 田万川総合事務所

□市町行政懇談会 総務課 市長 16:00～ 山口市

11/21 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 三見小中学校 □空から見た「萩」写真展
（～12/13）

萩博物館 共催 8:30～ 市役所ロビー

（木） □萩市立地適正化計画策定協議
会

都市計画課 部長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

□（株）旭開発取締役会 商工振興課 市長 部長外 10:00～ 旭総合事務所

文化・生涯学習
課

市長外 局長外 17:00～ 市長室 □令和2年度県予算等に対する
要望等

企画政策課 市長 部長外 13:20～ 県庁

□後期高齢者医療主管課長会議 市民課 課長 13:30～ 山口市

□南萩地区幹事会 川上産業振興
部門

総括 15:30～ JA南萩支所

11/22 □萩市議会総務委員会（所管事
務調査）

議会事務局 13:30～ 第1委員会室 □国保事業充実強化推進協議会
幹事会

市民課 課長 13:00～ 山口市

（金） □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～ 福栄総合事務
所

□全国消防長会中国支部予防・
危険物主管課長会議

予防課 課長 15:00～ 岡山県

□国民健康保険主管課長会議 市民課 課長 15:00～ 山口市

11/23 ■萩・ひとに出会う旅（～24日） 地域づくり推進
課

13:00～ 市内各所 □危険物取扱者試験 予防課 課長 9:00～ 消防庁舎

（土） □萩光塩学院バザー 副市長 9:00～ 萩光塩学院中学・
高等学校

□むつみ縦走駅伝大会
・開会式
・スタート

むつみ地域振
興部門

副市長外 所長外
9:30～

11:10～

むつみ地域内

□なんえん茶会（～24日） まちじゅう博物
館推進課

10:00～ 渡辺蒿蔵旧宅

□「税に関する絵はがきコンクー
ル」表彰式

学校教育課 副市長外 10:30～ 市民館小ホール

■会津若松市制施行120周年記
念式典・祝賀会

総務課 市長 課長 14:00～ 福島県

□「現在形の陶芸 萩大賞展Ⅴ」
開会式・表彰式・講評会

文化・生涯学習
課

副市長 局長外 15:00～ 山口県立萩美術
館・浦上記念館

□萩イルミネフェスタ2019点灯式 観光課 後援 副市長 17:00～ JR萩駅舎前ロータ
リー

11/24 □須佐地域総合防災訓練 須佐地域振興
部門

所長外 8:00～ 須佐地域内 ■HAGI・浜崎朝市 文化財保護課 副市長 8:00～ 萩浜崎卸売魚市場

（日） □萩市民秋季バレーボール大会 スポーツ振興
課

副市長外 9:00～ 市民体育館 □田万川地域生涯学習フェスティ
バル2019

江崎公民館 所長外 9:00～ 田万川コミュニティ
センター

備  考

※次回のスケジュール原稿11/20（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　20、21日　　県外出張　22～24日

■全国大会出場者激励会（高円
宮杯全日本中学校英語弁論大
会）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



11/24 ～
（ 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

11/24 □須佐地域総合防災訓練 須佐地域振興
部門

所長外 8:00～ 須佐地域内 ■HAGI・浜崎朝市 文化財保護課 副市長 8:00～ 萩浜崎卸売魚市場

（日） ■萩・ひとに出会う旅 地域づくり推進
課

8:30～ 市内各所 □萩椿ＣＵＰ（ＦＣ椿西萩ＣＵＰ） スポーツ振興
課

教育長 8:30～ 萩ウェルネスパー
ク

□萩市民秋季バレーボール大会 スポーツ振興
課

副市長外 9:00～ 市民体育館 □阿武町消防団協力隊研修会 警防課 課長 8:30～ 阿武町

□田万川地域生涯学習フェスティ
バル2019

江崎公民館 所長外 9:00～ 田万川コミュニティ
センター

11/25 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 椿西小学校 □全国中山間地域振興対策協議
会中国四国支部協議会（～26
日）

農政課 市長 部長外 13:00～ 島根県

（月） □山岳救助訓練（～26日） 消防署 次長外 13:00～ 田床山 □学校教育運営委員会 消防総務課 消防長 13:30～ 山口市

□越ヶ浜小学校消防訓練 予防課 課長 14:00～ 越ヶ浜小学校 □山口県央連携都市圏域推進協
議会

企画政策課 副市長 部長外 14:30～ 山口市

□自主防災組織説明会 防災危機管理
課

18:30～ むつみ農村環
境改善センター

□昇任試験委員会 消防総務課 消防長 14:30～ 山口市

□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

11/26 □学校訪問 学校教育課 教育長 課長 9:00～ 相島小中学校 □山口県北部海岸海域排出油等
防除協議会及び油防除訓練

警防課 課長 10:30～ 県漁協越ヶ浜支店
萩潟港岸壁

（火） □萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 9:30～ 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 13:30～ 山口市

□萩西中学校消防訓練 予防課 課長 11:20～ 萩西中学校 □（株）アルミネ協力会 商工振興課 市長 部長外 18:00～ 長門市

□田万川中学校消防訓練 予防課 課長 14:30～ 田万川中学校

11/27 □高校魅力化プロジェクト会議 教育政策課 教育長 局長外 9:30～ 大会議室

（水） □萩市議会12月定例記者発表 広報課 市長 部長外 13:30～ 全員協議会室

□特殊地域警防計画説明会 消防署 次長外 18:30～ 消防庁舎

11/28 □福栄地区ケア会議 福栄市民窓口
部門

総括外 15:30～ 福栄総合事務
所

□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） □天皇陛下御即位奉祝山口県民
大会

市長 13:30～ 山口市

11/29 ■ＪＩＣＡ海外協力隊出発前表敬
訪問

企画政策課 市長 部長外 10:00～ 市長室 □農業パワーアップ協議会 農政課 次長外 15:00～ 総合福祉センター

（金） □萩市都市計画審議会 都市計画課 市長
議長

部長外 13:30～ 大会議室 □川上地域コミュニティ協議会地
域づくり部会

川上地域振興
部門

所長 18:00～ 川上総合事務所

□令和２年度税制改正に関する
提言

課税課 市長 部長外 14:00～ 市長室

□萩市ひとづくり構想推進委員
会

教育政策課 教育長 局長外 15:30～ 総合福祉セン
ター

□特殊地域警防計画説明会 消防署 次長外 18:30～ 消防庁舎

12/1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

11/30 □地域防災リーダー研修会 防災危機管理
課

課長 9:00～ 総合福祉セン
ター

□むつみ文化のつどい むつみ地域振
興部門

所長外 9:00～ むつみ農村環境改
善センター

（土） ■創建300年記念特別展「長州
藩校明倫館―武士たちの学び舎
―」ギャラリートーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館 □萩商工祭 学校教育課 教育長 9:30～ 萩商工高等学校

□高杉晋作旗「有備館」剣道大
会（～12/1）
・式典
・教室

スポーツ振興
課

市長外 10:00～
13:00～

有備館
市民体育館

□大地の遊び人養成講座
＃5　地球と遊ぶサイクリング

ジオパーク推
進課

次長外 11:00～ 山口市

□旭駅伝 明木公民館
佐々並公民館

共催 館長 13:00～ 旭地域

12/1 □トリムマラソン大会 小川公民館 所長外 8:45～ 小川小学校周辺

（日） □高杉晋作旗「有備館」剣道大
会

スポーツ振興
課

市長外 9:00～ 市民体育館

□萩ジオアカデミー⑤
「阿武火山群②龍が通った道」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 阿武町

□旭地域ボランティアグループ芸
能発表会

旭市民窓口部
門

後援 10:00～ 旭マルチメディアセ
ンター

■そば処「龍の里やどみ」オープ
ンセレモニー

地域づくり推進
課

市長 部長外 10:50～ 弥富小学校

□レノファ山口FC　2019シーズン
報告会

スポーツ振興
課

教育長 18:30～ 山口市

備  考

■全国藩校サミット萩大会（～
12/1）
・藩主会議
・藩校サミット
・交流会

萩・明倫学舎推
進課

市長外
議長

部長外 味楽亭
市民館大ホール
萩本陣

※次回のスケジュール原稿11/27（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　26、28日　　県外出張　24、25日

12:30～
14:00～
18:30～

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/1 ～
（ 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

12/1 □トリムマラソン大会 小川公民館 所長外 8:45～ 小川小学校周辺

（日） □高杉晋作旗「有備館」剣道大
会

スポーツ振興
課

市長外 9:00～ 市民体育館

■全国藩校サミット萩大会エクス
カーション

萩・明倫学舎
推進課

9:00～ 市内各所

□萩ジオアカデミー⑤
「阿武火山群②龍が通った道」

ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 阿武町

□旭地域ボランティアグループ
芸能発表会

旭市民窓口部
門

後援 10:00～ 旭マルチメディア
センター

■そば処「龍の里やどみ」オープ
ニングセレモニー

地域づくり推進
課

市長 部長外 10:50～ 弥富小学校

□レノファ山口FC　2019シーズン
報告会

スポーツ振興
課

教育長 18:30～ 山口市

12/2 □月間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 8:45～ 大会議室

（月） □萩市小中学校長会議 学校教育課 教育長 課長 8:45～ 第3会議室

□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

□萩市民生委員児童委員委嘱
状伝達式

福祉政策課 市長
議長

部長外 10:00～ 総合福祉セン
ター

■萩市ビジネスチャレンジサ
ポートセンター・はぎビズ開設記
念セミナー「掘り起こせ、中小企
業の『稼ぐ力』」

商工振興課 市長外
議長

部長外 14:00～ 大会議室

□むつみ中学校消防訓練 予防課 課長 14:40～ むつみ中学校

□萩市議会 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

12/3 □福栄小中学校消防訓練 予防課 課長 10:30～ 福栄小中学校 □萩ケーブルネットワーク（株）臨
時株主総会

広報課 部長 10:00～ 萩テレビ株式会社

（火） ■人権啓発街頭キャンペーン 福祉政策課 10:45～ アトラス萩店、
サンリブ萩

□萩法人会　備品贈呈式 学校教育課 教育長 課長 13:00～ 川上小学校、大井
小学校

□川上中学校消防訓練 予防課 課長 14:50～ 川上中学校 □萩市須佐女団連会員研修会 須佐地域振興
部門

総括 13:30～ 須佐保健センター

12/4 ■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 □浜崎しっちょる会交流会 文化財保護課 市長 次長 18:00～ 萩グランドホテル

（水） ■暮らしに役立つ図書館講座
「なるほど！年末おそうじセミ
ナー」

萩図書館 10:30～ 萩図書館

□手話講習会 福祉支援課 14:00～ 総合福祉セン
ター

□越ヶ浜中学校消防訓練 予防課 課長 14:20～ 越ヶ浜中学校

□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～ 川上方面団消
防拠点施設

出　席　者

12/8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

12/5 ■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 □救急救命スキルアップセミ
ナー

警防課 課長 13:30～ 宇部市

（木） □川上小学校消防訓練 予防課 課長 13:30～ 川上小学校 □むつみ地域中学校区地域教
育ネット協議会

むつみ地域振
興部門

所長 18:30～ むつみ中学校

12/6 □中央公民館合同作品発表会
（～8日）

文化・生涯学
習課

課長 9:00～ 市民館小ホー
ル

□障がい者就業支援関係機関
連絡会議

福祉支援課 課長 14:00～ 萩公共職業安定
所

（金） □萩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 14:30～ 須佐総合事務
所

□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～ 田万川コミュニ
ティセンター

□萩市消防団むつみ方面団役
員会

むつみ地域振
興部門

所長外 15:30～ むつみ農村環
境改善センター

■全国大会出場選手激励会（全
国中学校駅伝大会）

学校教育課 市長外 局長外 16:30～ 大会議室

12/7 □シクラメンフェア（～8日） 福栄産業振興
部門

所長外 9:00～ 道の駅ハピネスふ
くえ

（土） □市長を囲む会 福祉支援課 市長 部長外 9:30～ 総合福祉センター

□福栄健康・福祉まつり 福栄市民窓口
部門

共催 所長外 10:00～ 福栄農業担い手
育成センター

■人権の心をはぐくむ市民の集
い2019

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 市民館大ホール

■上野裕一郎ランニング教室 スポーツ振興
課

共催 教育長 局長 15:00～ 市民体育館

□ふれあいステーション須佐イ
ルミネーション点灯式

須佐産業振興
部門

総括 17:30～ JR須佐駅前

12/8 ■バリアフリー映画上映会「武士
の家計簿」

萩図書館 館長 14:00～ 萩図書館 ■維新の里　萩城下町マラソン
・開会式
・スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外
議長

局長外
8:45～

10:00～

萩ウェルネスパー
ク

（日） □菊ケ浜を日本一美しくする会
反省会・交流会

環境衛生課 次長 12:00～ 平成会館

備  考

※次回のスケジュール原稿12/4（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

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/8 ～
（ 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

12/8 ■TWILIGHT　EXPRESS瑞風歓
迎イベント

観光課 8:40～
11:30～

東萩駅
萩駅

■維新の里　萩城下町マラソン
・開会式
・スタート

スポーツ振興
課

共催 市長外
議長

局長外
8:45～

10:00～

萩ウェルネスパー
ク

（日） ■バリアフリー映画上映会「武士
の家計簿」

萩図書館 館長 14:00～ 萩図書館 ■シクラメンフェア 福栄産業振興
部門

所長外 9:00～ 道の駅ハピネスふ
くえ

□菊ヶ浜を日本一美しくする会反
省会・交流会

環境衛生課 次長 12:00～ 平成会館

12/9 ■萩市議会12月定例会 一般質
問（～11日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場

（月）

12/10 □藩政時代を読む会 萩博物館 10:00～ 萩博物館 □萩警察署年末年始特別警戒
隊出発式

市民活動推進
課

市長 課長 9:00～ 萩警察署南側駐
車場

（火） □無人ヘリ防除連絡協議会 川上・福栄産
業振興部門

総括 10:00～ ＪＡ萩統括本部

□山口県萩総合庁舎消防訓練 予防課 課長 13:30～ 山口県萩総合庁
舎

□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

12/11 □萩東中学校消防訓練 予防課 課長 13:00～ 萩東中学校 □NPO萩観光ガイド協会　活動
反省会

観光課 市長 課長 18:30～ 萩グランドホテル
天空

（水） □手話講習会④ 福祉支援課 14:00～ 総合福祉セン
ター

□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

12/12 □萩市議会12月定例会（各常任
委員会）（～13日）

議会事務局 10:00～ 各常任委員会
室

□萩市自治会連合会役員会 市民活動推進
課

課長 9:30～ 総合福祉センター

（木） □ 萩市農業委員会総会
・交流会

農業委員会
市長

局長 15:00～
18:00～

大会議室
リゾートホテル
美萩

□全国和牛能力共進会に係る北
部地区対策協議会

農政課 部長 13:30～ むつみ総合事務
所

■萩ロータリークラブ　萩市総合
福祉センター竣工記念植樹式

福祉政策課 市長 部長外 16:30～ 総合福祉セン
ター前駐車場

□新型インフルエンザ等対策訓
練

健康増進課 部長外 17:00～ 休日急患診療セン
ター

□福栄武道大会打ち合わせ会
議

福川・紫福公
民館

館長外 19:00～ 福川公民館

12/13

（金）

出　席　者

12/15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

12/14 □休日検診 健康増進課 課長 8:30～ 保健センター ■多文化共生国際カフェ(タブカ
フェ)クリスマス

企画政策課 共催 課長 14:00～ 総合福祉センター

（土） □クリスマス合同発表会 旭市民窓口部
門

9:30～ あさひ保育園

■萩図書館開館10周年プレイベ
ント　ふれあい読書コンサート～
図書館で会いましょう～

萩図書館 館長 10:00～ 萩図書館

■宝くじ文化公演「元気が出る！
オーケストラコンサート吉田正記
念オーケストラ」

文化・生涯学
習課

市長 課長 14:00～ 市民館大ホー
ル

■創建300年記念特別展「長州
藩校明倫館―武士たちの学び舎
―」ギャラリートーク

萩博物館 14:00～ 萩博物館

■木材利用シンポジウム～木の
利用と地域のこれから～

林政課 市長 部長外 15:00～ 萩・明倫学舎

12/15 ■恋活クラスマッチin萩 企画政策課 10:00～ 萩セミナーハウ
ス

■萩検定（中級） まちじゅう博物
館推進課

課長 9:00～ 総合福祉センター

（日） □鶴江町内会防火座談会 予防課 課長 9:00～ 鶴江1区公会堂

□須佐みことマラソン大会 須佐公民館 館長 9:45～ 須佐地区内

■地球を食べる食堂　阿東編 ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 山口市

□なんでも話そう、聞いてみよ
う、子どもの本のこと

萩図書館 後援 館長 14:00～ 萩図書館

備  考

※次回のスケジュール原稿12/11（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

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/15 ～
（ 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

12/15 ■恋活クラスマッチin萩 企画政策課 10:00～ 萩セミナーハウ
ス

■萩検定（中級） まちじゅう博物
館推進課

課長 9:00～ 総合福祉センター

（日） □鶴江町内会防火座談会 予防課 課長 9:00～ 鶴江1区公会堂

□須佐みことマラソン大会 須佐公民館 館長 9:45～ 須佐地区内

■地球を食べる食堂　阿東編 ジオパーク推
進課

次長外 10:00～ 山口市

□なんでも話そう、聞いてみよ
う、子どもの本のこと

萩図書館 後援 館長 14:00～ 萩図書館

12/16 □市長のお出かけトーク 広報課 市長 部長外 19:00～ 川上小学校 ■年末年始の交通安全県民運
動「サンタ交通安全キャンペー
ン」

市民活動推進
課

副市長 課長 7:20～ 御許町交差点

（月） □萩市地域福祉推進セミナー 福祉政策課 共催 市長 13:30～ 総合福祉センター

□あぶらんど萩農業振興協議会
幹事会

農政課 部長 13:30～ JA山口県萩統括
本部

12/17 □叙勲伝達式 教育政策課 教育長 10:00～ 田万川総合事
務所

□北浦三市選挙管理委員連絡
協議会

選挙管理委員
会

委員長
外

10:00～ 美祢市

（火） ■イージス・アショアに係る防衛
省の県庁訪問

総務課 市長外 11:15～ 県庁 □定例民生委員児童委員協議
会

福栄市民窓口
部門

総括 15:00～ 福栄総合事務所

□（有）ハピネスふくえ取締役会 商工振興課・
福栄産業振興
部門

市長 部長外 16:30～ 萩・阿西商工会福
栄支所

12/18 ■萩市議会全員協議会 議会事務局 議長 局長外 10:00～ 議場 □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） □萩市消防団中央方面団役員
会議

消防総務課 消防長
外

13:00～ 消防庁舎 □からふるハッピーデー 福祉支援課 市長外 10:20～ 子ども発達支援セ
ンターからふる

■萩交通安全協会婦人部会寄
附受納式

福祉政策課 市長 部長外 13:30～ 市長室 □中国・四国ブロック緊急援助隊
合同訓練実行委員会作業部会

警防課 課長 13:30～ 下関市

□手話講習会 福祉支援課 18:30～ 総合福祉セン
ター

□NPO萩まちじゅう博物館交流
会

まちじゅう博物
館推進課

市長 部長外 18:30～ 高大

□萩商工会議所青年部臨時総
会交流会

商工振興課 市長 19:30～ 萩本陣

12/19 □押花絵展「花遊」（～1/19） 観光課 9:00～ 青木周弼旧宅 □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） ■萩市議会12月定例会（最終
日）

議会事務局 市長外
議長

局長外 10:00～ 議場 ■「明治日本の産業革命遺産」
インタープリテーション研修

文化財保護課 次長外 10:00～ 萩・明倫学舎

□職員採用試験（市民病院看護
師）

人事課 部長 13:50～ 市民病院

■ジャパンマイコンカーラリー
2020全国大会出場選手激励会

文化・生涯学
習課

市長外 局長外 16:15～ 市長室

出　席　者

12/22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



（ 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

12/20 ■萩市議会12月定例会記者会
見

広報課 市長外 部長外 9:00～ 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 13:30～ 山口市

（金） ■世界遺産登録5周年萩観光
キャンペーン記者レク

広報課 市長 部長外 記者会見
終了後

全員協議会室

□農林業センサス調査員事務打
合せ会

企画政策課 課長 9:30～ 総合福祉セン
ター

■萩市総合戦略推進委員会 企画政策課 市長 部長外 13:30～ 総合福祉セン
ター

□萩市消防団中央方面団幹部
会議
・交流会

消防総務課

市長

消防長
外

15:00～

18:00～

消防庁舎

高大
□12月定例教育委員会議 教育政策課 教育長 局長外 16:00～ 第3会議室

12/21 □農林業センサス調査員事務打
合せ会

企画政策課 課長 9:30～
14:00～

総合福祉セン
ター

□わら細工講習会 川上公民館 所長外 9:00～ 川上公民館

（土） ■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

□クリスマスコンサート 明木公民館 共催 館長 10:00～ 旭マルチメディア
センター

■イージス・アショアに係る住民
説明会

総務課 市長外 17:00～ むつみコミュニティ
センター

12/22 ■はぎマルシェ 農政課 課長 9:00～ 萩・明倫学舎南
門周辺

□ガールスカウト山口県連盟第
18団クリスマス会

市長 13:30～ 萩セミナーハウス

（日） □明倫第1分団消防ポンプ車配
置式

消防総務課 消防長
外

9:00～ 消防庁舎 □リル・レイ・ダンススタジオライ
ブVol.19

文化・生涯学
習課

副市長外 16:00～ 市民館大ホール

■イージス・アショアに係る住民
説明会

総務課 市長外 18:00～ 総合福祉センター

備  考

※次回のスケジュール原稿12/18（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　17日　　県外出張　なし

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/22 ～
（ 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

12/22 ■はぎマルシェ 農政課 課長 9:00～ 萩・明倫学舎南
門周辺

■萩阿武川温泉「香りの湯」 川上産業振興
部門

10:00～ 萩阿武川温泉

□明倫第1分団消防ポンプ車配
置式

消防総務課 消防長
外

9:00～ 消防庁舎 □ガールスカウト山口県連盟第
18団クリスマス会

文化・生涯学
習課

市長 13:30～ 萩セミナーハウス

（日） □リル・レイ・ダンススタジオライ
ブVol.19

文化・生涯学
習課

副市長外 16:00～ 市民館大ホール

■イージス・アショアに係る住民
説明会

総務課 市長外 18:00～ 総合福祉センター

12/23 □週間部長連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □萩ジオパーク推進協議会幹事
会

ジオパーク推
進課

次長外 13:30～ 萩・明倫学舎

（月） □令和2年度当初予算市長・副
市長査定（～1/16）

財政課 市長外 部長外 10:00～ 大会議室 □萩往還ワンデーウオーク実行
委員会

スポーツ振興
課

共催 教育長
議長

課長 15:30～ 市民体育館

□2020年農林業センサス調査員
事務打合せ会

企画政策課 課長 14:00～ 総合福祉セン
ター

□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～ 第三会議室

□子ども相談・支援室会議 学校教育課 教育長 課長 15:15～ 第三会議室

12/24 □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

□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

（火） □萩公共サービス（株）設立20周
年記念式典

総務課 市長外 部長外 19:00～ 萩本陣

12/25 ■特別展「長州藩校　明倫館」関
連イベント「萩博物館オリジナル
家紋缶バッジがあたる！クイズラ
リー」（～1/5）

萩博物館 9:00～ 萩博物館 □ミニ門松作り 明木公民館 館長 9:00～ 旭マルチメディア
センター

（水） ■ミニ門松をつくろう 萩図書館 13:30～ 児童館ウッド
デッキ

□「ジオな教育」推進委員会 ジオパーク推
進課

次長外 14:00～ 萩・明倫学舎

□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

12/26 □生活協同組合コープやまぐち
組合員との意見交換会

市長 10:00～ 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

（木） ■高規格救急自動車寄贈式 消防総務課 市長 消防長
外

13:30～ 消防庁舎 □生け花体験教室 まちじゅう博物
館推進課

10:30～ 渡辺蕎蔵旧宅

□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

□平安っ子消防団防火座談会 予防課 課長 19:00～ 平安古公会堂

出　席　者

12/29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



（ 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 □あぶらんど萩地域農業推進協
議会総会

農政課 部長外 10:00～ ＪＡ山口県萩統括
本部

（金） ■門松作り 明木公民館 館長 10:30～ 旭中・旭マルチメ
ディアセンター・旭
総合事務所

□田万川方面団年末警戒（～30
日）

田万川地域振
興部門

19:00～ 田万川地域内

□旭方面団歳末警戒（～30日） 旭地域振興部
門

19:00～ 旭地域内

□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

□福栄方面団年末特別警戒 福栄地域振興
部門

所長外 20:30～ 福栄農業担い手
育成センター

12/28 □須佐特産「暮の市」 須佐産業振興
部門

総括 9:00～ 須佐駅前

（土） □むつみ方面団年末警戒（巡
察）

むつみ地域振
興部門

所長 21:00～ むつみ地域

12/29 □田万川暮の市（～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」

（日） □福栄方面団年末特別警戒 福栄地域振興
部門

所長外 20:00～ 福栄農業担い手
育成センター

備  考

※次回のスケジュール原稿は２週間用の様式で12/24（火）午後5時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

□市役所の年末窓口業務（～29
日）

市民課、課税
課、収納課、上
下水道局総務
課

8:30～ 本庁、見島支
所、三見・大井・
大島出張所、田
万川（28日のみ）
須佐（29日のみ）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし



12/29 ～
（ 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

12/29
8:30～ 本庁、須佐総合

事務所
□田万川暮の市（～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」

（日）

□萩市消防団田万川方面団年
末警戒（～30日）

田万川地域振
興部門

19:00～ 田万川地域内

□萩市消防団旭方面団年末警
戒（～30日）

旭地域振興部
門

19:00～ 旭地域内

□萩市消防団川上方面団年末
警戒（～30日）

川上地域振興
部門

20:00～ 川上地域内

□萩市消防団むつみ方面団年
末警戒（巡察）

むつみ地域振
興部門

所長 21:00～ むつみ地域内

12/30

（月）

12/31

（火）

1/1 □年賀郵便元旦配達出発式 市長 7:30～ 萩郵便局

（水）

1/2
■萩市成人式 文化・生涯学

習課
市長外
議長

局長外 13:30～ 市民館大ホー
ル

□大屋消防組出初式
・交流会

消防総務課
市長

消防長 9:00～
10:30～

大屋グラウンド
大屋公会堂

（木）
■萩・明倫学舎新春音楽祭
～ストゥリングス new year 箏
concert～

萩・明倫学舎
推進課

11:00～
13:30～

萩・明倫学舎

1/3
萩博物館 14:00～ 萩博物館 □明石自治会新春の集い 市長 12:00～ 明石公会堂

（金）
□飯井自治会新春の集い 市長 14:00～ 飯井公会堂

1/4 □見島消防出初式 消防総務課 消防長 11:30～ 11:00～

（土）

1/5 □相島消防出初式 消防総務課 次長 9:30～ ■萩・明倫学舎新春かるた大会 10:15～ 萩・明倫学舎

（日）

1/6
□公務始め式 人事課 市長外 部長外 9:00～ 本庁舎ロビー □山口県漁協萩地方卸売市場

初セリ
水産課 市長 部長外 2:40～ 萩地方卸売市場

（月）
□大島消防出初式 消防総務課 次長 9:00～ 大島漁村セン

ター前広場
□萩浜崎地方卸売市場初セリ 水産課 市長 部長外 3:40～ 萩浜崎地方卸売

市場
□庁内連絡会議 総務課 市長外 部長外 9:30～ 大会議室

■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 10:45～ 第1委員会室

□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

□萩市新年交歓会 総務課、議会
事務局

市長外
議長

部長外 18:00～ 千春楽　味楽亭

1/12

□市役所の年末窓口業務

萩市インキュベー
ションセンター 　山
口サテライトラボ
萩

■写真展～Ryuya Isayamaの眼
～（～18日）

出　席　者 出　席　者

市民課、課税
課、収納課、上
下水道局総務
課

■特別展「長州藩校 明倫館－武
士たちの学び舎－」ギャラリー
トーク（～5日）

萩・明倫学舎
推進課

見島ふれあい
交流センター

相島文化セン
ター

萩 市 週 間 ス ケ ジ ュ ー ル 表

地域づくり推進
課

＜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

1/7
□令和2年度当初予算市長・副
市長査定（～1/16)

財政課 市長外 部長外 9:00～ 大会議室 □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

次長外 13:30～ 山口市

（火）
□萩商工会議所新年互礼会 商工振興課 市長外

議長
部長 18:00～ 千春楽 味楽亭

1/8
□福栄武道教室始め式（～17
日）

福川公民館・
紫福公民館

所長外 13:50～ 福栄小中学校
体育館

（水）
□手話講習会 福祉支援課 14:00～ 総合福祉セン

ター
■全国大会出場選手激励会（全
日本卓球選手権大会）

スポーツ振興
課

市長外 局長外 17:30～ 市長室

■全国大会出場選手激励会（全
国都道府県対抗男子・女子駅伝
競走大会）

スポーツ振興
課

市長外 局長外 18:00～ 市長室

1/9
□萩市駅伝競走大会監督者会
議

スポーツ振興
課

共催 課長 18:00～ 市民体育館

（木）

1/10
■萩市老人クラブ連合会新年集
会

高齢者支援課 市長
議長

部長 11:30～ 萩本陣

（金）

1/11
□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）
□阿武町消防出初式 消防総務課 消防長 9:45～ 阿武町

□江崎婦人会「新春の集い」 江崎公民館 所長外 12:00～ 田万川コミュニティ
センター

□萩市子ども会たこあげ大会 文化・生涯学
習課

市長外 局長外 13:30～ 萩ウェルネスパー
ク　スポーツ広場

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

備  考 市長県内出張　なし　　　県外出張　なし　

※次回のスケジュール原稿は1/8（水）午前中にご提出ください。                          萩市総合政策部広報課　℡内線２２６、４０３または0838-25-3178（直）

＜凡例＞　■記者発表あり　□記者発表なし


