
令和2年（2020年）1月の小川敏大垣市長の動き 
 

第１週 
令和２年１月１日（水） 

5:00～ 元朝式 

 

第２週 
令和２年１月５日（日） 

10:00～ 大垣市役所新庁舎完成開所式 

 

平成29年12月から建設を進めてきた新庁舎の建物本体が完成し、1月6日（月）から 

新しい庁舎での業務をスタートしました 

13:00～ 北連合自治会 新年互礼会 

14:00～ 岐阜県フェンシング協会主催「いきいき茨城ゆめ国体 総合優勝祝勝会」 

18:30～ 東連合自治会新年会 

 

令和２年１月６日（月） 

8:45～ 仕事始め式 

 

新しい庁舎で、気持ちを新たに業務開始しました 

9:20～ 年始の挨拶を受ける 

13:00～ 大垣市連合自治会連絡協議会役員が新年挨拶 

13:15～ 大垣市女性連合会役員が新年挨拶 

13:30～ 新年挨拶まわり 

17:00～ 神鋼造機㈱ 新年賀詞交歓会 

 



令和２年１月７日（火） 

10:30～ 新年挨拶まわり 

13:00～ 年頭記者会見 

14:00～ 新年挨拶まわり 

 

令和２年１月８日（水） 

9:00～ 監査委員が面談 

10:00～ 新年挨拶まわり 

12:00～ 大垣商工会議所 新春議員懇談会 

14:00～ 東京2020オリンピック聖火リレー岐阜県実行委員会 第8回総会 

15:00～ 新年挨拶まわり 

 

令和２年１月９日（木） 

9:30～ 新年挨拶まわり 

11:00～ 養老鉄道㈱ 田野雄紀夫 代表取締役社長が新年挨拶 

13:30～ 新年挨拶まわり 

18:00～ 大垣共立銀行 本店共立会 新年互礼会 

19:15～ 大垣市商業団体近代化推進協議会・大垣市商店街連絡協議会合同 新年の集い 

 

令和２年１月１０日（金） 

11:00～ 中日本高速道路㈱名古屋支社 野口英正 支社長が年始の挨拶 

12:00～ 大垣保護区保護司会・大垣地区更生保護女性会 新年例会 

18:00～ 日新地区新年互礼会 

 

令和２年１月１１日（土） 

11:00～ 自由民主党大垣支部女性部 新年懇親会 

12:00～ 大垣市民生・児童委員協議会 新年互礼会 

14:00～ 大垣市体育連盟 表彰式 

18:00～ 大垣市体育連盟 新年会 

19:00～ 南連合自治会 新年互礼会 

19:45～ 大垣市青年のつどい協議会 新年互礼会 

 

第３週 

令和２年１月１２日（日） 

9:00～ 大垣市消防出初式 

 

防災を誓い、水門川に水のアーチを描きました 

16:30～ 大垣市消防出初式 懇親会 

 



令和２年１月１３日（月） 

10:00～ 大垣市成人式 

 

新成人の門出を祝いました 

12:00～ 大垣市連合自治会連絡協議会 新春懇談会 

15:00～ オーケストラ・アンサンブル金沢 

17:00～ 大垣市医師会 創立 100周年記念式典・祝賀会 

 

令和２年１月１４日（火） 

12:00～ 大垣市赤十字奉仕団 新年懇親会 

16:00～ 自衛隊岐阜地方協力本部 二木裕昭 本部長が挨拶 

17:00～ ツール・ド・西美濃実行委員会 総会 

18:00～ 大垣市青年会議所 新年互礼会 

 

令和２年１月１５日（水） 

10:00～ 独立行政法人都市再生機構中部支社 菅沼 明 支社長が挨拶 

15:30～ 令和元年度全国消防長会東海支部 役員会 

17:30～ 令和元年度全国消防長会東海支部 意見交換会 

18:30～ 岐阜・西濃建築組合 年頭会 

 

令和２年１月１６日（木） 

10:00～ 大垣市明るい青少年都市市民会議 理事会 

11:30～ かがやきクラブ 新年互礼会 

13:00～ 新年挨拶回り 

14:30～ 東海財務局 藤本拓資 局長に挨拶 

 

令和２年１月１７日（金） 

9:30～ 樽見鉄道連絡協議会 臨時総会 

11:30～ ヘルスメイトの集い（大垣市食生活改善協議会 新年会） 

15:00～ 定例部長会議 

18:30～ 連合岐阜西濃地域協議会 新春顔合わせ会 

19:30～ 大垣倶楽部 新年会 

 

令和２年１月１８日（土） 

18:00～ 綾里新年互礼会 

18:30～ 大垣青年クラブ 新年互礼会 

19:10～ 大垣市レクリエーション協会 新年互礼会 

19:50～ 大垣菓子業同盟会 役員新年懇親会 

 

 



第４週 

令和２年１月１９日（日） 

9:30～ 大垣市長杯ロボカップジュニア大垣ノード大会 

 
子どもたちが自作のロボットの性能を競い合いました 

11:30～ 万石自治会 新年互礼会 

13:30～ 志野流香道大垣教場 初聞香の会 

17:00～ 大垣歯科医師会 新春懇談会 

18:00～ 大垣美術家協会 新年互礼会 

19:00～ 興文連合自治会 新年互礼会 

 

令和２年１月２０日（月） 

9:00～ 令和2年度予算編成に関する協議 

17:30～ 映画「ブルーヘブンを君に」試写会 

 

令和２年１月２１日（火） 

9:00～ 令和2年度予算編成に関する協議 

11:30～ イビデン㈱ 新年賀詞交換会 

15:00～ 令和2年度予算編成に関する協議 

18:30～ 大垣市商工会 新年互礼会 

 

令和２年１月２２日（水） 

10:00～ 全国市長会 財政委員会・都市税制調査委員会合同会議 

13:30～ 全国市長会 理事・評議員合同会議 

15:30～ 京都アニメーション激励募金等贈呈 

19:00～ 大垣市鉄工協同組合 新年会 



令和２年１月２３日（木） 

9:00～ 鈴加グループ、㈱デジマックス並びに㈱ナニワからの寄附贈呈式 

9:30～ 令和2年度予算編成に関する協議 

13:00～ ユースエール認定通知書交付式 

 
大垣市で初めてユースエール認定企業として認定をされた西濃鉄道株式会社様と 

14:00～ 令和2年度予算編成に関する協議 

17:15～ 岐阜県宅地建物取引業協会 新年互礼会 

18:30～ 大垣職業訓練協議会 新年互礼会 

 

令和２年１月２４日（金） 

9:00～ 令和2年度予算編成に関する協議 

13:25～ 大垣市功労者表彰審査委員会 

14:00～ 国土交通省「手づくり郷土（ふるさと）賞」授与式 

 
本市の観光事業を担っている特定非営利活動法人 大垣観光協会の 

「水の都おおがき 舟下り・たらい舟」が一般部門に選定されました 

15:30～ 令和2年度予算編成に関する協議 

 



令和２年１月２５日（土） 

9:30～ 大垣市男女共同参画フォーラム 

 

フォーラムの中で、男と女のかがやきまちづくり表彰式が行われ 

度會さち子様が表彰されました 

 

第５週 

令和２年１月２６日（日） 

13:30～ 新庁舎オープン記念・エフエム岐阜公開録音 

 

新庁舎オープンを記念してエフエム岐阜の公開録音が行われました 

18:00～ 大垣市文化連盟 新年互礼会 

18:55～ 大垣市民踊協会 新年のつどい 

19:30～ 安井連合自治会 新年懇親会 

 

令和２年１月２７日（月） 

9:00～ 令和2年度予算編成に関する協議 

18:30～ 青墓校区社会福祉協議会・連合自治会 新年互礼会 



令和２年１月２９日（水） 

10:00～ 荒崎幼保園改築工事 安全祈願祭 

 
来年4月の開園を目指した改築工事の安全を祈願しました 

18:10～ 岐阜県経営者協会西濃支部 新春経営者懇談会 

 

令和２年１月３０日（木） 

15:15～ 総務省自治財政局 内藤尚志 局長と面談 

16:30～ 公益財団法人JKA 松川明弘 執行理事と面談 

 

令和２年１月３１日（金） 

9:30～ 伊吹絵からの寄附金贈呈式 

 

チャリティの収益金を福祉向上のために、ご寄附いただきました 

11:30～ 大垣市社会福祉事業団 北野茂樹 理事長が面談 

13:00～ 神鋼造機㈱からの寄附贈呈式 

 

児童図書140冊をご寄附いただきました。 

17:45～ 中部地方整備局 勢田昌功 局長と面談 



18:00～ 中部地方整備局長と「揖斐川流域住民の生命と生活を守る市町連合」 

「東海環状自動車道建設促進揖斐川流域市町連合」首長との意見交換会 


