
令和３年（２０２１年）１１月の大垣市長の動き 
 

第１週 
令和３年１１月１日（月） 

9:00～ 国史跡美濃国分寺跡御朱印発行記念セレモニー 

 

御朱印 第1号の購入者 長澤芳江さんと 

10:00～ 大垣市公設地方卸売市場新付属店舗棟建設工事 地鎮祭 

11:00～ 市長が飛び出す未来トーク～未来ビジョン懇談会～ 

 

第1回目には市連合自治会連絡協議会と自治会の在り方など 

地域の課題について意見交換をしました。 

13:30～ 庁内協議 



15:00～ イビデン友の会からの寄附贈呈式 

 

市障害児通所支援施設「ひまわり学園」にマットや遊具などを 

寄附していただきました。ありがとうございました。 

15:30～ 庁内協議 

 

令和３年１１月２日（火） 

10:00～ 大垣市戦没者追悼式 

11:30～ 地方創生ムービー2.0で岐阜を元気にする会 清水 雄二 氏が面談 

16:30～ 大垣民間保育園連合会からの要望 

 

令和３年１１月３日（水） 

8:30～ 綾里発展会グラウンドゴルフ大会 開会式 

10:00～ OKB農場 大収穫祭 

 

令和３年１１月４日（木） 

9:30～ あすわ苑老人福祉施設事務組合執行部会 

13:30～ 庁内協議 

15:00～ 一般社団法人大垣法人会 10周年記念講演会・パーティ 

 

令和３年１１月５日（金） 

13:00～ 岐阜県国民健康保険団体連合会理事会並びに役員会 

16:00～ 避難所受付支援システムの開発に向けた実証実験に関する連携協定締結式 

 

Gcomホールディングスと連携し、地域の防災力の向上とDX推進に努めます。 

16:30～ 庁内協議 

 

令和３年１１月６日（土） 

9:25～ 東の子地域みんなで育てる会・地域協働の防災訓練 



11:00～ 令和3年秋季全国火災予防運動キャンペーン 

13:30～ 多良地区まちづくり協議会・地域協働の防災訓練 

15:30～ 清流長良川(天然鮎)調査・研究会 

 

令和３年１１月７日（日） 

8:50～ 牧田村営平井発電所 100周年記念発電所跡ウォーキング＆祝賀行事再現 ウォーキング開会式 

9:30～ 南地区社会福祉大会 

10:00～ ぷちハツラツ市 はつらつラジオ出演 

13:30～ エフエム岐阜番組「Sound Library~世界にひとつだけの本~」公開録音 

 

第２週 
令和３年１１月８日（月） 

11:00～ 全国史跡整備市町村協議会表彰伝達式 

15:30～ 全国市長会 まち・ひと・しごと創生対策特別委員会 

 

令和３年１１月９日（火） 

10:30～ 災害時における施設利用に関する覚書締結式 

 

災害時に、キートスガーデン幼稚園の施設を指定避難所として 

利用させていただけることになりました。 

11:30～ 演歌歌手 坂井千春 氏からの寄附贈呈式 

 
本市の福祉の充実のためにご寄附いただきました。 

ありがとうございました。 

13:30～ SJ情場クラブ 三輪髙史 会長が面談 



15:30～ 第71回「社会を明るくする運動」街頭啓発活動 

 

大垣駅南北自由通路で啓発グッズを配り、 

犯罪者の更生への理解を呼びかけました。 

19:00～ 大垣青年重役会 11月記念講演 

21:20～ 大垣青年重役会 懇親会 

 

令和３年１１月１０日（水） 

9:00～ 大垣市グラウンドゴルフ協会 第5回親睦グラウンドゴルフ大会 

10:00～ 予算に関する協議 

13:30～ 大垣市教育委員会表彰式 

15:30～ 中日本高速道路㈱名古屋支社 羽島保全サービスセンター福島 淑人 所長が面談 

16:00～ 庁内協議 

 

令和３年１１月１１日（木） 

10:00～ 令和3年第2回西美濃さくら苑介護老人保健施設事務組合議会定例会 

13:30～ 総務省岐阜行政監視行政相談センター 杉浦勝 所長が挨拶 

14:00～ 庁内協議 

15:00～ 西濃運輸硬式野球部が第 92回都市対抗野球大会出場に伴う表敬 

 

3年ぶり38回目となる本体会での勝利に向けて激励をしました。 

令和３年１１月１２日（金） 

10:00～ 大垣市消費者見守り会議 



11:30～ ふるさとから教育を語る会「ふるさと大垣偉人かるた」完成披露及び寄附贈呈式 

 

郷土の偉人を遊びながら学べるかるたを市内小中学校や図書館へ 

寄贈いただきました。ありがとうございました。 

13:30～ 庁内協議 

17:00～ 大垣サツキレオクラブからの寄附贈呈式 

 

医療従事者支援のためにご寄附いただきました。 

ありがとうございました。 

令和３年１１月１３日（土） 

13:00～ 美濃国分寺跡国史跡指定100周年記念シンポジウム 

 
「東海地域における国分寺の調査と研究」と題した講演と 

「国分寺跡の整備と活用」をテーマにパネルディスカッションがありました。 

 

令和３年１１月１４日（日） 

9:00～ 大垣市青年団体連絡協議会 クラフト教室 

 



第３週 
令和３年１１月１５日（月） 

11:00～ 冠山峠道路(国道417号)建設促進期成同盟会 要望活動 

18:00～ 西濃運輸硬式野球部 第92回都市対抗野球出場激励会 

 

令和３年１１月１６日（火） 

11:00～ 庁内協議 

14:00～ 樽見鉄道㈱ 役員会 

 

令和３年１１月１７日（水） 

10:00～ 全国市長会 社会文教委員会・子ども・子育て検討会議合同会議 

13:00～ 庁内協議 

13:30～ 大垣市子ども会育成連絡協議会 三代 広子 会長が面談 

16:30～ 大垣日大高等学校相撲部が「第 105回全国高校相撲金沢大会」等の出場結果報告に伴う表敬 

 

大垣日本大学高等学校 相撲部のみなさんと。 

 

令和３年１１月１８日（木） 

9:30～ 庁内協議 

10:30～ 小川 芳弘 氏から日本赤十字社岐阜県支部への寄附金贈呈式 

 
赤十字事業のため多額のご寄附をいただきありがとうございました。 

日本赤十字社岐阜県支部大垣市地区長として受け取らせていただきました。 

11:00～ 庁内協議 

13:45～ 全国市長会 理事・評議員合同会議 



16:00～ 都市対抗野球大会出場に伴う西濃運輸野球部現地激励会 

 

3年ぶり38回目の本大会出場に向けて激励会を開催しました。 

19:00～ 大垣市スポーツ少年団講演会・功労者表彰式 

 

令和３年１１月１９日（金） 

8:45～ 庁内協議 

10:00～ 国土交通省中部地方整備局 林 正道 企画部長が面談 

11:00～ 庁内協議 

13:30～ 静里連合自治会ほか 3団体からの要望 

15:00～ ソフトピアジャパン DX発表会2021 

17:30～ ソフトピアジャパン冬のファンタジー点灯式 

 

令和３年１１月２１日（日） 

14:00～ 男性の家事応援講座 オンライン講演会 

14:30～ 文化フェスティバル西濃吟剣詩舞道大会 

17:30～ 新型コロナウイルスワクチン供給調整本部会議 

19:00～ 岐阜県外国人県民感染症協力推進会議 

 

第４週 
令和３年１１月２２日（月） 

13:30～ 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定締結式 

 

中北薬品様と協定を締結し、災害時に紙おむつや生理用品、粉ミルク、 

医薬品などの物資調達にご協力いただけることになりました。 

15:00～ 定例部長会議 

18:00～ 庁内協議 

 



令和３年１１月２３日（火） 

13:30～ 大垣市文化連盟創立 40周年記念 第40回大垣市文化連盟祭 

 

令和３年１１月２４日（水） 

11:00～ 文化振興事業への寄附贈呈式 

 

森 勝次様、株式会社ワークス様、サマーホーム株式会社様より 

ご寄附いただきました。ありがとうございました。 

13:00～ 庁内協議 

14:00～ 朴 先哲(パク・ソンチョル)駐名古屋大韓民国総領事が面談 

18:00～ 西濃日韓親善協会会員との意見交換会及び懇親会 

 

令和３年１１月２５日（木） 

10:50～ 2021年度岐阜協立大学経済学部講義 

 

令和３年１１月２６日（金） 

11:40～ 揖斐川流域住民の生命と生活を守る市町連合及び 

東海環状自動車道建設促進揖斐川流域市町連合 要望活動 

 

令和３年１１月２７日（土） 

10:00～ 史跡美濃国分寺跡指定 100周年記念事業「現地見学会」 

18:00～ 城下町大垣イルミネーション点灯式 

 

令和３年１１月２８日（日） 

10:00～ 安井地区防災訓練 

18:00～ 第92回都市対抗野球大会西濃運輸1回戦 応援観戦 

 

第５週 

令和３年１１月２９日（月） 

8:30～ 定例幹部会議 

9:30～ 議員総会 

10:00～ 令和3年第4回大垣市議会定例会 本会議 

13:00～ 県新型コロナウイルス感染症対策協議会及び対策本部本部員会議 



14:30～ 大垣市公立保育園・幼稚園等のあり方懇談会 

 

いただきました大垣市公立保育園・幼稚園等のあり方に係る提言を踏まえ、 

保育・幼児教育行政に取り組んでまいります。 

16:00～ 大垣青年会議所が役員交代に伴う挨拶 

 

令和３年１１月３０日（火） 

7:45～ イビデン㈱による横断幕作成お披露目式 

10:00～ 防災備蓄管理システムの開発に向けた実証実験に関する連携協定締結式 

 

ベル・ホールディングス様、ベル・データ様のご協力のもと、 

防災物資の適正管理システムの整備を目指します。 

16:00～ FMわっち むすびラジオ出演 


