
令和４年（２０２２年）６月の大垣市長の動き 
 

第１週 
令和４年６月１日（水） 

8:30～ 全国手話言語市区長会 総会出席 

10:00～ 全国市長会議 通常総会出席 

12:30～ ㈱ポニーキャニオン 吉村 隆 代表取締役社長と面談 

 

令和４年６月２日（木） 

9:00～ 大垣城プレミアム御城印発行記念セレモニー 

9:30～ 岐阜労働局 武田 和也 職業安定部長と面談 

11:30～ 「大垣ミナモソフトボールクラブ応援パネル展」オープニングセレモニー出席 

 

ミナモソフトボールクラブを応援するパネル展が市役所2階コミュニティスペースで開催されました。 

13:30～ 養老鉄道活性化協議会出席 

15:00～ 養老線管理機構社員総会出席 

 

令和４年６月３日（金） 

9:00～ 中部地方整備局越美山系砂防事務所 富田 直樹 所長と面談 

12:15～ 大垣東ライオンズクラブ 例会出席 

16:00～ 未来ビジョンに関する庁内協議 

 

令和４年６月４日（土） 

14:00～ 皇女和宮史跡保存会 総会・講演会出席 

 

第２週 
令和４年６月５日（日） 

9:00～ 宿場町・景観遺産めぐり出席 



 

開会式では参加者のみなさんと一緒にラジオ体操をしました。 

10:00～ まちなかスクエアガーデン オープニング出席 

10:30～ かがやき健康ウォーキング出席 

 

かがやき健康ウォーキングでは身体機能の維持に効果的なフレイル予防体操を一緒に行いました。日頃から笑顔

で楽しく、体を動かしましょう。 

13:15～ 岐阜県母親大会 

 

令和４年６月６日（月） 

8:30～ 定例幹部会議出席 

9:30～ 議員総会出席 

10:00～ 令和4年第2回大垣市議会定例会 本会議出席 

15:00～ 大垣市水泳連盟 新旧会長が挨拶 

16:00～ 固定資産評価審査委員会委員に辞令交付 

 

令和４年６月７日（火） 

10:30～ 公園整備に関する庁内協議 

13:00～ 「小さな親切」運動岐阜県本部 実行章贈呈式出席 

16:50～ 大垣法人会 定時総会出席 

 

令和４年６月８日（水） 

15:00～ 一般質問に関する庁内協議 

16:30～ 西濃保健所 河野 芳功 所長と面談 

 

令和４年６月９日（木） 

11:00～ 令和4年度日本電信電話ユーザ協会大垣地区協会総会出席 



令和４年６月１０日（金） 

9:00～ 一般質問答弁打合せ会 

 

令和４年６月１１日（土） 

10:00～ 飛び出す子育て交流サロン「あじさいランド」視察 

13:30～ 霊山顕彰会岐阜県支部 総会・講演会出席 

14:00～ ニトリJD.LEAGUE第 10節大垣大会 大垣ミナモ応援観戦 大垣ミナモ×シオノギ 

 

雨の中、大きな拍手で選手たちを応援しました。 

 

第３週 
令和４年６月１２日（日） 

9:00～ 第4回OGAKIスポーツフェスティバル開会式出席 

 

タスポニー、ＺＵＭＢＡ、ヨガ、理学療法士による体力測定などたくさんの体験ができる機会となりました。 

10:20～ 俳句甲子園地方大会(大垣会場)開会式出席 

13:30～ ふれあいのまちづくり推進大会出席 

14:00～ かがやき教育週間 家庭教育講演会出席 



 

元Ｊリーガーで専修大学サッカー部のコーチの安永 聡太郎 （やすなが・そうたろう）氏をお迎えし、「全力応

援～子供の夢、時  々 親の期待値～」と題して、ご講演いただきました。 

14:30～ ニトリJD.LEAGUE第 10節大垣大会 大垣ミナモ応援観戦 大垣ミナモ×豊田自動織機 

 

大垣市の北中学校吹奏楽部の皆さんがグランドで生放送を披露して応援してくれました。 

 

令和４年６月１３日（月） 

8:30～ 定例幹部会議 

10:00～ 令和4年第2回大垣市議会定例会本会議（一般質問） 

 

令和４年６月１４日（火） 

10:30～ 岐阜県西濃議員団による県への要望活動  

16:00～ 大垣市社会事業助成会 定例評議員会出席 

 

令和４年６月１５日（水） 

10:00～ 特殊詐欺防止啓発活動開催式出席及び啓発活動 

13:30～ 岐阜県隊友会 平塚 秀子 副会長と面談 

15:30～ 留守家庭児童教室の充実に向けた連携協力に関する協定締結式出席 



 

大垣女子短大の学生が教室の指導補助員として派遣されます。 

 

令和４年６月１６日（木） 

10:30～ 新年度施策に関する庁内協議 

11:00～ 競輪事業に関する庁内協議 

11:30～ 生活環境に関する庁内協議 

 

令和４年６月１７日（金） 

9:00～ 生活環境に関する庁内協議 

11:00～ 競輪事業に関する庁内協議 

13:30～ 上石津地域に関する庁内協議 

14:30～ 産業振興に関する庁内協議 

15:00～ 都市計画に関する庁内協議 

 

令和４年６月１８日（土） 

10:30～ 大垣市青年のつどい協議会 創立50周年記念式典出席 

13:30～ 夏井いつき特別講演会出席 

 

奥の細道結びの地記念館開館１０周年を記念して「夏井いつき」先生をお迎えし、「俳句の力 ことばの力」と題

して、ご講演していただきました。 

 

第４週 
令和４年６月１９日（日） 

13:00～ 大垣市文化財保護協会総会出席 

 



令和４年６月２０日（月） 

13:30～ 広瀬 幹雄 副市長 退任辞令交付式出席 

 

広瀬 幹雄副市長が任期満了で退任されました。2010年から 3期 12年に渡り副市長を務められました。お疲れ

様でした。 

16:30～ 広瀬 幹雄 副市長 退任式出席 

 

広瀬副市長には長きにわたり、常に市民の幸せを願い、市政発展の為、全力で職務に精励いただきました。あり

がとうございました。 

 

令和４年６月２１日（火） 

8:30～ 定例幹部会議出席 

10:00～ 令和4年第2回定例会本会議（最終日）出席 

13:00～ 新副市長 選任辞令交付式 

 



新副市長に前都市計画部長の豊田 富士人さんが選任されました。 

 

令和４年６月２２日（水） 

10:00～ 大垣市退職公務員連盟総会出席 

13:45～ 大垣市商工会議所 通常議員総会（ＷＥＢ）出席 

16:15～ 大垣まちづくり㈱定時株主総会出席 

 

令和４年６月２３日（木） 

9:00～ 上石津4連合自治会長、上石津まちづくり協議会長と面談 

10:00～ 南踊会・㈱デジマックス・㈱ナニワからの寄附贈呈式出席 

 

計20万円の寄附をしていただきました。ありがとうございました。 

10:30～ 情報セキュリティに関する庁内協議 

14:30～ 市長が飛び出す未来トーク出席 

 

未来の大垣を担う子ども達が健やかに育ち、安心して子育てができる「子育て日本一のまち大垣」を目指してい

きます。 

16:30～ 渋谷 天獅 選手の第 39回全日本武術太極拳選手権大会出場を激励 



 

大垣市立青墓小学校の渋谷 天獅(しぶや てんし)選手と 

 

令和４年６月２４日（金） 

11:00～ 自衛官募集相談員の連盟委嘱式出席 

 

自衛官募集相談員は入隊希望者への説明や情報提供といった橋渡しの役目を担います。 

14:00～ 大安地区防犯協会 評議員会出席 

16:00～ 大垣消防組合議会臨時会出席 

 

令和４年６月２５日（土） 

10:00～ 大垣市少年の主張大会出席 

10:45～ 墨俣あじさいコンサート出席 

13:00～ 令和4年度大垣市男女共同参画フォーラム出席 

13:30～ 環境ＳＤＧｓおおがき普及支援センター及び大垣市環境市民会議新事務所 開所式出席 

14:00～ 生ごみ等たい肥化推進事業スタートアップ講演会出席 

 

第５週 
令和４年６月２６日（日） 

8:40～ 2022中部トライアル選手権シリーズ 第5戦上石津大会 開会式出席 

9:00～ 時山地区防災訓練出席 



 

地域防災力、防災意識のさらなる向上に努めます。 

9:40～ 第33回西濃綱引選手権大会 開会式出席 

10:40～ 静里体育振興会ヘルシーウォーク大会出席 

13:30～ 岐阜県世界青年友の会 多文化共生フォーラム～比べてみよう世界の食と文化～出席 

 

令和４年６月２７日（月） 

8:30～ 定例幹部会議出席 

9:30～ 新年度施策に関する庁内協議 

13:00～ 國島 芳明 高山市長が挨拶 

14:00～ 谷村 成基 神戸町長が挨拶 

14:30～ 養老鉄道㈱新旧社長が挨拶 

15:00～ 定例部長会議出席 

16:45～ 高齢福祉に関する庁内協議 

 

令和４年６月２８日（火） 

9:30～ 岐阜県高等学校野球連盟 森川 賢二 会長と面談 

9:45～ 平木 省 副知事が挨拶 

10:00～ 大垣市障害者団体連絡協議会総会出席 

 

令和４年６月２９日（水） 

10:30～ 岐阜県土地改良事業団体連合会 理事会出席 

13:30～ 令和4年度大垣市優良建設工事表彰式出席 

15:00～ 新年度施策に関する庁内協議 

16:30～ 「清流の国ぎふ」文化祭 2024県・市町村連携会議（TV会議）出席 

17:00～ 商工観光に関する庁内協議 

 

令和４年６月３０日（木） 

11:00～ 第72回「社会を明るくする運動」内閣総理大臣・岐阜県知事メッセージ伝達式出席 

11:30～ 全国市長会 社会文教委員会（Web会議）出席 

13:00～ 東海環状自動車道西回りルート建設促進大会出席 

16:30～ 赤坂ＵＮＩＴＥＤが第 44回東日本軟式野球大会出場結果報告 



 

赤坂ＵＮＩＴＥＤの皆さんは「第４４回 東日本軟式野球大会」で、ベスト８という優秀な成績を収められました。

おめでとうございます！ 

18:30～ 大垣市体育連盟創立 70周年記念懇談会出席 


