
令和元年（２０１９年）６月の小川敏大垣市長の動き 
 

第１週 
令和元年６月１日（土） 

9:00～ 全日本9人制バレーボールリーグ水の都大垣大会開会式 

13:30～ 奥の細道紀行330年記念シンポジウム inおおがき 

 

「奥の細道」の旅立ちから330年を節目に開催されたシンポジウムにおいて 

和洋女子大学の佐藤 勝明（さとう・かつあき）教授から 

「奥の細道のおもしろさを解く」と題した基調講演などがおこなわれました 

17:30～ 東洋パッキング㈱創立 50周年記念式典 

 

令和元年６月２日（日） 

8:30～ 日新地区住民運動会 

 9:40～ 第11回すのまたあじさいまつり 

 

13:25～ 元気ハツラツ市 

15:00～ 大垣市室内管弦楽団 第45回演奏会 

 

第２週 
令和元年６月３日（月） 

8:30～ 定例幹部会議 

9:30～ 議員総会 

10:00～ 令和元年第2回大垣市議会定例会 本会議 

11:00～ 農業委員辞令交付式 

 



令和元年６月４日（火） 

9:00～ 第3回大垣市グラウンドゴルフ協会親睦大会 開会式 

17:05～ ぎふIT・ものづくり協議会 交流会 

 

令和元年６月６日（木） 

10:00～ 固定資産評価審査会委員辞令交付式 

 

令和元年６月７日（金） 

9:00～ 一般質問答弁打合せ会 

 

令和元年６月８日（土） 

10:00～ 大垣市廃棄物減量等推進委員大会 

13:30～ 環境フォーラム2019 

 

今年で第12回目の開催となる環境フォーラムにおいて、 

市民とともに「水の都」大垣の環境保全について考えました。 

14:30～ 第54回東海北陸肢体不自由児父母の会連合会岐阜大会 

 

令和元年６月９日（日） 

 9:20～ 歯の健康フェスティバル 2019 

 

「歯と口の健康週間 図画・ポスターコンクール」 

「親子でつくる歯とお口の俳句」において表彰されたみなさんと 



10:10～ 第26回曽根城公園花しょうぶ祭 

 

11:00～ 第2回OGAKIスポーツフェスティバル 

13:30～ ふれあいのまちづくり推進大会 

14:00～ かがやき教育週間 家庭教育講演会 

 

第３週 
令和元年６月１０日（月） 

8:30～ 定例幹部会議 

10:00～ 令和元年度第2回大垣市議会定例会本会議（一般質問） 

18:10～ 大垣法人会 懇談会 

19:00～ 大垣市功労者 大角 勇 様 通夜 

 

令和元年６月１１日（火） 

10:20～ 岐阜県西濃議員団による県への要望活動 

15:00～ 全国市長会 佐藤 亨 経済部長と面談 

15:30～ 全国市長会市長フォーラム 2019 

 

令和元年６月１２日（水） 

11:30～ 市長協議 

13:50～ 二役協議 

15:00～ デジタルサイネージシステムを活用した映像等の提供に係る 

実証実験における連携協力に関する協定締結式 

 

来年1月に利用が始まる市役所新庁舎のロビーなどに設置される 

電子看板「デジタルサイネージシステム」について大垣ケーブルテレビと 

連携協力の協定を結びました 

16:00～ ㈱ボンフォーム 60周年記念式典・祝宴会 



 

令和元年６月１３日（木） 

14:30～ 二役協議 

16:30～ 岐阜県商工労働部 増田雅彦 次長 と面談 

 

令和元年６月１４日（金） 

8:30～ 定例幹部会議 

10:00～ 令和元年第2回大垣市議会定例会本会議（最終日） 

11:30～ 二役協議 

14:00～ 災害等発生時における防疫活動の協力に関する協定式 

 

災害時などに感染症の発生や拡大を防ぐため、県内 18社の害虫駆除や消毒に 

関わる専門業者でつくる「県ペストコントロール協会」と協定を結びました。 

16:00～ ドイツ青少年・指導者受入事業に伴う表敬 

 

スポーツ先進国であるフレンドリーシティーのドイツシュツットガルト市から 

青少年や指導者のスポーツ交流のため 13名のみなさんが大垣市へいらっしゃいました。 

18:30～ 大垣商工会議所 産業懇談会 

 

令和元年６月１５日（土） 

10:00～ 日本スポーツマスターズ 2019ぎふ清流大会100日前イベント 

13:30～ 大垣市女性防火クラブ大会 

 

令和元年６月１６日（日） 

9:30～ みちのく鹿踊大会「俳聖の火」分火式 

13:30～ 栗原市内視察 

 

 



第４週 

令和元年６月１７日（月） 

9:00～ 白河市内視察 

11:30～ 白河市 鈴木 和夫 市長と面談 

 

令和元年６月１８日（火） 

10:00～ 自由民主党大垣支部役員会 

11:30～ 矢橋六郎マーブルモザイク作品集に係る寄附採納式 

 

市制100周年及び矢橋六郎氏没後 30年を記念して作成する 

「矢橋六郎大理石モザイク作品集」の制作費用として 

矢橋大理石㈱様より寄附をいただきました。 

13:00～ 二役協議 

14:20～ かがやき教育週間 市長と「伝統」について語る会 

16:00～ デジタルサイネージシステムを活用したニュース等の提供に関する 

実証実験スタートデモンストレーション 

 

市役所で電子看板（デジタルサイネージ）を活用して 

岐阜新聞社のニュースなどを提供する実証実験をスタートしました。 

 

令和元年６月１９日（水） 

17:00～ 全国市長会 佐藤 亨 経済部長と面談 

 

令和元年６月２０日（木） 

10:00～ 市長協議 

 

 

 



13:00～ 藍綬褒章受章に伴う表敬 

 

令和元年春の褒章・藍綬褒章受章を受賞された  

兼松 志津夫 様と 清水 敦子 様より受章の報告を受けました。 

15:00～ 定例部長会議 

18:00～ 岐阜県国民健康保険診療報酬審査委員会意見交換会 

 

令和元年６月２１日（金） 

9:00～ 西美濃農業協同組合通常総代会 

13:30～ 辞令交付式 

15:30～ 二役協議 

18:00～ 大垣八幡神社総代会 

 

令和元年６月２２日（土） 

10:00～ WING主催 オレゴン高校生との交流 30周年記念式典 

11:00～ 令和ハートリンクフェス「新時代の男女共同参画～男女共同参画週間に寄せて～」 

     オープニングセレモニー 

 

6月23日から29日までの「男女共同参画週間」に合わせ 

スイトピアセンターにて開催されました。 



11:30～ 市長とのかがやきライフトーク 

 

大垣市男女共同参画推進連絡協議会の皆様から、日頃の団体活動で 

感じていること、郷土大垣の未来に向けてのご提言などをいただきました。 

14:00～ 奥の細道むすびの地記念館連続講座（第 1回） 

 

令和元年６月２３日（日） 

 9:50～ 第61回岐阜県手をつなぐ育成会総会および西濃大会 

18:00～ 大垣薬剤師会 懇親会 

 

第５週 

令和元年６月２４日（月） 

13:30～ 大垣市公営企業等審議会 

14:00～ 二役協議 

16:00～ オレゴン高校生教育ホームステイグループが表敬 

 

フレンドリーシティの米国ビーバートン市、ユージン市から訪問された 

オレゴン高校生教育ホームステイグループの皆さんと 

16:45～ 二役協議 



令和元年６月２５日（火） 

13:30～ ねんりんピック岐阜 2020大垣市実行委員会設立総会第 1回総会 

 

高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参加、 

生きがいの高揚を図ることを目的に 2020年に開催される 

ねんりんピックの実行員会設立総会が開催されました 

16:30～ 志道館学園剣道部が全国道場少年剣道大会出場に伴う表敬 

 

全国大会へ出場する小中学生のみなさんと 

 

令和元年６月２６日（水） 

9:00～ 大垣東高校放送部が NHK杯全国高校放送コンテスト出場に伴う表敬 

 

大垣東高等学校 3年 梶川 明香里さんと 

10:15～ 二役協議 

11:00～ 岐阜県西濃県事務所 國島英樹 所長が面談 

13:00～ 二役協議 

13:45～ 大垣商工会議所 通常議員総会 



16:00～ 辞令交付式 

17:00～ まちづくり懇談会 

 

令和元年６月２７日（木） 

9:00～ 大垣警察署 加藤雅之 署長が面談 

10:00～ 大垣市社会事業助成会 定例評議員会 

13:00～ 東海環状自動車道西回りルート建設促進大会・建設事業説明会 

16:00～ 大垣市制100周年記念事業実行委員会第 5回会議 

 

令和元年６月２８日（金） 

9:50～ 岐阜県公立幼稚園・こども園 PTA連絡協議会総会並びに研修会 

10:30～ 大垣市社会福祉事業団 北野茂樹 新理事長が就任の挨拶 

11:00～ 大垣消防組合議会臨時会 

13:30～ 令和元年度優良建設工事表彰式 

16:30～ ツール・ド・西美濃実行委員会 

18:30～ 令和元年度大垣市体育連盟団体長・理事長合同会議 

 

令和元年６月２９日（土） 

10:45～ 墨俣あじさいコンサート 

13:20～ 大垣青年会議所6月度例会・公開講演会 

14:00～ 大垣映像祭 


