
（別紙１） 令和４年度「老人の日・老人週間」行事実施予定（市町村）

岐阜地域

行事名 地区敬老会

主催者 各自治会連合会(50地区)

開催日 9月中旬から10月初旬

開催場所 各自治会連合会により異なる

参加者数 対象者数：43,257人（令和4年6月1日現在）

内容
永年にわたり、社会に貢献された高齢者に敬意を表し、長寿を祝福するために、各自治会連合会
毎で式典を開催もしくは記念品を贈呈する。

行事名 岐阜市90歳祝品贈呈事業

主催者 岐阜市

参加者数 対象者数：1,965人（令和4年8月1日現在）

内容 今年90歳を迎える方に対して敬意を表し、祝品を贈呈する。

行事名 岐阜市100歳祝品贈呈事業

主催者 岐阜市

参加者数 対象者数：133人（令和4年8月1日現在）

内容 今年度100歳を迎える方に対して敬意を表し、祝品を贈呈する。

行事名 羽島市長寿お祝い商品券

主催者 羽島市

開催日時 8月下旬

開催場所 市内全域

参加者数 対象者数：約1,150人

内容 満75歳の方へ、商品券を郵送する。

行事名 山県市長寿祝金支給事業

主催者 山県市

開催日時 9月中

開催場所 市内全域

内容 満７７歳(339人　R4.8.18現在)の方へまちづくり振興券を郵送する。

行事名 敬老会

主催者 各自治会

開催日時 各自治会ごとに異なる

開催場所 各自治会

参加者数 75歳以上高齢者数：6,432人(令和４年5月末現在)

内容 各自治会ごとに検討し実施

行事名 敬老行事奨励事業

主催者 各自治会

開催日 各自治会ごとに異なる

開催場所 各自治会

参加者数 75歳以上高齢者：4，998人（令和4年4月1日現在）

内容 市が各自治会へ補助金を交付し、各自治会ごとに検討し実施

行事名 敬老祝金贈呈

内容 満75、80、90歳の対象者に、お祝い金を口座振込で贈呈する。(対象者705人)

行事名 敬老記念品贈呈

開催日 9月頃

内容 満77、88、99歳の方を対象者に、記念品（カタログギフト5,000円分相当）を贈呈する。（対象者321人)

行事名 敬老会

主催者 笠松町

開催日時 9月8日（木）11：00～12：30

開催場所 笠松中央公民館

参加者数 44人

内容 町内在住の８８歳の方を招待し、懐石弁当を食べながら余興（オカリナ生演奏等）を鑑賞する。

行事名 敬老のつどい

主催者 笠松町

開催日時 ９月１９日（月・祝） 10:15～11：15

開催場所 笠松中学校屋内運動場

内容 町内在住の７５歳以上の方を招待し、式典、及び余興（ピアノ生演奏等）を鑑賞する。

岐阜市

高齢福祉課
生きがい対策係

058-214-2173

笠松町

福祉子ども課
民生係

058-388-1116

岐南町

福祉課

058-247-1331

山県市

福祉課

0581-22-6837

瑞穂市

地域福祉高齢課

058-327-4126

本巣市

福祉敬愛課
高齢福祉係

058-323-7754

羽島市

高齢福祉課

058-392-1111
内線2552

＊市町村から報告のあった行事を掲載。
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西濃地域

行事名 地区敬老会

主催者 各地区連合自治会等

内容
例年は各連合自治会等で式典及びアトラクション等により長寿を祝う。
本年度はコロナ禍のため、中止または内容変更での開催となっている。

行事名 長寿を祝う会

主催者 大垣市

内容
例年は式典及びアトラクション（日本舞踊、少年少女合唱団による合唱）を行う。
本年度も、前年度に引き続き式典及びアトラクションを中止するが、対象者(新90歳)に祝品及び市
長のメッセージカードを送付する。

行事名 長寿褒賞事業

主催者 海津市

参加者数 米寿：192名

内容 88歳となった対象者に市長からのメッセージ、お祝い金を口座振込する。

行事名 長寿褒賞事業

主催者 海津市

開催日 100歳の誕生日当日(当日が都合悪い場合は誕生日以降の都合の良い日)

開催場所 対象者宅

参加者数 本年度14名

内容 市長が対象者宅へ訪問し、花束とお祝い金を贈呈（市長が行けない場合は、部長又は課長）

行事名 敬老会

主催者 養老町社会福祉協議会

開催日時 中止

行事名 ふれあい長寿フェア  （令和4年度中止）

主催者 垂井町

開催日時 敬老の日

内容
例年町内在住の80歳以上の方を招待し楽団演奏（すこやか楽団）、式典（町長挨拶、来賓挨拶）、
余興（歌謡ショー・ものまね）　参加記念品（紅白饅頭）を贈呈しているが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

行事名 老人大会

主催者 関ケ原町老人クラブ連合会

開催日時 9月19日（月・祝）　9時～

開催場所 関ケ原ふれあいセンター

参加者数 約100人

内容 88歳（米寿）、金婚者への記念品贈呈等式典のみ

行事名 敬老会（中止）

主催者 神戸町

内容
（例年）75歳以上の方に記念品を贈呈し、78歳以上の方を招待する。式典、アトラクションを実施。
（今年）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

行事名 敬老祝賀会　（中止）

主催者 輪之内町

内容 式典、アトラクションを中止とし、お祝金は振込、記念品は75歳以上に郵送で対応する。

行事名 敬老祝賀式（中止）

主催者 安八町

内容 今年度は式典は中止し、75歳以上の方へ記念品郵送のみ実施

神戸町

健康福祉課
高齢福祉係

0584-27-0175

海津市

高齢介護課
高齢福祉係

0584-53-1145

養老町
健康福祉課
0584-32-1105

垂井町
健康福祉課
高齢福祉係

0584-22-7504

大垣市

高齢福祉課
高齢福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟ

0584-47-7424

関ケ原町

住民課
高齢福祉係

0584-43-1113

輪之内町
福祉課

0584-69-3128

安八町
福祉課

0584-64-7104

＊市町村から報告のあった行事を掲載。
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行事名 敬老のお祝い

主催者 揖斐川町

開催日 9月中

参加者数 事業対象者は3,684人

内容
対象者へ一人1,000円の地域振興券と2,000円を交付金として地域へ交付。地域一任で対象者に
還元。

行事名 敬老会

主催者 大野町

参加者数 2,123人（対象年齢：80歳以上）

内容 式典、アトラクション→中止。78歳以上の方へお祝い品を配付する。

行事名 敬老会

主催者 池田町

内容 新型コロナウイルス感染拡大予防の観点より式典は行わず、全対象者へ記念品を郵送する。

中濃地域

行事名 敬老事業

主催者 各自治会、実行委員会等

開催日 9月～（主催者による）

開催場所 関市内

内容 各自治会、実行委員会等により、敬老会または記念品配付事業を実施

行事名 敬老祝金品支給事業

主催者 関市

参加者数 米寿対象者：519名

内容 令和4年度において88歳になる対象者に祝品を支給

行事名 金婚祝事業

主催者 関市

参加者数 100組程度

内容 結婚50周年（昭和47年中に結婚した夫婦）に祝品を支給

行事名 敬老会（記念品贈呈）

主催者 美濃市・美濃市連合自治会

開催日 9月11日（日）～21日（水）頃

開催場所 各自治会

参加者数 3,090人（対象者７７歳以上（施設入所者除く））　　米寿：163人

内容
新型コロナウイルス感染拡大予防の観点より会食等は行わず、自治会から記念品を贈呈する。
88歳（米寿）を迎える方に、記念品を贈呈する。

行事名 敬老会

主催者 美濃加茂市社会福祉協議会各支部

開催場所 各地区

内容 集会としては実施せずに各地区による記念品贈呈

行事名 敬老事業

主催者 可児市

開催日時 9月末頃配布予定

内容 全対象者へ記念品を郵送します。

行事名 敬老会

主催者 各自治会・公民館等

開催日 4月下旬～10月末日の各日（各家庭を訪問し記念品を贈呈する）

内容 75歳以上の高齢者の家庭を訪問し、お祝い品を贈呈する。

美濃市

高齢福祉保険課
高齢福祉係

0575-33-1122
内線142

可児市
高齢福祉課
福祉政策係

0574-62-1111
内線3222

池田町
保険年金課
高齢福祉係

0585-45-3111

美濃加茂市
高齢福祉課
高齢福祉係

0574-25-2111
内線504

揖斐川町

健康福祉課
高齢者福祉係

0585-22-2111
内線233

大野町
健康課

高齢者支援係

0585-34-1111

関市

高齢福祉課
地域支援係

0575-23-8127

郡上市

高齢福祉課
高齢福祉係

0575-67-1807

＊市町村から報告のあった行事を掲載。
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行事名 各自治会敬老会

主催者 各自治会長

開催日時 開催の有無は各自治会の判断

内容 自治会ごとで敬老会を開催、もしくは、各自治会長から対象者に記念品贈呈

行事名 敬老会

主催者 富加町

開催日 コロナウイルス拡大感染防止のため中止

内容 敬老会で渡す予定であった記念品を各家庭へ送付する。

行事名 敬老会

主催者 七宗町社会福祉協議会

内容 新型コロナ感染拡大防止により敬老会は中止ですが、お祝いの記念品は配布します。

行事名 米寿を祝う会 →　今年度以降の行事を取り止め

主催者 八百津町

内容 式典（祝状授与、アトラクション、記念写真撮影）　→　祝状、記念品を郵送

行事名 町長による100歳高齢者の家庭訪問（中止）

主催者 八百津町

開催日 9月28日（水）　※予定

開催場所 対象者宅

参加者数 対象者6人、家族、その他関係職員

内容
コロナウイルス感染拡大防止のため、町長の訪問による祝状の授与は中止し、代わりに担当者が
配布

行事名 敬老祝品贈呈事業

主催者 白川町

参加者数 米寿：109名　（8月1日現在）

内容 自治協議会及び自治会を通じて敬老祝品を贈呈する。

行事名 高齢者訪問

主催者 東白川村

開催日 9月13日（火）、9月14日（水）

開催場所 東白川村内

参加者数 対象者３７人

内容
村内に住所のある（施設入所含む）100歳以上の方と数え年の88歳（米寿）を迎える方を対象に、村
長がお祝いの記念品を持って一軒ずつ訪問、記念撮影を行なう。
訪問人数：100歳以上９名、88歳（米寿）28名

行事名 老人福祉大会

主催者 東白川村

開催日 9月29日（木）

開催場所 はなのき会館

参加者数 未定

内容 功労者表彰、ダイヤモンド婚表彰（婚姻60年目）、8020表彰

行事名 敬老会

主催者 御嵩町社会福祉協議会・御嵩町

開催日時 9月28日（水）

開催場所 中公民館

参加者数 参加者数　未定

内容 昭和2１年4月2日～昭和2２年4月1日生の方を対象に式典・アトラクションを開催。

富加町
福祉保健課
福祉保健係

0574-54-2183

七宗町

健康福祉課
福祉係

0574-48-1112

白川町
保健福祉課

福祉係

0574-72-2317

東白川村

保健福祉課
福祉係

0574-78-2100

八百津町

健康福祉課

0574-43-2111
内線2568

御嵩町

保険長寿課

0574-67-2111

坂祝町
福祉課
福祉係

0574-26-7111

＊市町村から報告のあった行事を掲載。
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東濃地域

行事名 市主催90歳敬老事業

主催者 多治見市

開催日 10月18日（火）

開催場所 多治見駅北庁舎

参加者数 対象者　約500人

内容 お茶会

行事名 100歳お祝い市長訪問敬老事業

主催者 多治見市

開催日 9月20日（火）、9月30日（金）

開催場所 多治見市内

参加者数 対象者36人のうち14人を訪問

内容 市長からの祝辞・祝い金の贈呈、記念撮影

行事名 区開催敬老会事業

主催者 区

開催場所 各地区

参加者数 未定（対象者（市内在住の80歳以上の方）：10,324人）

内容 記念品配布等（市は、区が開催する敬老会事業に対して、1人あたり2,000円の交付金を交付）

行事名 敬老祝事業

主催者 中津川市

開催日 9月1日（木）～30日（金）　※100歳は、誕生月に実施

開催場所 対象者宅、入所先施設など

参加者数
609人（※市内年齢上位5人と米寿対象者604人の合算数、これとは別に100歳銀杯対象者は40
人）

内容
市内年齢上位５名は市長・副市長・教育長が直接訪問し、祝品等を贈呈して長寿をお祝いする。
今年度内に88歳（米寿）に達する方には、新型コロナウイルス感染症対策のため祝品を郵送にて
贈呈しお祝いをする。

行事名 瑞浪市長寿クラブ連合会　老人福祉大会

主催者 瑞浪市長寿クラブ連合会

開催日 9月29日(木）

開催場所 瑞浪市総合文化センター

参加者数 関係者のみ

内容
表彰・感謝状・お祝い状贈呈
・特別功労者表彰、功労者表彰、米寿のお祝い、高砂のお祝い
※例年の講演会や芸能大会は中止。内容を変更・縮小して実施予定。

行事名 敬老会

主催者 市内各自治組織等

開催日 9月

開催場所 市内各公共施設等

参加者数 6,802人（7月29日集計、主催者報告による）

内容
記念品配布、祝賀会（各主催者によって異なる。今年度はコロナウイルス感染拡大防止のため、大
部分の地域は記念品のみ配布。一部の地域で感染防止対策をとって敬老会や会食を実施。）

行事名 100歳以上高齢者宅へ訪問

主催者 恵那市

開催日 9月12日（月）～9月16日（金）

開催場所 市内一円

参加者数 107人（７月31日現在）

内容 100歳以上の高齢者宅へ訪問し、祝い金、祝状の贈呈

恵那市

高齢福祉課
高齢福祉係

0573-26-2111
内線164

多治見市

高齢福祉課

0572-23-5821

瑞浪市

高齢福祉課
高齢者政策係

0575-68-2111
内線 156

中津川市

高齢支援課

0573-66-1111
内線 609

＊市町村から報告のあった行事を掲載。
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行事名 敬老事業記念品配布

主催者 土岐市

開催日 9月

参加者数 350名

内容 今年度満90歳の方を対象に記念品を郵送

飛騨地域

行事名 敬老祝品贈呈事業

主催者 高山市

開催日 9月22日（木）までに配付

開催場所 対象者宅

参加者数 市内男女最高齢者：各1名、百歳到達以上：72名、満100歳：50人、米寿：686名(R4.8.24現在)

内容
・敬老祝品の贈呈
・満100歳の方のうち2名に対し9月19日市長が表敬訪問

行事名 敬老祝品贈呈事業

主催者 飛騨市

開催日 100歳の誕生日

開催場所 対象者宅

参加者数 本年度の予定21名

内容 ・市長が対象者宅へ訪問し敬老祝品の贈呈（市長がいけない場合は、部長）

行事名 敬老会

主催者 各地区自治会や単位老人クラブ

開催日 9月１日（木）～12月末ごろ

開催場所 各地区公民館等

内容
75歳以上の高齢者へ記念品等の配布（例年は式典、食事会、余興等）
米寿の方への祝品贈呈

行事名 敬老会（中止）

主催者 白川村

内容
米寿・喜寿の方に記念品を贈呈（毎年）
敬老会は中止し、70歳以上の敬老会参加対象者（約380名）に記念品を配布

高山市

高年介護課
高齢者支援係

0577-57-5200

白川村

村民課

05769-6-1311

土岐市
高齢介護課
高齢者係

0572-54-1111
内線 232

飛騨市

地域包括ケア課
高齢支援係
0577-73-6233

＊市町村から報告のあった行事を掲載。


