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20 市政調査会事業 

 

平 成 28 年 度 

期 日 事 業 名 内 容 

28.4.12 第１回幹事会 会長及び副会長の互選 

28.4.19 第２回幹事会 (1) 平成28年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(2) 平成28年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

28.4.28 定例会 (1) 平成28年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(2) 平成28年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

28.7.19 北上市・西和賀

町両議会議員研

修交流会 

講演 「人材育成とまちづくりのプログラム」 

講師 （株）ファウンディングベース  

共同代表取締役 佐々木 喬志 氏 

28.7.25 北上市・金ケ崎

町両議会議員研

修交流会 

(1) 講演 「地域農業の振興と農業大学校の役割」 

講師 岩手県立農業大学校 校長 下村 功 氏 

(2) 施設見学  

・農業大学校 花の館        

・軍馬の郷六原資料館 

28.8.22 第３回幹事会 後期事業計画等について 

28.9.6 決算概要説明会 平成27年度決算概要説明会 

説明者 各担当部長等 

28.9.15 常任委員会行政

視察報告会 

(1) 総務常任委員会の行政視察報告 

(2) 教育民生常任委員会の行政視察報告 

(3) 産業建設常任委員会の行政視察報告 

28.10.13 

～10.14 

柴田町・北上市

両議会議員交流

会 

(1) 北上陸上競技場視察 

(2) 講演 「ふるさと納税の立役者から地方が元気であるために！」 

 講師 株式会社トラストバンク 代表取締役 須永 珠代 氏 

(3) 岩手中部クリーンセンター視察 

(4) 北上平和記念展示館視察 

28.11.22 一部事務組合等

の議会報告 

(1) 北上地区広域行政組合議会報告  

(2) 北上地区消防組合議会報告  

(3) 岩手中部水道企業団議会報告  

(4) 岩手中部広域行政組合議会報告 

28.11.22 岩手県市議会議

員研修会 

(1) 講演 「ラグビーワールドカップ2019岩手県・釜石市開催について」 

講師 岩手県ラグビーフットボール協会会長・盛岡市スポーツ担当 

   白根 敬介 氏 

(2) 講演 「どうなる？今後の日本政治」 

講師 政治評論家 有馬 晴海 氏 
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29.1.13 北上市議会議員

と花巻市議会議

員との交流研修

会 

講演 「大災害からの教訓」 

講師 岩手大学地域防災センター客員教授 越野 修三 氏 

29.1.19 農業団体と北上

市議会議員との

交流会 

(1) 講演 「新たな土地改良長期化計画」 

講師 農林水産省 農村振興局 整備部設計課 

計画調査室 課長補佐 細川 直樹 氏 

(2) 講演 「地域に根ざした大規模複合経営～ベトナム展開」 

   講師 株式会社西部開発農産 代表取締役会長 照井 耕一 氏 

29.2.17 第１回研修会 講演 「効果的な一般質問の仕方について（仮題）」 

講師 政策合同支援会社 代表 細川 甚孝 氏 

29.2.28 予算概要説明会 平成29年度予算概要説明会 

説明者 各担当部長等 

29.3.24 第４回幹事会 行政視察報告会の開催について 

 

平 成 29 年 度 

期 日 事 業 名 内 容 

29.4.11 行政視察報告会 (1) 議会運営委員会 

(2) 広聴広報特別委員会 

(3) 議会改革推進会議 

29.4.17 第１回幹事会 (1) 平成28年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 平成28年度北上市議会市政調査会収支決算について 

(3) 平成29年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(4) 平成29年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

29.4.28 定例会 (1) 平成28年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 平成28年度北上市議会市政調査会収支決算について 

(3) 平成29年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(4) 平成29年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

29.5.26 第２回幹事会 北上みちのく芸能まつりの市民パレードへの参加について 

29.7.13 西和賀町議会議

員と北上市議会

議員との研修交

流会 

(1)北上市産業支援センターに関する研修会及び施設見学 

【説明者】 

株式会社北上オフィスプラザ 産業支援部長 菅野 俊基 氏 

いわてデジタルエンジニア育成センター  

センター長 黒瀬 左千夫 氏 

岩手大学金型技術研究センター 特任教授 亀田 英一郎 氏 

北上市商工部産業雇用支援課 課長 八重樫 義正 氏 

(2) 岩手郵便局の施設見学 

29.8.24 金ケ崎町議会議 講演 「地方都市の産業振興について」 
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員と北上市議会

議員との研修交

流会 

講師 明星大学教授 (北上市産業振興アドバイザー) 関 満博 氏 

29.9.4 決算概要説明会 平成28年度決算説明会 

説明者 各担当部長等 

29.10.4 第３回幹事会 北上医師会と北上市議会との懇談会について 

29.10.4 第１回議員研修

会 

研修内容「中央学校給食センター整備方針（案）について」 

講師 教育部長 高橋 謙輔 氏 

29.10.25 北上医師会と北

上市議会との懇

談会 

市民の保健、福祉について意見交換する懇談会 

29.11.13 一部事務組合等

の議会報告会 

(1) 北上地区広域行政組合議会報告  

(2) 北上地区消防組合議会報告  

(3) 岩手中部水道企業団議会報告  

(4) 岩手中部広域行政組合議会報告  

29.11.13 岩手県市議会議

員研修会 

(1) 講演 「小さなまちの大きな挑戦－世界は規模の大小ではなく価値

の大小を見ている－」 

講師 株式会社南部美人代表取締役社長・東京農業大学客員教授 

久慈 浩介 氏 

(2) 講演 「安倍政権の展望－内政と外交」 

   講師 東京大学名誉教授 御厨 貴 氏 

29.11.22 花巻市議会議員

と北上市議会議

員との研修交流

会 

講演 「子どもの貧困格差問題について」 

講師 仙台大学教授、厚生労働省母子家庭自立支援事業評価委員 

   千葉 喜久也 氏 

30.1.17 第４回幹事会 第２回議員研修会の開催について 

30.1.17 農業団体と北上

市議会議員との

交流会 

講演 ｢農業をめぐる課題及び政策について｣ 

講師 農林水産省東北農政局岩手拠点 統括農政推進官  

渡部 久一 氏 

30.2.6 第２回議員研修

会 

研修内容「きたかみいきいきプラン（案）について」 

講師 保健福祉部長 石川 晴基 氏 

30.2.17 議会フォーラム テーマ「これからの議会・議員のあり方について ～議員の報酬・定数を

考える～」 

(1)  報告「北上市議会の活動を振り返る」 

(2)  基調講演「これからの地方議会議員のあり方について」 

講師 早稲田大学名誉教授（元三重県知事）北川 正恭 氏 

(3)  会場との意見交換 

    コーディネーター・元滝沢市議会事務局長 中道 俊之 氏 
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30.2.27 予算概要説明会 平成30年度予算概要説明会 

説明者 各担当部長等 

 

平 成 30 年 度 

期 日 事 業 名 内 容 

30.4.17 第１回幹事会 (1) 正副会長の互選 

(2) 平成29年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(3) 平成29年度北上市議会市政調査会収支決算について 

(4) 平成30年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(5) 平成30年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

30.4.23 定例会 (1) 平成29年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 平成29年度北上市議会市政調査会収支決算について 

(3) 平成30年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(4) 平成30年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

30.5.9 第２回幹事会 議会改革推進会議との合同研修会の開催について 

30.6.1 重要課題説明会 平成30年度重要課題説明会 

説明者 各担当部長等 

30.6.12 第１回議員研修

会 

研修内容 「議選監査委員制度について」 

講師 山梨学院大学法学部教授 江藤 俊昭 氏 

30.7.30 北上市・金ケ崎

町両議会議員研

修交流会 

講演 「ICT技術を使った今後の産業」 

講師 JCMA東北支部 情報化施工技術委員会 委員長 鈴木 勇治 氏 

30.8.23 北 上 市 ・ 横 手

市・西和賀町議

会議員研修交流

会 

研修会 テーマ“限界集落の可能性を探る”  

(1) 講演 「山菜栽培に生きる」 

講師 山菜研究家 小田島 薫 氏 

(2) 講演  「こんな所にレストラン」 

  講師 縄文の谷kitchen開 鈴木 智之 氏 

30.9.4 決算概要説明会 平成29年度決算概要説明会 

説明者 各担当部長等 

30.10.2 事業説明会 建築物最適化計画における実施計画（案）説明会 

説明者 各担当部長等 

30.10.25 北上市・柴田町

両議会議員交流

会 

合同研修会 

講師 青森中央学院大学准教授 佐藤 淳 氏 

30.11.25 事業説明会 建築物最適化計画における実施計画（案）質疑説明会 

説明者 各担当部長等 

30.11.9 北上医師会と北

上市議会との懇

市民の保健、福祉について意見交換する懇談会 
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談会 

30.11.19 一部事務組合等

の議会報告会 

(1) 北上地区広域行政組合議会報告  

(2) 北上地区消防組合議会報告  

(3) 岩手中部水道企業団議会報告  

(4) 岩手中部広域行政組合議会報告  

(5) 岩手県後期高齢者医療広域連合 

30.11.19 岩手県市議会議

員研修会 

(1) 講演 「人口減少問題と地方創生」 

講師 独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長 

樋口 義雄 氏 

(2) 事例発表「議員報酬・定数のあり方を考える～北上市議会での検討」 

講師 北上市議会議長 高橋 穏至 氏  

31.1.15 北上市議会議員

と花巻市議会議

員との研修交流

会 

講演 「スポーツツーリズムにおける地域の魅力発信」 

講師 富士大学経済学部 専任講師 内城 寛子 氏 

31.1.16 農業団体と北上

市議会議員との

交流会 

研修内容 「見て学ぶ 救急講習会」 

講師 北上地区消防組合 警防課 救急係長 髙橋 広美氏 

31.2.13 行政視察報告会 (1) 総務常任委員会の行政視察報告 

(2) 教育民生常任委員会の行政視察報告 

(3) 産業建設常任委員会の行政視察報告 

31.2.26 予算概要説明会 平成31年度予算概要説明会 

説明者 各担当部長等 

 

令 和 元 年 度（平 成 31 年 度） 

期 日 事 業 名 内 容 

31.4.17 第１回幹事会 (1) 平成30年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 平成30年度北上市議会市政調査会収支決算について 

(3) 平成31年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(4) 平成31年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

(5) その他 

31.4.23 定例会 (1) 平成30年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 平成30年度北上市議会市政調査会収支決算について 

(3) 平成31年度北上市議会市政調査会事業計画（案）について 

(4) 平成31年度北上市議会市政調査会収支予算（案）について 

1.6.10 重要課題説明会 令和元年度重要課題説明会 

説明者 各担当部長等 

1.6.13 第２回幹事会 (1) 各議会との研修交流会について 
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(2) 議員研修会について 

1.8.5 北上市・奥州

市・金ケ崎町議

会議員との研修

交流会 

(1) 講演 「胆沢城と阿弖流為（あてるい）」 

  講師 奥州市埋蔵文化財調査センター 所長 佐久間 賢 氏 

(2) 施設見学  

・奥州市埋蔵文化財調査センター        

・胆沢城跡歴史公園（同センターに隣接・令和元年６月開設） 

1.8.22 横手市・西和賀

町議会議員と北

上市議会議員と

の研修交流会 

講演 『友好都市議会の「対話」で創る議会改革「善政競争」！』 

講師 青森中央学院大学 経営法学部准教授 佐藤 淳 氏 

1.9.3 決算概要説明会 平成30年度決算概要説明会 

説明者 各担当部長等 

1.10.2 花巻市議会議員

と北上市議会議

員との研修交流

会 

講演 「防災気象情報の活用について」 

講師 気象庁盛岡地方気象台 次長 大髙 隆広 氏 

1.11.8 北上医師会と北

上市議会との懇

談会 

保健・福祉についての懇談 

1.11.11 一部事務組合等

の議会報告会 

(1) 北上地区広域行政組合議会報告  

(2) 北上地区消防組合議会報告  

(3) 岩手中部水道企業団議会報告  

(4) 岩手中部広域行政組合議会報告  

(5) 岩手県後期高齢者医療広域連合  

1.11.11 岩手県市議会議

員研修会 

(1) 講演 「最近の政治経済情勢」 

講師 嘉悦大学教授 高橋 洋一 氏 

(2) 講演  「自治体改革のための議員の意識改革」 

  講師 早稲田大学マニフェスト研究所顧問 北川 正恭 氏 

1.11.18 農業団体と北上

市議会議員との

研修交流会 

講演 「民俗芸能と農村文化、集落コミュニティの関わりについて」 

講師 えさし郷土文化館 課長補佐 野坂 晃平 氏 

2.2.3 第３回幹事会 (1) 令和元年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 令和元年度北上市議会市政調査会収支決算について 

2.2.5 臨時会 (1) 令和元年度北上市議会市政調査会事業報告について 

(2) 令和元年度北上市議会市政調査会収支決算について 

2.2.17 予算概要説明会 令和２年度予算概要説明会 

 


