
- 64 - 

 

22    広 聴 事 業 

 

平 成 28 年 度 

期 日 事 業 名 内                      容 備    考 

4.28 特別委員会 平成28年度の広聴部会の活動について協議  

5.16 特別委員会 
平成28年度市民と議会をつなぐ会の実施方法

等について協議 
 

6.9 特別委員会 
市民と議会をつなぐ会の実施に向けた進捗状

況について協議 
 

6.24 特別委員会 
市民と議会をつなぐ会の実施に向けた進捗状

況について協議 
 

7.19 特別委員会 
市民と議会をつなぐ会の実施に係る事前準備

等について協議 
 

7.26 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：専修大学北上高校） 
同校生徒8名が参加 

7.27 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：黒沢尻工業高校） 
同校生徒17名が参加 

7.28 議会報告会 

市民と議会をつなぐ会 

（交流先：①北上商工会議所青年部 

     ②北上青年会議所 

     ③農協北上地域青年部 

     ④岩崎地区青年会虹の会“絆”） 

 

①部員８名が参加 

②会員７名が参加 

③部員12名が参加 

④会員11名が参加 

7.29 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：北上翔南高校） 
同校生徒8名が参加 

8.4 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：黒沢尻北高校） 
同校生徒32名が参加 

8.22 特別委員会 
高校・青年団体との市民と議会をつなぐ会の

反省点等について協議 
 

9.20 特別委員会 
市内高校・青年団体との市民と議会をつなぐ

会の報告書案について協議 
 

9.13 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：きたかみ市各種女性団体協議会） 
同会会員30名が参加 

9.16 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：北上市老人クラブ連合会） 
同会会員16名が参加 

9.29 研修視察 
『議会モニター制度について』 

『議会ホームページ及び議会中継について』 
岩手県紫波町 

10.13 特別委員会 市内高校・青年団体との市民と議会をつなぐ  
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会の報告書案について協議 

11.7 特別委員会 
女性団体・高齢者団体との市民と議会をつな

ぐ会の報告書案について協議 
 

11.9 特別委員会 
広聴部会・広報部会合同開催 

今後の行政視察について協議 
 

11.14 特別委員会 
女性団体・高齢者団体との市民と議会をつな

ぐ会の報告書案について 
 

29.1.26 特別委員会 行政視察の日程について協議  

29.2.1 研修視察 
『カフェトークふじさわについて』 

『議会の広聴広報活動について』 

神奈川県藤沢市 

埼玉県所沢市 

29.2.27 特別委員会 
市民と議会をつなぐ会の報告書（下巻）案に

ついて 

 

29.3.16 特別委員会 

(1) 北上市議会モニター設置要綱（案）につ

いて協議 

(2) 平成29年度市民と議会をつなぐ会の実施

について協議 

 

 

平 成 29 年 度 

期 日 事 業 名 内                      容 備    考 

4.27 特別委員会 
平成29年度市議会モニターの委嘱について協

議 

 

5.10 特別委員会 
平成29年度市民と議会をつなぐ会実施日程等

について協議 
 

5.23 議会モニター 
第１回北上市議会モニター会議 

 議会モニターの委嘱 

一般応募者14名、各団体推薦者

4名に議会モニターを委嘱 

6.8 特別委員会 
市民と議会をつなぐ会で独自テーマを希望す

る地区への対応について協議 
 

6.24 特別委員会 市民と議会をつなぐ会の事前勉強会  

7.6 議会報告会 

市民と議会をつなぐ会 

（交流先：藤根地区、口内地区、黒沢尻東地

区、二子地区） 

 

7.7 議会報告会 

市民と議会をつなぐ会 

（交流先：黒岩地区、黒沢尻西地区、飯豊地

区、立花地区） 

 

7.11 議会報告会 

市民と議会をつなぐ会 

（交流先：相去地区、更木地区、鬼柳地区、

黒沢尻北地区） 

 

7.12 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：江釣子地区、稲瀬地区、和賀地区、
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岩崎地区） 

9.4 特別委員会 

(1) つなぐ会で出された意見への対応につい

て協議 

(2) 議会モニターに対する委員会の傍聴方法

の案内実施について協議 

(3) 議会モニター用アンケートの実施につい

て協議 

 

10.16 特別委員会 

(1) ９月通常会議の議会モニターへのアンケ

ート集計結果について 

(2) 第２回モニター会議の実施日及び実施方

法について 

 

10.30 議会モニター 

第２回北上市議会モニター会議 

(1) これまで当市議会に寄せられた御意見等

の紹介 

(2) 上半期モニター活動を振り返っての意見

交換 

 

11.10 特別委員会 
市民と議会をつなぐ会実施報告書のまとめに

ついて協議 
 

11.21 特別委員会 つなぐ会実施報告書の最終確認について協議  

30.2.13 特別委員会 
議会モニターからの意見に対する報告書につ

いて協議 
 

30.2.27 特別委員会 

(1) 議会モニターに対する３月通常会議の開

催案内について協議 

(2) 来年度の広聴委員会への申し送り事項に

ついて協議 

 

 

 

平 成 30 年 度 

期 日 事 業 名 内                      容 備    考 

4.11 委員会 
(1) 委員長及び副委員長の互選 

(2) 年間活動計画について協議 

 

4.27 委員会 

(1) 市民と議会をつなぐ会について協議 

(2) 平成30年度議会モニターの募集状況につ

いて協議 

(3) モニター会議の日程について協議 

 

5.22 委員会 

(1) 平成30年度議会モニターへの応募状況に

ついて協議 

(2) 平成30年度議会モニターの委嘱に係るス
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ケジュールについて協議 

(3) モニター会議の次第・資料について協議 

5.28 議会モニター 

平成29年度第３回北上市議会モニター会議 

(1) 平成29年度下半期に当市議会に寄せられ

た御意見等の紹介 

(2) 平成29年度下半期モニター活動を振り返

っての意見交換 

 

6.5 議会モニター 

平成30年度第１回北上市議会モニター会議 

(1) 委嘱状交付 

(2) 北上市議会モニターの職務等に関する説

明 

一般応募者13名、各団体推薦者

6名に議会モニターを委嘱 

7.13 委員会 

(1) つなぐ会の日程及び班割りについて協議 

(2) つなぐ会の議会報告部分（政策提言のそ

の後）の内容案について協議 

(3) 平成29年度議会モニターからの意見に対

する報告書下巻について協議 

 

7.30 委員会 

議員報酬等検討特別委員会広聴委員会  

合同会議 

市民と議会をつなぐ会の内容について協議 

 

8.2 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：相去、飯豊、更木、稲瀬） 

 

8.21 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：二子、口内） 
 

8.28 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：黒沢尻東、鬼柳、立花） 
 

8.29 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：黒沢尻北、黒沢尻西、岩崎） 
 

9.8 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：江釣子、和賀） 
 

10.5 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：黒岩、藤根） 
 

10.16 委員会 

(1) 市民と議会をつなぐ会実施報告書につい

て協議 

(2) 平成30年度第２回議会モニター会議につ

いて協議 

 

11.8 議会モニター 

平成30年度第２回北上市議会モニター会議 

(1) 平成30年度上半期に当市議会に寄せられ

た御意見等の紹介 
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(2) 平成30年度上半期モニター活動を振り返

っての意見交換 

11.8 委員会 行政視察について協議  

11.19 委員会 

議員報酬等検討特別委員会広聴委員会  

合同会議 

市民と議会をつなぐ会実施報告書（上巻）に

ついて協議 

 

 31.1.21 

  ～ 

  1.22 

研修視察 

『市民フリースピーチ制度について』 

『女性議会について』 

『「議会を知り・未来を語る」事業について』 

愛知県犬山市 

茨城県取手市 

 

令 和 元 年 度（平 成 31 年 度） 

期 日 事 業 名 内                      容 備    考 

4.11 委員会 今年度の活動について協議  

5.8 委員会 

(1) 平成30年度市民と議会をつなぐ会実施報告

書（下巻）について（最終確認） 

(2) 平成30年度議会モニター報告書（上巻）につ

いて（最終確認） 

(3) 令和元年度市民と議会をつなぐ会の実施内

容について 

 

5.8 議会モニター 

平成30年度第３回北上市議会モニター会議 

(1) 平成30年度下半期に当市議会に寄せられた

御意見等の紹介 

(2) 平成30年度下半期モニター活動を振り返っ

ての意見交換 

 

6.6 議会モニター 

令和元年度第１回北上市議会モニター会議 

(1) 委嘱状交付 

(2) 北上市議会モニターの職務等に関する説明 

 

6.10 委員会 

(1) 平成30年度議会モニター報告書（下巻）に

ついて 

(2) 令和元年度市民と議会をつなぐ会の日程等

について 

 

7.17 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：北上コンピュータ・アカデミー） 
 

7.22 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：口内、北上市学童保育連絡協議会） 
 

7.24 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：更木、黒岩、岩崎） 
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7.25 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：立花、北上市PTA連合会） 

 

7.26 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：稲瀬、和賀） 
 

8.1 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：専修大学北上福祉教育専門学校） 
 

8.9 議会報告会 
市民と議会をつなぐ会 

（交流先：きたかみ子育てネット等） 
 

11.18 委員会 

(1) 令和元年度上半期に議会モニターから寄せ

られた御意見等について 

(2) 令和元年度市民と議会をつなぐ会実施報告

書について 

(3) 市ホームページ経由で市民から御意見等が

寄せられた場合の対応について 

 

11.28 議会モニター 

(1) 令和元年度上半期に当市議会に寄せられた

御意見等の紹介 

(2) 令和元年度上半期モニター活動を振り返っ

ての意見交換 

 

1.24 委員会 

(1) 令和元年度市民と議会をつなぐ会実施報告

書について（最終確認） 

(2) 令和元年度議会モニターからの意見に対す

る報告書（上巻）について 

 

2.13 委員会 

(1) 令和元年度議会モニターからの意見に対す

る報告書（上巻）について（最終確認） 

(2) 新体制への引継ぎ事項について 

 

 


