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30    一般事務報告 

 

平 成 28 年 度 

月 日 内                      容 備    考 

4.14 平成28年度岩手県市議会議長会第１回定期総会 

「釜石市 ホテルサンルート釜石」 

会議では、事務報告のあと会長提出議案３件、各市提出議案３件、協議案１

件が審議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長ほか出席 

4.15 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会北上市実行委員会総会 

「江釣子地区交流センター」 

議長ほか出席 

4.17 北上市地域婦人団体協議会代議員総会「飯豊地区交流センター」 議長ほか出席 

4.18 平成28年度北上展勝地さくらまつり北上市民観桜会 

「みちのく民俗村旧小野寺家住宅」 

議長ほか出席 

4.21 第68回東北市議会議長会定期総会「福島県いわき市」 

会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各県提出議案18件が審議され、

いずれも原案のとおり可決された。 

また、役員改選では、高橋穏至議長が理事に選任された。 

議長出席 

〃 平成28年度北上市民生委員児童委員協議会総会「日本現代詩歌文学館」 副議長出席 

4.22 平成28年度北上市統計調査員協議会総会「江釣子地区交流センター」 副議長出席 

4.23 第23回雑草園祭「日本現代詩歌文学館」 議長出席 

4.26 平成28年度北上市老人クラブ連合会総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

4.27 宮澤啓祐氏財務大臣表彰受賞を祝う会 

「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 

議長出席 

4.28 平成28年春の交通安全功労者等の表彰式「江釣子地区交流センター」 議長出席 

〃 平成28年度岩手中部国県営土地改良事業促進協議会総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

〃 平成28年度北上工業クラブ講演会・交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

4.29 平成28年北上市消防演習及び祝賀会「展勝地公園ほか」 議長ほか出席 

〃 第 26 回北上市民体育大会総合開会式「北上総合体育館」 副議長出席 

4.30 北上西和賀地区戦没者追悼式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

〃 平成 28 年度北上市手をつなぐ育成会定期総会「北上市総合福祉センター」 副議長出席 

〃 北上日中友好協会第 39 回定期総会「黒沢尻西地区交流センター」 議長出席 

5.11 第１回岩手県市議会事務局長会議「議事堂委員会室」 議長出席 

5.13 平成 28 年度夏油温泉開き「夏油温泉園地」 議長出席 

5.14 障がい福祉サービス事業所北萩寮落成式典「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

5.16 平成 28 年度北上市地域安全推進市民会議総会「北上市生涯学習センター」 副議長出席 

5.17 平成 28 年度北上市交通安全対策協議会総会「北上市生涯学習センター」 議長出席 
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〃 第２回北上市チャレンジデー実行委員会兼総決起集会 

「江釣子地区交流センター」 

議長出席 

5.18 一般社団法人岩手県建設業協会北上支部及び北上地区建設協議会平成 28 年

度定時総会「ブランニュー北上」 

議長ほか出席 

5.19 行政視察「秋田県北秋田市議会」７人  

5.20 豊沢川地区国県営土地改良事業促進協議会平成 28 年度通常総会 

「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 

議長出席 

5.21 第 27 回岩手県ラージボール卓球大会「北上総合体育館」 議長出席 

〃 第 31 回日本現代詩歌文学館賞贈賞式・記念講演・レセプション・夕食会 

「日本現代詩歌文学館ほか」 

議長ほか出席 

5.23 一般社団法人北上観光コンベンション協会定時総会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 北上市水道工事業協同組合平成 28 年度通常総会「ホテルシティプラザ北上」 産業建設常任委員

長出席 

5.25 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会北上市炬火採火式「樺山歴史の広場」 議長ほか出席 

〃 在京北上産業人会総会・研修会「東京都 東京ガーデンパレス」 議長出席 

〃 平成 28 年度職業訓練法人北上職業訓練協会通常総会懇談会 

「ブランニュー北上」 

副議長出席 

5.27 平成 28 年度北上地方交通安全協会通常総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

〃 平成 28 年度北上市立地企業交流会「ホテルシティプラザ北上」 副議長出席 

5.28 盛岡市 盛岡中央消防署庁舎落成及び岩手県央消防指令センター開設記念

式典、施設見学会及び祝賀会「盛岡市 盛岡中央消防署ほか」 

議長出席 

5.30 平成 28 年度公益財団法人北上市シルバー人材センター定時総会 

「北上市文化交流センター」 

議長出席 

〃 北上商工会議所第 132 回通常議員総会「ブランニュー北上」 議長出席 

5.31 全国市議会議長会第 92 回定期総会「東京都 東京国際フォーラム」 

会議では、会務報告のあと部会提出議案 25 件、会長提出議案４件が審議さ

れ、いずれも原案可決となった。また、役員改選では、高橋穏至議長が市議

会議員共済会理事に選任された。 

議長出席 

6.1 市議会議員共済会平成 28 年度第１回理事会及び第 112 回代議員会 

「東京都 砂防会館」 

議長出席 

6.2 平成 28 年度北上川上流改修期成同盟会総会「一関市 北上川学習交流館」 議長出席 

6.3 第 68 回岩手県民体育大会北上市選手団結団式「北上市総合体育館」 議長出席 

6.8 平成 28 年度職業訓練法人北上情報処理学園通常総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

6.12 第８回親水公園お滝さん水車まつり「黒岩親水公園」 議長出席 

6.14 北上地区エネルギー懇談会総会「ブランニュー北上」 副議長ほか出席 

6.18 利根山光人記念美術館開館 20 周年記念式典及び祝賀会 

「利根山光人記念美術館ほか」 

議長ほか出席 

6.19 第 26 回北上市消防操法競技会「展勝地第３駐車場」 議長ほか出席 
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6.24 ６月通常会議最終日に「希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の成功に関す

る決議について」を全会一致で決議 

 

〃 ６月通常会議で可決した「30 人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度

の堅持と拡充及び教育予算の拡充を求める意見書」ほか１件を関係省庁へ送

付 

 

6.25 第 18 回北上市ラグビーフェスティバル歓迎レセプション 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

〃 平成 28 年度北上市芸術文化協会定期総会「北上市生涯学習センター」 副議長出席 

6.28 平成 28 年度ＪＡいわて花巻懇話会「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 議長出席 

7.3 国体デモンストレーションスポーツ・ヒルクライム閉会式 

「いわさき小学校体育館」 

議長出席 

7.4 行政視察「紫波町議会」７人  

7.6 第 10 回北上地区いきいきシニアスポーツ大会「北上陸上競技場」 議長出席 

〃 行政視察「愛知県清須市議会」10 人  

7.7 北上市企業懇談会 2016（東京会場）「東京都 帝国ホテル」 議長出席 

7.11 行政視察「埼玉県川島町議会」10 人  

7.12

～14 

教育民生常任委員会行政視察 

「東京都町田市・埼玉県和光市・静岡県掛川市」 

 

産業建設常任委員会行政視察 

「富山県魚津市、石川県金沢市、福井県敦賀市」 

 

7.12 行政視察「広島県三原市議会」９人  

7.13 行政視察「愛知県一宮市議会」８人  

7.15 株式会社愛工大興岩手営業所開所式「岩手営業所（上江釣子地内）」 議長出席 

〃 旭ボーリング株式会社創立 50 周年記念祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

7.16 国体デモンストレーションスポーツ・フライングディスク（アルティメット）

開会式「北上総合運動公園」 

議長ほか出席 

7.18 髙橋良一氏瑞宝双光章受章祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

7.19 西和賀町議会議員と北上市議会議員との研修交流会 

「西和賀町 沢内バーデン」 

議長ほか出席 

7.20 平成 28 年度国道 456 号整備促進期成同盟会総会、平成 28 年度花巻・一関間

主要地方道改良促進協議会総会「奥州市 奥州市役所」 

議長出席 

〃 行政視察「三重県津市議会・松阪市議会」３人  

7.21 岩手県市議会議長会第 54 回知事を囲む懇談会 

「盛岡市 盛岡グランドホテル」 

議長ほか出席 

〃 行政視察「静岡県静岡市議会」11 人  

7.22 平成 28 年度主要地方道盛岡和賀線道路改良促進期成同盟会総会 

「紫波町 紫波町役場」 

議長出席 

〃 行政視察「神奈川県海老名市議会」７人  
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7.23 平成 28 年度北上地区交通安全緑十字会総会「ブランニュー北上」 副議長出席 

7.25 金ケ崎町議会議員と北上市議会議員との研修交流会 

「金ケ崎町 岩手県立農業大学校ほか」 

議長ほか出席 

7.26 平成 28 年度治水事業関係団体合同要望会「盛岡市 岩手河川国道事務所」 議長出席 

7.27 岩手県選出国会議員等に対する実行運動 

「東京都 都市センターホテルほか」 

岩手県選出国会議員と関係省庁に対し、国際リニアコライダーの誘致実現に

ついてなど４件について要望書を提出した。 

議長出席 

〃 河西テクノ株式会社岩手分室地鎮祭及び立地調印式「産業業務団地ほか」 副議長出席 

〃 行政視察「大阪府交野市議会」１人  

8.1 

～3 

総務常任委員会行政視察 

「愛知県西尾市・千葉県流山市・神奈川県小田原市」 

 

8.1 第 55 回北上・みちのく芸能まつり前夜祭「ブランニュー北上」 議長出席 

8.2 平成 28年度第１回北上横手地域開発促進協議会総会及び第 26回平和街道サ

ミット、平成 28 年度第１回岩手・秋田県際交流事業実行委員会総会 

「西和賀町 沢内バーデン」 

議長出席 

8.3 行政視察「秋田県横手市議会」９人  

8.4 第 26 回北上市社会福祉大会「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

8.6 藤根地区戦没者追悼式「稲葉神社」 議長出席 

8.7 江釣子地区戦没者慰霊祭「江釣子忠霊塔」 議長出席 

8.16 第 10 回浮牛城まつり「浮牛城址」 議長出席 

8.17 平成 28 年度岩手県と北上市との政策協議「北上地区合同庁舎」 議長出席 

〃 行政視察「秋田県にかほ市議会」10 人  

8.27 第７回北上市武道演武祭り「北上総合体育館」 議長出席 

8.28 第 57 回北上警察署管内民警柔道剣道大会「北上総合体育館」 副議長出席 

〃 及川諭氏瑞宝双光章受章祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.3 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会 北上市総決起集会・選手壮行式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

9.7 ８月通常会議で可決した「地方財政の充実・強化を求める意見書」ほか１件

を関係省庁へ送付 

 

9.10 第 25 回北上・西和賀地区ふれあい運動会「藤根多目的催事場」 議長ほか出席 

〃 第 26 回北上市民芸術祭のつどい「江釣子地区交流センター」 議長ほか出席 

9.13 行政視察「秋田県議会」１人  

9.15 北上市立博物館本館及び和賀分館内覧会「博物館及び和賀分館」 議長ほか出席 

9.16 企業立地調印式「市役所庁議室」 議長出席 

9.18 新夏油（夏油開拓）入植 70 周年記念祝賀会「岩崎新田地域交流センター」 議長出席 

9.22 北上市立博物館本館リニューアル及び和賀分館開館記念式典 

「博物館及び和賀分館」 

議長ほか出席 

〃 第 40 回えづりこ古墳まつり供養式典「カムイヘチリコホ」 副議長出席 
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〃 第 34 回北上川舟下り「二子町」 副議長出席 

〃 和賀川桜づつみ整備工事完成披露式典・祝賀会「和賀川桜づつみほか」 議長出席 

9.23 平成 28 年度北上市安全・安心まちづくり大会「文化交流センター」 議長出席 

9.25 柴田町制施行 60 周年記念式典「宮城県柴田町 槻木生涯学習センター」 議長出席 

〃 和賀ライオンズクラブＣＮ50 周年記念式典 大阪南ライオンズクラブ姉妹

提携５周年記念式典「夏油高原スキー場」 

副議長出席 

9.27 行政視察「奈良県大和郡山市議会」３人  

9.28 行政視察「愛媛県伊予市議会」６人  

9.29 広聴広報委員会行政視察「紫波郡紫波町」  

〃 北上駅前バリアフリー工事完成引き渡し式「北上駅前」 議長出席 

9.30 石垣市職員交流締結式「市役所庁議室」 議長出席 

10.1 天皇皇后両陛下行幸啓 議長陪席 

〃 希望郷いわて国体総合開会式「北上陸上競技場」 議長ほか出席 

〃 希望郷いわて国体ソフトテニス競技会開始式「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

〃 希望郷いわて国体バドミントン競技会開始式「ブランニュー北上」 副議長出席 

〃 希望郷いわて国体ソフトテニス競技会レセプション 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

10.3 希望郷いわて国体ソフトテニス競技会成年の部表彰式 

「和賀川グリーンパーク」 

議長出席 

10.5 希望郷いわて国体バドミントン競技会表彰式「北上総合体育館」 副議長出席 

〃 希望郷いわて国体ソフトテニス競技会表彰式少年の部 

「和賀川グリーンパーク」 

副議長出席 

10.6 常陸宮妃殿下御成り 議長陪席 

〃 平成 28 年秋の交通安全功労者等の表彰式「江釣子地区交流センター」 副議長出席 

10.8 公益財団法人日本陸上競技連盟懇親会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

10.10 希望郷いわて国体新体操競技表彰式「北上総合体育館」 議長出席 

10.11 秋篠宮両殿下御成り 議長陪席 

〃 希望郷いわて国体総合閉会式「北上陸上競技場」 議長出席 

10.14 自由民主党岩手県支部連合会市町村重点要望調査「市役所庁議室」 議長出席 

10.17 企業立地調印式「市役所庁議室」 議長出席 

〃 国営豊沢川農業水利事業工事着工祝賀会 

「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 

議長出席 

10.19 

～20 

全国市議会議長会研究フォーラム「静岡県静岡市 グランシップ」 議長ほか出席 

10.21 穀類乾燥調製貯蔵施設新築工事安全祈願祭「流通センター内」 議長ほか出席 

10.22 皇太子殿下行啓 議長陪席 

〃 希望郷いわて大会開会式「北上陸上競技場」 議長ほか出席 

10.24 高円宮妃殿下・絢子女王殿下御成り 議長陪席 

〃 希望郷いわて大会閉会式「北上陸上競技場」 議長ほか出席 
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10.27 東北市議会議長会事務局長会議「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

10.28 いわての地域づくり・道づくりを考える大会 

「花巻市 花巻温泉ホテル紅葉館」 

議長出席 

10.29 

～30 

第 38 回流山市民まつり「千葉県流山市 流山市生涯学習センター」 副議長出席 

10.30 きたかみ巨木の会創立 15 周年記念の集い「ふるさと体験館北上」 議長出席 

10.31 行政視察「岡山県倉敷市議会」11 人  

11.1 行政視察「愛知県東海市議会」10 人  

〃 国営和賀中部農業水利事業完工式「ホテルシティプラザ北上」 副議長出席 

〃 北上商工会議所臨時議員総会「ブランニュー北上」 議長出席 

11.2 東北市議会議長会理事会「宮城県仙台市 仙台ガーデンパレス」 議長出席 

〃 行政視察「東京都杉並区議会」３人  

11.3 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会北上市選手・関係者大慰労会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

11.5 北上ふるさと会の集い「東京都 東京ガーデンパレス」 議長ほか出席 

11.7 行政視察「栃木県市議会議長会」16 人  

11.11 岩手県生協連 50 周年記念講演会「岩手県民会館」 議長出席 

11.12 サトウハチロー記念第 20 回おかあさんの詩全国コンクール表彰式 

「北上市文化交流センター」 

議長ほか出席 

11.13 及川早夫氏の消防庁長官表彰受賞を祝う会「ブランニュー北上」 議長出席 

11.16 行政視察「宮城県利府町議会」９人  

11.18 平成 28 年度北上商工会議所会員大会並びに第 58 回優良従業員表彰式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

11.20 展勝地お花見広場植樹祭「展勝地お花見広場」 副議長出席 

11.21 市議会議員共済会第２回理事会「東京都 都市センターホテル」 議長出席 

11.22 岩手県市議会議員研修会「盛岡市 盛岡グランドホテル」 議長ほか出席 

〃 千田工業㈱創業 70 周年記念感謝会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

11.25 2016-17 シーズン夏油高原スキー場安全祈願祭「夏油高原スキー場」 議長ほか出席 

11.26 第 23 回北上ふれあいスポーツ大会「北上総合体育館」 議長出席 

11.29 猿ケ石北部土地改良区設立 60 周年記念式典並びに祝賀会 

「花巻市 ホテル花巻・ホテル千秋閣」 

議長出席 

〃 株式会社西部開発農産創業 30 周年記念祝賀の集い「ブランニュー北上」 議長出席 

12.2 企業立地調印式「市役所庁議室」 議長出席 

〃 交通安全の集い 2016「北上市文化交流センター」 議長出席 

12.5 髙橋雄孝氏グランドチャンピオン賞受賞祝賀会「ふるさと体験館北上」 議長出席 

〃 東銀会定期総会・芋の子パーティー「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

12.9 平成 28 年度花巻農協北上地域畜産振興祭「花巻農業協同組合北上支店」 議長出席 

12.10 平成 28 年度公益財団法人北上市体育協会表彰式並びに岩手県民体育大会北

上市選手団解団式・北上市民体育大会閉会式「ホテルシティプラザ北上」 

総務常任委員長代

理出席 
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12.11 北上市手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会「和賀町総合福祉センター」 議長出席 

〃 平成 28 年岩崎鬼剣舞笠越し「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

12.15 1２月通常会議で可決した「農業者戸別所得補償制度の復活を求める意見書」

ほか１件を関係省庁へ送付 

 

12.19 浅田哲心氏句集「鬼剣舞」出版を祝う会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 岩手県幹部職員等との懇談会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

12.22 平成 28 年度北上市議会議員退任者の会研修会「幸楼」 議長ほか出席 

12.26 平成 28 年度道路整備促進合同要望会・国道 456 号整備促進期成会/花巻・一

関間主要地方道改良促進協議会「盛岡市 岩手河川国道事務所/岩手県県土

整備部」 

議長出席 

12.27 高橋洋二氏高齢者叙勲伝達式（江釣子村議）「市長応接室」 議長出席 

〃 社会福祉法人方光会忘年会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.4 平成 29 年仕事始め式「市役所本庁舎」 議長出席 

1.5 平成 28 年度北上市市勢功労者表彰式並びに新年交賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

1.6 平成 29 年交通安全祈願祭「諏訪神社」 議長出席 

1.7 平成 29 年北上市消防出初式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

〃 平成 29 年北上市交通指導隊観閲式／北上市防犯隊観閲式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

1.8 平成 29 年福祉成人祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

〃 平成 29 年北上市成人式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

1.9 北上市日中友好協会新春講話・新春交流会「ブランニュー北上」 議長出席 

1.14 北上市国際交流ルーム開設 20 周年記念公演・祝賀会 

「北上市文化交流センターほか」 

議長ほか出席 

1.16 岩手県市議会議長会第２回定期総会「二戸市 二戸ロイヤルパレス」 

会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各市提出議案３件が審議され、

いずれも原案のとおり可決された。 

議長・副議長出席 

1.18 １月臨時会議で可決した「自衛隊の南スーダン派遣撤退を求める意見書」を

関係省庁へ送付 

 

〃 北上工業クラブ平成 29 年新春講演会・交流会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 平成 28 年度北上市技能功労者表彰式・祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

1.19 平成 28 年度農業団体と北上市議会議員との交流会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

1.20 北上商工会議所 2017 年新春交流懇談会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.21 流山市市制施行 50 周年記念式典「千葉県流山市 流山市文化会館」 議長出席 

1.24

～26 

議会運営委員会行政視察 

「大阪府岸和田市・兵庫県宝塚市」 

 

1.30 岩手県食品衛生協会北上支会・北上料飲店組合・北上調理師会三団体合同新

春交流会「ブランニュー北上」 

副議長出席 



- 88 - 

 

2.1 

～2 

広聴広報委員会行政視察 

「神奈川県相模原市・神奈川県藤沢市・埼玉県所沢市」 

 

2.5 北上市地域婦人団体協議会和賀支部総会「和賀町総合福祉センター」 議長出席 

〃 福豆鬼節分会「鬼の館」 議長出席 

〃 元釜石市長 故小野信一氏追悼式「釜石市 陸中海岸グランドホテル」 議長出席 

2.6 国道４号拡幅整備に係る期成同盟会の設立総会「ブランニュー北上」 副議長ほか出席 

2.6 

～7 

議会改革推進会議行政視察 

「長野県飯田市・岐阜県可児市」 

 

2.10 市議会議員共済会平成 28 年度第３回理事会及び第 113 回代議員会 

「東京都 都市センターホテル」 

議長出席 

 会議では、事務報告のあと市議会議員共済会平成 29 年度事業計画及び予算

案が審議され、原案のとおり可決された。 

 

2.15 行政視察「大阪府大東市議会」11 人  

2.19 和田国夫氏市勢功労者表彰祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

2.21 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会北上市実行委員会第５回総会及び懇親

会「ブランニュー北上」 

議長ほか出席 

2.22 北上市森林組合第 24 回通常総代会「北上市文化交流センター」 議長出席 

2.24 平成 28 年度北上市芸術文化功労等表彰式並びに北上市体育功労等表彰式

「北上市文化交流センター」 

議長ほか出席 

2.25 煤孫ひな子剣舞保存会地域文化功労者表彰受賞を祝う会 

「煤孫一区自治公民館」 

議長出席 

〃 クレージーアカデミー・ネットワーク設立 25 周年記念交流会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

2.26 金田豊次氏の瑞宝単光章受章を祝う会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

2.27 沖縄県今帰仁村議会議員表敬訪問「議長室」 議長出席 

3.1 岩手県立北上翔南高等学校平成 28 年度卒業証書授与式 

「北上市文化交流センター」 

議長出席 

〃 岩手県立黒沢尻北高等学校平成 28 年度卒業式 

「黒沢尻北高等学校第一体育館」 

副議長出席 

3.3 日本郵便株式会社岩手郵便局落成披露式典「南部工業団地日本郵便施設」 議長出席 

3.4 北上コンピュータ・アカデミー平成 28 年度卒業証書授与式 

「北上市アカデミースポーツ施設」 

議長ほか出席 

3.5 中村好雄氏北上市市勢功労者表彰受賞祝賀会並びに北上商工会議所会頭退

任慰労会「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

 

3.11 八重樫輝男氏北上市市勢功労者表彰記念祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

3.14 第 71 回国民体育大会「希望郷いわて国体」御製碑除幕式「北上総合運動公

園中央広場」 

議長出席 

3.18 北上市立飯豊保育園閉園式「飯豊保育園」 議長出席 

3.19 第 13 分団第７部新消防車両及び可搬動力ポンプ御披露目及び祝賀会 議長ほか出席 
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「花巻農業協同組合岩崎支店」 

3.23 希望郷いわて国体・希望郷いわて大会実行委員会第５回総会 

「盛岡市 盛岡グランドホテル」 

議長出席 

〃 平成 28 年度北上高等職業訓練校修了式「北上高等職業訓練校」 副議長出席 

3.28 ３月通常会議で可決した「免税軽油制度の継続を求める意見書」ほか１件を

関係省庁へ送付 

 

3.25 社会福祉法人常心福祉会ケアハウス常心の里落成式及び祝賀会 

「ケアハウス常心の里ほか」 

議長出席 

3.26 北上横手地域開発促進協議会ＪＲ要望活動「盛岡市 ＪＲ盛岡支社」 議長出席 

〃 北上商工会議所第 133 回通常議員総会「ブランニュー北上」 議長出席 

3.30 第 71 回国民体育大会陸上競技会記録銘板除幕式「北上陸所競技場室内走路」 議長出席 

〃 社会福法人平和会いいとよ保育園落成記念式典及び祝賀会 

「いいとよ保育園ほか」 

議長出席 

 

平 成 29 年 度 

月 日 内                      容 備    考 

4.1 北上市産業支援センター開所式「北上市産業支援センター」 副議長ほか出席 

4.5 平成 29 年度第１回北上市チャレンジデー実行委員会 

「北上市生涯学習センター」 

議長出席 

4.6 北上コンピュータ・アカデミー平成 29 年度入学式 

「北上市アカデミースポーツ施設」 

副議長ほか出席 

〃 岩手県立花巻清風支援学校北上みなみ分教室開室式「南小学校体育館」 議長出席 

4.8 岩手県立黒沢尻北高等学校平成 29 年度入学式 

「黒沢尻北高等学校第一体育館」 

議長出席 

4.9 きたかみ巨木の会平成 28 年度総会「和賀地区交流センター」 議長出席 

4.10 平成 29 年度北上展勝地さくらまつり開催式「展勝地桜並木」 議長ほか出席 

4.13 第 69 回東北市議会議長会定期総会及び理事会 

「宮城県仙台市 江陽グランドホテル」 

会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各県提出議案 18 件が審議さ

れ、いずれも原案のとおり可決された。 

議長出席 

4.14 平成 29 年度北上高等職業訓練校入校式「北上高等職業訓練校」 副議長出席 

4.16 北上市地域婦人団体協議会代議員総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

4.19 平成 29 年度北上展勝地さくらまつり北上市民観桜会 

「みちのく民俗村旧小野寺家住宅」 

議長ほか出席 

4.20 平成 29 年度北上市民生委員児童委員協議会総会「日本現代詩歌文学館」 議長出席 

〃 平成 29 年度北上市統計調査員協議会総会「江釣子地区交流センター」 総務常任委員長出

席 

〃 平成 29 年度岩手県市議会議長会第１回定期総会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 
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会議では、事務報告のあと会長提出議案３件、各市提出議案５件が審議され、

いずれも原案のとおり可決された。 

〃 谷村電気精機株式会社創業 50 周年記念祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 産業建設常任副委

員長出席 

4.23 第 24 回雑草園祭「日本現代詩歌文学館」 議長出席 

4.25 平成 29 年度北上市老人クラブ連合会総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

4.26 平成 29 年度北上工業クラブ総会・講演会・交流会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

〃 行政視察「三重県名張市議会」４人  

4.27 平成 29 年春の交通安全功労者等の表彰式「江釣子地区交流センター」 議長出席 

4.28 平成 29 年度岩手中部国県営土地改良事業促進協議会総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

4.29 平成 29 年北上市消防演習・祝賀会「市立公園展勝地ほか」 議長ほか出席 

4.30 第 27 回北上市民体育大会総合開会式「北上総合体育館」 議長出席 

〃 北上西和賀地区戦没者追悼式「北上市文化交流センター」 議長出席 

〃 北上市日中友好協会第 40 回定期総会「黒沢尻西地区交流センター」 議長出席 

5.6 北上学童保育所つくしクラブ開所式・祝賀会 

「北上学童保育所つくしクラブほか」 

議長出席 

5.9 平成 29 年度和賀川の清流を守る会総会「和賀庁舎」 議長出席 

5.12 一般社団法人岩手県建設業協会北上支部・北上地区建設協議会平成 29 年度

定時総会「ブランニュー北上」 

議長ほか出席 

5.15 平成 29年度北上横手地域開発促進協議会総会及び第 27回平和街道サミット

「秋田県横手市 横手セントラルホテル」 

議長出席 

〃 平成 29 年度北上市水道工事協同組合通常総会懇親会 

「ホテルシティプラザ北上」 

副議長ほか出席 

5.16 行政視察「愛媛県西条市議会」10 人  

5.17 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会平成 29 年度総会 

「江釣子地区交流センター」 

議長出席 

〃 行政視察「千葉県野田市議会」10 人  

5.20 第 28 回岩手県ラージボール卓球大会開会式「北上総合体育館」 議長出席 

5.23 平成 29 年度北上市地域安全推進市民会議総会「北上市生涯学習センター」 議長出席 

5.24 全国市議会議長会第 93 回定期総会「東京都 東京国際フォーラム」会議で

は、会務報告のあと部会提出議案 27 件、会長提出議案４件が審議され、い

ずれも原案可決となった。また、役員改選では、高橋穏至議長が評議員に選

任された。 

議長出席 

〃 豊沢川地区国県営土地改良事業促進協議会平成 29 年度通常総会 

「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 

副議長出席 

〃 平成 29 年度北上市交通安全対策協議会総会「北上市生涯学習センター」 副議長出席 

〃 平成 29 年度第２回北上市チャレンジデー実行委員会兼総決起集会 副議長出席 
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「北上市市民交流プラザ」 

〃 行政視察「大阪府摂津市議会」８人  

5.25 一般社団法人北上観光コンベンション協会定時総会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 平成 29 年度職業訓練法人北上職業訓練協会通常総会懇親会 

「ブランニュー北上」 

副議長出席 

〃 中国洛陽市人民政府代表団歓迎会「ブランニュー北上」 議長出席 

5.26 中国洛陽市人民政府代表団表敬訪問「市長応接室」 議長出席 

〃 平成 29 年度北上地方交通安全協会通常総会「江釣子地区交流センター」 副議長出席 

〃 平成 29 年度北上市立地企業交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

5.27 第 32 回詩歌文学館賞贈賞式・記念講演・レセプション・夕食会 

「日本現代詩歌文学館ほか」 

議長ほか出席 

5.29 平成 29 年度県土整備部関係団体通常総会合同総会及び役員会 

「盛岡市 盛岡グランドホテル」 

議長出席 

〃 北上商工会議所第 134 回通常議員総会「ブランニュー北上」 議長出席 

5.30 平成 29 年度公益社団法人北上市シルバー人材センター定時総会 

「北上市文化交流センター」 

議長出席 

5.31 行政視察「福井県大野市議会」６人  

6.1 北上市産業振興アドバイザー関満博氏出版祝賀会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

〃 行政視察「滋賀県近江八幡市議会」９人  

6.2 平成 29 年度北上川上流改修期成同盟会総会「一関市 北上川学習交流館」 議長出席 

6.7 平成 29 年度職業訓練法人北上情報処理学園通常総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

6.9 社会福祉法人いわて共生会設立 20 周年記念・法人化設立 10 周年記念式典・

祝賀会「ブランニュー北上」 

副議長出席 

〃 第 69 回岩手県民体育大会北上市選手団結団式「北上総合体育館」 総務常任委員長 

出席 

6.18 第 27 回北上市消防操法競技会「展勝地第３駐車場」 議長ほか出席 

6.20 小原宣良元岩手県議会議員葬儀「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

〃 北上市体育協会平成 29 年度定時評議員会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

 ６月通常会議で可決した「地方財政の充実・強化を求める意見書」ほか２件

を関係省庁へ送付 

 

6.24 平成 29 年度北上市芸術文化協会定期総会「北上市生涯学習センター」 議長出席 

6.28 平成 29 年度主要地方道盛岡和賀線道路改良促進期成同盟会総会 

「紫波町 紫波町役場」 

議長出席 

〃 行政視察「鳥取県倉吉市議会」３人  

6.29 平成 29 年度国道 456 号整備促進期成会総会、平成 29 年度花巻・一関間主要

地方道改良促進協議会総会「奥州市 奥州市役所」 

議長出席 

7.5 第 11 回北上地区いきいきシニアスポーツ大会「北上陸上競技場」 議長出席 

7.6 北上市企業懇談会 2017（東京会場）「東京都 帝国ホテル」 議長出席 



- 92 - 

 

〃 北上地区エネルギー懇談会総会「ホテルシティプラザ北上」 副議長ほか出席 

7.10 行政視察「青森県八戸市議会」１人  

7.11 平成 29 年度北上地区交通安全緑十字会総会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 行政視察「沖縄県名護市議会」９人  

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 

「北上市産業支援センターほか」 

議長ほか出席 

7.16 高橋信博氏消防庁長官表彰受章披露会「ブランニュー北上」 議長出席 

7.17 菊池隆氏の「旭日双光章受章を祝う会」「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

7.18 平成 29 年度栗原北上線県道昇格促進協議会総会「一関市 一関保健センタ

ー」 

議長出席 

〃 行政視察「愛知県稲沢市議会」４人  

7.19 道・ネットワークシンポジウム in 遠野「遠野市 遠野市民センター」 議長出席 

7.21 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会要望会「盛岡市 岩手河川国

道事務所ほか」 

議長出席 

〃 行政視察「千葉県柏市議会」11 人  

7.25 岩手県選出国会議員等に対する実行運動「東京都 都市センターホテルほ

か」岩手県選出国会議員と関係省庁に対し、国際リニアコライダーの誘致実

現についてなど５件について要望書を提出した。 

議長出席 

7.26 行政視察「熊本県菊池市議会」８人  

7.27 行政視察「兵庫県播但市議会議長会」26 人  

8.1 第 27 回北上市社会福祉大会「北上市文化交流センター」 議長出席 

8.2 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会要望会 

「東京都 国土交通省ほか」 

議長出席 

8.3 行政視察「宮城県亘理町議会」10 人  

8.6 藤根地区戦没者追悼式「稲葉神社」 議長出席 

8.7 江釣子地区戦没者慰霊祭「江釣子忠霊塔」 議長出席 

8.10 第 55 回知事を囲む懇談会「盛岡市 エスポワールいわて」 議長ほか出席 

8.17 総務常任委員会行政視察 「盛岡市」  

8.22 行政視察「埼玉県鴻巣市議会」４人  

8.23 行政視察「青森県つがる市議会」５人  

8.24 金ケ崎町議会議員と北上市議会議員との研修交流会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

8.26 北上第２運動場改修記念事業招待試合歓迎レセプション 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

8.27 筒井尚七氏の瑞宝単光章受章を祝う会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

8.28 自由民主党岩手県支部連合会市町村重点要望調査「庁議室」 議長出席 

〃 平成 29 年度岩手県と北上市との政策協議「北上地区合同庁舎」 議長出席 

8.30 北上中央カントリーエレベーター竣工式及び落成祝賀会 

「北上市流通センターほか」 

議長出席 

9.3 遠野市役所本庁舎開庁式及び落成式並びに祝賀会 議長出席 
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「遠野市 遠野市役所本庁舎ほか」 

9.6 行政視察「三重県議会」10 人  

9.10 平成 29 年度黒岩地区敬老会「黒岩小学校」 議長出席 

9.11 平成 29 年度江釣子地区敬老会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.15 伊藤利一氏「瑞宝単光章受章祝賀会」「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.16 第 27 回北上市民芸術祭のつどい「江釣子地区交流センター」 議長ほか出席 

9.18 第 58 回北上警察署管内民警柔道剣道大会「北上総合体育館」 議長出席 

9.23 第 41 回えづりこ古墳まつり供養式典「カムイヘチリコホ」 議長出席 

〃 第 35 回北上川舟下り「二子町」 議長出席 

9.24 第 16 回二子の里・いものこまつり「二子小学校」 議長出席 

〃 北上市書道協会創立 50 周年記念祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

9.28 せいぶ農産発焼肉 DINING まるぎゅうオープニングレセプション 

「上江釣子 まるぎゅう」 

議長出席 

9.29 「インフラ資産マネジメントに係る市民参加についての提言」及び「北上市

民の移動手段確保のための（仮称）北上市地域公共交通再編実施計画策定に

ついての提言」を議長から市長に提出 

 

〃 ９月通常会議で可決した「岩手県の医療費助成制度の更なる拡充を求める意

見書」を岩手県へ送付 

 

10.7 第 24 回北上市ふれあいスポーツ大会「北上総合体育館」（教育民生常任委員

長出席 

 

10.8 石垣・岩手かけはし交流会「ブランニュー北上」 議長出席 

10.11 行政視察「東京都調布市議会」８人  

〃 平成 29 年度北上市安全・安心まちづくり大会「北上市文化交流センター」 議長出席 

10.12 行政視察「愛知県大府市議会」８人  

10.13 平成 29 年秋の交通安全優良運転者等の表彰式「江釣子地区交流センター」 議長出席 

〃 行政視察「東京都三鷹市議会」９人  

10.17 行政視察「長野県塩尻市議会」７人  

10.18 行政視察「千葉県流山市議会」８人  

10.19 東銀会定例総会ならびに芋の子パーティー「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

〃 行政視察「福島県喜多方市議会」７人  

10.20 小原志朗氏国土交通大臣表彰受賞を祝う会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 行政視察「茨城県坂東市議会」３人  

10.21 江釣子ライオンズクラブＣＮ30 周年記念式典「ブランニュー北上」 議長出席 

10.24 行政視察「埼玉県和光市議会」10 人  

10.27 行政視察「埼玉県春日部市議会」６人  

10.28 サトウハチロー記念第 21 回「おかあさんの詩」全国コンクール表彰式「北

上市文化交流センター」 

副議長ほか出席 

10.28

～29 

第 39 回流山市民まつり「千葉県流山市 流山市総合運動公園」 議長出席 
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10.30 いわての地域づくり・道づくりを考える大会 

「花巻市 花巻温泉ホテル紅葉館」 

議長出席 

〃 行政視察「兵庫県姫路市議会」１人  

11.2 岩手県幹部職員（北上市出身）等との懇談会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

11.3 北上市立北上中学校創基 70 周年記念式典・祝賀会 

「北上中学校第１体育館ほか」 

議長出席 

11.4 

～5 

第 53 回石垣島まつり「沖縄県石垣市 新栄公園」 議長出席 

11.5 第 26 回ライオンズクラブ少年剣道錬成大会「和賀西小学校体育館」 副議長出席 

〃 高橋成昭氏消防庁長官表彰受賞を祝う会「ブランニュー北上」 副議長出席 

11.6 行政視察「埼玉県桶川市議会」９人  

11.7 行政視察「愛媛県新居浜市議会」11 人  

11.8 全国市議会議長会第 103 回評議員会「東京都 都市センターホテル」会議で

は、部会提出議案 17 件、会長提出議案４件が審議され、いずれも原案のと

おり可決された。 

議長出席 

11.9 行政視察「宮城県東松島市議会」８人  

11.11 北上ふるさと会の集い「東京都 東京ガーデンパレス」 議長ほか出席 

11.13 きたかみ企業ネットワーク 2017IN 名古屋 

「愛知県名古屋市 名古屋マリオットアソシアホテル」 

産業建設常任委員

長 

11.14 東芝メモリ株式会社四日市工場視察「三重県四日市市」 議長ほか出席 

11.15 行政視察「栃木県小山市議会」６人  

11.15

～16 

全国市議会議長会研究フォーラム in 姫路 

「兵庫県姫路市 姫路市文化センター」 

議長ほか出席 

11.16 公益財団法人北上市シルバー人材センター創立 30 周年記念式典・祝賀会 

「ブランニュー北上」 

副議長出席 

11.17 行政視察「青森県つがる市議会」15 人  

11.20 民進党岩手県総支部連合会「市町村ヒアリング」「庁議室」 副議長出席 

11.21 2017-2018 シーズン夏油高原スキー場安全祈願祭「夏油高原スキー場」 議長ほか出席 

11.22 平成 29 年度北上商工会議所会員大会並びに第 59 回優良従業員表彰式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

11.25 一般財団法人きたかみ地域振興財団設立 30 周年記念講演・式典・祝賀会 

「ふるさと体験館「北上」」 

議長出席 

11.28 行政視察「滝沢市議会」10 人  

〃 民生委員制度創設 100 周年記念式典・祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

11.29 平成 29 年度岩手県技能士大会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

12.1 交通安全の集い 2017「北上市文化交流センター」 議長出席 

12.2 岩手日報北上広華会創立 50 周年記念式典ならびに祝賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

12.5 平成 29 年度花巻農協北上地域畜産振興祭「花巻農業協同組合北上支店」 議長ほか出席 
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12.9 平成 29 年度公益財団法人北上市体育協会表彰式、第 69 回岩手県民体育大会

北上市選手団解団式、第 27 回北上市民体育大会閉会式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

12.10 北上市手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会「和賀町総合福祉センター」 議長出席 

〃 衆議院議員鈴木俊一先生東京オリンピック競技大会東京パラリンピック競

技大会担当大臣就任を祝う会「盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡」 

副議長出席 

12.21 12 月通常会議で可決した「道路整備に係る補助率等のかさ上げ措置の継続

を求める意見書」を関係省庁へ送付 

 

12.27 社会福祉法人方光会忘年会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.4 平成 30 年仕事始め式「市役所本庁舎」 議長出席 

1.5 平成 29 年度北上市市勢功労者表彰式並びに平成 30 年新年交賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

1.6 平成 30 年北上市消防出初式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

〃 平成 30 年北上市防犯協会防犯隊観閲式／北上市交通指導隊観閲式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

1.7 平成 30 年福祉成人祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

〃 平成 30 年北上市成人式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

1.9 北上地方交通安全協会平成 30 年交通安全祈願祭「諏訪神社」 議長出席 

1.12 職業訓練法人北上職業訓練協会平成 30 年新年交賀会「幸楼」 議長出席 

1.13 北上地方交通安全協会和賀支会平成 30 年交通安全祈願祭 

「和賀農村環境センター」 

議長出席 

1.16 北上工業クラブ新春講演会・交流会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 平成 29 年度北上市技能功労者表彰式・祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

1.17 農業団体と北上市議会議員との交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.18 岩手県市議会議長会第２回定期総会「陸前高田市 キャピタルホテル 1000」

会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各市提出議案３件、協議案１

件が審議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長ほか出席 

1.19 北上商工会議所 2018 年新春交流懇談会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.22 岩手県食品衛生協会北上支会・北上料飲店組合・北上調理師会三団体合同新

春交流会「ブランニュー北上」 

議長出席 

1.23 北上地区建設産業団体合同新年交賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

〃 行政視察「東京都小金井市議会」14 人  

1.25 行政視察「北海道稚内市議会」９人  

1.26 東銀会新春初笑寄席並びに新年会「ホテルシティプラザ北上」 副議長出席 

1.27 地域教育力向上フォーラム「北上市文化交流センター」 議長出席 

1.30 行政視察「群馬県沼田市議会」10 人  

2.2 小笠原正見氏瑞宝単光章受章祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 行政視察「福島県二本松市議会」９人  

2.4 北上市地域婦人団体協議会和賀支部新春交流会「和賀町総合福祉センター」 議長出席 
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〃 平成 30 年福豆鬼節分会「鬼の館」 議長出席 

2.6 平成 29 年度北方領土返還要求岩手県大会「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

2.9 釜石市制施行 80 周年記念式典・祝賀会「釜石市 釜石市民ホールほか」 議長出席 

2.15 全国市議会議長会第 104 回評議員会「東京都 都市センターンホテル」会議

では、部会等の報告案件８件、新年度予算案３件が審議され、いずれも原案

のとおり承認・可決された。 

議長出席 

2.16 平成 29年度北上市芸術文化功労等表彰式及び平成 29年度北上市体育功労等

表彰式「北上市文化交流センター」 

議長ほか出席 

2.18 佐藤章司氏瑞宝単光章受章祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 佐藤ケイ子県政報告会並びに新春のつどい「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

2.22 北上横手地域開発促進協議会ＪＲ要望「盛岡市 ＪＲ東日本盛岡支社」 議長出席 

2.23 平成 29 年度和賀町高齢者大学合同閉講式「和賀農村環境改善センター」 議長出席 

2.24 利根山光人記念美術館開館 20 周年記念利根山光人記念大賞展表彰式及びレ

セプション「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

3.1 議会からの政策提言「ごみ減量化・リサイクル推進についての提言」を市長

へ提出 

 

3.3 北上コンピュータ・アカデミー平成 29 年度卒業式 

「北上市アカデミースポーツ施設」 

副議長ほか出席 

3.7 武田洋一氏北上市技能功労者表彰卓越技能功労賞受賞記念祝賀会 

「ブランニュー北上」 

議長出席 

3.13 北上ひまわり会定時総会懇親会「ブランニュー北上」 議長出席 

3.21 阿部吉夫氏国土交通大臣表彰受賞を祝う会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

〃 菅野豊志氏市勢功労者表彰受賞祝賀会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

3.23 ３月通常会議で可決した「子どもの医療費助成の拡充を求める意見書」ほか

１件を関係省庁へ送付 

 

3.25 平成 29 年度北上市婦協和賀支部代議員総会「和賀町総合福祉センター」 議長出席 

〃 小田島国郎氏厚生労働大臣表彰祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

3.28 北上商工会議所第 135 回通常議員総会「ブランニュー北上」 議長出席 

3.30 元北上市議会議員菅原行徳氏葬儀「メイホール村崎野」 議長出席 

 

平 成 30 年 度 

月 日 内                      容 備    考 

4.6 平成 30 年度第１回北上市チャレンジデー実行委員会「生涯学習センター」 副議長出席 

4.10 北上コンピュータ・アカデミー平成 30 年度入学式 

「北上市アカデミースポーツ施設」 

議長ほか出席 

4.11 北上展勝地さくらまつり開催式「展勝地桜並木入口」 議長ほか出席 

4.12 岩手県市議会議長会理事会及び第１回定期総会「一関市 ホテルサンルート

一関」会議では、事務報告のあと会長提出議案３件、各市提出議案５件が審

議長、副議長出席 
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議され、いずれも原案のとおり可決された。 

4.15 北上市婦協代議員総会「和賀町総合福祉センター」 議長ほか出席 

4.16 平成 30 年度北上高等職業訓練校入校式「北上高等職業訓練校」 議長出席 

4.19 第 70 回東北市議会議長会定期総会「山形県山形市 ホテルメトロポリタン

山形」会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各県提出議案 18 件が

審議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長出席 

〃 平成 30 年度北上市民生委員児童委員協議会総会「日本現代詩歌文学館」 副議長出席 

4.20 平成 30 年度北上市統計調査員協議会総会「江釣子地区交流センター」 副議長出席 

4.22 第 25 回雑草園祭「日本現代詩歌文学館」 議長出席 

4.23 平成 30 年度北上展勝地さくらまつり北上市民観桜会「みちのく民俗村」 議長ほか出席 

4.24 平成 30 年度北上市老人クラブ連合会総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

4.25 北上工業クラブ設立 30 周年記念講演会・交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

4.26 北上地方交通安全協会平成 30 年春の交通安全功労者等の表彰式 

「江釣子地区交流センター」 

議長出席 

4.27 いわて生協ベルフ北上オープニングセレモニー「北上ツインモールプラザ」 議長出席 

〃 岩手中部国県営土地改良事業促進協議会総会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

4.29 平成 30 年北上市消防演習「展勝地公園内」 議長ほか出席 

〃 第 28 回北上市民体育大会開会式「北上総合体育館」 副議長出席 

4.30 北上西和賀地区戦没者追悼式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

5.7 平成 30年度北上横手地域開発促進協議会総会及び第 28回平和街道サミット

「ブランニュー北上」 

議長出席 

〃 行政視察「千葉県銚子市議会」４人  

5.8 行政視察「一関市議会」14 人  

5.9 行政視察「佐賀県唐津市議会」３人  

5.11 岩手県建設業協会北上支部並びに北上地区建設協議会平成 30 年度定時総会

「ブランニュー北上」 

議長ほか出席 

5.12 旬の山菜を味わう会「羽山ふれあいセンター」 議長出席 

5.14 元北上市議会議員高橋孝氏叙勲伝達式「市長応接室」 議長出席 

5.15 行政視察「茨城県筑西市議会」９人  

〃 行政視察「沖縄県石垣市議会」６人  

〃 北上市文化交流センターさくらホール地域創造大賞受賞祝賀会 

「北上市文化交流センター」 

副議長ほか出席 

5.16 行政視察「埼玉県入間市議会」13 人  

5.17 平成 30 年度和賀川の清流を守る会総会「市民交流プラザ」 議長出席 

5.18 平成 30 年度夏油温泉開き「夏油温泉園地」 議長ほか出席 

〃 平成 30 年度第２回北上市チャレンジデー実行委員会兼総決起集会 

「生涯学習センター」 

副議長出席 

〃 北上市水道工事業協同組合平成 30 年度通常総会懇親会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

5.19 第 29 回岩手県ラージボール卓球大会「北上総合体育館」 副議長出席 
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5.21 平成 30 年度職業訓練法人北上情報処理学園通常総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

5.23 豊沢川地区国県営土地改良事業促進協議会平成 30 年度通常総会 

「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 

議長出席 

5.24 平成 30 年度北上市交通安全対策協議会総会「生涯学習センター」 議長出席 

〃 平成 30 年度職業訓練法人北上職業訓練協会通常総会懇談会 

「ブランニュー北上」 

議長出席 

5.25 第 99 回南部杜氏自醸清酒鑑評会表彰式「花巻市 石鳥谷生涯学習会館」 副議長出席 

〃 平成 30 年度北上地方交通安全協会通常総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

〃 平成 30 年度北上市立地企業交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

5.26 第 33 回詩歌文学館賞贈賞式・記念講演・レセプション 

「日本現代詩歌文学館ほか」 

議長ほか出席 

5.29 一般国道 107 号（仮称）梁川トンネル築造工事貫通式「梁川トンネル現地」 副議長ほか出席 

〃 北上商工会議所第 136 回通常議員総会「ブランニュー北上」 副議長出席 

5.30 全国市議会議長会第 94 回定期総会「東京都 東京国際フォーラム」 

会議では、会務報告のあと部会提出議案 27 件、会長提出議案５件が審議さ

れ、いずれも原案のとおり可決された。 

議長出席 

〃 平成 30 年度公益社団法人北上市シルバー人材センター定時総会 

「北上市文化交流センター」 

副議長出席 

〃 一般社団法人北上観光コンベンション協会定時総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

副議長出席 

〃 平成 30 年度北上市チャレンジデー参加  

5.31 市議会議員共済会第 116 回代議員会「東京都 都市センターホテル」 議長出席 

6.1 北上川上流改修期成同盟会総会「一関市 北上川学習交流館」 議長出席 

6.2 公益社団法人北上青年会議所創立 55 周年記念式典並びに祝賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

6.8 元北上市議会議員 故菅原行德氏に対する叙位伝達「市長応接室」 議長出席 

〃 第 70 回岩手県民体育大会北上市選手団結団式「北上総合体育館」 副議長出席 

6.17 第 28 回北上市消防操法競技会「展勝地第３駐車場」 議長ほか出席 

6.20 公益財団法人北上市体育協会平成 30 年度定時評議員会 

「ホテルシティプラザ北上」 

副議長出席 

6.22 第 20 回北上市ラグビーフェスティバル歓迎レセプション 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

6.23 平成 30 年度北上市芸術文化協会定期総会「生涯学習センター」 副議長出席 

6.24 平成 30 年度北上市民俗芸能団体連合会定期総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

6.28 ６月通常会議で可決した「30 人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度

の堅持と拡充及び教育予算の拡充を求める意見書」ほか１件を関係省庁へ送

付 

 

7.2 平成 30 年度主要地方道盛岡和賀線道路改良促進期成同盟会総会 議長出席 
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「紫波町 紫波町役場」 

〃 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会平成 30 年度総会「ブランニ

ュー北上」 

議長出席 

〃 行政視察「広島県廿日市市議会」６人  

7.3 第 12 回北上地区いきいきシニアスポーツ大会「北上陸上競技場」 副議長出席 

7.3 

～4 

岩手県選出国会議員等に対する実行運動「東京都 都市センターホテルほ

か」岩手県選出国会議員と関係省庁に対し、国際リニアコライダーの誘致実

現についてなど５件について要望書を提出した。 

議長出席 

〃 行政視察「千葉県八千代市議会」４人  

7.4 

～5 

議員報酬等検討特別委員会行政視察 

「岐阜県可児市・新潟県上越市」 

 

7.5 北上市企業懇談会 2018（東京会場）「東京都 帝国ホテル」 議長出席 

7.6 株式会社アサヒテクノ創立 20 周年及び新社屋落成記念祝賀会 

「ブランニュー北上ほか」 

議長出席 

7.7 平成 30 年度北上地区交通安全緑十字会総会「ブランニュー北上」 議長出席 

7.9 みちのく三大桜名所連絡会議設立 20 周年講演会及び祝賀会「ホテルシティ

プラザ北上」 

議長ほか出席 

7.10 国道 456 号整備促進期成会平成 30 年度道路整備促進合同要望会、花巻・一

関主要地方道改良促進協議会平成 30 年度道路整備促進合同要望会「盛岡市  

岩手河川国道事務所ほか」 

議長出席 

〃 北上地区エネルギー懇談会総会「ブランニュー北上」 副議長ほか出席 

〃 行政視察「福島県須賀川市議会・天栄村議会」３人  

7.11 行政視察「群馬県渋川市議会」７人  

7.13 花巻農業協同組合広域合併 10 周年記念式典及び祝賀会「花巻市 花巻温泉

紅葉館ほか」 

議長出席 

7.15 第 44 回岩手県消防協会北上地区支部消防操法競技会「展勝地公園」 議長ほか出席 

7.17 行政視察「宮城県大和町議会」10 人  

7.18 行政視察「福島県会津若松市議会」10 人  

7.20 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会要望会 

「盛岡市 岩手河川国道事務所ほか」 

議長出席 

7.21 第 25 回北上市ふれあいスポーツ大会「北上総合体育館」 議長出席 

7.23 自由民主党岩手県支部連合会市町村重点要望調査「庁議室」 議長出席 

〃 平成 30 年度栗原北上線県道昇格促進協議会総会 

「一関市 一関保健センター」 

議長出席 

7.24 東芝メモリ岩手第二拠点新製造棟建設工事起工式「北部勤労者屋内運動場」 議長出席 

7.25 第 28 回北上市社会福祉大会「北上市文化交流センター」 副議長出席 

〃 行政視察「東京都府中市議会」９人  

7.26 東京エレクトロンＦＥ株式会社立地調印式「庁議室」 議長出席 

7.28 第 29 回わがの里地域交流夏まつり「わがの里」 議長出席 
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7.30 東京製綱インターナショナル株式会社立地調印式「庁議室」 議長出席 

〃 きたかみＥ＆Ｂe エフエムオンエア記念 いいあんべな夕べ 

「ブランニュー北上」 

副議長ほか出席 

〃 金ケ崎町議会・北上市議会議員交流研修会「金ケ崎町 ホテルみどりの郷」 議長ほか出席 

7.31 第 56 回知事を囲む懇談会「盛岡市 盛岡グランドホテル」 議長ほか出席 

7.31 

～8.2 

産業建設常任委員会行政視察「富山県富山市・新潟県小千谷市・東京都ふる

さと回帰支援センター・山形県長井市」 

 

8.1 平成 30 年度ＪＡいわて花巻懇話会「花巻市 花巻温泉ホテル千秋閣」 議長出席 

〃 行政視察「大船渡市議会」11 人  

8.5 藤根地区戦没者追悼式「稲葉神社」 議長出席 

8.6 

～8 

総務常任委員会行政視察 

「神奈川県川崎市・静岡県牧之原市・神奈川県秦野市」 

 

8.7 江釣子地区戦没者慰霊祭「江釣子忠霊塔」 議長出席 

8.12 祖父文太郎と孫廉次郎の書簡出版祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

8.16 第 20 回浮牛城まつり「口内町内」 議長ほか出席 

8.20 交通事故犠牲者に対する追善供養「交通事故犠牲者慰霊の碑」 議長出席 

8.23 西和賀町議会・横手市議会・北上市議会議員研修交流会「西和賀町内」 議長ほか出席 

8.25 公益財団法人北上市体育協会と北上市議会議員の研修交流会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

8.28 岩手県内商工会議所会頭・副会頭会議「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

8.29 平成 30 年度岩手県と北上市との政策協議「北上地区合同庁舎」 議長出席 

8.30 北上市遺族会黒沢尻支部戦没者追悼式「安楽寺」 議長出席 

9.1 第 27 回北上・西和賀地区ふれあい運動会「多目的催事場」 議長出席 

9.2 平成 30 年北上市総合防災訓練「黒沢尻東小学校」 議長出席 

9.8 平成 30 年度相去地区敬老会「相去体育館」 議長出席 

9.9 平成 30 年度黒岩地区敬老会「黒岩小学校」 議長出席 

9.9 阿部歳和氏消防庁長官表彰受章を祝う会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.10 平成 30 年度江釣子地区敬老会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.15 第 28 回北上市民芸術祭のつどい「江釣子地区交流センター」 議長ほか出席 

9.23 第 42 回えづりこ古墳まつり供養式典「カムイヘチリコホ」 議長出席 

〃 三橋漁親会設立 40 周年及び観光遊覧船運航 30 周年記念式典・記念講演会・

祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

9.24 第 59 回北上警察署管内民警柔道剣道大会「柔剣道場」 議長出席 

9.25 駐日ウルグアイ東方共和国大使夫妻との会食会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.30 第 17 回二子の里・いものこまつり「二子小学校」 議長出席 

10.1 ９月通常会議で可決した「日本政府が『核兵器禁止条約』に署名・批准する

ことを求める意見書」を関係省庁へ送付 

 

10.4 北上市消防団全国消防操法大会出場壮行式「北上消防署」 議長出席 

10.9 議会運営委員会行政視察「北海道芽室町・栗山町」  



- 101 - 

 

～10 

10.11 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会による国土交通省及び財務

省への要望活動「東京都内各省庁」 

議長出席 

10.12 行政視察「東京都目黒区議会」10 人  

10.13 北上西ロータリークラブ創立 50 周年記念式典・記念講演・祝賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

10.14 社会福祉法人方光会第 43 回感謝祭「萩の江」 議長出席 

10.16 行政視察「佐賀県鹿島市議会」８人  

10.17 行政視察「静岡県牧之原市議会」19 人  

〃 東銀会定例総会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

10.19 行政視察「静岡県藤枝市議会」９人  

10.21 第 20 回湧湧ランドくろいわ芸農まつり「黒岩まんなか広場」 議長出席 

〃 第 124 回太子講祭典「ブランニュー北上」 議長出席 

10.23 行政視察「奥州市議会」７人  

10.24 行政視察「長野県佐久市議会」13 人  

10.27 全国姥スギサミットＩＮ北上「ふるさと体験館北上」 議長出席 

10.28 第 52 回岩手県柔道選手権大会並びに岩手県東西対抗柔道大会 

「北上勤労者体育館」 

議長出席 

10.29 いわての地域づくり・道づくりを考える大会 

「花巻市 花巻温泉ホテル千秋閣」 

議長出席 

〃 行政視察「北海道帯広市議会」１人  

10.29 

～31 

教育民生常任委員会行政視察 

「兵庫県明石市・滋賀県高島市・愛知県豊橋市」 

 

10.31 行政視察「福島県本宮市議会」11 人  

11.2 北上ひまわり会芋の子会講演会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

11.3 

～4 

第 40 回流山市民まつり「千葉県流山市 キッコーマンアリーナほか」 議長出席 

〃 第 54 回石垣島まつり「沖縄県石垣市 新栄公園ほか」 副議長出席 

11.6 行政視察「秋田県男鹿市議会」９人  

11.8 きたかみ企業ネットワーク 2018IN 名古屋 

「愛知県名古屋市 名古屋マリオットアソシアホテル」 

議長出席 

11.9 行政視察「福島県伊達市議会」11 人  

〃 行政視察「愛知県津島市議会」５人  

11.10 北上市立いわさき小学校創立 10 周年記念式典並びに祝賀会 

「いわさき小学校」 

議長出席 

〃 北上ふるさと会の集い「東京都 東京ガーデンパレス」 副議長ほか出席 

11.13 行政視察「大分県大分市議会」11 人  

11.14 

～15 

全国市議会議長会研究フォーラム in 宇都宮「栃木県宇都宮市」 議長ほか出席 
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11.16 行政視察「三重県四日市市議会」１人  

〃 平成 30 年度北上しらゆり大使との懇談会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

11.17 第 22 回サトウハチロー記念「おかあさんの詩」全国コンクール表彰式 

「北上市文化交流センターさくらホール」 

議長ほか出席 

11.19 岩手県市議会議員研修会「盛岡市 盛岡グランドホテル」 全議員出席 

11.20 行政視察「福島県白河市議会」８人  

〃 夏油古民家カフェオープニングレセプション 

「和賀町岩崎 夏油古民家カフェ 小昼」 

議長出席 

11.21 行政視察「愛知県碧南市議会」３人  

〃 2018-2019 シーズン夏油高原スキー場安全祈願祭「夏油高原スキー場」 議長ほか出席 

11.22 平成 30 年度北上商工会議所会員大会並びに第 60 回優良従業員表彰式「ホテ

ルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

11.23 小原敏彦氏の消防庁長官表彰受章を祝う会「ブランニュー北上」 議長出席 

11.24 あぐり夢くちない創業 20 周年記念式典・祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

11.25 議会フォーラム『議員報酬と定数のあり方を考える』 

「ホテルシティプラザ北上」 

全議員出席 

11.27 北上スポーツパーク創立 30 周年記念祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

12.1 サトーホールディングス株式会社北上事業所操業 50 周年記念祝賀会 

「ブランニュー北上」 

議長出席 

12.3 交通安全の集い 2018「北上市文化交流センター」 議長出席 

12.7 平成 30 年度花巻農協北上地域畜産振興祭「花巻農業協同組合北上支店」 議長ほか出席 

〃 第 26 回全国消防操法大会出場報告・慰労会「ブランニュー北上」 議長出席 

12.9 北上市手をつなぐ育成会和賀支部クリスマス会「和賀町総合福祉センター」 議長出席 

〃 平成 30 年岩崎鬼剣舞笠越し「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

12.15 平成 30 年度公益財団法人北上市体育協会表彰式、第 70 回岩手県民体育大会

北上市選手団解団式、第 28 回北上市民体育大会閉会式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

12.20 12 月通常会議で可決した「消費税率を 10％に引き上げることの中止を求め

る意見書ほか１件」を関係省庁へ送付 

 

12.27 社会福祉法人方光会忘年会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.4 平成 31 年仕事始め式「市役所本庁舎」 議長出席 

〃 平成 30 年度北上市市勢功労者表彰式並びに平成 31 年新年交賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

1.6 平成 31 年北上市消防出初式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

〃 平成 31 年北上市防犯協会防犯隊観閲式／北上市交通指導隊観閲式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

1.8 北上地方交通安全協会平成 31 年交通安全祈願祭「諏訪神社」 議長出席 

1.11 職業訓練法人北上職業訓練協会平成 31 年新年交賀会「幸楼」 議長出席 

1.12 北上地方交通安全協会和賀町支会平成 31 年交通安全祈願祭 議長出席 



- 103 - 

 

「和賀農村環境改善センター」 

1.13 平成 31 年福祉成人祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

〃 平成 31 年北上市成人式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

1.14 北上市日中友好協会新春講話新春交流会「ブランニュー北上」 議長出席 

1.15 北上工業クラブ新春講演会・交流会「ブランニュー北上」 副議長出席 

〃 平成 30 年度北上市技能功労者表彰式・祝賀会「ブランニュー北上」 副議長出席 

1.17 平成 30 年度岩手県市議会議長会第２回定期総会「花巻市 ホテル千秋閣」

会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各市提出議案３件、協議案 １

件が審議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長ほか出席 

1.18 北上商工会議所 2019 年新春交流懇談会「ホテルシティプラザ北上」 副議長ほか出席 

1.19 第９回北上市武道演武祭り「北上総合体育館」 議長出席 

1.21 行政視察「青森県黒石市議会」７人  

〃 岩手県食品衛生協会北上支会・北上料飲店組合・北上調理師会三団体合同新

春交流会「ブランニュー北上」 

副議長出席 

1.21 

～22 

広聴委員会行政視察 

「愛知県犬山市、茨城県取手市」 

 

1.24 旧江釣子村議会議長高橋真吉氏葬儀「八重葬」 議長出席 

〃 東銀会新春初笑寄席並びに新年会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.25 北上地区建設産業団体合同新年交賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.27 石垣市友好都市提携５周年記念式典「沖縄県石垣市 ホテルミヤヒラ」 議長ほか出席 

1.29 

～30 

広報委員会行政視察 

「東京都あきる野市、宮城県仙台市、宮城県利府町」 

 

1.31 

～2.1 

議会改革推進会議行政視察 

「滋賀県大津市、岐阜県多治見市」 

 

2.3 平成 31 年福豆鬼節分会「鬼の館」 議長出席 

2.4 元北上市議会議長鈴木健策氏葬儀「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

2.5 行政視察「花巻市議会」10 人  

2.7 地方議会研修会北上「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

2.10 小田島良幸氏の瑞宝単光章受章を祝う会「ブランニュー北上」 議長出席 

2.11 北上建設組合第 68 回定期総会「ブランニュー北上」 議長出席 

2.15 市議会議員共済会第 117 回代議員会「東京都 都市センターホテル」会議で

は、平成 30 年度事務報告及び上半期経理状況報告の後、平成 31 年度事業計

画及び予算が審議され、原案のとおり可決された。 

議長出席 

〃 平成 30年度北上市芸術文化功労等表彰式及び平成 30年度北上市体育功労等

表彰式「北上市文化交流センター」 

副議長ほか出席 

2.22 平成 30 年度和賀町高齢者大学合同閉講式「和賀農村環境改善センター」 議長出席 

〃 北上市森林組合第 26 回通常総代会「北上市文化交流センター」 議長出席 

3.2 岩手県立黒沢尻北高等学校平成 30 年度卒業式「黒沢尻北高等学校」 副議長出席 

〃 北上コンピュータ・アカデミー平成 30 年度卒業式 議長ほか出席 
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「北上市アカデミースポーツ施設」 

〃 及川清人氏北上市市勢功労者表彰受賞祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

3.7 多田博也氏北上市技能功労者表彰青年卓越技能功労賞受賞記念祝賀会 

「ブランニュー北上」 

議長出席 

3.9 三陸沿岸道路 釜石南 IC～釜石両石 IC東北横断自動車道釜石秋田線 釜石

JCT～釜石仙人峠 IC 開通祝賀会「釜石市 陸中海岸グランドホテル」 

議長出席 

3.14 北上横手地域開発促進協議会ＪＲ要望活動「盛岡市 東日本旅客鉄道株式会

社盛岡支社」 

議長出席 

3.20 北上市新中央学校給食センター整備等事業安全祈願祭「相去町内」 議長出席 

3.22 ２月通常会議で可決した「日米地位協定の改定を求める意見書」ほか３件を

関係省庁へ送付 

 

〃 議会からの政策提言「児童保護業務に関する提言」を市長へ提出  

3.23 小林輝夫氏旭日双光章受章記念祝賀会「ブランニュー北上」 議長出席 

3.25 平成 30 年度北上高等職業訓練校修了式「北上高等職業訓練校」 議長出席 

3.28 一般国道 107 号梁川～口内工区開通式「梁川口内トンネル」 議長ほか出席 

〃 北上商工会議所第 137 回通常議員総会「ブランニュー北上」 議長出席 

3.29 元北上市議会議長鈴木健策氏叙位伝達「市長応接室」 議長出席 

 

令 和 元 年 度（平 成 31 年 度） 

月 日 内                      容 備    考 

4.4 第 71 回東北市議会議長会定期総会「秋田県秋田市 ホテルメトロポリタン

秋田」会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各県提出議案 18 件が

審議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長出席 

4.7 北上市立和賀図書館リニューアルオープンセレモニー「和賀図書館」 副議長ほか出席 

〃 きたかみ巨木の会総会「山照園」 議長出席 

4.9 北上コンピュータ・アカデミー平成 31 年度入学式 

「北上市アカデミースポーツ施設」 

議長ほか出席 

4.13 北上市地域婦人団体協議会代議員総会「北上市総合福祉センター」 議長出席 

〃 元北上市議会議員及川洋一氏葬儀「葬祭会館 八重葬」 議長出席 

4.15 北上展勝地さくらまつり開催式「展勝地桜並木入口」 議長ほか出席 

4.18 平成 31 年度北上市民生委員児童委員協議会総会「日本現代詩歌文学館」 議長出席 

〃 平成 31 年度北上高等職業訓練校入校式「北上高等職業訓練校」 副議長出席 

〃 岩手県市議会議長会理事会及び第１回定期総会「大船渡市 大船渡プラザホ

テル」会議では、事務報告のあと会長提出議案３件、各市提出議案５件が審

議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長、副議長出席 

4.21 第 26 回雑草園祭「日本現代詩歌文学館」 議長出席 

4.22 北上地方交通安全協会平成 31 年春の優良運転者等に対する表彰式 

「江釣子地区交流センター」 

議長出席 
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4.23 平成 31 年度北上市老人クラブ連合会総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

〃 平成 31 年度北上展勝地さくらまつり北上市民観桜会「みちのく民俗村」 議長ほか出席 

4.25 平成 31 年度北上市統計調査員協議会総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

4.26 北上工業クラブ平成 31 年度通常総会・懇親会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

〃 岩手中部国県営土地改良事業促進協議会総会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

4.27 北上地方交通安全協会平成 31 年度和賀町支会通常総会 

「和賀農村環境改善センター」 

議長出席 

4.29 平成 31 年北上市消防演習「展勝地公園内」 議長ほか出席 

4.30 大和神社例祭「大和神社」 副議長出席 

〃 北上西和賀地区戦没者追悼式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

〃 北上市日中友好協会第 42 回定期総会「黒沢尻西地区交流センター」 議長出席 

5.1 ニュージーランドマタマタ市長歓迎会「くさのイン北上」 議長出席 

5.10 一般社団法人岩手県建設業協会北上支部・北上地区建設協議会令和元年度定

時総会「ブランニュー北上」 

議長ほか出席 

5.11 第 29 回北上市民体育大会総合開会式「北上総合体育館」 議長出席 

5.14 令和元年度和賀川の清流を守る会総会「市民交流プラザ」 議長出席 

5.15 中国三門峡市友好訪問団歓迎夕食会「ブランニュー北上」 議長出席 

〃 令和元年度職業訓練法人北上職業訓練協会通常総会懇談会 

「ブランニュー北上」 

副議長出席 

5.16 中国三門峡市友好訪問団歓迎式「本庁舎」 議長、副議長出席 

〃 中国三門峡市友好訪問団歓迎晩餐会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

5.17 令和元年度夏油温泉開き「夏油温泉園地」 議長ほか出席 

〃 北上市水道工事業協同組合令和元年度通常総会懇親会「ブランニュー北上」 議長ほか出席 

5.18 第 30 回岩手県ラージボール卓球大会「北上総合体育館」 議長出席 

5.20 令和元年度北上市交通安全対策協議会総会「生涯学習センター」 議長出席 

5.21 令和元年度北上市地域安全推進市民会議総会「生涯学習センター」 議長出席 

5.23 豊沢川地区国県営土地改良事業促進協議会令和元年度通常総会 

「花巻市 ホテルグランシェール花巻」 

議長出席 

5.24 南部杜氏自醸清酒鑑評会 100 回記念式典・祝賀会「花巻市 花巻温泉」 議長出席 

〃 令和元年度北上市立地企業交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

5.25 第 34 回詩歌文学館賞贈賞式・記念講演・レセプション 

「日本現代詩歌文学館ほか」 

議長ほか出席 

5.28 令和元年度北上地方交通安全協会通常総会「江釣子地区交流センター」 議長出席 

5.29 北上商工会議所第 138 回通常議員総会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

5.30 令和元年度公益社団法人北上市シルバー人材センター定時総会 

「北上市文化交流センター」 

議長出席 

6.3 職業訓練法人北上情報処理学園令和元年度通常総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

6.4 行政視察「宮古市議会」11 人  
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〃 一般社団法人北上観光コンベンション協会定時総会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

6.6 令和元年度北上川上流改修期成同盟会総会「一関市 北上川学習交流館」 議長出席 

〃 北上市議会モニター委嘱式「議事堂委員会室」議会モニター 任期１年を

21 名に委嘱 

議長ほか出席 

6.7 第 71 回岩手県民体育大会北上市選手団結団式「北上総合体育館」 議長出席 

〃 第 21 回北上市ラグビーフェスティバル歓迎レセプション 

「ブランニュー北上」 

議長出席 

6.11 全国市議会議長会第 95 回定期総会「東京都 東京国際フォーラム」 

会議では、会務報告のあと部会提出議案 27 件、会長提出議案５件が審議さ

れ、いずれも原案のとおり可決された。 

議長出席 

6.16 第 29 回北上市消防操法競技会「展勝地第３駐車場」 議長ほか出席 

6.20 令和元年度公益財団法人北上市体育協会定時評議員会 

「ホテルシティプラザ北上」 

副議長出席 

6.22 北上市老人クラブ連合会和賀町支部金婚ダイヤモンド婚を祝う会 

「和賀町総合福祉センター」 

議長出席 

6.23 令和元年度北上市民俗芸能団体連合会定期総会「江釣子地区交流センター」 副議長出席 

6.27 令和元年度国道 456 号整備促進期成会総会及び令和元年度花巻・一関間主要

地方道改良促進協議会総会「奥州市 奥州市役所」 

議長出席 

6.28 ６月通常会議で可決した「30 人以下学級の実現、義務教育費国庫負担制度

の堅持と拡充及び教育予算の拡充を求める意見書」ほか２件を関係省庁へ送

付 

 

7.2 行政視察「愛知県北名古屋市議会」13 人  

7.3 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会総会「ブランニュー北上」 議長出席 

7.4 令和元年度主要地方道盛岡和賀線道路改良促進期成同盟会総会 

「紫波町 紫波町役場」 

議長出席 

〃 北上市企業懇談会 2019 東京会場「東京都 帝国ホテル」 議長出席 

7.9 国道 456 号整備促進期成会、花巻・一関主要地方道改良促進協議会令和元年

度道路整備促進合同要望会「盛岡市 岩手河川国道事務所、岩手県庁」 

議長出席 

7.11 第 57 回知事を囲む懇談会「盛岡市 盛岡グランドホテル」 議長ほか出席 

〃 岩手銀行会社説明会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

7.12 元北上市議会議員 故及川洋一氏叙位伝達式「市長応接室」 議長出席 

〃 令和元年度北上横手地域開発促進協議会総会及び第 29 回平和街道サミット

「西和賀町 西和賀町役場」 

議長出席 

〃 北上地区エネルギー懇談会総会「ブランニュー北上」 副議長ほか出席 

7.15 第 10 回北上市武道演武まつり「柔剣道場」 議長出席 

7.18 行政視察「宮城県大崎市議会」９人  

〃 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会要望会 

「盛岡市 岩手河川国道事務所、仙台市 東北地方整備局」 

議長出席 
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7.19 行政視察「神奈川県足柄上郡中井町議会」９人  

7.22 行政視察「茨城県土浦市議会」８人  

7.23 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会要望会 

「東京都 衆議院会館ほか関係省庁」 

議長出席 

〃 行政視察「滋賀県長浜市議会」５人  

7.24 第 29 回北上市社会福祉大会「北上市文化交流センター」 議長出席 

〃 行政視察「愛知県大府市議会」５人  

7.25 令和元年度ＪＡいわて花巻懇話会「花巻市 花巻温泉ホテル千秋閣」 議長ほか出席 

7.27 ラグビー日本代表テストマッチ「釜石市 釜石鵜住居復興スタジアム」 議長出席 

7.29 北部消防庁舎新築工事安全祈願祭「村崎野地内」 副議長出席 

〃 岩手県選出国会議員等に対する実行運動「東京都 都市センターホテルほ

か」岩手県選出国会議員と関係省庁に対し、国際リニアコライダーの誘致実

現についてなど５件について要望書を提出した。 

議長出席 

7.30 令和元年度北上地区交通安全緑十字会総会「ブランニュー北上」 総務常任委員長出

席 

8.2 北部地域交流館新築工事安全祈願祭「二子町地内」 副議長出席 

8.7 江釣子地区戦没者慰霊祭「江釣子忠霊塔」 副議長出席 

〃 全国市議会議長会第 153 回地方財政委員会「東京都 全国都市会館」 議長出席 

8.17 第 13 回浮牛城まつり「口内町内」 議長出席 

8.19 行政視察「群馬県安中市議会」９人  

8.20 行政視察「宮城県気仙沼市議会」10 人  

8.23 行政視察「富山県小矢部市議会」10 人  

8.26 令和元年度岩手県と北上市との政策協議「北上地区合同庁舎」 議長出席 

9.1 令和元年度北上市総合防災訓練「二子小学校」 副議長出席 

9.7 第 28 回北上・西和賀地区ふれあい運動会「多目的催事場」 議長出席 

9.9 令和元年度江釣子地区敬老会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

9.14 令和元年度相去地区敬老会「相去体育館」 議長出席  

9.15 令和元年度黒岩地区敬老会「黒岩小学校」 議長出席 

9.18 ウルグアイ応援団総決起集会並びにウルグアイ代表チーム必勝祈願パーテ

ィー「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

9.19 ウルグアイ代表チームウエルカムセレモニー「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

9.23 第 43 回えづりこ古墳まつり供養式典「カムイヘチリコホ」 議長出席 

〃 第 36 回北上川舟下り「川端公民館」 議長出席 

9.25 ラグビーワールドカップ 2019 フィジー対ウルグアイ戦 

「釜石市 釜石鵜住居復興スタジアム」 

議長出席 

9.29 第 18 回二子の里・いものこまつり「二子小学校」 議長出席 

10.1 行政視察「高知県四万十市議会」10 人  

10.3 行政視察「埼玉県川越市議会」15 人  

10.4 いわての地域づくり・道づくりを考える大会 議長出席 
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「花巻市 花巻温泉ホテル千秋閣」 

10.7 行政視察「熊本県大津町議会」７人  

10.8 行政視察「岐阜県多治見市議会」６人  

10.9 令和元年度北上市安全・安心まちづくり大会「北上市文化交流センター」 議長出席 

〃 行政視察「宮崎県延岡市議会」６人  

10.10 令和元年度秋の交通安全功労者等表彰式「江釣子地区交流センター」 議長出席 

10.11 国道４号岩手県南地域拡幅整備促進期成同盟会要望活動「東京都内各省庁」 議長出席 

10.15 行政視察「神奈川県厚木市議会」10 人  

10.16 第 175 回東北市長会総会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

〃 行政視察「島根県松江市議会」９人  

10.19 第 26 回北上市ふれあいスポーツ大会「北上総合体育館」 議長出席 

10.20 第 21 回湧湧ランドくろいわ芸・農・まつり「黒岩まんなか広場」 副議長出席 

10.25 きたかみ・かねがさきテクノメッセ 2019「北上総合体育館」 議長出席 

〃 コンコード市姉妹都市締結 45 周年歓迎式・懇談・記念祝賀会「市役所本庁

舎・ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

〃 行政視察「千葉県白井市議会」９人  

〃 行政視察「埼玉県行田市議会」７人  

10.26 北上翔南高等学校創立 100 周年記念式典「北上市文化交流センター」 副議長出席 

10.27 北上ライオンズクラブ CN55 周年記念式典・屏東市獅子會姉妹提携 50 周年記

念式典「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

〃 北上市・コンコード市姉妹都市締結 45 周年記念事業市民交流会 

「北上アカデミースポーツ施設」 

議長ほか出席 

10.30 一社北上観光コンベンション協会理事との懇親会並びに岩手県商工観光業

表彰祝賀会「ブランニュー北上」 

副議長出席 

10.30 

～31 

第 14 回全国市議会議長会研究フォーラム in 高知「高知県高知市」 議長ほか出席 

10.31 北上市消防団女性消防隊全国女性消防操法大会出場壮行式「北上消防署」 副議長出席 

11.1 北上商工会議所臨時議員総会懇親会「ブランニュー北上」 議長出席 

11.2 黒沢尻北小学校創立 40 周年記念式典「黒沢尻北小学校」 教育民生常任委員

長出席 

〃 黒沢尻工業高等学校創立 80 周年記念式典「黒沢尻工業高等学校」 教育民生常任委員

長出席 

11.2 

～4 

第 55 回石垣島まつり「沖縄県石垣市 新栄公園ほか」 副議長出席 

11.2 

～3 

第 41 回流山市民まつり「千葉県流山市 キッコーマンアリーナほか」 議長出席 

11.4 第 28 回ライオンズクラブ少年剣道錬成大会「北上総合体育館」 議長出席 

11.5 行政視察「福岡県柳川市議会」９人  

11.7 きたかみ企業ネットワーク 2019IN 名古屋 産業建設常任委員
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「愛知県名古屋市 名古屋マリオットアソシアホテル」 長出席 

11.7 

～8 

マニフェスト大賞プレゼン研修大会及び授賞式 

「東京都 六本木アカデミーヒルズほか」 

副議長ほか出席 

11.8 北上アビリティセンター開所 30 周年記念式及び祝賀会 

「展勝地レストハウス」 

議長ほか出席 

〃 行政視察「神奈川県寒川町議会」21 人  

11.11 全国市議会議長会第 154 回地方行政委員会「東京都 全国都市会館」 議長出席 

〃 岩手県市議会議員研修会「盛岡市 盛岡グランドホテル」 全議員出席 

11.12 行政視察「愛知県一宮市議会」８人  

11.13 行政視察「茨城県常総市議会」４人  

11.14 行政視察「東京都東大和市議会」８人  

11.16 第 23 回サトウハチロー記念「おかあさんの詩」全国コンクール表彰式 

「日本現代詩歌文学館」 

議長出席 

11.22 2019-2020 シーズン夏油高原スキー場安全祈願祭「夏油高原スキー場」 議長ほか出席 

〃 令和元年度北上商工会議所会員大会並びに第 61 回優良従業員表彰式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

11.24 北上ふるさと会の集い「東京都 東京ガーデンパレス」 議長ほか出席 

12.6 令和元年度花巻農業協同組合北上地域畜産振興祭 

「花巻農業協同組合北上支店」 

議長出席 

〃 第 24 回全国女性消防操法大会出場報告・慰労会「ブランニュー北上」 副議長出席 

12.14 令和元年度公益財団法人北上市体育協会表彰式、第 71 回岩手県民体育大会

北上市選手団解団式、第 29 回北上市民体育大会総合閉会式 

「ホテルシティプラザ北上」 

副議長出席 

12.16 交通安全の集い 2019「北上市文化交流センター」 議長出席 

12.19 12 月通常会議で可決した「私学助成の充実強化を求める意見書」ほか１件

を関係省庁へ送付。また、採択した請願第４号私学教育を充実・発展させる

ための請願のうち請願項目１項について、市長へ送付 

 

12.20 行政視察「東京都東村山市議会」２人  

12.21 北上市民栄誉賞贈賞式「日本現代詩歌文学館」 

第 72 回全日本合唱コンクール全国大会小学校部門で最高賞を受賞した黒沢

尻北小学校合唱部に市民栄誉賞を贈呈 

議長ほか出席 

〃 黒沢尻北小学校合唱部全国大会金賞受賞祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.5 令和２年北上市消防出初式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

〃 令和２年北上市防犯協会防犯隊観閲式／北上市交通指導隊観閲式 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

1.6 令和２年仕事始め式「市役所本庁舎」 議長出席 

〃 令和元年度北上市市勢功労者表彰式並びに令和２年新年交賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長ほか出席 

1.8 行政視察「久慈市議会」11 人  
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1.10 北上地方交通安全協会令和２年交通安全祈願祭「諏訪神社」 議長出席 

〃 北上信用金庫市政懇談会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.12 令和２年福祉成人祝賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

〃 令和２年北上市成人式「北上市文化交流センター」 議長ほか出席 

1.13 北上市日中友好協会新春講話・新春交流会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.14 元北上市議会議員高橋右男氏葬儀「北上典礼会館」 副議長出席 

1.15 行政視察「八幡平市議会」10 人  

〃 北上工業クラブ新春公演会・交流会「ブランニュー北上」 議長出席 

1.16 令和元年度岩手県市議会議長会第２回定期総会 

「奥州市 水沢グランドホテル」 

会議では、事務報告のあと会長提出議案５件、各市提出議案５件、協議案１

件が審議され、いずれも原案のとおり可決された。 

議長ほか出席 

1.17 北上商工会議所 2020 年新春交流懇談会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.22 行政視察「青森県南部町議会」６人  

1.23 行政視察「千葉県流山市議会」10 人  

〃 東銀会新春初笑寄席並びに新年会「ホテルシティプラザ北上」 議長出席 

1.24 北上地区建設産業団体合同新年交賀会「ホテルシティプラザ北上」 議長ほか出席 

1.26 ホテルシティプラザ北上田子さおり副総支配人就任祝賀会 

「ホテルシティプラザ北上」 

議長出席 

1.27 岩手県食品衛生協会北上支会・北上料飲店組合・北上調理師会三団体合同新

春交流会「ブランニュー北上」 

議長出席 

1.29 北上市・流山市姉妹都市締結調印式及び記念祝賀会 

「千葉県流山市 流山市役所ほか」 

議長ほか出席 

1.30 全国市議会議長会第 155 回地方行政委員会「東京都 全国都市会館」 

会議では、事務報告の後、令和元年度本委員会要望結果、次年度委員会への

申し送り事項及び今後の運営について協議、原案のとおり可決された。 

議長出席 

2.10 12月通常会議で採択した「私学教育を充実・発展させるための請願のうち請

願項目１項」について別紙のとおり市長から報告 

 

〃 北上市・柴田町姉妹都市締結 40 周年記念式典並びに記念祝賀会「ブランニ

ュー北上」 

議長ほか出席 

 


