事

務

自
至

日

誌

平成23年９月１日
平成23年11月30日

遠 野 市 議 会 事 務 局

月

日
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摘

要

2 ・平成23年９月遠野市議会定例会
・本会議
・決算特別委員会正副委員長互選
委員長
菊池 巳喜男議員
副委員長 萩野 幸弘議員
・予算等審査特別委員会正副委員長互選
委員長
多田 誠一議員
副委員長 荒川 栄悦議員
4 ・平成23年度みやもり荘敬老会
5 ・一般質問
佐々木 大三郎議員
小松 大成議員 瀧本 孝一議員 多田 勉議員
・総務常任委員会
・産業建設常任委員会
・教育民生常任委員会
・新潟県十日町市議会行政視察（９名・遠野ふるさと観光ガイドの活用に
ついて）
6 ・一般質問
菊池 邦夫議員

石橋

達八議員

菊池

民彌議員

浅沼

7 ・決算特別委員会
8 ・決算特別委員会
9 ・決算特別委員会
・総務常任委員会
10 ・平成23年度附馬牛町敬老会
・遠野南部流鏑馬保存会総会（むら耕）
12 ・決算特別委員会
13 ・予算等審査特別委員会
14 ・予算等審査特別委員会
・産業建設常任委員会
15 ・議員全員協議会
・本会議
決算特別委員長報告
決 算
９件
認
定
予算等審査特別委員長報告
条例案等
７件
原案可決
補正予算
９件
原案可決
その他
２件
同
意
・議会改革特別委員会
・議会運営委員会
・広報広聴特別委員会
17 ・日本のふるさと遠野まつり
18 ・日本のふるさと遠野まつり（副議長）
21 ・産直かみごう建築工事起工式及び安全祈願祭
22 ・遠野馬の里競走馬部門民営化に係る調印式（あえりあ遠野）

幸雄議員

月

摘

日
9

要

22 ・遠野馬の里競走馬部門民営化に係る祝賀会（あえりあ遠野）
・釜石市東日本大震災犠牲者合同慰霊祭（釜石市民体育館）
26 ・秋田県議会行政視察研修（20名・遠野市の後方支援の取り組みについて）
27 ・産業建設常任委員会
・大阪府茨木市議会行政視察（６名・特色ある学校づくり事業・遠野市健全
財政５ヵ年計画について）
28 ・議会改革検討委員会
30 ・仮設住宅希望の郷「絆」サポートセンター開所式

10

1 ・平成23年度赤い羽根共同募金開始セレモニー
・遠野市市制施行６周年記念功労者表彰式
3 ・広聴広報特別委員会
・大阪府門真市議会行政視察研修（４名・遠野市の沿岸被災地後方支援の
取り組みについて）
4 ・群馬県みどり市議会行政視察研修（９名・わらすっこプラン・遠野市の
震災対応[後方支援]の取り組みについて）
5 ・宮守総合センターに感謝する会
6 ・和歌山県上富田町議会行政視察研修（８人・災害時の後方支援について）
・新潟県柏崎市議会行政視察研修（７人・空家の活用・小水力発電について）
7 ・遠野テレビ開局10周年記念レセプション
・遠野牛の生産及び販売の連携・協力に関する協定書調印式（岩手県公会堂）
10 ・鷹鳥屋まつり
11 ・熊本県菊池市議会行政視察研修（10名・遠野市の後方支援活動について）
・熊本県菊池市議会議員との交流会（あえりあ遠野）
・埼玉県蕨市議会行政視察研修（８名・中心市街地活性化基本計画について）
12 ・新潟県上越市議会行政視察研修（12名・第３セクターに関する取り組み
について）
13 ・新潟県新発田市議会行政視察研修（９名・遠野市の地域防災対策について）
14 ・議会改革特別委員会
・東京都荒川区議会行政視察研修（13名・遠野物語発刊100周年記念事業に
ついて）
15 ・第37回遠野市産業まつり開会式
16 ・産業まつり で・くらす遠野イベント
・ＪＯＣＡハウス遠野開所式＆レセプション（上郷町平倉地内）
19 ・岩手中部広域行政組合議会定例会（民彌・織笠・瀧本）
・鹿児島県鹿児島市議会行政視察研修（５名・ふるさと定住促進事業・遠野
わらすっこ条例について）
20 ・石川県中能登町議会行政視察研修（９名・後方支援の取り組みについて）
・奈良県生駒市議会行政視察研修（７名・後方支援の取り組みについて）
・岩手中部広域行政組合議会行政視察研修（～21日・）
・東北市議会議長会事務局長会議（～21日・横手市）
21 ・平成23年度防災基盤整備事業に係る高規格救急自動車配置式
・静岡県静岡市議会行政視察研修（２名・後方支援基地として取り組んだ
復興支援について）

月
10

摘

日

要

23 ・加守田章二陶房跡リニューアルオープン式
24 ・教育民生常任委員会行政視察研修（～26日、千葉県我孫子市・群馬県
高崎市・桐生市）
25 ・総務常任委員会
27 ・地方経営学会遠野地区研究大会（あえりあ遠野）
28 ・愛知県大府市産業まつり 遠野デー （～29日・大府市産業会館）
・岩手県沿岸都市議会連絡会議総会（陸前高田市役所・副議長、事務局長）
29 ・乗用馬市場前夜祭（管理共励会表彰式）
31 ・東京都武蔵野市議会行政視察研修（12名・震災時の議会としての対応・
後方支援の取り組みについて）
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1 ・議会運営委員会行政視察研修（～２日・福島県会津若松市役所）
・あお空小規模多機能センター青笹、あお空グループホーム青笹開所式
（教育民生常任委員長）
・喜多方地方広域市町村圏組合議会行政視察（10名・市営斎場施設の運営・
消防庁舎整備の概要について）
・愛知県大口町議会行政視察研修（９名・東日本大震災における後方支援
活動について）
4 ・議会改革特別委員会
6 ・平成23年度遠野市緑化祭「里山フェスタ2011」
7 ・総務常任委員会行政視察研修（～９日、埼玉県富士見市・東京都墨田区・
江東区）
・遠野産「2011一番搾りとれたてホップ生ビール」初飲み会
8 ・産業建設常任委員会行政視察研修（～10日、山形県小国町、尾花沢市、
秋田県横手市）
・鹿児島県鹿屋市議会行政視察研修（３名・後方支援拠点施設整備計画と
東日本大震災時の実践について）
・第54回菊花展賞状授与式及び懇親会
10 ・あえりあ遠野10周年記念パーティ
11 ・全国市議会議長会第91回評議員会（東京ニッショーホール）
・神奈川県大磯町議会行政視察研修（10名・後方支援の取り組みについて）
13 ・中学生「税についての作文」及び小中学生の「税に関する書写」特別賞
表彰式（総務常任委員長）
14 ・全国過疎地域自立促進連盟第115回理事会（東京ニッショーホール）
・全国過疎地域自立促進連盟第42回定期総会（東京ニッショーホール）
・平成23年度第２回岩手県市議会議長会事務局長会議（花巻市）
15 ・議会運営委員会
・議員全員協議会
・議会改革特別委員会
・平成23年11月遠野市議会臨時会
・本会議
条例案
１件
原案可決
補正予算案
１件
原案可決
人事案件
１件
原案可決

月
11

日

摘

要

15 ・栃木県壬生町議会行政視察研修（9名・東日本大震災に伴う後方支援活動
について）
・合同金婚式祝賀会
・ムサシ電子株式会社遠野宮守工場に係る立地協定調印式（あえりあ遠野）
16 ・滋賀県米原市議会行政視察研修（８名・災害時後方支援について）
17 ・市政調査会幹事会
・市政調査会総会
・平成23年度岩手県市議会議員研修会（盛岡グランドホテル）
20 ・一関市・藤沢町合併記念式典（一関市総合体育館・総務常任委員長）
21 ・遠野商工会平成23年度勤続功労者表彰式（サンパークやなぎ・副議長）
・岩手中部広域行政組合議会（民彌・織笠・瀧本）
22 ・議員全員協議会
・議員研修報告会
24 ・遠野市斎場「永久の丘」完成祝賀会（サンパークやなぎ）
・福島県三島町議会（９名・三陸文化復興プロジェクトについて）
・第３回遠野市農林水産振興大会（市民センター大ホール）
25 ・12月定例会招集告示
27 ・ふるさと遠野吟舞大会（市民センター大ホール）
28 ・自由民主党岩手県支部連合会市町村要望調査
29 ・議会運営委員会
・釜石地区法人会提言要望
30 ・議会運営委員会
・議員全員協議会
・平成23年11月第２回遠野市議会臨時会
条例案
１件
原案可決
・議会改革特別委員会
・総務常任委員会
・教育民生常任委員会

