
月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

4月3日 月 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより２００号

4月5日 水 13:30 議会運営委員会 第１・２委員会室
・３月会議の検証・６月会議の運営・
委員会編成・タブレット導入

4月6日 木 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより２００号

4月7日 金 9:40 【議長】不来方高校　入学式
不来方高校第一体育
館

4/3締切

4月7日 金 9:40 徳田小、煙山小  入学式

4月7日 金 13:40 矢巾北中学校  入学式

4月10日 月 9:40 不動小、矢巾東小  入学式

4月12日 水 10:00 【議長】矢巾町母子寡婦福祉協会総会 さわやかハウス２階 祝辞あり

4月12日 水 13:30 教育民生常任委員会 第１・２委員会室
・野球大会（社教）・町民体育館（社教）
・２８年度の取りまとめ

4月19日 水 13:30 総務常任委員会 第１・２委員会室
・防災ラジオ（総務）・空き家対策（企画）
・取りまとめ

4月20日 木 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

4月20日 木
14:00

17:00

【議長】岩手医科大学創立１２０周年
記念式典・祝賀会

県民会館
盛岡グランドホテル

招待状持参
13:05役場→13:15議長宅→13:20町長宅→会場

4月21日 金 9:00 平成２８年度矢巾町政調査会監査 第１・２委員会室
長谷川議員、よし子議員
信一議員、安子議員

4月21日 金 10:00 会派代表者会議 議長室 ・委員会の編成

4月21日 金
14:00

17:00

【議長】日刊岩手建設工業新聞創刊６
０周年記念講演会・祝賀会

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ 13:20議長宅

4月25日 火 9:30
新しいまちづくり調査研究特別委員会
幹事会

全員協議会室 ・特別委員会の最終報告

4月25日 火 10:00 全員協議会 全員協議会室
・常任委員会報告　・政務活動費報告
・一部事務組合報告

4月25日 火
上記
後

矢巾町政調査会理事会 第１・２委員会室 理事：５常任委員長、議運委員長

4月25日 火 13:00 いじめ対策調査特別委員会 全員協議会室 ・特別委員会の最終報告

4月25日 火
上記
後

新しいまちづくり調査研究特別委員会 全員協議会室 ・特別委員会の最終報告

4月25日 火
上記
後

議会運営委員会 第１・２委員会室

4月26日 水 13:30
【事務局】町村議会議長会　第１回事
務局長会

自治会館

4月26日 水 14:30
盛岡・紫波地区環境施設組合議会全員
協議会

環境施設組合 信一議員、安子議員出席

4月26日 水 15:00
平成29年第1回盛岡・紫波地区環境施
設組合議会臨時会

環境施設組合 信一議員、安子議員出席

4月27日 木 13:30
【正副議長】矢巾町老人クラブ連合会
総会

さわやかハウス 終了後懇親会

4月28日 金 10:00 紫波、稗貫衛生処理組合現金出納検査
紫波、稗貫衛生処理
組合

昆議員出席

4月28日 金 13:30 平成２９年矢巾町議会定例会４月会議 議場

4月28日 金
上記
後

平成２９年度第１回矢巾町政調査会総
会

全員協議会室
・２８年度事業報告、決算報告
・２９年度事業計画、歳入歳出予算

4月28日 金 13:30
【監査】岩手県町村監査委員協議会第
１回理事会

自治会館
・事業報告、決算、役員改選
・臨時総会役割分担

【平成２９年４月】　議　会　日　程　表



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

5月8日 月 10:00 会派代表者会議 議長室
委員会の委員長・副委員長の選任につ
いて

5月8日 月 13:30 平成２９年矢巾町議会定例会５月会議 議場

5月8日 月
上記
後

全員協議会 全員協議会室
・政務活動費の報告
・一部事務組合の報告

5月8日 月
上記
後

議会運営委員会 第１・２委員会室

5月8日 月 17:30 【議長】県央地区議会議長会 サンセール盛岡

5月10日 水

5月11日 木

5月11日 木
15:00

17:30

医大との懇談会
　　〃 　懇親会

やはぱーく
れすとらん文化

やはぱーく利用申請13:00～17:00

5月12日 金 13:30 議会運営委員会 第１・２委員会室 タブレット端末の導入について

5月12日 金 15:00 広報広聴常任委員会（広聴分科会） 第１・２委員会室 平成２９年度議会懇談会について

5月15日 月 14:00

5月16日 火 9:30

5月16日 火 18:00 【議長】矢巾町国際交流協会総会 矢巾町公民館３階
乾杯発声
5/10出欠締切

5月18日 木 13:15
埼玉県戸田市議会受け入れ（議会だよ
り）

全員協議会室 ・視察１４名

5月18日 木 18:00
【議長】矢巾経友会平成２９年度定時
総会

鮨廣
講演依頼
終了後懇親会

5月19日 金 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

12:30
【監査】岩手県町村監査委員協議会新
役員互選会

自治会館 昼食は済ませてきてください。

13:30
【監査】岩手県町村監査委員協議会臨
時総会並びに基調講演

自治会館
・28年度事業報告
・28年度収支決算認定

5月23日 火 11:00
【議長】平成２９年度徳田橋架替整備
促進期成同盟会

２－２会議室

5月23日 火 14:00
宮城県加美町議会視察受け入れ（予算
決算審査）

全員協議会室
・視察１０名
・議長、議運委員長、予決委員長出席

5月24日 水
10:30

16:05
町村議会議員研修会 自治会館

議員5名(よし子・齊藤・清実・安子・
山﨑議員)、職員1名参加

5月25日 一般質問受付開始（～２９日）

5月25日 木 10:30 総務常任委員会
煙山地内、第１・２
委員会室

請願審査の現地調査

5月25日 木 13:30 議会運営委員会 第１・２委員会室 今後の議会運営

5月25日 木 17:00
【議長】紫波地区地域安全推進協議会
総会

ナックスホール 16:25議長宅→16:30町長宅→会場

5月26日 金 10:30
【議長】第98回南部杜氏自醸清酒鑑評
会

石鳥谷生涯学習会館 9:50役場（副町長）→9:55議宅→会場

5月26日 金
14:30

16:30

【議長】【産建委員長】
第５５回矢巾町商工会通常総会
　　　　　　〃　　　　　懇親会

矢巾町商工会館
懇親会からの出席
16:00会場着
産建委員長（七郎議員）にも案内

5月29日 月 一般質問受付締切（正午）

5月29日 月
10:45

12:00

【議長】平成２９年度県土整備部関係
団体通常総会合同総会

盛岡グランドホテル 10:05議長宅→会場

【平成２９年５月】　議　会　日　程　表

【監査】【議長】
平成２９年度盛岡地区監査委員協議会
（15日）定期総会及び研修会・情報交
換会
（16日）視察研修

（15日）総会・研修
会：矢巾町役場４階
情報交換会：ﾗﾌﾗﾝｽ温
泉館
（16日）視察研修：
岩手日報制作セン
ター

17:20議長宅→17:30役場会場
議長:総会、懇親会
町長:懇親会
宿泊の場合1万円/人
情報交換会のみ 5千円/人

5月22日 月

【事務局】議会運営実務研究会 赤い風車



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年５月】　議　会　日　程　表

5月29日 月 13:30 議会運営委員会 第１・２委員会室 ６月会議の運営

5月29日 月 19:00
【議長】矢巾町青少年健全育成町民会
議顧問会議

鮨廣
5/22出欠締め切り
懇親会あり

5月31日
～6月1日

水 11:30
【議長】【副議長】平成29年度町村議
会議長・副議長研修会

中野サンプラザ



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

5月31日
～6月1日

水 11:30
【議長】【副議長】平成29年度町村議
会議長・副議長研修会

中野サンプラザ

6月1日 水 11:00
【議長】盛岡・紫波地区環境施設組合
ごみ焼却施設基幹的設備改良工事

環境施設組合 代理出席：議運委員長（送迎不要）

6月1日 木 16:00 議案書送付 全員協議会室

6月2日 金 10:00 タブレット講習会 全員協議会室
10:00～事務局職員による講習
13:00～外部講師による講習

6月2日 金 15:30 全員協議会 全員協議会室

・国保税の軽減判定誤り
・県央ブロックごみ、し尿処理進捗状
況
・農地耕作条件改善事業分担金徴集条
例制定
・農業委員会の委員定数条例

6月2日 金
上記
後

教育民生常任委員会 第１・２委員会室 平成２９年度の調査事項について

6月2日 金 18:30
【議長】第69回岩手県民体育大会矢巾
町選手団結団式

公民館３階
・激励の言葉
・終了後懇親会

6月5日 月 13:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより２０１号

6月6日 火 10:00 平成29年矢巾町議会定例会６月会議 議場 単行議案

6月6日 火
上記
後

総務常任委員会 第１・２委員会室

・請願：町道森線の照明設備設置
・請願：安全安心の医療介護実現と夜
勤交代制労働改善を求める請願
・常任委員会議の報告・その他

6月6日 火 15:00 【議長】町村議会議長会臨時総会 自治会館

6月6日 火
17:30

19:30
【議長】県央地区議会議長会の懇話会 エスポワールいわて

6月7日 水
9:20

9:50

【議長】平成29年度矢巾町青松学園大
学開校式

田園ホール H28.12.26に社教より依頼あり

6月7日 水 13:00 平成29年矢巾町議会定例会６月会議 議場 一般質問（３人）

6月8日 木 10:00 平成29年矢巾町議会定例会６月会議 議場 一般質問（４人）

6月9日 金 10:00 平成29年矢巾町議会定例会６月会議 議場 一般質問（４人）

6月9日 金
上記
後

総務常任委員会 第１・２委員会室
・請願：安全・安心の医療・介護実現
と夜勤交替制労働の改善を求める請願

6月9日 金
上記
後

産業建設常任委員会
現地
第３委員会室

・任期中のテーマ及び調査課題
・請願：町道森線の照明設備設置

6月10日 土
8:30

13:30
【議長】チャグチャグ馬コ行進行事 滝沢市～盛岡市

6月11日 日
8:30

10:00

11:15

12:00

【副議長】
岩手駐屯地創立60周年「記念行事」
　記念式典及び観閲行進
　訓練展示
　祝賀会食

陸上自衛隊岩手駐屯
地

副議長出席
5/16締切
招待状持参

6月11日 日 8:00 平成29年度矢巾町消防演習 消防学校校庭
7:15役場（議長）→7:25町長宅→会場
終了後矢巾町公民館にて懇親会

6月11日 日 15:30 【議長】矢巾町消防演習12部慰労会
太田農事交流セン
ター

6月12日 月 13:00 フラワータワーお披露目会 やはぱーく

6月12日 月 14:00 教育民生常任委員会 第１・２委員会室
平成２９年度の委員会調査課題につい
て

6月13日 火 10:00 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査

6月13日 火 12:40 議会運営委員会 全員協議会室 ６月会議の運営について

6月13日 火 13:00 交通に関する調査特別員会幹事会 全員協議会室
・付託された調査事項について
・全体会議の日程について

【平成２９年６月】　議　会　日　程　表



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年６月】　議　会　日　程　表

6月13日 火
上記
後

連合審査会（総務・産業建設常任委員
会）

全員協議会室 請願：町道森線の照明設備設置の請願

6月13日 火 15:10
【議長】2017年平和大行進　矢巾町歓
迎集会

矢巾町役場正面

6月14日 水 16:30
【議長】協同組合矢巾商業開発第22回
通常総会

矢巾町商工会館 乾杯発声

6月15日 木 10:00 平成29年矢巾町議会定例会６月会議 議場 追加議案

6月16日 金 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより２０１号

6月16日 金
16:00

16:30

【議長】平成29年度社会福祉法人矢巾
町社会福祉協議会第２回理事会

さわやかハウス２階

6月17日 土 13:30
【議長】平成28年度特定非営利法人矢
巾町体育協会定期総会及び表彰式

公民館３階 祝辞

6月18日 日 8:00
【議長】第37回矢巾町町民スポーツ大
会総合開会式

矢巾町民総合体育館 激励の言葉

6月18日 日 18:00 【議長】矢巾町消防団連絡協議会 繋温泉「愛真館」
16:15議長宅→16:20町長宅
会費15,000円（日帰り1万円）

6月19日 月 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより２０１号

6月19日 月 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 企画財政課

6月19日 月 16:30 紫波郡議長会幹事会 第１・２委員会室
スポーツ交流会について
終了後懇親会（あかり）会費3,000円

6月21日 水 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

6月21日 水 13:30 交通に関する調査特別委員会 全員協議会室 説明員：企画・福祉・道路・学務課長

6月21日 水
上記
後

交通に関する調査特別委員会幹事会 全員協議会室

6月21日 水
上記
後

議会運営委員会 第１・２委員会室 ６月会議の検証について

6月21日 水
14:10

15:00

【議長】平成29年度北方領土返還要求
運動岩手県民会議通常総会

サンセール盛岡
6/9出欠締切
13:20議長宅→13:30役場（副町長）

6月21日 水 19:00 町民との懇談会 広宮沢２区玉生会館

6月22日 木 19:00 町民との懇談会 土橋

6月23日 金 9:30 【監査】定期監査 監査委員室
福祉・子ども課
子ども支援センター

6月23日 金 19:00 町民との懇談会 岩清水

6月23日 金 13:30
【議長】公益社団法人矢巾町シルバー
人材センター平成29年度定時総会

さわやかハウス 祝辞あり

6月24日 土 9:00
【議長】第32回矢巾町生きいきシル
バースポーツ交流会

かっこうグラウンド 受付開始8：30

6月26日 月 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 産業振興課

6月26日 月 15:00 産業建設常任委員会 第１・２委員会室
新まち政策提言に係る調査課題につい
て

6月26日 月 17:00 矢巾町建設業協議会との懇談会 矢巾町商工会会議室
産業建設常任委員会へご案内
懇親会　会費3,000円（錦寿し）

6月27日 火 10:30 教育民生常任委員会 第１・２委員会室 説明員：学務、健康長寿、住民課

6月27日
～28日

火 14:30

【事務局】政務調査会幹事会（事務局
長会）ならびに町村議会事務局長研究
会

ホテル紅葉館

6月28日 水 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより２０１号

6月28日 水 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 学務課

6月28日 水 10:00
【議長】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

紫波町役場 副町長・道路都市課長



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年６月】　議　会　日　程　表

6月29日 木 13:30 全員協議会 全員協議会室
地方創生事業の推進について
タブレット講習会

6月29日 木
上記
後

総務常任委員会 第１・２委員会室
新まち政策提言に係る調査課題につい
て

6月30日 金 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 健康長寿課

6月30日 金 13:00 教育民生常任委員会 第１・２委員会室 説明員：社会教育課、福祉・子ども課



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

7月2日 日 14:00
【議長】矢巾地域安全センター連絡協
議会総会

公民館３階
祝辞あり
終了後懇親会（鮨廣）

7月3日 月 9:15 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・第２委員会室 議会だより２０１号

7月3日 月 11:00 広報分科会視察研修 （株）吉田印刷
進捗状況により帰庁後も編集会議を行
います。お昼ごはんを用意します。

7月3日 月 10:00 【監査】定期監査 監査委員室 税務課

7月5日 水 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 住民課

7月5日 水 14:00 交通に関する調査特別委員会幹事会 第１・第２委員会室 調査事項に関する意見等の取りまとめ

7月5日 水 15:00 広報広聴常任委員会（広聴分科会） 第１・第２委員会室 懇談会のとりまとめ

7月5日 水 15:00

7月6日 木
 8:40

13:00

7月6日 木 13:00 産業建設常任委員会 第１・第２委員会室 産業振興課・道路都市課・上下水道課

7月7日 金 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 道路都市課

7月10日 月 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 上下水道課

7月10日 月 教育民生常任委員　資料提出締切日
各課ヒアリング結果を基にした今年度
の活動計画

7月11日 火 徳島県上勝町 葉っぱビジネス（彩事業）

7月12日 水 高知県香南市 健康パスポートを利用した健康づくり

7月13日 木

7月14日 金 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 農業委員会・出納室・議会事務局

7月13日 木

7月14日 金 東京都 地域公共交通

7月16日 日 15:00 矢巾町夏まつり 矢巾ＳＣ駐車場

7月17日 月 15:00 矢巾町夏まつり（予備日） 矢巾ＳＣ駐車場

7月19日 水 兵庫県川西市
土地利用計画の実現に向けた地区制度
活用

7月20日 木 岐阜県瑞穂市
土地利用計画の実現に向けた地区制度
活用

7月21日 金 岐阜県各務原市 シティプロモーション戦略プラン

7月21日 金 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

7月24日 月 9:30 【監査】定期監査 監査委員室 社会教育課

7月24日 月 10:00 交通に関する調査特別委員会 全員協議会室

7月24日 月 14:10
紫波町汚泥再生処理センター建設工事
現場見学

紫波町汚泥再生処理
センター

14:10　矢巾町役場集合・出発
14:30　現場見学（30分程度）

7月24日 月
上記
後

議会運営委員会 第１・第２委員会室

7月24日 月
上記
後

教育民生常任委員会 第１・第２委員会室

7月25日 火 10:00
【議長】平成29年度治水事業関係団体
合同要望会

①岩手河川国道事務所
②東北地方整備局

9:00議長宅→①→②

着付 14:00～15:00 商工会
受付 18:00迄 本部テント前
　　 18:30～ さんさ踊り行進

[政務活動]セミナー受講
　一心会（２名）
　日本共産党（１名）
　公明党

【平成２９年７月】　議　会　日　程　表

[政務活動]視察研修
　やまゆり会（３名）
　矢巾明進会（３名）
　町民の会（３名）

[政務活動]視察研修
　一心会（６名）
　日本共産党（１名）
　公明党

【議長】岩手県町村議会議長会
第２回定例理事会
第１回政務調査会
政務調査会研修会

西和賀町役場
湯田庁舎



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年７月】　議　会　日　程　表

7月25日 火 13:30 総務常任委員会 第１・第２委員会室 説明員：企画財政課

7月25日 火 18:15
【議長】新社名発表記念パーティー
「くずまきワインの夕べ」

盛岡グランドホテル

7月26日 火 10:00 広報広聴常任委員会（広聴分科会） 第１・第２委員会室 懇談会のとりまとめ

7月26日 火 18:00
【議長】田村勝則後援会　第3回定例
総会

ナックスホール 17:25議長宅→17:30役場

7月26日 水
13:30

16:45

7月27日 木
9:30

16:00

7月28日 金
14:00

15:00
【議長】【副議長】県政要望 盛岡広域振興局

13:00役場発→正副議長宅→振興局→
葛巻町へ

14:45

16:15

第64回岩手地区議会議員大会（研修
会）

くずまき高原牧場
「もく・木ドーム」

16:30

19:00

第64回岩手地区議会議員大会（交流
会）

葛巻高原牧場
「体験交流ｾﾝﾀｰ」

7月29日 土 12:30 菅原覚氏叙勲受章祝賀会 盛岡グランドホテル 11:40議長宅→11:45出発

7月31日 月 14:30
平成29年度盛岡地区広域消防組合議会
7月臨時会

盛岡地区広域消防組
合６階

財産の取得等

7月31日 月
10:00

11:00

【事務局】役場庁内自殺予防ネット
ワーク会議

庁議室

7月28日 金

町村議会夏季議員大学講座 自治会館



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

8月1日 火 9:00
紫波、稗貫衛生処理組合現金出納検
査・定期監査

紫波、稗貫衛生処理
組合

昆議員出席

8月1日 火 15:00 ソフトボール練習 かっこうグラウンド 15:00～17:00

8月1日 火 18:00
【議長】【副議長】盛岡さんさ踊りパ
レード

市役所前出発
17:40 市役所本館３階集合
18:45 懇親会

8月3日 木 13:00 教育民生常任委員会 第１・第２委員会室

8月3日 木 15:00 ソフトボール練習 かっこうグラウンド
15:00～17:00
懇親会（17:30～、鮨廣）

14:45 紫波郡町議会議長会スポーツ交流会 かっこうグラウンド
15:00試合開始
雨天時は体育館用ｼｭｰｽﾞ持参

16:40 紫波郡町議会議長会懇親会 れすとらん文化 紫波町・矢巾町３役出席予定

8月8日 火 10:00 宮城県松島町議会視察受け入れ 全員協議会室
議会改革・予算決算審査の常任委員会
化・広報広聴の取り組み

8月8日 火 13:30 議会運営委員会 第１・第２委員会室 ９月会議の運営について

8月9日 水 10:00 平成29年矢巾町議会定例会８月会議 議場

8月9日 水
上記
後

全員協議会 全員協議会室

8月9日 水
上記
後

交通に関する調査特別委員会 全員協議会室 説明員：道路都市課、学務課

8月10日 木 18:00 矢巾町ナイター ＫＯＢＯパーク宮城
11:00受付開始（集合）～11:30出発～
18:00試合開始～23:00役場到着

8月18日 金 11:00 予算決算常任委員会 全員協議会室
説明員：住民課
昼食あり

8月18日 金 13:00 第１回町政調査会研修会 ㈱ベン岩手工場
新工場視察見学
現地までは各自移動

8月18日 金
上記
後

教育民生常任委員会 第１・２委員会室

8月20日 日 6:00 矢巾町ラジオ体操会 矢巾町屋外運動場

8月22日 火 一般質問受付開始（～２４日）

8月22日 火 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

8月22日 火 13:30 総務常任委員会 第１・第２委員会室 説明員：総務課、道路都市課

8月23日 水
10:00

12:00
矢巾町戦没者追悼式 田園ホール

【議長】追悼の言葉
全議員へ案内あり

8月23日 水 14:30 産業建設常任委員会 第１・第２委員会室 説明員：農業委員会事務局長

8月23日 水 16:00
商工会との懇談会（産業建設常任委員
会）

矢巾町商工会館
終了後懇親会（錦寿し）
会費3,000円/人 議長懇親会参加

8月24日 水 一般質問受付締切

8月24日 水 13:30 議会運営委員会 第１・第２委員会室 ９月会議の運営について

8月25日 金 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・第２委員会室 議会だより２０２号

8月25日 金 13:30 【議長】第55回知事を囲む懇談会 自治会館

8月25日 金 18:30
【議長】自醸夜会2017～紫波の恵みと
自園自醸ワイン紫波の夕べ～

盛岡グランドホテル
17:40議長宅→17:45町長宅→会場
8/16出欠締め切り

8月26日 土
9:30

12:20
【議長】不動っこのつどい 田園ホール 不動地区議員５名にも案内あり

8:00

12:30
【議長】平成29年度岩手県総合防災訓練盛岡南高校

10:40議長宅→南高校
議長は統監（知事）との参観

平成29年度岩手県総合防災訓練 矢巾東小学校
全議員に案内あり。自由参観。
駐車場：下北グラウンド

【平成２９年８月】　議　会　日　程　表

8月5日 土

8月26日 土



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年８月】　議　会　日　程　表

8月28日 月 10:00 全員協議会 全員協議会室

8月28日 月 13:30 交通に関する調査特別委員会幹事会 第１・２委員会室 交通に関する意見・要望の取りまとめ

8月28日 月 14:00 交通に関する調査特別委員会 全員協議会室 説明員：企画財政課

8月28日 月
上記
後

予算決算常任委員会 全員協議会室 説明員：住民課

8月28日 月
14:00

16:00

【議長】㈱ベン岩手工場新工場見学会
完成披露会

㈱ベン岩手工場
ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰｳｨﾝ
ｸﾞ

13:15議長宅→13:20町長宅

8月30日 水 14:00
紫波、稗貫衛生処理組合一般会計歳入
歳出決算審査

紫波、稗貫衛生処理
組合

昆議員出席

8月30日 水 18:00 【副議長】平成29年度経済交流会 商工会館２階 副議長・産建委員長にも案内あり

8月30日 水 13:00

8月31日 木 10:30

8月31日 木 10:20
紫波、稗貫衛生処理組合全員協議会及
び定例会

紫波、稗貫衛生処理
組合

昆議員、清実議員出席
10:20～全協、10:40～定例会

【議長】平成29年度中央研修会ならび
に岩手県選出国会議員との懇談会

・全国町村議員会館
・グランドアーク半
蔵門



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

9月1日 金 17:00
【議長】自民党「躍進の集い」政経セ
ミナー

盛岡グランドホテル
16:10議長宅→16:15町長
林文科相講演

9月2日 土
9:30

14:30
【議長】不来方高校文化祭「翔鶴祭」 不来方高校 職員玄関より入場、来賓受付あり

9月3日 日
7:00

9:00
平成29年度秋の花いっぱい運動 県道不動盛岡線

8/25出欠締め切り
7:00 大型車庫棟前集合

9月5日 火 9:30 議会運営委員会 第１・第２委員会室
９月会議の運営について
代表質疑について

9月5日 火 9:50 全員協議会 全員協議会室

9月5日 火 10:00 平成29年矢巾町議会定例会９月会議 議場 単行議案

9月5日 火
上記
後

予算決算常任委員会 議場 付託議案審査

9月5日 火
上記
後

平成29年矢巾町議会定例会９月会議 議場 審査報告

9月5日 火
上記
後

交通に関する調査特別委員会幹事会 第１・第２委員会室 分科会の構成について

9月6日 水 10:00 平成29年矢巾町議会定例会９月会議 議場 一般質問（５人）

9月7日 木
9:20

10:00

【議長】簗川ダム建設（堤体工）工事
定礎修袚式及び定礎式

盛岡市川目地内　簗
川ダム堤体建設現場

役場8:25→議長宅8:35　斎鏝の儀
8:50 受付開始

9月7日 木 15:30 【議長】自民党重点要望 庁議室

9月8日 金 10:00 平成29年矢巾町議会定例会９月会議 議場 一般質問（４人）

9月8日 金
10:00

15:00
普代村議会視察研修

傍聴席
２－1会議室

総務常任委員会による視察
一般質問の傍聴

9月9日 土
8:30

11:45
【議長】ふどう子ども園　運動会 ふどう子ども園 不動地区議員に案内あり

9月9日 土
16:00

17:00
【議長】全国和牛能力共進会

仙台市・夢メッセみ
やぎ

13:25議長宅→会場

9月12日 火 10:00 予算決算常任委員会 議場 付託議案の詳細説明

9月12日 火
上記
後

交通に関する調査特別委員会 全員協議会室 分科会の構成と調査項目について

9月12日 火
上記
後

産業建設常任委員会 第３委員会室 陳情審査

9月12日 火 〃 教育民生常任委員会 第４委員会室 請願審査

9月13日 水 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１･２委員会室 議会だより第２０２号

9月13日 水 13:30 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査（総務分科会）

9月14日 木 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１･２委員会室 議会だより第２０２号

9月14日 木 13:30 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査（産建分科会）

9月14日 木 18:00 【議長】当局との懇談 あかり

9月15日 金 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１･２委員会室 議会だより第２０２号

9月15日 金 13:30 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査（教民分科会）

9月15日 金 18:30 第11回全国和牛能力共進会結果報告会
いわて中央農協ﾊﾟｰﾌﾙ
ﾊﾟﾚｽ

17:55町長宅→18:00議長宅→会場

9月16日 土
10:00

12:30
【副議長】平成29年度志和荘敬老会

志和荘３階地域交流
センター

祝辞あり

9月16日 土
10:00

12:00
【議長】不動地区敬老会

矢巾町農村環境改善
センター

祝辞あり
不動地区議員に案内あり

9月17日 日
10:00

12:00
【議長】徳田地区敬老会

矢巾地区農業構造改
善センター

祝辞あり 9:35町長宅→9:40議長宅
徳田地区議員に案内あり

【平成２９年９月】　議　会　日　程　表



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年９月】　議　会　日　程　表

9月19日 火 10:00 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査（総括質疑）

9月21日 木 10:00 産業建設常任委員会 第１･２委員会室 説明員：農業委員会事務局長

9月21日 木 11:00 予算決算常任委員会 議場 審査意見の取りまとめ

9月21日 木 13:00 平成29年矢巾町議会定例会９月会議 議場 審査報告、追加議案

9月22日 金 9:30 広報広聴常任委員会 第１･２委員会室 議会だより第２０２号

9月22日 金 18:30
矢巾の恵みを味わう夕べ　普代の海の
幸とともに

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡
NEWWING

17:45議長宅→17:50町長宅→会場
9/8出欠締切　チケット代5,000円

9月23日 土 18:30 南昌松茸環境保全組合第３３回総会 紫波グリーンホテル 17:55町長宅→18:00議長宅→会場

9月24日 土
10:00

12:00
【議長】煙山地区敬老会 町公民館３階

祝辞あり
煙山地区議員に案内あり

9月25日 月 13:30 総務常任委員会 第１･２委員会室
・管外視察研修
・請願の取り扱い

9月25日 月 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

9月26日 火 13:30 教育民生常任委員会
第１・２委員会室
２－２会議室

紫波地域障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ
事前質問9/5まで

9月27日 水 14:00 八幡平市議会視察受け入れ 全員協議会室 議会へのタブレット導入について

9月28日 木
13:00

17:00
町村議会広報研修会

東京都千代田区
ｼｪｰﾝﾊﾞｯﾊ･ｻﾎﾞｰ

赤丸委員・水本委員参加



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

10月1日 日 9:00 矢巾町ロードレース大会
開会行事：町民総合
体育館

8:40議長宅→8:45町長→町体

10月1日 日
10:00

15:30
海フェスタinふだい

太田名部漁港内特設
会場

もちまき午後３時～

10月2日 月 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１･第２委員会室 議会だより第２０２号

10月3日 火 13:00 議会運営委員会 第１･第２委員会室 １０月会議の運営について

10月3日 火 15:30
【議長】平成29年度全飲連北海道・東
北ブロック委員会懇親会

れすとらん文化
懇親会7,000円　宿泊13,000円
9／20出欠締め切り

10月3日 火 栃木県那須町

10月4日 水 栃木県上三川町

10月4日 水 14:30
【議長】岩手県町村議会議長会
第３回定例理事会　第２回政務調査会

自治会館
コメ政策の見直しへの対応について
局長随行

10月5日 木 10:50
【議長】盛岡市議会議長・副議長就任
挨拶

議長室

10月5日 木 13:30 総務常任委員会 第１･第２委員会室 請願審査、所管事務調査

10月5日 木 15:00 産業建設常任委員会 第１･第２委員会室 所管事務調査、一升もち

10月6日 金 11:00
岩手県町村議会議長会
第６回委員長研修会

自治会館
（午前10時役場集合）

農夫議員、小川議員、七郎議員、信一
議員、山﨑議員、昆議員

10月6日 金 15:30 事業等組合議会定例会 事業等組合 梅昭議員、赤丸議員、水本議員

10月10日 火 14:00 教育民生常任委員会視察 葛巻町役場
見守り＆ｽﾏｰﾄﾗｲﾌﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ推進事業
事前質問9/22まで

10月12日 木 12:20 静岡県藤枝市行政視察受け入れ 学校給食共同調理場
総務文教委員会（委員８名＋職員２
名）

10月14日 土
9:00

16:00
矢巾町秋まつり 町民センター駐車場

10月14日 土 9:00
【議長】第36回矢巾町農業際農産物品
評会表彰式

４階大会議室
議長：祝辞あり
全議員に案内あり

10月14日 土 9:45
【議長】平成29年度自治会対抗資源回
収コンクール表彰式

秋祭り特設ステージ
※雨天時は柔剣道室

全議員に案内あり

10月15日 日 10:00 一歳児一升餅歩行大会
町民総合体育館柔剣
道室

【産建】 8:00集合
【総務・教民】 8:30集合

10月15日 日
9:00

15:00
矢巾町秋まつり 町民センター駐車場

【議長】餅まき14:00～（13:00本部集
合）

10月15日 日 9:30 【議長】第27回矢巾町健康福祉まつり さわやかハウス 駐車券あり

10月16日 月 10:00 全員協議会 全員協議会室

10月16日 月 13:00 議会運営委員会 第１･第２委員会室 10月会議の運営について

10月16日 月 15:00
盛岡・紫波地区環境施設組合議会定例
会

環境施設組合 信一議員、安子議員出席

10月17日 火 香川県三木町 集合：いわて花巻空港１階

10月18日 水
香川県綾川町
香川県琴平町

10月19日 木 解散：岩手花巻空港

10月18日 水 13:30
広報広聴常任委員会（広報分科会）研
修

岩手日報本社

10月18日 水 愛媛県松山市消防局 由巳議員

10月19日 木 高知県高知市消防局

10月20日 金

【平成２９年１０月】　議　会　日　程　表

【監査】盛岡地区監査委員協議会先進
地視察

9/7出欠締切

盛岡地区広域消防組合議員行政視察研
修

【議長】岩手県町村議会議長会
政務調査会研修会



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年１０月】　議　会　日　程　表

10月19日 木 10:00 産業建設常任委員会 第１･第２委員会室

10月20日 金 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

10月20日 金 9:30 教育民生常任委員会 第１･第２委員会室
視察事前学習（健康長寿課、福祉・子
ども課）

10月20日 金 14:00 紫波、稗貫衛生処理組合現金出納検査
紫波、稗貫衛生処理
組合

昆議員出席

10月20日 金 17:00
【議長】社会福祉法人睦月会設立20周
年記念式典

矢巾町南ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝ
ﾀｰﾎｰﾙ

祝辞あり
16:35議長宅→16:40町長宅→会場

10月21日 土 8:00 盛岡広域8市町議会議員ゴルフコンペ
岩手沼宮内カント
リークラブ

コンペ参加費3,000円　ﾌﾟﾚｰﾌｨ11,000
円　懇親会5,000円

10月21日 土
10:00

16:00
平成29年度南昌福祉の里文化祭

ｹｱｾﾝﾀｰ南昌、敬愛
荘、悠和荘、志和荘

10:10議長宅→役場→ｹｱｾﾝﾀｰ→志和荘
→悠和荘→敬愛荘

10月23日 月 11:00
第１３１回紫波、稗貫衛生処理組合議
会定例会

紫波町役場庁舎３階 昆議員・清実議員出席

10月23日 月 13:30 平成29年矢巾町議会定例会10月会議 議場

10月23日 月
上記
後

産業建設常任委員会 第１･第２委員会室
渋滞緩和に向けた取り組み及び道路網
の整備について(道路都市課)

10月24日 火 13:30
宮城県大郷町議会視察対応（タブレッ
ト）

全員協議会室

10月24日 火

10月25日 水

10月26日 木

10月26日 木 11:00 【議長】水伯宮祭事 矢巾温泉地内水伯宮
10:35議長宅→10:40町長宅→会場
産建委員長も案内あり・昼食あり

10月28日 土 町民と町議会との懇談会 公民館

10月30日 月 13:30
【事務局】岩手県町村議会議長会第３
回事務局長会幹事会

自治会館

10月31日 火 10:00 産業建設常任委員会 第１･第２委員会室
渋滞緩和に向けた取り組み及び道路網
の整備について(道路都市課)

10月31日 火
14:00

16:00
鎌倉市行政視察受け入れ

やはぱーく３階会議
室

矢幅駅前地区土地区画整理事業

10月31日 火 15:30
平成29年度盛岡地区広域消防組合議会
10月定例会

盛岡地区広域消防組
合６階

由巳議員出席　　・決算、補正予算
・終了後議員懇親会

10月31日 火 16:00 議会運営委員会 第１･第２委員会室 議会広報モニターについて

10月31日 火 16:30 町民栄誉賞旗お披露目会
議場
町民ホール

教育民生常任委員会
管外視察研修

三重県いなべ市
岡山県奈義町



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

11月1日 水 13:00

11月2日 木

11月2日 水 13:30

17:30

【議長】不来方高等学校創立30周年
記念式典
記念祝賀会

岩手県民会館大ﾎｰﾙ
ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾆｭｰｳｨﾝｸﾞ

12:40議長宅→12:45町長宅
9/29申し込み期限

11月6日 月 13:30 総務常任委員会視察 岩手町役場
10:00発　生活交通あいあいバス等運
営事業　事前質問 10/23まで

11月7日 火

11月8日 水

11月9日 木

11月9日 木 13:30
12:30１階ロビー集合
9/29申込み期限

11月10日 金

11月10日 金 10:00
【副議長、総務・産建委員長】都市計
画審議会

11月10日 金 13:30
矢巾町東部新配水場施設建設現場見学
会

東部新配水場建設現
場

【産建のほか全委員へ通知】
13:15 役場１階ロビー集合・出発

11月10日 金 18:30
【議長】第69回岩手県民体育大会報告
会

公民館3階大研修室 議長・祝辞あり

11月11日 土
12:00

15:00
【議長】ふるさと矢巾会第30回総会 大森東急REIホテル

乾杯の発声、鏡開き
10/25出欠締切

11月12日 日 13:00
【議長】矢巾町消防団第３分団第12部
新ポンプ車更新祝賀会

12部消防団屯所前、
太田農事交流ｾﾝﾀｰ

11/6出欠報告

11月13日 月

11月14日 火

11月15日 水

11月14日 火 12:15 【副議長】銀河のしずく給食試食会 不動小学校５年１組 正午 不動小学校集合

11月15日 水 10:00 教育民生常任委員会 第１･第２委員会室 交通に関する調査特別委員会の協議

11月15日 水 11:00
【副議長】南昌コミュニティセンター
建設安全祈願祭

広宮沢1-2-129 要出欠連絡

11月16日 木 9:00 議会運営委員会 第１･第２委員会室 11月会議の運営について

11月16日 木 10:00
【議長、議運・予決委員長】山形県中
山町議会視察受け入れ

全員協議会室 タブレット端末の導入について

11月16日 木 14:00 【議長】平成29年度金婚式 盛岡八幡宮崇敬殿
祝辞あり
12:45議長宅→12:50町長宅→会場

11月16日 木 14:00 【事務局】避難訓練

11月16日 木 15:00 総務常任委員会 第１･第２委員会室
・視察とりまとめ
・交通に関する調査特委課題について

11月17日 金 10:00 平成29年矢巾町議会定例会11月会議 議場

11月17日 金 上記後 広報広聴常任委員会（広聴分科会） 第１･第２委員会室 懇談会の取りまとめについて

11月17日 金 11:30
【議長】女性農業委員への登用促進に
むけた要請

役場３階応接室 いわてポラーノの会理事来庁

11月19日 日 13:30
【議長】南部チャグ馬同好会50周年記
念祝賀会

ホテル紫苑
祝辞あり　12:40議長宅→12:45町長宅
→会場　終了後東京へ移動

11月20日 月 7:00 教育民生常任委員会
不動小・徳田小学区
（矢中学区）

役場北口集合
交通に関する調査特別委員会の協議

【平成２９年１１月】　議　会　日　程　表

【広報分科会】
町村議会広報担当者研修会

花巻市
ホテル志戸平

【監査】地方自治法施行70周年記念監
査事務功労者総務大臣表彰式及び平成
29年度町村監査功労者表彰式・町村監
査委員全国研修会

メルパルクホール東
京

総務常任委員会
管外視察研修

産業建設常任委員会
管外視察研修

神奈川県山北町
山梨県都留市
東京都八王子市

神奈川県秦野市
静岡県伊豆の国市
静岡県函南町



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年１１月】　議　会　日　程　表

11月20日 月
10:30

12:40

【議長】地方自治法70周年記念式典並
びに記念シンポジウム

東京国際フォーラム 着席10:00 参加証持参

11月21日 火
14:00

15:00

【議長】岩手県町村議会議長会
第４回定例理事会　第３回政務調査会

東京都
全国町村議員会館

11月21日 火
18:30

20:30

【議長】岩手県選出国会議員との懇談
会

東京都
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱｰｸ半蔵門

11月22日 水
9:00

10:00

【議長】岩手県町村議会議長会　政務
調査会研修会

東京都
全国町村議員会館

11月22日 水
12:00

14:10

【議長】全国町村議会議長会　第61回
議長全国大会

東京都
ＮＨＫホール

11月21日 火 7:00 教育民生常任委員会
煙山・東小学区
（北中学区）

役場北口集合
交通に関する調査特別委員会の協議

11月21日 火 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

11月21日 火 10:30
徳田橋下部工（その1）工事安全祈願
祭

藤沢地内 11/13出欠締切

11月22日 水 10:50 紫波、稗貫衛生処理組合議会臨時会
紫波町役場３階３０
２号室

昆議員、清実議員出席

11月22日 水 13:30
岩手県後期高齢者医療広域連合議会全
員協議会及び11月定例会

自治会館

11月23日 木 13:00
【議長】漆原栄美子チャリティショー
大感謝祭

田園ホール 招待券あり

11月23日 木 13:30 【議長】桜屋地区収穫・勤労大感謝祭 桜屋公民館 議長・祝辞あり

11月23日 木 14:30
【議長】盛岡広域都市計画事業矢幅駅
西地区土地区画整理事業竣工祝賀会

公民館3階大研修室
議長・祝辞あり　11/9出欠締切
全議員に案内あり

11月24日 金 10:00 産業建設常任委員会 第１･第２委員会室
農業委員公募の進捗状況について（農
業委員会）

11月27日 月 13:30 議会運営委員会 第１･第２委員会室 定例会12月会議の運営について

11月28日 火 13:30

11月29日 水

11月28日 火 13:30 【議長】滝沢市議会行政視察受け入れ 全員協議会室
ごみ処理有料化に関する調査特別委員
会

11月28日 火 13:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１･第２委員会室 議会だより第２０３号

11月29日 水 10:00 全員協議会 全員協議会室
教育委員会の委員の任命、公の施設に
係る指定管理者の指定ほか

11月29日 水 14:00

【議長・教民委員長】岩手県立療育セ
ンター及び岩手県立盛岡となん支援学
校落成式

県立療育センター
体育館

13:30議長宅→13:40役場
11/22出欠締切

11月29日 水 18:30 【議長】岩手医科大学との懇談会 喜の字 17:10議長宅→17:15町長宅→会場

11月30日 木 10:00 教育民生常任委員会 第１･第２委員会室
通学路の安全確保について
紫波署交通課長との意見交換

11月30日 木 12:45
【議長】ふるさと矢巾会設立30周年記
念植樹式

役場１階ホール 12:45役場１階ホール集合

11月30日 木 14:00 平成29年度紫波郡町議会議長会研修会 もりおか歴史文化館
13:15役場１階ホール集合・出発
マイクロバス

11月30日 木 上記後 議会運営委員会 第１･第２委員会室 定例会12月会議の運営について

【監査】第19回町村監査委員・職員研
修会（県監査委員協議会主催）

ホテル紅葉館



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

12月1日 金
【議長】原稿締切
広報やはば１月号掲載年頭のことば

800～1,000字
写真３枚選定

12月1日 金 13:30 交通に関する調査特別委員会 全員協議会室
矢巾町地域公共交通網形成計画の進捗
状況及び平成30年度における事業の方
向性について（企画財政課）

12月1日 金 上記後 全員協議会（議長招集） 全員協議会室
矢巾町農村環境改善センターの指定管
理者に係るこれまでの経過及び今後の
方向性について（産業振興課）

12月1日 金 上記後 広報広聴常任委員会（広聴分科会） 第１･第２委員会室 懇談会の取りまとめについて

12月1日 金 18:30
【議長】くずまきワインパーティー新
酒まつり

ホテル東日本盛岡３
階

17:50議長宅→町長→会場
11/24出欠締切

12月2日 土
13:00

15:30

【議長】安全・安心まちづくりフォー
ラム～みんなでつくろう安心の街～

田園ホール
祝辞あり
11/17出欠締切

12月3日 日 18:00 【議長】矢巾町消防団連絡協議会
繋温泉「ホテル愛真
館」

17:10議長宅→17:15町長宅→会場
宿泊での出席依頼

12月5日 火 10:00 平成29年矢巾町議会定例会12月会議 議場

12月6日 水 10:30
【議長】青松学園大学閉講式並びに謝
恩式

閉講式：田園ホール
謝恩会：町公民館

閉校式にて祝辞あり　謝恩会11:30～
H28.12.26に社教より依頼

12月7日 木 10:00 平成29年矢巾町議会定例会12月会議 議場

12月7日 木
【議長】原稿締切
岩手町村議会報１月号掲載　紙上年賀

12字×17行以内

12月8日 金 10:00 平成29年矢巾町議会定例会12月会議 議場

12月9日 土 13:45 【議長】陸上自衛隊東北方面研修見学
陸上自衛隊仙台駐屯
地

10:30議長宅
受付証・入門証提示

12月10日 日 13:00
【議長】鈴木俊一衆議院議員　東京五
輪担当大臣就任を祝う会

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰ
ｳｨﾝｸﾞ４階

12:15議長宅→12:20町長宅→会場
12/3出欠締切

12月10日 日 13:00
【副議長】第39回矢巾町連合婦人会歳
末助け合い演芸会

田園ホール 祝辞あり

12月12日 火 13:00 全員協議会 全員協議会室 副町長の選任について

12月12日 火 13:30 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査

12月12日 火 上記後 議会運営委員会 第１･第２委員会室 定例会12月会議の運営について

12月12日 火 上記後 交通に関する調査特別委員会幹事会 第１･第２委員会室 今後の進め方について

12月12日 火 13:30
【議長】社会福祉法人矢巾町社会福祉
協議会平成29年度第3回理事会

さわやかハウス 印鑑持参

12月13日 水 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０３号

12月13日 水 11:00
【議長】社会福祉法人新生会　あさあ
けの園・しんせい落成記念式典

あさあけの園・しん
せい

10:30議長宅→10:40役場→会場
祝辞あり 11/22出欠締切

12月14日 木 13:30 平成29年矢巾町議会定例会12月会議 議場

12月14日 木 上記後 全員協議会 全員協議会室
・常任委員会所管事務調査報告
・一部事務組合等議会報告

12月15日 金 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０３号

12月18日 月 10:00
【議長】東京都昭島市議会行政視察受
け入れ

全員協議会室 水道サポーターの取り組みについて

12月19日 火 10:00 連合審査会（教民・産建常任委員会） 町歴史民俗資料館
請願：徳丹城史跡周辺の活性化及び史
跡ないの整備に関する請願

12月20日 水
【議長】原稿締切　町村議会報特別号
通年議会の運営について

12字×124行以内
写真・図表２枚提出

12月21日 木 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

12月25日 月 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０３号

【平成２９年１２月】　議　会　日　程　表



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成２９年１２月】　議　会　日　程　表

12月25日 月 14:30
平成29年度盛岡地区広域消防組合議会
12月臨時会

盛岡地区広域消防組
合６階

・補正予算、条例改正等

12月26日 火 10:00 【議長】有線放送収録 有線放送ｾﾝﾀｰ 年頭のあいさつ収録

12月26日 火 12:00 【議長】故伊藤副町長出棺・火葬 セリオホール仙北 11:20役場発

12月26日 火 15:30
県立療育センター及び県立盛岡となん
支援学校視察

県立療育センターほ
か

役場１階ホール15:10出発
内履き持参

12月28日 木 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０３号

12月29日 金 13:00 故伊藤副町長合同葬儀 町公民館



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

1月4日 木 13:30 平成30年矢巾町議会定例会１月会議 議場

1月4日 木 上記後 議会運営委員会 第１･第２委員会室
定例会１月第２回会議の運営について
定例会３月会議の運営について

1月4日 木 16:00 【議長】平成30年矢巾町新春の集い 矢巾町商工会館
全議員に案内あり　会費3,000円
【議長】乾杯の発声

1月7日 日 午前 【議長】矢巾町消防団出初式
矢巾ＳＣ駐車場
観閲場所:ｱｽﾃｨ矢巾

行進10:25～、式典10:40～
※当日の新年会なし

1月7日 日 13:30 【議長】矢巾町成人式 田園ホール
13:20までに来場
略礼装、終了後写真撮影

1月11日 木 9:00 【監査】施設監査 不動小学校

1月12日 金 10:00 【監査】施設監査
①矢巾中学校　②煙山小学校　③北中
④東小学校　⑤徳田小学校

1月12日 金
15:00

19:00
【議長】盛岡広域８市町議会議長会 ホテル森の風鶯宿 14:15役場発→議長宅→会場

1月12日 金 18:30

【議運委員長】第70回岩手県民体育大
会スキー競技選手団激励会ならびに体
育協会新年交賀会

鮨広 激励の挨拶

1月12日 金 19:00
【正副議長】平成30年紫波郡医師会・
紫波郡歯科医師会新年交賀会

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡ﾆｭｰ
ｳｨﾝｸﾞ

森の風から直接移動
12/7出欠締切

1月15日 月 10:00
平成30年矢巾町議会定例会１月第２回
会議

議場

1月15日 月 上記後 議会運営委員会 第１･第２委員会室
定例会３月会議の運営（代表質問）に
ついて

1月15日 月 17:30 町幹部職員との懇親会 れすとらん文化

1月16日 火 10:00 連合審査会（教民・産建常任委員会） 全員協議会室
徳丹城史跡に関する請願審査
（社会教育課、道路都市課）

1月16日 火 13:30 総務常任委員会 第１･第２委員会室
交通に関する調査特別委員会の調査課
題について

1月18日 木 10:00 紫波、稗貫衛生処理組合現金出納検査
紫波、稗貫衛生処理
組合

昆議員出席

1月18日 木 15:00

1月19日 金

1月19日 金 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

1月19日 金 17:00
【議長】不来方高等学校野球部甲子園
出場後援会解散役員会

不来方高校管理棟２
階　第１会議室

16:40議長宅→会場

1月19日 金 18:30
【議長】田村勝則後援会県政報告会並
びに新年会

盛岡南ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
NACS「ﾅｯｸｽﾎｰﾙ」

不来方高校から直接移動
【議長】乾杯の発声

1月20日 土 14:00
【議長】矢巾地域安全センター新年研
修会

さわやかハウス２階
14:00～講演会
15:00～懇親会（鮨廣）

1月21日 日
10:00

15:00
【議長】第42回矢巾町郷土芸能大会 田園ホール 【議長】祝辞あり

1月22日 月 14:00 【議長】子ども議会 議場

1月22日 月

1月23日 火

1月24日 水

1月24日 水 13:30
【議長】民生委員制度創設１００周年
記念誌発刊並びに記念事業

さわやかハウス
記念事業終了後交流会【議長】乾杯の
発声

1月25日 木 10:00
【議長、広報委員】宮城県大和町議会
視察受け入れ

全員協議会室
議会広報について（議員６名、事務局
１名）

1月25日 木 13:30 議会運営委員会 第１･第２委員会室
・一般質問の在り方
・12月会議の検証

1月25日 木 上記後 産業建設常任委員会 第１･第２委員会室
交通に関する調査特別委員会の調査項
目に係る視察研修について

普代村「くろさき
荘」

【事務局】岩手県町村議会議長会
事務局長研究会

【平成３０年１月】　議　会　日　程　表

［政務活動］
矢巾明進会（２名）
町民の会（３名）
やまゆり会（１名）
公明党（１名）

・福岡ブランド「ラー麦」の取り組み

・エネルギーの地産地消の取り組み

福岡県庁

福岡県みやま市



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成３０年１月】　議　会　日　程　表

1月26日 金
16:00

16:30

紫波郡議長会監事会
    　 〃 　幹事会

第４委員会室
第１・第２委員会室

終了後懇親会(盛寿司)会費4,000円/人

1月27日 土 13:30 町民と町議会との懇談会
①白沢 ②上赤林 ③
北郡山

３班編成

1月27日 土 16:00
【議長】矢巾町消防団無火災祈祷式並
びに新年会

矢巾分署２階 1/22出欠締切

1月29日 月 10:00 総務常任委員会 第１･第２委員会室
交通に関する調査特別委員会の調査課
題に係る行政視察について

1月29日 月 13:00 産業建設常任委員会 第１･第２委員会室
都市計画マスタープランの全体構想に
ついて(道路都市課)

1月29日 月
14:40

16:00

紫波町汚泥再生処理センター建設工事
現場見学

紫波町南日詰 14:40 役場１階集合・出発

1月30日 火
【事務局】第２回事務局長会
町村議会事務局長研究会

自治会館

1月30日 火

1月31日 水

（1）普代村との更なる交流推進
（2）コラボ特産品の模索

［政務活動］
やまゆり会（３名）
矢巾明進会（１名）
公明党（１名）

普代村



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

2月1日 木 13:30
障がい者等に係る理解促進研修・啓発
事業

さわやかハウス２階
全議員に案内あり
昆議員・安子議員参加

2月1日 木
【事務局】平成29年度岩手地区議会議
長会事務局職員研修会

雫石町「赤い風車」

2月2日 金 10:00
交通特別委員会・産建分科会
　行政視察研修

盛岡市（10:00～）
紫波町（13:10～）

道路網の整備計画について
9:00出発　事前質問1/25まで

2月2日 金
【議長】テニス男子国別対抗戦「デビ
スカップ」

盛岡タカヤアリーナ
11:00議長宅
2/2希望日として調整中　1/12締切

2月2日 金 18:00
【議長】第37回矢巾町民スポーツ大会
総合閉会式

公民館３階研修室 祝辞あり

2月3日 土
【副議長】テニス男子国別対抗戦「デ
ビスカップ」

盛岡タカヤアリーナ

2月4日 日

2月5日 月

2月6日 火 18:00
【産建】やはばの地酒「徳丹城」「南
昌山」発売発表会

矢巾町商工会館

2月8日 木 14:00 盛岡市市政調査会研修会 サンセール盛岡
13:00 役場１階集合・出発
研修会14:00～16:50
懇談会17:00～18:30

2月9日 金 10:00 広報広聴常任委員会広聴分科会 第１･第２委員会室 町民との懇談会の取りまとめ

2月9日 金
9:30

11:00

【議長】ＪＡいわて中央久慈組合長、
浅沼専務来庁

応接室 終了後グランドホテルへ

2月9日 金 12:00
【議長】田口敬芳氏国土交通大臣表彰
受賞祝賀会

盛岡グランドホテル 11:10議長宅→11:15町長宅→会場

2月10日 土 13:30
【議長】平成29年度「矢巾町女性のつ
どい」

町公民会３階

2月13日 火 10:00 議会運営委員会 第１･第２委員会室 ３月会議の運営

2月13日 火

2月14日 水

2月15日 木

2月16日 金

2月15日 木 19:00
【議長】平昌パラリンピック出場「髙
橋幸平選手」壮行会

やはぱーく 【議長】激励の言葉

2月19日 月 10:00 全員協議会 全員協議会室

2月19日 月 13:30
平成30年２月岩手県後期高齢者医療広
域連合議会全員協議会及び２月定例会

自治会館 米倉議員出席

2月19日 月 15:30 紫波、稗貫衛生処理組合議会定例会
紫波町役場２階201会
議室

昆秀一議員、廣田清実議員出席

2月20日 火 10:00 広報広聴常任委員会広聴分科会 第１･第２委員会室 町民との懇談会の取りまとめ

2月20日 火 15:50
全員協議会及び平成30年２月盛岡地区
広域消防組合議会定例会

盛岡地区広域消防組
合６階大会議室

15:50 全員協議会
16:00 ２月定例会

2月20日 火
【議長】岩手県町村議会議長会
第69回定期総会

自治会館

2月20日 火 18:00
盛岡市・紫波町・矢巾町議会正副議長
懇親会

駒龍
2/6 から変更（12/18連絡あり）
17:00副議長宅→議長宅→会場

2月21日 水 17:00 不動地区懇談会
太田農事交流セン
ター

不動地区の議員

2月21日 水 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

2月22日 木 9:00 議会運営委員会 第１･第２委員会室 ３月会議の運営

2月22日 木 10:00 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 町長施政方針演述、単行議案ほか

交通特別委員会・教民分科会
　先進地視察研修

新潟県新潟市

研修
議員定数・議員報酬の算出手法を考え
る

【平成３０年２月】　議　会　日　程　表

［政務活動］
一心会（６名）
やまゆり会（１名）
矢巾明進会（１名）

東京都池袋

交通特別委員会・総務分科会
　先進地視察研修

福島県二本松市
巡回福祉車両「ようたすカー」の乗り
合いタクシー運行事業について

・ライジングボラードの設置について
・環状交差点（ラウンドアバウト）の
整備について



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

【平成３０年２月】　議　会　日　程　表

2月22日 木 上記後 予算決算常任委員会 議場 付託議案審査

2月22日 木 上記後 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 付託議案審査報告

2月23日 金
13:30

15:00

【監査】町村監査委員協議会
第20回定期総会　監査委員・職員研修

自治会館

2月23日 金 14:45
盛岡・紫波地区環境施設組合議会全員
協議会及び定例会

盛岡・紫波地区環境
施設組合

14:45全協　15:30定例会
（信一議員・安子議員）

2月26日 月 11:45
【議長】有線放送６４年間ありがと
う！（感謝の集い）

役場１階町民ホール 【議長】感謝の言葉

2月26日 月 13:30 議会運営委員会 第１･第２委員会室 ３月会議の運営

2月27日 火 10:00 予算決算常任委員会 議場
付託議案審査
（詳細説明）

2月27日 火 13:00 総務常任委員会 第１･第２委員会室 交通特委の調査課題に係る報告書

2月27日 火 13:00 広報広聴常任委員会広報分科会 第３委員会室 議会だより第２０４号の企画編集

2月28日 水

14:10

14:30

15:15

17:00

平成29年度紫波郡議会議長会監事会
　　　　　〃　　　　　　　議員大会
　　　　　〃　　　　　　　研修会
　　　　　〃　　　　　　　懇親会

矢巾町活動交流センター
「やはぱーく」３階　研修室

※出欠報告期限　2/22(木)



月日 曜 時間 公務の内容 場　所 備　　考

3月4日 日 10:00
【議長】平成29年度自衛隊入隊・入校
予定者激励会

ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ盛岡
本館４階

①式典10:00～11:30 ②記念撮影11:45
～11:55 ③昼食懇親会12:00～13:00

3月6日 火 13:00 交通に関する調査特別委員会幹事会 第１･第２委員会室 中間報告の取りまとめ

3月6日 火 14:00 交通に関する調査特別委員会 全員協議会室 中間報告の取りまとめ

3月7日 水 10:00 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 会派代表質問

3月8日 木 10:00 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 一般質問

3月9日 金 10:00 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 一般質問

3月12日 月 10:00 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 一般質問

3月13日 火 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０４号

3月13日 火 13:30 予算決算常任委員会 議場
付託議案審査
（総務分科会全体質疑）

3月14日 水 9:30 矢巾北中学校卒業式 矢巾北中学校

3月14日 水 10:00 矢巾中学校卒業式 矢巾中学校

3月14日 水 14:00 予算決算常任委員会 議場
付託議案審査
（産業建設分科会全体質疑）

3月15日 木 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第３委員会室 議会だより第２０４号

3月15日 木 10:30 総務常任委員会 第１･第２委員会室 請願審査（ライドシェア導入反対）

3月15日 木 13:30 予算決算常任委員会 議場
付託議案審査
（教育民生分科会全体質疑）

3月15日 木 18:00 有線放送事業感謝のつどい 割烹 京極

3月16日 金 10:00 予算決算常任委員会 議場
付託議案審査
（総括質疑）

3月16日 金 17:45 不動会 利衛門

3月16日 金 17:45 徳田会 あかり

3月17日 土 9:30 【議長】不動小学校卒業証書授与式 不動小学校体育館
9時10分までに集合
9時20分来賓入場、9時30分開式

3月19日 月 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０４号

3月19日 月 13:30
【議長】平成29年度社会福祉法人矢巾
町社会福祉協議会第4回理事会

さわやかハウス２階
わくわくルーム

3月19日 月 13:30
【議長】平成29年度矢巾町共同募金委
員会第２回運営委員会

さわやかハウス２階
わくわくルーム

3月20日 火 13:00 予算決算常任委員会 議場
付託議案審査
（審査意見の取りまとめ）

3月20日 火 14:00 平成30年矢巾町議会定例会３月会議 議場 付託議案審査報告、追加議案

3月21日 水 9:30
【議長】ふどうこども園保育証書授与
式

ふどうこども園 9:25来賓入場、9:30開式

3月22日 木 9:30 広報広聴常任委員会（広報分科会） 第１・２委員会室 議会だより第２０４号

3月22日 木 9:30 【監査】例月出納検査 監査委員室

3月22日 木 18:00 煙山会 れすとらん文化

3月24日 土 9:30 【議長】北川保育園卒園式 北川保育園ホール 開式10分前(9時20分)までに集合

3月26日 月 18:30 不動小学校ＰＴＡ主催教職員送別会 鮨廣

【平成３０年３月】　議　会　日　程　表


