
 

 

 

 総務委員会  

 

◇ 令和元年12月18日（水） 

◇ 午前10時０分～午前10時54分 

 

①日米共同訓練における帯広駐屯地の使用につ

いて         （理事者報告・終了） 

 

◇ 令和２年１月21日（火） 

◇ 午後１時30分～午後５時31分 

 

①地方創生・自治体間連携に関する調査につい 

て               （継続調査） 

②効果的・効率的な自治体経営の推進に関す

る調査について       （継続調査） 

③地域防災と市民協働のまちづくりに関する

調査について        （継続調査） 

④日米共同訓練による帯広駐屯地の使用につ

いて  （質問通告・終了：稲葉典昭委員） 

 

◇ 令和２年２月14日（金） 

◇ 午前10時０分～午後４時６分 

 

①都市行政調査結果の集約について 

②地方創生・自治体間連携に関する調査につい

て             （継続調査） 

 ・帯広市人口ビジョン（改定原案）および第

２期帯広市まち・ひと・しごと創生総合戦

略（原案）に対するパブリックコメントの

結果と計画（案）について 

（理事者報告・終了） 

 ・第３期十勝定住自立圏共生ビジョン（原

案）に対するパブリックコメントの結果と

計画（案）について 

   （理事者報告・終了） 

③効果的・効率的な自治体経営の推進に関する

調査について        （継続調査） 

 ・帯広市行財政改革計画（原案）に対するパ

ブリックコメントの結果と計画（案）につ

いて       （理事者報告・終了） 

④地域防災と市民協働のまちづくりに関する調

査について         （継続調査） 

⑤第３期帯広市消費生活基本計画（原案）に対

するパブリックコメントの結果と計画（案）

について       （理事者報告・終了） 

 

 

 

 

⑥第３次おびひろ男女共同参画プラン（原案）

に対するパブリックコメントの結果と計画

（案）について     （理事者報告・終了） 

⑦帯広市の交通事故の現状と対策について 

（質問通告・終了：稗貫秀次委員） 

⑧日米共同訓練による帯広駐屯地の使用につい

て    （質問通告・終了：稲葉典昭委員） 

⑨閉会中継続調査の申し出について 

 

 厚生委員会  

 

◇ 令和元年12月20日（金） 

◇ 午後２時４分～午後２時５分 

 

①陳情第４号 国民健康保険制度の改善につい

て              （継続審査） 

②陳情第５号 保険薬局に対する無料低額診療

事業について         （継続審査） 

 

◇ 令和２年１月15日（水） 

◇ 午後１時30分～午後６時４分 

 

①令和元年陳情第５号 保険薬局に対する無料

低額診療事業について     （継続審査） 

②保健予防・医療及び国民健康保険に関する調

査について          （継続調査） 

・令和元年陳情第４号 国民健康保険制度の

改善について        （継続審査） 

③環境保全及び廃棄物処理に関する調査につ

いて              （継続調査） 

④高齢者・障害者福祉及び介護保険に関する調

査について          （継続調査） 

⑤子育て支援に関する調査について 

                 （継続調査） 

  

◇ 令和２年２月12日（水） 

◇ 午前10時０分～午後４時55分 

 

①都市行政調査結果の集約について 

②環境保全及び廃棄物処理に関する調査につい

て               （継続調査） 

 ・帯広市一般廃棄物処理基本計画（原案）に

対するパブリックコメントの結果と計画

（案）について   （理事者報告・終了） 

 ・第三期帯広市環境基本計画（原案）に対す

るパブリックコメントの結果と計画（案）

について       （理事者報告・終了） 

 

委 員 会 開 催 状 況 
(令和元年 12月～令和２年２月) 

 

 

 



 

③保健予防・医療及び国民健康保険に関する調

査について          （継続調査） 

令和元年陳情第４号 国民健康保険制度の改

善について     （継続審査・議事延期） 

④高齢者・障害者福祉及び介護保険に関する調

査について          （継続調査） 

第三期帯広市地域福祉計画（原案）に対する 

パブリックコメントの結果と計画（案）につ

いて         （理事者報告・終了） 

・第三期帯広市障害者計画（原案）に対する

パブリックコメントの結果と計画（案）に

ついて             （理事者報告・終了） 

⑤令和元年陳情第５号 保険薬局に対する無料

低額診療事業について 

（継続審査・議事延期） 

⑥第三期帯広市アイヌ施策推進計画（原案）に

対するパブリックコメントの結果と計画

（案）について    （理事者報告・終了） 

⑦子育て支援に関する調査について 

                 （継続調査） 

 ・第２期おびひろこども未来プラン（原案）

に対するパブリックコメントの結果と計画

（案）について   （理事者報告・終了） 

⑧令和元年陳情第４号 国民健康保険制度の改

善について    （不採択すべきものと決定） 

⑨令和元年陳情第５号 保険薬局に対する無料

低額診療事業について 

（採択すべきものと決定） 

⑩閉会中継続調査の申し出について 

 

 産業経済委員会  

 

◇ 令和２年１月17日（金） 

◇ 午後１時30分～午後４時６分 

 

①都市行政調査結果の集約について 

②観光振興及び空港活性化に関する調査につ

いて             （継続調査） 

③地元企業の振興に関する調査について 

（継続調査） 

 ・第３期帯広市中心市街地活性化基本計画

（原案）に対するパブリックコメントの

結果について      （理事者報告・終了） 

④農林業及び畜産業の振興に関する調査につ

いて                （継続調査） 

・日米貿易協定に伴う農畜産物の生産額へ

の影響について   （理事者報告・終了） 

 

 

◇ 令和２年２月10日（月） 

◇ 午前11時18分～午後３時53分 

 

①農林業及び畜産業の振興に関する調査につ

いて             （継続調査） 

 帯広市ばんえい競馬運営ビジョンについて 

（理事者報告・終了） 

・第６期帯広市農業・農村基本計画（原案）

に対するパブリックコメントの結果と計

画（案）について （理事者報告・終了） 

・帯広市農業産出額令和元年推計値につい

て        （理事者報告・終了） 

②観光振興及び空港活性化に関する調査につ

いて             （継続調査） 

③地元企業の振興に関する調査について 

（継続調査） 

 ・第２期帯広市産業振興ビジョン（原案）に

対するパブリックコメントの結果と計画

（案）について    （理事者報告・終了） 

 ・西19条北工業団地の造成について 

            （理事者報告・終了） 

④閉会中継続調査の申し出について 

 

 建設文教委員会  

 

◇ 令和２年１月16日（木） 

◇ 午後１時30分～午後６時29分 

 

①道路の維持管理に関する調査について 

（継続調査） 

②住まいに関する調査について    （継続調査） 

③緑の保全及び公園の維持管理に関する調査

について            （継続調査） 

④上、下水道施設の維持管理に関する調査に

ついて             （継続調査） 

⑤学校教育に関する調査について  （継続調査） 

⑥スポーツ大会派遣支援について 

（質問通告・終了：横山明美委員） 

⑦新総合体育館について 

（質問通告・終了：椎名成委員） 

 

◇ 令和２年２月13日（木） 

◇ 午前10時０分～午後５時51分 

 

①都市行政調査結果の集約について 

②道路の維持管理に関する調査について 

（継続調査） 

③住まいに関する調査について    （継続調査） 

 



 

④緑の保全及び公園の維持管理に関する調査

について            （継続調査） 

 ・第２次帯広市みどりの基本計画（原案）

に対するパブリックコメントの結果と計

画（案）について （理事者報告・終了） 

⑤第２次帯広市都市計画マスタープラン（原

案）に対するパブリックコメントの結果と

計画（案）について （理事者報告・終了） 

⑥上、下水道施設の維持管理に関する調査に

ついて            （継続調査） 

 ・「おびひろ上下水道ビジョン」(2020-

2029)に対するパブリックコメントの結

果と計画（案）について 

（理事者報告・終了） 

⑦学校教育に関する調査について （継続調査） 

帯広市教育基本計画（令和２年度～令和11年

度）（原案）に対するパブリックコメントの

結果と計画（案）について 

   （理事者報告・終了） 

⑧第四期帯広市子どもの読書活動推進計画（原

案）に対するパブリックコメントの結果と計

画（案）について     （理事者報告・終了） 

⑨おびひろ動物園の魅力アップに向けて（方

針）（案）について   （理事者報告・終了） 

⑩明治北海道十勝オーバルにおけるスポーツ大

会・合宿誘致について 

（質問通告・終了：横山明美委員） 

⑪閉会中継続調査の申し出について 

 

 議会運営委員会  

 

◇ 令和元年12月２日（月） 

◇ 午前11時０分～午前11時３分 

 

①令和元年第５回定例会の運営について 

②その他 

 

◇ 令和元年12月12日（木） 

◇ 午前９時30分～午前９時32分 

 

①令和元年第５回定例会の運営について 

②その他 

 

◇ 令和元年12月17日（火） 

◇ 午前11時０分～午前11時６分 

 

①令和元年第５回定例会の運営について 

②その他 

 

◇ 令和元年12月20日（金） 

◇ 午前11時０分～午前11時８分 

 

①令和元年第５回定例会の運営について 

②その他 

 

◇ 令和２年１月27日（月） 

◇ 午前10時０分～午前11時10分 

 

①議会運営検討項目について 

②その他 

 

◇ 令和２年２月26日（水） 

◇ 午後１時０分～午後１時46分 

 

①議会運営検討項目について 

②議会基本条例に基づく取組みについて 

③令和２年第１回定例会の運営について 

④その他 

 

 新総合計画特別委員会  

 

◇ 令和元年12月18日（水） 

◇ 午後１時30分～午後２時４分 

 

①議案第 133号 第七期帯広市総合計画基本構

想について 

（原案のとおり可決すべきものと決定） 


