決算審査特別委員会報告
9 月２６日（水）

佐々木

直美

議会費、総務費、公債費、諸支出費、職員費、予備費

〈総務費〉
車両・共用車管理費
2,181 万 0,764 円
現在、帯広市では、マイクロバス１台と、中型バス 3 台を、所有しています。
この公用バスは平均 25 年以上の年数が経過し、走行距離もほぼ 40 万 Km を超
えています。
これらのバスは、老人クラブ・障かい者団体・コミュニティ講座の研修会、小学
校の支援学級の校外学習、各種大会の遠征などに利用されており、昨年の利用件
数は４３８件、利用人数は１万３，１３８人となっています。
市は全庁的に調査を進め、バス事業の委託などを視野に入れて今後の検討に取
り掛かかっています。
今後もし公用バスの運用が民間への全面委託となると、市民利用に関してはか
なりの制限がかかることが予想されます。 町内会・各団体の活動は支援と拡充
が求められており、
「委託・所有」の効果について、経費面はもちろん、利用に
よる取り組みの実施効果を充分に検証しながら対応してほしいと要請しました。

〈帯広市の回答〉
公用バスはどれも老朽化が顕著であり、毎年多くの修繕費をかけて修理しな
がら使用している状況にある。
マイクロバスは、平成２年式で、総走行距離数が３９万５，８９９ｋｍ
中型バスは１台目が、平成３年式で、総走行距離数が４４万５，２３６ｋｍ
２台目が、平成８年式で、総走行距離数が４０万７，３７４ｋｍ
高齢者福祉課中型バスが、平成６年式で、総走行距離数が４１万９，３２５ｋｍ
である。
また、運転は３人の嘱託職員に委ねているが、特に冬場の運転は神経を使うもの

であり、事故等のリスクもあることから、直営による運行体制のあり方や公用バ
スを使用する事業の必要性について、現在、全庁的に精査している状況である。
9 月 27 日（木）

民生費、介護費、衛生費、中島霊園会計

〈民生費〉
子育て応援事業所促進費
111.800 円
「子育て応援事業所登録制度」は、従業員向け・市民向けの子育て支援やサービ
スに取り組んでいる 269 事業所の登録があります。
従業員向け支援の主な取り組み内容としては、
「育児休業取得の促進」が 168 事
業所、
「育児休業からの職場復帰の際、時間外労働の縮減」が 80 事業所、
「保育
所、学校等の社会的行事への参加に対する有給休暇取得制度の実施」が 62 事業
所などとなっています。子育て世代の 労働環境を整備する必要性を確認し、今
後も登録事業所の拡大に向けて取り組むよう要望しました。

〈帯広市の回答〉
子育て応援事業所に登録することにより、市の発注する建設工事の発注者別評
価点の加算、また、金融機関が取り扱っている「貸付金利の優遇」の対象になる
場合がある。
子育て応援事業所の登録にあたっては、これらの情報を事業者へ提供し、仕事
と子育てが両立しやすい環境づくりとして従業員向けの子育て支援をお願いし
ているところ。
今後も、子育て世代が仕事を続けられる環境づくりや地域で子育てを応援す
る環境づくりをすすめていくため、引き続き、子育て応援事業所の拡大に取り組
んでいく。
子供の居場所作り事業
675 万 8630 円
市内の 26 の小学校区では、放課後にボランティアの皆様と自由遊びや工作体験
などで楽しむ居場所作り事業を行っています。
昨年度の居場所事業登録ボランティアと協力頂いた地域の皆様の数は６．１０

０人、参加児童数は２万２．４１３人となりました。
多世代交流は子供にと
っては幅広い素地を養うことに繋がり、高齢者にとっては人生を豊かにする効
果があります。
町内会活動の縮小が問題視されている中、子供の育ちを核にして地域の繋がり
を強め、担い手となるボランティアの確保に努めながら“地域での子育て”とし
て取り組んでいくことを求めました。

〈帯広市の回答〉
子供を育てやすい環境づくりは重要なものと考える。
子供たちの成長を支える関係各課との連携、情報共有を深め子育てしやすい環
境づくりに努める。
活動を促進する担い手となるボランティアが、それぞれの団体で不足している
ことから、活動のＰＲなど住民周知を継続して進める。
〈介護費〉
介護保険料の滞納繰り越し処分 1784 万 6.388 円
不能欠損額
2408 万 5.710 円
介護保険料については、年金からの天引き（特別徴収）の仕組みが整えられてお
り、1 度の年金額が 18 万円以上の方は年金天引きによる支払いをして
いるため、滞納になることは殆どありません。
年金の受給額が 18 万未満の方は、納付書・口座振替で支払うことになり
一度の滞納がその後の連鎖の引き金となることがあると考えられます。
年金受給額は減少傾向ながら介護保険料は今後も増加が見込まれることから
未納者に対しては、充分なヒアリングや環境調査を行い、必要
があれば支援機関にしっかり繋いでいただくことを要望しました。

〈帯広市の回答〉

介護保険制度開始の平成 12 年度から平成 14 年度（第一期）の標準月額保険
料は 3,100 円、平成 27 年度から平成 29 年度（第六期）の標準月額保険料は
5,470 円で 1.76 倍となっている。
なお、平成 30 年度（第七期）からの標準月額保険料は 5,790 円と 1.87 倍とな
っている。
介護保険料の滞納による納付相談や要介護認定の申請時の機会を通じて、生活
が困窮していると思われる方に対しては、保護課へ案内するなど、関係課へ繋い
でいく。
（平成 29 年度では給付制限対象者 11 人のうち１人が生活保護を受けることに
なった。
）
〈衛生費〉
看護師等養成機関確保対策費
896 万 9100 円
平成 28 年末現在の、人口 10 万人あたりの看護師・准看護師就業数（常勤換算）
については、全国は 1,055 人、全道は 1,376 人、十勝は 1,171 人となっており、
全国より高い状況にあります。
H２９年度、市内の看護師養成機関３校を合わせた卒業生は 94 名であり、十勝
管内への就職者は、毎年 60 人前後となっています。
しかし 2025 年、全国的にみると看護職員は２００万人必要となり、
３万人～１３万人不足すると言われています。
また、道内では看護職員全体の 15.5％が 1 年未満で離職している状況にありま
す。
現場の人手不足は労働環境の悪化につながり、それにより更に離職が増えると
いう負の連鎖を引き起こします。
そのような一部の職域にかかる負荷を解消し、持続的に地域の医療・介護を支え
るために地域の中では多職種連携による補完体制を築きつつあります。
十分な連携支援を行い、地域の医療体制の強化に努めてほしいと要望しました。

〈帯広市の回答〉

高齢化の進行などにより、在宅医療を含めた医療の需要が増加することから
も、看護師の養成・確保は大きな課題となっていると認識している。
今後においても（十勝全市町村で構成する）十勝圏複合事務組合での帯広高等看
護学院の設置・運営並びに、医師会及び社会事業協会看護学校の運営を支援する。
また、子育てなどを理由に離職した潜在看護師を対象に、北海道総合在宅ケア事
業団と共催により、訪問看護研修会を開催するほか、各看護学校や管内町村と連
携し、生徒数の確保や卒業生の管内定着率向上に努める。
すこやかネット事業費
2883 万 4.833 円
子育てに関するサービスやイベント情報、動画等が視聴できるポータルサイト
や母子健康手帳の機能を備えてネット配信をしている「すこやかネット」が本年
度から開始され、8 月は約 2000 件のアクセスがありました。
核家族化が進み、一人での子育てに不安を抱えるお母さん達に的確な情報提供
を進めていくよう求めました。

〈帯広市の回答〉
発信する情報については、ＮＰＯ法人や民間団体が主催するイベント情報など
のほか、母子家庭等就業・自立センターやハローワーク帯広、北海道若年者就職
支援センターからの就活に関する情報を掲載するなど連携を図り情報を発信し
ている。
すこやかネットの登録が伸び悩んでいる要因としては、登録にはマイナンバー
カードが必要となることや、電子版お薬手帳については、薬歴を管理するために
必要なＱＲコードを領収書に印字している薬局が少ないことなどが考えられる。
なお、登録をしなくても、イベント情報や動画の閲覧、子育て施設マップなど多
くの機能が利用できることから、今後も、内容の充実を図るとともに、より利用
しやすい環境づくりに努めていきたい。
9 月 28 日（金）

〈土木費〉

消防費、土木費、水道・下水道会計

道路橋りょう災害復旧費 168,269,082 円
橋りょう長寿命化事業費 445,461,363 円
明星橋は、無事、工事も完了し、本年 7 月末に復旧したが、災害復旧においては
原状回復が基本となっています。今後想定される地震や台風災害に備え、防災の
観点からも更新時には想定状況に則した対応が求められます。
明星橋の復旧作業において耐久性・耐震性の強化の状況について質問しました。
また、平成 29 年度末現在、市が管理する橋梁は、347 橋となっています。
平成 25 年 3 月に策定した「帯広市橋梁長寿命化修繕計画」では、平成 25 年度
から平成 34 年度までの 10 年間で 77 橋を修繕する計画となって折り進捗状況
を尋ねました。

〈帯広市の回答〉
明星橋の復旧にあたっては、橋台を東側へ約 12 メートルの位置に移動させると
ともに、橋桁が延長されたことで重量に耐えうる根入れの深い橋脚を新たに設
置したもの。また、護岸ブロックも、被災前より重量を重くするなど、被災前と
比較して安全性が向上したものと考えている。
これまでの進捗状況は、平成 25 年度に 2 橋、平成 26 年度に 4 橋、平成 27 年
度に 8 橋、平成 28 年度に 3 橋、平成 29 年度に 3 橋の計 20 橋の修繕を終えて
おり、平成 29 年度末の進捗率は、26.0％となっている。
橋梁をはじめとするインフラ施設は、できる限り長く使うことが重要と考えて
おり、今後も、公共施設マネジメント計画の基本方針と整合を図りながら、
「帯
広市橋梁長寿命化修繕計画」に取り組んでいきたい。
〈水道会計〉
配水管更新費・企業債について
帯広市に張り巡らされた水道管は耐応年数に応じ順次更新工事が行われ、75ｍ
ｍ以上の管は 2022 年に耐震性・耐久性に優れたダクタイル鋳鉄管への更新が終
了します。
以降は 75ｍｍ以下の管について優先的に病院・公共の避難所指
定施設などから近代化工事を進めていきます。
今回の胆振東部地震では断水による被害はありませんでしたが、防災の観点か

らも水道管の耐震化は重要な課題です。
更新計画に遅れが生じないよう求めました。
また、南町配水池の更新、稲田浄水場の機械設備や電気計装設備更新事業等を重
点的に取り組み建設改良費が増加したため、企業債が H25 年から H29 年にか
けて約 15 億円増加しました。
企業債の増加が一時的であること、今後 20 年間は大きな施設更新費がかからな
いことを確認し企業債償還額が水道料金に反映され市民負担が大きくなる事が
ないよう要望しました。

〈帯広市の回答〉
第 1 期予定の８７．８ｋｍに対し平成２９年度末の進捗状況は、６１．８８km・
７０．４％で計画とおり進んでいる。
近代化率についても、目標年次平成３１年度末８９．７％に対し平成２９年度末
９０．０％と計画を達成している。
平成３５年度以降は口径５０ミリの塩化ビニール管更新を予定しており
病院・避難場所に指定された公共施設などへの更新（約１０２km）から進めて
いく。
平成 29 年度の純利益は約 5 億 8,700 万円、企業債残高は約 171 億円となって
いる。
近年は、緊急性の高い配水管整備を進めたほか施設整備に取り組んだことから、
建設改良費が増加し、その分の企業債借入額が多くなった分、残高が増加してい
るものである。
現行の料金体系の維持を基本に、補助金等制度の活用も視野に、償還額が後年次
にわたって平準化されるよう、企業債を財源とする事業の計画的な推進に努め
ていくもの。

