
令和４年第２回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和４年６月１４日 （至）令和４年６月２１日

議案番号 件 名 提出者 議決月日 議決結果

選任 １

滝川市総合計画調査等特別委員会の委員並びに委員長及

び副委員長の選任について

議長 ６．２１ 選任

■滝川市総合計画調査等特別委員会（８人）

委 員 長 山口 清悦

副委員長 寄谷 猛男

委 員 三上 裕久

委 員 山本 正信

委 員 佐々木和代

委 員 安樂 良幸

委 員 荒木 文一

委 員 東元 勝己

報告 １

令和３年度滝川市一般会計予算繰越明許費の繰越しにつ

いて

市長 ６．１４ 報告済

○令和３年度滝川市一般会計における繰越明許費の報告

事業名 翌年度繰越額

・住民記録システム改修事業 ２，９７０，０００円

・非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業

１２８，６３４，３２８円

・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

８，６２９，２２４円

・下水道事業会計出資金

１５，０３７，０００円

・道営土地改良事業負担金

２５，０００，０００円

・丸加高原専用水道改修工事実施設計事業

４０，２６０，０００円

・公営住宅事業特別会計繰出金

２１，８５６，０００円

報告 ２

令和３年度滝川市公営住宅事業特別会計予算繰越明許費

の繰越しについて

市長 ６．１４ 報告済
○令和３年度滝川市公営住宅事業特別会計における繰越

明許費の報告

事業名 銀川団地３・４号棟エレベーター改修工事

翌年度繰越額 ４３，７１４，０００円

報告 ３

令和３年度滝川市下水道事業会計予算の繰越しについて

市長 ６．１４ 報告済

○令和３年度滝川市下水道事業会計予算の繰越しの報告

事業名 社会資本整備総合交付金事業

翌年度繰越額 ３１，０７３，０００円

事業名 流域下水道建設負担金

翌年度繰越額 １６，１２０，０００円

報告 ４ 一般社団法人滝川国際交流協会の経営状況について 市長 ６．２１ 報告済

報告 ５ 一般財団法人滝川生涯学習振興会の経営状況について 市長 ６．２１ 報告済

報告 ６ 監査報告について 議長 ６．２１ 報告済

報告 ７ 例月現金出納検査報告について 議長 ６．２１ 報告済

議案 １

令和４年度滝川市一般会計補正予算（第４号）（議案第

３号関連）

市長 ６．１４ 原案可決

１ 歳入・歳出予算の補正 （内容は下記のとおり）

補正予算額 １５３，１６８ 千円

補正後予算額 ２１，８９２，０４３ 千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円



１ 空家等の適正管理に要する経費 ３，７４３

滝川市空家等対策協議会の会議開催及び支払督促、

特定空家等の略式代執行等を実施するための補正

２ 消費者行政推進事業に要する経費 ４３４

北海道消費者行政強化事業補助金を受けて行う消費

生活相談員等の資質向上及び消費者教育の推進を図

るための補正

３ その他戸籍住民基本台帳に要する経費 ５，３４３

法務省の社会保障・税番号制度システム整備費補助

金を受けて行う戸籍事務内連携に係る戸籍情報シス

テムの改修を行うための補正

４ 非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業に要する

経費 ６７，６００

非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業費補助金

を受けて行う非課税世帯等への臨時特別給付金を給

付するための補正

５ 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に

要する経費 ４６，３４８

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交

付金を受けて行う低所得の子育て世帯に対する生活

支援特別給付金を給付するための補正

６ 道路・橋りょうの維持に要する経費 ５，７４７

公共工事設計労務単価の改定に伴う道路維持補修

管理等委託料の増額のための補正

７ 除雪・排雪対策に要する経費 １７，０９７

公共工事設計労務単価の改定に伴う除雪等委託料の

増額のための補正

８ 流雪溝の維持管理に要する経費 １，２０６

公共工事設計労務単価の改定に伴う管理等委託料の

増額のための補正

９ 河川の維持管理に要する経費 ４９３

公共工事設計労務単価の改定に伴う補修委託料の増

額のための補正

10 公園の管理に要する経費 １，３６７

公共工事設計労務単価の改定に伴う管理等委託料の

増額のための補正

11 教材、教具等に要する経費 １，０００

寄附者の意向により中学校吹奏楽部の楽器等を購入

するための補正

12 図書館の運営管理に要する経費 ２，７９０

寄附者の意向により図書館の図書等を購入するため

の補正

議案 ２

令和４年度滝川市下水道事業会計補正予算（第２号）

市長 ６．１４ 原案可決

石狩川流域下水道事業計画の変更に伴う建設負担率の改

定により、営業費用及び建設改良費並びに下水道事業債

の限度額を増額するための補正

【収益的支出】

（款）公共下水道事業費

（補正額） ４３３千円

（補正後の額）１，２７０，７４７千円



【資本的収入】

（款）公共下水道資本的収入

（補正額） ４，４００千円

（補正後の額）６２１，８４２千円

【資本的支出】

（款）公共下水道資本的支出

（補正額） ４，３５９千円

（補正後の額）１，０８２，０６２千円

（起債の目的）

【企 業 債】下水道事業債

（補正後の限度額）３０９，１００千円

議案 ３

滝川市空家等対策の推進に関する条例（議案第１号関

連）
市長 ６．１４ 原案可決

○滝川市空家等対策協議会の設置及び空家等に対する措

置等について所要の整備を行うための改正

議案 ４

滝川市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の

一部を改正する条例
市長 ６．１４ 原案可決

○本市の内部通報制度について、公益通報者保護法との

整合等を図るための改正

議案 ５

滝川市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例
市長 ６．１４ 原案可決

○滝川市流域関連公共下水道事業計画の変更に伴い、排

水人口等の見直し等を行うための改正

議案 ６

北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

市長 ６．１４ 原案可決○上川中部福祉事務組合が設立され、北海道市町村職員

退職手当組合へ加入することに伴う規約の変更

議案 ７

令和４年度滝川市一般会計補正予算（第５号）

市長 ６．２１ 原案可決

１ 歳入・歳出予算の補正 （内容は下記のとおり）

補正予算額 ２０７，６０３ 千円

補正後予算額 ２２，０９９，６４６ 千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 國學院大學北海道短期大学部学生生活支援事業に要

する経費 ７９４

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を受けて行う、國學院大學北海道短期大学部学

生に滝川産米を配付するための補正

２ 低所得世帯への生活支援金給付事業に要する経費

４８，９８０

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金及び市町村高齢者世帯等生活支援事業費補助金

を受けて行う、低所得世帯への生活支援金を給付

するための補正

３ 社会福祉協議会歳末たすけあい見舞金等支援事業に

要する経費 ６５０

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を受けて行う、滝川市社会福祉協議会が実施す

る歳末たすけあい見舞金贈呈事業等への支援とし

て支援金を交付するための補正

４ 子育て世帯への生活支援金給付事業に要する経費

１０６，６０３

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交金

を受けて行う、子育て世帯への生活支援金を給付

するための補正



５ 滝川市農業生産資材価格高騰緊急対策事業に要する

経費 ３５，７００

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を受けて行う、農業生産資材価格高騰による影

響緩和対策として経営体に対して支援金を給付す

るための補正

６ 学校給食の原材料費高騰対策事業に要する経費

６，８０１

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金を受けて行う、学校給食の原材料費高騰に対す

る支援として賄材料費を増額するための補正

７ 北海道子育て世帯臨時特別給付金給付事業に要する

経費 ８，０７５

子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を受けて

行う、北海道子育て世帯臨時特別給付金を給付す

るための補正

議案 ８

財産の取得について

市長 ６．２１ 原案可決

○小型ロータリ除雪車の取得

財産の名称 小型ロータリ除雪車

（１．３ｍ／７００ｔ級）

取得の相手方 ナラサキ産業株式会社 北海道支社

取得価格 ３１，７４６，０００円

議案 ９ 議員の派遣について
議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

議案 10 滝川市総合計画調査等特別委員会の設置について
議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

諮問 １

人権擁護委員候補者の推薦について

市長 ６．１４ 可と答申
○丸山健氏の任期満了（令和４年９月30日）に伴う後任

の推薦

後任候補者 丸山健氏

意見書案１
義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復元、「3

0人以下学級」など教育予算確保・拡充と就学保障の実

現に向けた要望意見書

議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

意見書案２ 地方財政の充実・強化を求める要望意見書
議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

意見書案３
食料安全保障の強化を図る新たな国の予算確保と国民へ

の理解醸成を図る要望意見書

議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

意見書案４
地方公共団体情報システムの標準化に向けての要望意見

書

議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

意見書案５
森林・林業・木材産業によるグリーン成長に向けた施策

の充実・強化を求める要望意見書

議会運営

委 員 長
６．２１ 原案可決

常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出

について
議長 ６．２１ 閉会中継続調査等


