
議　決

月　日

平成３０年第３回滝川市議会定例会議決結果表

（自） 平成３０年９月５日　（至） 平成３０年９月１９日

■第１決算審査特別委員会（９人）
委 員 長　関藤　龍也
副委員長　安樂　良幸
委　　員　三上　裕久
委　　員　舘内　孝夫
委　　員　本間　保昭
委　　員　木下八重子
委　　員　山口　清悦
委　　員　柴田　文男
委　　員　東元　勝己

■第２決算審査特別委員会（９人）
委 員 長　渡邊　龍之
副委員長　清水　雅人
委　　員　堀　　重雄
委　　員　山本　正信
委　　員　田村　　勇
委　　員　井上　正雄
委　　員　水口　典一
委　　員　小野　保之
委　　員　荒木　文一

○平成２９年度決算に係る健全化判断比率の報告
　実質赤字比率　　　　実質赤字額なし
　連結実質赤字比率　　連結実質赤字額なし
　実質公債費比率　　　１０．６％
　将来負担比率　　　　９８．７％

○平成２９年度決算に係る資金不足比率の報告
　滝川市病院事業会計　　　５．８％　
　滝川市下水道事業会計　　資金不足なし

 １　歳入・歳出予算の補正　（内容は下記のとおり）
     補正予算額　　　　　　　　　１０４，４９５　千円
     補正後予算額　　　　　２０，０５０，３２６　千円

議 案 番 号 件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 提出者 議 決 結 果

選任　　１

決算審査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 ９．５ 選　　　任

報告　　１

平成２９年度決算に係る健全化判断比率について

市　長 ９．５ 報　告　済

報告　　２

平成２９年度決算に係る資金不足比率について

市　長 ９．５ 報　告　済

報告　　３ 株式会社滝川振興公社の経営状況について 市　長 ９．19 報　告　済

報告　　４ 株式会社滝川グリーンズの経営状況について 市　長 ９．19 報　告　済

報告　　５ 監査報告について 議　長 ９．19 報　告　済

報告　　６ 例月現金出納検査報告について 議　長 ９．19 報　告　済

議案　　１

平成３０年度滝川市一般会計補正予算（第３号）

市　長 ９．５ 原 案 可 決



 ２　地方債の補正（追加１件、変更１件）
　　 追加
　　 大雨被害の災害復旧に伴う追加
　　 変更
　　 旧事業内職業訓練センター解体工事に伴う限度額の変更

【歳入・歳出予算の補正の内容】　　　単位：千円

 １　庶務事務に要する経費　５５９
　　 行政処分取消等請求控訴事件の裁判に係る弁護士への着
     手金を支出するための補正

 ２　財産の取得、管理及び処分に要する経費　１１，３６５
　　 旧事業内職業訓練センターの石綿含有物撤去に伴う解体
     工事費の増額のための補正

 ３　交通安全対策に要する経費　３００
 　　寄付者の意向による交通安全啓発用品及び交通指導員の
     制服の購入のための補正

 ４　保健センターの運営に要する経費　７，６４３
     子育て世代包括支援センター開設に伴う補正

 ５　農業の振興に要する経費　１３，７７０
 　　火災により被害を受けた丸加山牧野管理施設の復旧工事
     のための補正

 ６　河川の維持管理に要する経費　１，５００
 　　７月３日から４日にかけての大雨の影響による江部乙川 
     の増水に伴い、内水排除を実施したことによる江部乙救
     急排水施設管理運営委託業務に係る経費の増額のための
     補正

 ７　その他中学校教育の実施及び管理に要する経費　
                                             ３，８０１
　　 開西中学校の暖房システムの機器更新等に伴う補正

 ８　図書館の運営管理に要する経費　１，０００
     寄付者の意向により図書館の図書を購入するための補正

 ９　過年度過誤納還付金及び還付加算金　３７，２０３
     市税に係る還付金及び還付加算金並びに平成29年度国庫
     補助金の事業費の確定などに伴う返還のための補正
　　 内訳
     ・市税（個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動
       車税）　                              ５，１２５
     ・特別障害者手当等給付費国庫負担金　          ９０
　　 ・自立支援給付費道費負担金　　　　　　　３，８７５
     ・障害者医療費国庫負担金　　　　　　　　１，０８９
     ・障害者医療費道費負担金　　　　　　　　　　５４５
     ・障害児支援給付費国庫負担金　　　　　　１，１７２
     ・障害児支援給付費道費負担金　　　　　　　　５０３
     ・生活扶助費等国庫負担金　　　　　　　１１，２６３
     ・医療費扶助費等国庫負担金　　　　　　１３，４１４
     ・生活困窮者自立相談支援事業費等補助金　　　　３７
     ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金　　　　９０

 10　河川災害復旧費　２１，１３２
　 　７月３日から４日にかけての大雨により被害を受けた第
     一江部乙川ほか４件の復旧を行うための補正

 11　公共施設等災害復旧費　６，２２２
 　　７月３日から４日にかけての大雨により被害を受けた石
     狩川河川敷パークゴルフ場、石狩川野球場及び空知川河
     川敷サッカー場の復旧を行うための補正



議会運営
委 員 長

９．18 認　　　定

９．18 認　　　定

９．18 認　　　定

９．18 認　　　定

９．18 認　　　定

○平成29年度の介護給付費に係る国庫支出金等の精算による償
  還金の増額を行うための補正
≪保険事業勘定≫
  補正予算額　　　　　　　４６，６９１千円
　補正後予算額　　　４，１３６，０８４千円

○啓南団地８号棟火災住宅復旧工事に伴う補正
　補正予算額　　　　　　　　９，５４７千円
　補正後予算額　　　　　８７８，７８７千円

○認定する路線　２路線　　路線の延長　4,923ｍ　
○廃止する路線　１路線　　路線の延長　5,092ｍ　

  収入済額　　２０，４４１，１９９，０４５円
　支出済額　　１９，７７６，９３３，５８９円
　収支差引額　　　　６６４，２６５，４５６円

  収入済額　　　５，５７４，７９３，４５４円
　支出済額　　　５，５９９，５６４，９７８円
　収支差引額　　　　△２４，７７１，５２４円

  収入済額　　　　　８４５，０４３，８９２円
　支出済額　　　　　７８６，４６５，３８８円
　収支差引額　　　　　５８，５７８，５０４円

≪保険事業勘定≫
　収入済額　　　３，８３３，９２２，０２１円
　支出済額　　　３，６９４，８５３，７５０円
　収支差引額　　　　１３９，０６８，２７１円
≪介護サービス事業勘定≫
　収入済額　　　　　１００，９１７，６８３円
　支出済額　　　　　　８０，８６２，５０１円
　収支差引額　　　　　２０，０５５，１８２円

  収入済額　　　    ５８３，６２０，２６８円
　支出済額　　　    ５８２，５３４，７６４円
　収支差引額　　　　    １，０８５，５０４円

議案　　２

平成３０年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第１号）

市　長 ９．５ 原 案 可 決

議案　　３

平成３０年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第１号）

市　長 ９．５ 原 案 可 決

議案　　４ 滝川市税条例の一部を改正する条例 市　長 ９．５ 原 案 可 決

議案　　５ 滝川市こどもセンター条例等の一部を改正する条例 市　長 ９．５ 原 案 可 決

議案　　６
滝川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する条例の一部を
改正する条例

市　長 ９．５ 原 案 可 決

議案　　７

市道路線の認定及び廃止について

市　長 ９．５ 原 案 可 決

議案　　８ 決算審査特別委員会の設置について ９．５ 原 案 可 決

認定　　１

平成２９年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について

市　長

９．５第１決算審査特委付託

認定　　２

平成２９年度滝川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定
について

市　長

９．５第２決算審査特委付託

認定　　３

平成２９年度滝川市公営住宅事業特別会計歳入歳出決算の認定
について

市　長

９．５第２決算審査特委付託

認定　　４

平成２９年度滝川市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ
いて

市　長

９．５第２決算審査特委付託

認定　　５

平成２９年度滝川市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認
定について

市　長

９．５第２決算審査特委付託



９．18 認　　　定

９．18 認　　　定

９．18 認　　　定

議会運営
委 員 長

第２決算
審査特別
委 員 長

９．18
報告のとおり決定

（認　　定）

  収入済額　　　　　　９５，８６７，６１１円
　支出済額　　　　　　９５，８６７，６１１円
　収支差引額　　　　　　　　　　　　　　０円

≪収益的収支≫　※消費税及び地方消費税抜きの額
【公共下水道】
　収入決算額　　１，２８７，８８２，５３６円
　支出決算額　　１，２２６，１３１，３１５円
　当年度純利益　　　　６１，７５１，２２１円
【個別排水処理施設】
　収入決算額　　　　　２４，５３３，４９１円
　支出決算額　　　　　２４，０６５，４９８円
　当年度純利益　　　　　　　４６７，９９３円
≪資本的収支≫　※消費税及び地方消費税込みの額
【公共下水道】
　収入決算額　　　　７４８，２０９，４８９円
　支出決算額　　１，２９８，５０１，５３９円
　収支差引額　　　△５５０，２９２，０５０円
【個別排水処理施設】
　収入決算額　　　　　　５，８３９，０００円
　支出決算額　　　　　１１，０７９，１５６円
　収支差引額　　　　　△５，２４０，１５６円

≪収益的収支≫　※消費税及び地方消費税抜きの額
　収入決算額　　６，７２４，９９４，２９８円
　支出決算額　　６，７８１，９９６，８５６円
　当年度純損失　　　　５７，００２，５５８円
≪資本的収支≫　※消費税及び地方消費税込みの額
　収入決算額　　　　１０４，７００，０００円
　支出決算額　　　　５４７，７７６，７２５円
　収支差引額　　　△４４３，０７６，７２５円

第２決算審査特別委員長の付託事件審査報告
（認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、
　認定第６号、認定第７号、認定第８号　平成30年９月
　５日付託）

審査の経過
　平成30年９月11日及び12日の２日間委員会を開催し、慎重な
　審査を行った。

審査の結果
　認定第２号から認定第８号までの７件は、いずれも認定すべ
　きものと決定した。

認定　　６

平成２９年度滝川市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の
認定について

市　長

９．５第２決算審査特委付託

認定　　７

平成２９年度滝川市下水道事業会計決算の認定について

市　長

９．５第２決算審査特委付託

認定　　８

平成２９年度滝川市病院事業会計決算の認定について

市　長

９．５第２決算審査特委付託

意見書案 １ ライドシェアの推進に対する慎重な審議を求める要望意見書 ９・19 原 案 可 決

請願　　３ 市議会議員の定数と報酬に関する請願書 議　長 ９・19 不　採　択

第１決算審査特別委員長の付託事件審査報告
（認定第１号　平成30年９月５日付託）

審査の経過
　平成30年９月11日、12日及び13日の３日間委員会を開催し、
　慎重な審査を行った。

審査の結果
　認定第１号は、認定すべきものと決定した。

第１決算
審査特別
委 員 長

９．18
報告のとおり決定

（認　　定）



閉　会　中
継続調査等

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 ９．19


