
令和３年第１回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和３年３月２日 （至）令和３年３月１８日

議案番号 件 名 提出者 議決月日 議決結果

選任 １

予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 ３.11 選任

■第１予算審査特別委員会（８人）

委員長 荒木 文一

副委員長 田村 勇

委員 堀 重雄

委員 木下 八重子

委員 山本 正信

委員 本間 保昭

委員 柴田 文男

委員 東元 勝己

■第２予算審査特別委員会（８人）

委員長 佐々木 和代

副委員長 水口 典一

委員 三上 裕久

委員 山口 清悦

委員 渡邊 龍之

委員 関藤 龍也

委員 寄谷 猛男

委員 安樂 良幸

選任 ２

常任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 ３.18 選任

■総務文教常任委員会（10人）

委員長 安樂 良幸

副委員長 東元 勝己

委員 堀 重雄

委員 山口 清悦

委員 山本 正信

委員 寄谷 猛男

委員 佐々木 和代

委員 本間 保昭

委員 柴田 文男

委員 荒木 文一

■厚生常任委員会（10人）

委員長 三上 裕久

副委員長 佐々木 和代

委員 堀 重雄

委員 木下 八重子

委員 山口 清悦

委員 渡邊 龍之

委員 安樂 良幸

委員 田村 勇

委員 水口 典一

委員 東元 勝己

■経済建設常任委員会（10人）

委員長 荒木 文一

副委員長 山本 正信

委員 三上 裕久

委員 木下 八重子

委員 渡邊 龍之

委員 寄谷 猛男

委員 本間 保昭



委員 田村 勇

委員 柴田 文男

委員 水口 典一

選任 ３

議会運営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 ３.18 選任

■議会運営委員会（８人）

委員長 田村 勇

副委員長 柴田 文男

委員 三上 裕久

委員 山本 正信

委員 渡邊 龍之

委員 佐々木 和代

委員 安樂 良幸

委員 荒木 文一

報告 １ 監査報告について 議長 ３.18 報告済

報告 ２ 例月現金出納検査報告について 議長 ３.18 報告済

議案 １
令和３年度滝川市一般会計予算

市長
３.11 第1予算審査特委付託

２０９億５，８００万円 ３.18 原案可決

議案 ２
令和３年度滝川市国民健康保険特別会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

４５億２，５９５万円 ３.18 原案可決

議案 ３
令和３年度滝川市公営住宅事業特別会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

４億２，８５６万円 ３.18 原案可決

議案 ４
令和３年度滝川市介護保険特別会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

４０億９７１万円 ３.18 原案可決

議案 ５
令和３年度滝川市後期高齢者医療特別会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

６億６，３６６万円 ３.18 原案可決

議案 ６
令和３年度滝川市土地区画整理事業特別会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

２，７６０万円 ３.18 原案可決

議案 ７
令和３年度滝川市下水道事業会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

２５億３，３７１万円 ３.18 原案可決

議案 ８
令和３年度滝川市病院事業会計予算

市長
３.11 第2予算審査特委付託

７８億１，４７１万円 ３.18 原案可決

議案 ９

令和２年度滝川市一般会計補正予算（第１４号）

市長 ３.２ 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 ７９，１８９千円

補正後予算額 ２８，２８２，７００千円

２ 繰越明許費の補正（追加７件）

滝川市立高等看護学院建替工事

７８８，０７１千円

コミュニティーセンタータイルカーペット貼替事業

１６，１１９千円

小中学校タイルカーペット貼替事業 ２

７，２２１千円

小中学校網戸設置事業 １

６，２８０千円

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 ３

８，２３５千円

下水道事業会計出資金 ８

９，４２０千円

道営土地改良事業負担金 ２

０，０００千円

３ 地方債の補正（変更２件）

変更

・道営土地改良事業負担金に伴う限度額の変更

・事業費財源の調整及び発行可能額の確定による限度額

の変更



【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 財産の取得、管理及び処分に要する経費

５２，６７３

基金利息収入、寄附金等の見込額の確定に伴うふる

さと基金その他の各基金への積立額の変更のための

補正

２ 社会福祉対策に要する経費 １４１

基金利息収入及び寄附金の見込額の確定に伴う社会

福祉事業振興基金への積立額の変更のための補正

３ 障害者自立支援給付に要する経費 ６３，７５２

実績見込みに伴う介護給付費扶助及び訓練等給付費

扶助の増額のための補正

４ 障害者地域生活支援事業に要する経費 ９３５

障害福祉サービスに係る報酬改定等に伴うシステム

改修のための補正

５ 重度心身障害者医療に要する経費 △９，０９０

実績見込みに伴う医療扶助費の減額のための補正

６ 北海道後期高齢者医療に要する経費△１４，８１０

令和元年度分市町村療養給付費負担金の確定に伴う

北海道後期高齢者医療広域連合負担金の減額のため

の補正

７ 子ども医療に要する経費 △１７，３６４

実績見込みに伴う医療扶助費の減額のための補正

８ ひとり親家庭等医療に要する経費 △７，２０９

実績見込みに伴う医療扶助費の減額のための補正

９ こども発達支援センターの運営管理に要する経費

３８０

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を受

けて行う障害福祉サービス等への感染防止対策に係

る経費の補正

10 地域子育て力強化事業に要する経費 １５０

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金

を受けて行う児童福祉施設等への感染防止対策に係

る経費の補正

11 保育所等の運営管理に要する経費 △４７，６８２

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金

を受けて行う児童福祉施設等の新型コロナウイルス

感染症対策事業費並びに幼稚園型一時預かり人数の

当初見込みよりも増加に伴う事業委託料の増額補正

並びに保育対策総合支援事業費補助金を受けて行う

新型コロナウイルス感染症対策事業費の増額補正並

びに認可外保育利用、病後児・一時預かりの利用、

新十津川幼稚園の新制度移行及び滝川白樺幼稚園の

利用数の減少に伴う、子育てのための施設等利用給

付費負担金の減額補正

12 子育て支援センター事業に要する経費 ５００

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金

を受けて行う児童福祉施設等への感染防止対策に係



る経費の補正

13 放課後児童クラブ事業に要する経費 １，３５０

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金

を受けて行う児童福祉施設等への感染防止対策に係

る経費の補正

14 国民年金事務に要する経費 １０６

税制改正に伴う、国民年金システム改修をするため

の補正

15 墓地の運営管理に要する経費 △２１，２３６

前年度繰越金の確定に伴う中空知衛生施設組合負担

金の減額のための補正並びに墓地管理手数料の額の

確定に伴い、墓地管理基金へ積立するための補正

16 他会計繰出に要する経費 １１１，７８４

特別会計の補正による一般会計負担分及び地方交付

税の額の確定等に伴う繰出金の整理のための補正

国民健康保険特別会計 △１０，８８２

後期高齢者医療特別会計 △１０，７３３

病院事業会計 １３３，３９９

17 じん芥の収集処理に要する経費 △４２，３１０

前年度繰越金の確定に伴う中空知衛生施設組合負担

金の減額のための補正並びに前年度繰越金の確定及

び売電収入の増額等に伴う減額のための補正

18 土地改良に要する経費 ２０，０００

国の第３次補正により北海道の事業費が追加された

ことに伴う道営土地改良事業負担金の増額のための

補正

19 林業振興に要する経費 ４，９６０

造林木販売収入の額の確定に伴い、林業振興基金へ

積立するための補正

20 公営住宅事業特別会計繰出金 ４，８０８

社会資本整備総合交付金の交付額の増額に伴い、公

営住宅事業特別会計へ繰り出すための補正

21 消防活動に要する経費 △２６，１４９

前年度繰越金の確定等に伴う負担金の減額のための

補正

22 その他小学校教育の実施及び管理に要する経費

２，０００

新型コロナウイルス感染症予防対策のための換気の

実施及び冬期休業の短縮に伴う燃料費の増額のため

の補正

23 その他中学校教育の実施及び管理に要する経費

１，２００

新型コロナウイルス感染症予防対策のための換気の

実施及び冬期休業の短縮に伴う燃料費の増額のため

の補正

24 その他社会教育振興に要する経費 ３００

寄附金の見込額の確定に伴う社会教育事業振興基金

への積立額の変更のための補正



議案 10

令和２年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第５

号）

市長 ３.２ 原案可決
〇一般被保険者の保険給付費及び高額療養費の減少見込み

等に伴う補正

補正予算額 △９１，１３９千円

補正後予算額 ４，４５８，２４５千円

議案 11

令和２年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第２

号）

市長 ３.２ 原案可決
〇市有地の売却による不動産売却収入の増額、社会資本整

備総合交付金の増額に伴う他会計繰入金及び基金積立金

の増額のための補正

補正予算額 ６４，５３７千円

補正後予算額 ５８５，７０９千円

議案 12

令和２年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第４号）

市長 ３.２ 原案可決

〇新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の免除等

を実施したことによる国の財政支援に伴う増額のための

補正

≪保険事業勘定≫

補正予算額 １６３千円

補正後予算額 ３，９６０，２６５千円

議案 13

令和２年度滝川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）

市長 ３.２ 原案可決
〇後期高齢者医療広域連合納付金の確定及び健康診査受診

者減少見込みに伴う補正

補正予算額 △２，９５７千円

補正後予算額 ６５２，６２０千円

議案 14

令和２年度滝川市病院事業会計補正予算（第６号）

市長 ３.２ 原案可決

〇一般会計負担分及び地方交付税の額の確定等に伴う一般

会計負担金及び繰入金の増額の補正

【収益的収入】

病院事業収益 １１３，２３９千円（補正額）

７，１５５，７３１千円（補正後の額）

【資本的収入】

資本的収入 ２０，１６０千円（補正額）

２２１，４７２千円（補正後の額）

議案 15

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例 市長 ３.２ 原案可決

〇指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令の施行に伴う改正

議案 16
滝川市基金条例の一部を改正する条例

市長 ３.２ 原案可決
〇滝川市公営住宅等事業基金を設置するための改正

議案 17

滝川市民福祉条例の一部を改正する条例

市長 ３.２ 原案可決〇医療費助成制度における受給資格者の本人確認について

電子資格確認を導入するための改正

議案 18
滝川市墓地管理使用条例の一部を改正する条例

市長
３.11 第1予算審査特委付託

〇滝の川墓地に合同墓を設置するための改正 ３.18 原案可決

議案 19

滝川市介護保険条例の一部を改正する条例

市長

３.11 第2予算審査特委付託

〇保健福祉事業の整備及び令和３年度以降の保険料を定め

るための改正
３.18 原案可決

議案 20

滝川市道路構造等条例の一部を改正する条例

市長 ３.２ 原案可決〇道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備に関する政令の施行等に伴う改正

議案 21

滝川市都市公園条例の一部を改正する条例

市長 ３.２ 原案可決〇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う改正

議案 22
滝川市緊急農地排水対策支援事業分担金に関する条例を廃

止する条例
市長 ３.２ 原案可決



〇滝川市緊急農地排水対策支援事業を廃止するための制定

議案 23

公の施設の指定管理者の指定について（西町デイサービス

センター等）

市長

３.11 第1予算審査特委付託

〇滝川市西町デイサービスセンター及び滝川市三世代交流

センター（三世代交流公園を含む。）の管理を行わせる

指定管理者の指定

・指定管理者名 社会福祉法人滝川市社会福祉事業団

・指定期間 令和3年4月1日～令和6年3月31日

（3年間）

３.18 原案可決

議案 24

公の施設の指定管理者の指定について（池の前水上公園キ

ャンプ場）

市長

３.11 第1予算審査特委付託

〇池の前水上公園キャンプ場の管理を行わせる指定管理者

の指定

・指定管理者名 株式会社北のたまゆら

・指定期間 令和3年4月1日～令和6年3月31日

（3年間）

３.18 原案可決

議案 25

監査委員の選任について

市長 ３.２

原案同意

〇宮崎英彰氏の任期満了（令和３年３月31日）に伴う後任

の選任

・後任候補者 宮崎英彰氏

宮 崎 英 彰

議案 26

教育委員会委員の任命について

市長 ３.２

原案同意

〇朝日幸世氏の任期満了（令和３年５月13日）に伴う後任

の任命

・後任候補者 木曽旬映氏

木 曽 旬 映

議案 27

公平委員会委員の選任について

市長 ３.２

原案同意

〇鷲尾昌法氏の任期満了（令和３年３月31日）に伴う後任

の選任

・後任候補者 鷲尾昌法氏

鷲 尾 昌 法

議案 28

固定資産評価審査委員会委員の選任について

市長 ３.２

原案同意

〇吉井裕視氏の任期満了（令和３年５月11日）に伴う後任

の選任

・後任候補者 吉井裕視氏

吉 井 裕 視

議案 29

市道路線の認定及び廃止について

市長 ３.２ 原案可決・認定する路線 １路線 路線の延長 572ｍ

・廃止する路線 ２路線 路線の延長 655ｍ

議案 30
予算審査特別委員会の設置について 議会運営

委員長
３.11 原案可決

議案 31

令和２年度滝川市一般会計補正予算（第１５号）

市長 ３.18 原案可決

歳入・歳出予算の補正 （内容は下記のとおり）

補正予算額 ２０，０００千円

補正後予算額 ２８，３０２，７００千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】

除雪・排雪対策に要する経費 ２０，０００千円

降雪量の増加に伴う除雪等委託料の増額のための補正

議案 32

工事請負契約の締結について（滝川市立高等看護学院新築

Ａ工事）

市長 ３.18 原案可決
〇滝川市立高等看護学院新築Ａ工事に係る工事請負契約の

締結

工事名 滝川市立高等看護学院新築Ａ工事

契約の金額 ２７５，０００，０００円

契約の相手方 笹木・香西特定共同企業体

議案 33

工事請負契約の締結について（滝川市立高等看護学院新築

Ｂ工事）

市長 ３.18 原案可決

〇滝川市立高等看護学院新築Ｂ工事に係る工事請負契約の

締結

工事名 滝川市立高等看護学院新築Ｂ工事

契約の金額 ３２３，１８０，０００円

契約の相手方 中山・田端本堂特定共同企業体



第１予算審査特別委員長の付託事件審査報告

（議案第１号、第18号、第23号、第24号 令和３年３月11

日付託）

審査の経過

令和３年３月12日、15日、16日及び17日の４日間委員会

を開会し、慎重な審査を行った。

審査の結果

いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した。

議長 ３.18 報告のとおり決定

第２予算審査特別委員長の付託事件審査報告

（議案第２号、第３号、第４号、第５号、第６号、第７

号、第８号、第19号 令和３年３月11日付託）

審査の経過

令和３年３月12日、15日及び16日の３日間委員会を開会

し、 慎重な審査を行った。

審査の結果

いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した。

議長 ３.18 報告のとおり決定

意見書案 1
選択的夫婦別姓制度の法制化を求める要望意見書 議会運営

委員長
３.18 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 ３.18

閉会中

継続調査等


