
令和３年第２回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和３年６月15日 （至）令和３年６月22日

議案番号 件 名 提出者 議決月日 議決結果

報告 １

専決処分について（令和３年度滝川市一般会計補正予算

（第２号））

市長 6.15 報告承認

１ 歳入・歳出予算の補正（内容は下記のとおり）

補正予算額 ４５，３６０ 千円

補正後予算額 ２１，４３０，４５９ 千円

２ 専決処分日 令和３年５月１４日

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

感染症等対策に要する経費 ４５，３６０

新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保するた

めの補正

報告 ２

令和２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 6.15 報告済

〇令和２年度滝川市一般会計予算繰越明許費の報告

事業名 翌年繰越額

・総合交流ターミナルたきかわ空調設備等改修工事

１０，１７５千円

・池の前水上公園キャンプ場トイレ等増設工事

１５，０９２千円

・滝川市立高等看護学院立替工事

７８８，０７１千円

・コミュニティセンタータイルカーペット貼替事業

１５，７８５千円

・小中学校タイルカーペット貼替事業

２６，５１０千円

・小中学校網戸設置事業 １５，７１９千円

・下水道事業会計出資金 ８９，４２０千円

・道営土地改良事業負担金 ２０，０００千円

報告 ３

令和２年度滝川市下水道事業会計予算の繰越しについて

市長 6.15 報告済

〇令和２年度滝川市下水道事業会計予算の繰越しの報告

事業名 翌年度繰越額

・社会資本整備総合交付金事業

１８０，８３９，０００円

・流域下水道建設負担金 ６０９，９２５円

報告 ４ 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 6.22 報告済

報告 ５ 監査報告について 議長 6.22 報告済

報告 ６ 例月現金出納検査報告について 議長 6.22 報告済

議案 １

令和３年度滝川市一般会計補正予算（第３号）

市長 6.15 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 ８９，９６９ 千円

補正後予算額 ２１，５２０，４２８ 千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 庁舎等の維持管理に要する経費 ３１９

北海道の電源立地地域対策交付金を受けて行う庁舎

内で使用するＡＥＤを購入するための補正

２ 自動車の維持管理に要する経費 ４，３５０

庁舎駐車場や避難所の緊急開設等の除雪作業に使用

するためのミニホイールローダーを購入するための

補正



３ 消費者行政推進事業に要する経費 ３８９

北海道の消費者行政推進事業補助金を受けて行う消

費生活相談員等の資質向上に向けた研修等のための

補正

４ 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 ２７，８００

厚生労働省の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

に対する子育て世帯生活支援特別給付金の低所得者

のひとり親以外のその他の子育て世帯分を給付する

ための補正

５ 保健センターの運営管理に要する経費 １３２

ロタウイルスワクチンに係る予防接種情報をマイナ

ンバー情報と連携するために健康管理システムを改

修するための補正

６ スマート水田実証プロジェクトに要する経費

５，０００

水稲の水管理作業の省力化に向けて、北海道市町村

振興協会の先駆的調査・実証プロジェクト推進事業

助成金を受けて行うほ場水管理システム構築及び教

育機関と連携した自動給水栓防護施設等の効果検証

実証試験を行うための補正

７ 担い手育成に要する経費 １８，５７５

農林水産省の強い農業・担い手づくり総合支援交付

金を受けて行う認定農業者等の担い手が金融機関か

ら融資を受けて農業用機械等を導入する際の費用の

一部を助成するための補正

８ 滝川ふれ愛の里運営管理に要する経費

１１，６７１

池の前マンホール内ポンプ等更新工事を実施するた

めの補正

９ 道路・橋りょうの維持に要する経費 １４，５００

寄附者の意向により災害及び緊急時等にも使用可能

な公用車として２tトラック、道路パトロールカー

及び連絡車を購入するための補正

10 その他教育振興に要する経費 １，８００

江部乙中学校閉校協賛会が実施する閉校記念事業に

対し中学校統合事業補助金を交付するための補正及

び寄附者の意向によりＩＣＴ環境を整えるために教

師用パソコン及び無線投影機を購入するための補正

11 図書館の運営管理に要する経費 ２，５４０

寄附者の意向により図書館の図書を購入するための

補正

12 文化センターの運営管理に要する経費 ２，８９３

滝川市文化センターにパッケージ型消化設備を設置

するための補正

議案 ２
滝川市税条例等の一部を改正する条例

市長 6.15 原案可決
〇地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う改正

議案 ３

滝川市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例
市長 6.15 原案可決

〇審査申出書等の書面への押印及び署名を不要とするた

めの改正



議案 ４

滝川市手数料条例の一部を改正する条例

市長 6.15 原案可決
〇デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う改正

議案 ５

滝川市国民健康保険条例の一部を改正する条例

市長 6.15 原案可決〇新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正

する法律の施行に伴う改正

議案 ６
滝川市立高等看護学院条例の一部を改正する条例

市長 6.15 原案可決
〇滝川市立高等看護学院の授業料を改定するための改正

議案 ７

副市長の選任について

市長 6.15

原案同意

〇千田史朗の辞任（令和３年６月26日）に伴う後任の選

任

・後任候補者 中島 純一氏
中島 純一

議案 ８

教育委員会教育長の任命について

市長 6.15

原案同意

〇山崎猛氏の任期満了（令和３年６月26日）に伴う後任

の任命

・後任候補者 田中 嘉樹氏

田中 嘉樹

議案 9

固定資産評価員の選任について

市長 6.15

原案同意

〇千田史朗氏の辞任（令和３年６月26日）に伴う後任の

選任

・後任候補者 中島 純一氏

中島 純一

議案 10

財産の取得について

市長 6.15 原案可決

〇電話交換機の取得

財産名称 電話交換機

取得の相手方 北海道市町村備荒資金組合

取得価格 ３８，２８０，０００円

議案 11

令和３年度滝川市一般会計補正予算（第４号）

市長 6.22 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 ４３，７９０ 千円

補正後予算額 ２１，５６４，２１８ 千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給

付事業に要する経費 ８，０００

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症セーフティ

ーネット強化交付金を受けて行う新型コロナウイル

ス感染症生活困窮者自立支援金を給付するための補

正

２ 感染症対策に要する経費 ３５，７９０

新型コロナウイルスワクチン接種体制を確保するた

めの補正

議案 12 滝川市議会会議規則の一部を改正する規則について
議会運営

委 員 長
6.22 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 6.15 可と答申〇内潟佐喜子氏の任期満了（令和３年９月30日）に伴う

後任の推薦

後任候補者 深澤 京子氏

意見書案 １ 地方財政の充実・強化に関する意見書
議会運営

委 員 長
6.22 原案可決

意見書案 ２
米の需給・価格安定対策と米政策の見直しに関する意見

書

議会運営

委 員 長
6.22 原案可決

意見書案 ３
学校教育におけるデジタルトランスフォーメーションを

適切に進めるための意見書

議会運営

委 員 長
6.22 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 6.22

閉 会 中

継続調査等


