
令和３年第３回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和３年９月３日 （至）令和３年９月15日

議案番号 件 名 提出者 議決月日 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 ９.３ 選任

■第１決算審査特別委員会（８人）

委 員 長 山本 正信

副委員長 柴田 文男

委 員 三上 裕久

委 員 木下八重子

委 員 寄谷 猛男

委 員 佐々木和代

委 員 田村 勇

委 員 荒木 文一

■第２決算審査特別委員会（８人）

委 員 長 水口 典一

副委員長 安樂 良幸

委 員 堀 重雄

委 員 山口 清悦

委 員 渡邊 龍之

委 員 関藤 龍也

委 員 本間 保昭

委 員 東元 勝己

報告 １

令和２年度決算に係る健全化判断比率について

市長 ９．３ 報告済

〇令和２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 ９．４％

将 来 負 担 比 率 ６８．２％

報告 ２

令和２年度決算に係る資金不足比率について

市長 ９．３ 報告済
〇令和２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 ０．６％

滝川市下水道事業会計 資金不足なし

報告 ３

専決処分について（訴えの提起）

市長 ９．３ 報告済〇市営住宅の現状回復に関する損害賠償請求の訴えの提

起

専決処分年月日 令和３年６月２２日

報告 ４

専決処分について（調停の申立て等）

市長 ９．３ 報告済〇市営住宅及び駐車場の明渡し並びに滞納家賃及び駐車

場使用料の支払の請求に関する調停の申立て等

専決処分年月日 令和３年７月５日

報告 ５ 株式会社滝川振興公社の経営状況について 市長 ９．１５ 報告済

報告 ６ 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 ９．１５ 報告済

報告 ７ 監査報告について 議長 ９．１５ 報告済

報告 ８ 例月現金出納検査報告について 議長 ９．１５ 報告済

議案 １

令和３年度滝川市一般会計補正予算（第５号）

市長 ９．３ 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 ９５，９４３千円

補正後予算額 ２１，６６０，１６１千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 学校保健特別対策事業に要する経費 ５，６００

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、市内小中学校及び滝川西高等学校に

おける感染症対策を徹底する取組、児童生徒の学び

の保障及び教職員の研修支援に係る事業を実施する

ための補正

２ その他戸籍住民基本台帳に要する経費 ２６４

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、戸籍情報システムにおいて、戸籍

副本データ管理システムに対し、副本等情報の全件

送信作業をするための補正

３ 社会福祉対策に要する経費 ７，７００

北海道の介護サービス提供基盤等整備事業費交付金

を受けて行う、介護サービス提供基盤等整備事業費

補助金を交付するための補正

４ 保健センターの運営管理に要する経費 １，２７１

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく住民

接種を実施するため健康管理システムの改修をする

ための補正及び住民接種に係る予防接種記録のマイ

ナンバー法に基づく情報連携を実施するために中間

サーバーの改修をするための補正

５ 他会計繰出に要する経費 ３９５

後期高齢者特別会計が実施する脳ドック費用助成事

業の補正に伴う繰出金の増額のための補正

６ 自治体職員協力交流事業に要する経費

△１０，５９５

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、自治

体職員協力交流事業の中止を決定したことに伴い、

事業費の全額を減額するための補正

７ 防災に要する経費 ２１，３７８

Ｂ＆Ｇ財団の防災拠点の設置および災害時相互支援

体制構築事業支援金を受けて行う、防災拠点の整備

や人材育成に係る事業を実施するための補正

８ その他小学校教育の実施及び管理に要する経費

２，６００

学校保健特別対策事業費補助金を受けて行う、市内

小学校における感染症対策を徹底する取組、児童の

学びの保障及び教職員の研修支援に係る事業を実施

するための補正

９ その他中学校教育の実施及び管理に要する経費

５，４１０

学校保健特別対策事業費補助金を受けて行う、市内

中学校における感染症対策を徹底する取組、生徒の

学びの保障及び教職員の研修支援に係る事業を実施

するための補正並びに江陵中学校スクールバス停留

所等整備工事を実施するための補正

10 その他高等学校教育の実施及び管理に要する経費

１，０００

学校保健特別対策事業費補助金を受けて行う、滝川

西高等学校における感染症対策を徹底する取組、生

徒の学びの保障及び教職員の研修支援に係る事業を

実施するための補正



11 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

12 過誤納還付金及び還付加算金 ５９，９２０

令和２年度国庫補助金等の事業費の確定などに伴う

返還のための補正

内訳

・障害者自立支援給付費国庫負担金 ３，７０２

・障害者自立支援給付費道費負担金 ６，６６０

・障害児支援給付費国庫負担金 １，６８３

・障害児支援給付費道費負担金 ８４２

・障害者総合支援事業費補助金 ４３８

・生活扶助費等国庫負担金 ２，１１１

・生活保護費道費負担金 ２，１０７

・医療扶助費等国庫負担金 ４２，３０３

・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 ７４

議案 ２

令和３年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）

市長 ９．３ 原案可決
○脳ドック費用助成事業の受診人数の追加を行うための

補正

補正予算額 ３９５千円

補正後予算額 ４，５２６，３４３千円

議案 ３

令和３年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第１号）

市長 ９．３ 原案可決

○令和２年度の介護給付費等に係る国庫支出金等の精算

による償還金の増額及び介護給付費準備基金の積立て

を行うための補正

≪保険事業勘定≫

補正予算額 ２３６，５７４千円

補正後予算額 ４，１７３，７７０千円

議案 ４

令和３年度滝川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）

市長 ９．３ 原案可決
○脳ドック費用助成事業の受診人数の追加を行うための

補正

補正予算額 ３９５千円

補正後予算額 ６６４，０５７千円

議案 ５

令和３年度滝川市下水道事業会計補正予算（第１号）

市長 ９．３ 原案可決

○合併処理浄化槽設置申請件数の増加見込みに伴う補正

【資本的収入】

（款） 個別排水処理施設資本的収入

（補正額） ３，０００千円

（補正後の額） １５，０００千円

【資本的支出】

（款） 個別排水処理施設資本的支出

（補正額） ３，０００千円

（補正後の額） ２３，６４１千円

議案 ６

滝川市立江陵中学校と滝川市立江部乙中学校の統合に伴

う関係条例の整備に関する条例
市長 ９．３ 原案可決

○滝川市立江陵中学校と滝川市立江部乙中学校の統合に

伴う改正

議案 ７

滝川市個人情報保護条例の一部を改正する条例

市長 ９．３ 原案可決○デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴う改正

議案 ８

滝川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する条例の一部を改正する条例

市長 ９．３ 原案可決○特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一

部を改正する内閣府令等の施行に伴う改正

議案 ９
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 ９．３ 原案可決



○家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部

を改正する省令等の施行に伴う改正

議案 10 決算審査特別委員会の設置について
議会運営

委 員 長
９．３ 原案可決

議案 11

令和３年度滝川市一般会計補正予算（第６号）

市長 ９．１５ 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 ６３，５２１千円

補正後予算額 ２１，７２３，６８２千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 滝川市事業者緊急支援金給付事業に要する経費

４２，６３３

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、市内事業者を支援するため、国の月

次支援金又は北海道の道特別支援金Ｂに上乗せして

支援金を給付するための補正

２ 社会福祉対策に要する経費 ７,７３０

厚生労働省の地域介護・福祉空間整備等施設整備交

付金を受けて行う、地域介護・福祉空間整備等施設

整備補助金を交付するための補正

３ 文化芸術振興に要する経費 １２，１８３

滝川市文化センター大ホールの利用休止に伴う、代

替施設に係る使用料等の補正及び市内施設又は市外

の文化ホール等の利用に対する公共ホール等使用料

補助金を交付するための補正

４ 文化センターの運営管理に要する経費 ９７５

滝川市文化センター大ホールの利用休止に伴う利用

料金の減収分を管理代行負担金の増額により補填を

するための補正

認定 １

令和２年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について

市長

９．３ 第１決算審査特委付託

収入済額 ２７，２２９，６２０，６９８円

支出済額 ２６，２８３，４７１，６６０円

収支差引額 ９４６，１４９，０３８円

９．1４ 認定

認定 ２

令和２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

９．３ 第２決算審査特委付託

収入済額 ４，４３８，８０７，３６６円

支出済額 ４，３８６，６２１，５８１円

収支差引額 ５２，１８５，７８５円

９．1４ 認定

認定 ３

令和２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

９．３ 第２決算審査特委付託

収入済額 ６２７，２３３，２４４円

支出済額 ５４３，３０８，２６７円

収支差引額 ８３，９２４，９７７円

９．1４ 認定

認定 ４

令和２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

９．３ 第２決算審査特委付託

≪保険事業勘定≫

収入済額 ３，９１１，８２２，３１５円

支出済額 ３，５７５，２４７，５６８円

収支差引額 ３３６，５７４，７４７円

≪介護サービス事業勘定≫

収入済額 ９４，３２３，２２１円

支出済額 ６２，７５３，７６２円

収支差引額 ３１，５６９，４５９円

９．1４ 認定



認定 ５

令和２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

９．３ 第２決算審査特委付託

収入済額 ６５０，１８１，９３７円

支出済額 ６４９，４１７，８８３円

収支差引額 ７６４，０５４円

９．1４ 認定

認定 ６

令和２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

９．３ 第２決算審査特委付託

収入済額 ４７，８３１，０２６円

支出済額 ４７，８３１，０２６円

収支差引額 ０円

９．1４ 認定

認定 ７

令和２年度滝川市下水道事業会計決算の認定について

市長

９．３ 第２決算審査特委付託

≪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 １，２４３，８４１，４３６円

支出決算額 １，１５８，８９４，９４３円

当年度純利益 ８４，９４６，４９３円

【個別排水処理施設】

収入決算額 ３０，２２１，８００円

支出決算額 ２６，２５８，３２８円

当年度純利益 ３，９６３，４７２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 ７１５，５２６，８４８円

支出決算額 １，１２４，４６０，７５６円

収支差額 △４０８，９３３，９０８円

【個別排水処理施設】

収入決算額 ８，３３６，０００円

支出決算額 １６，２７０，０３１円

収支差額 △７，９３４，０３１円

９．１５ 認定

認定 ８

令和２年度滝川市病院事業会計決算の認定について

市長

９．３ 第２決算審査特委付託

≪収益的収支≫ ※消費税及び地方消費税抜きの額

収入決算額 ７，２０９，２３７，３２３円

支出決算額 ６，９５０，４９４，８６６円

当年度純利益 ２５８，７４２，４５７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 ２１３，７３７，９００円

支出決算額 ６７８，７９８，７８６円

収支差額 △４６５，０６０，８８６円

９．14 認定

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、「30

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
９．１５ 原案可決

意見書案 ２ 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書
議会運営

委 員 長
９．１５ 原案可決

意見書案 ３ 出産育児一時金の増額を求める要望意見書
議会運営

委 員 長
９．１５ 原案可決

意見書案 ４
コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充

実を求める要望意見書

議会運営

委 員 長
９．１５ 原案可決

意見書案 ５
林業・木材産業の成長産業化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
９．１５ 原案可決

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 令和３年９月３日付託）

審査の経緯

令和３年９月８日及び９日の２日間委員会を開催し、

第１決算

審査特別

委 員 長

９．１４
報告のとおり決定

（認 定）



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 令和３年９月

３日付託）

審査の経緯

令和３年９月８日及び９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、認定すべき

ものと決定した。

第２決算

審査特別

委 員 長

９．１４
報告のとおり決定

（認 定）

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 ９．１５

閉 会 中

継続調査等


