
令和４年第１回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和４年３月２日 （至）令和４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（７人）

委 員 長 安樂 良幸

副委員長 山口 清悦

委 員 三上 裕久

委 員 関藤 龍也

委 員 寄谷 猛男

委 員 本間 保昭

委 員 水口 典一

■第２予算審査特別委員会（８人）

委 員 長 木下八重子

副委員長 堀 重雄

委 員 山本 正信

委 員 佐々木和代

委 員 田村 勇

委 員 柴田 文男

委 員 荒木 文一

委 員 東元 勝己

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１３号））

市長 ３．２ 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 ５０，８１０千円

補正後予算額 ２３，８２９，４４６千円

【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 ５０，８１０

新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費の増

額に伴う補正

２ 専決処分日 令和４年２月１日

報告 ２ 監査報告について 議長 ３．１８ 報 告 済

報告 ３ 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４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

２１２億１，９００万円 ３．１８ 原案可決

議案 ２
令和４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

４４億９,４０３万円 ３．１８ 原案可決

議案 ３
令和４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

４億４，１１５万円 ３．１８ 原案可決

議案 ４
令和４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

３９億７，５２３万円 ３．１８ 原案可決

議案 ５
令和４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

７億１，５６７万円 ３．１８ 原案可決

議案 ６
令和４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

２４億９１万円 ３．１８ 原案可決

議案 ７
令和４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

７９億７５９万円 ３．１８ 原案可決

議案 ８

令和３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 １，１９７，７９５千円

補正後予算額 ２５，０２７，２４１千円

２ 繰越明許費の補正（追加４件）



住民記録システム改修事業 ２，９７０千円

下水道事業会計出資金 １５，０３７千円

道営土地改良事業負担金 ２５，０００千円

丸加高原専用水道改修工事実施設計事業

４０，２６０千円

３ 地方債の補正（追加１件、変更２件）

【追加】

丸加高原専用水道改修工事実施設計事業に伴う追加

【変更】

道営土地改良事業負担金に伴う限度額の変更

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

１，１２９，１６８

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 その他戸籍住民基本台帳に要する経費 ２，９７０

総務省の社会保障・税番号制度システム整備費補助

金を受けて行う、住民記録システムをマイナンバー

により情報連携するために改修するための補正

３ 社会福祉対策に要する経費 １５７

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

４ 障害者自立支援給付に要する経費 ３１，５６２

実績見込みに伴う介護給付費扶助及び訓練等給付費

扶助等の増額のための補正

５ 障害者自立支援医療に要する経費 １４，８７３

実績見込みに伴う更生医療費扶助の増額のための補

正

６ 重度心身障害者医療に要する経費 △１２，９６２

実績見込みに伴う医療扶助費の減額のための補正

７ 老人措置に要する経費 △１４，４４４

実績見込みに伴う施設扶助費の減額のための補正

８ 北海道後期高齢者医療に要する経費

△２８，９４５

令和２年度市町村療養給付費負担金の精算に伴う減

額補正

９ 子ども医療に要する経費 △１０，４０４

実績見込みに伴う医療扶助費の減額のための補正

10 ひとり親家庭等医療に要する経費 △７，０３２

実績見込みに伴う医療扶助費の減額のための補正

11 保育所等の運営管理に要する経費 △１６，０１９

公定価格の改定及び入所児童数の増加に伴う花月保

育所、江部乙保育所及び二の坂保育所の運営費委託

料の増額のための補正、入所児童の年齢区分の変動

に伴う一の坂保育所の運営費委託料の減額のための

補正、保育士等処遇改善臨時特例交付金を受けて行



う保育士や幼稚園教諭等の賃金改善のために保育士

等処遇改善臨時特例補助金を交付するための補正並

びに滝川幼稚園、滝川白樺幼稚園及び新十津川幼稚

園の利用見込数の減少に伴う広域入所負担金、滝川

幼稚園運営費負担金及び滝川白樺幼稚園運営費負担

金の減額のための補正

12 国民年金事務に要する経費 １３２

国民年金適用関係届書作成仕様書等の変更に伴う国

民年金システム改修をするための補正

13 墓地の運営管理に要する経費 △２，９９５

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

14 他会計繰出に要する経費 ５２，４５６

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 １１，９０８

後期高齢者医療特別会計 △５，２１０

病院事業会計 ４５，７５８

15 じん芥の収集処理に要する経費 △４１，７０６

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中・北空知廃棄物処理広

域連合負担金の減額のための補正

16 農業の振興に要する経費 ３０１

基金利息収入及び寄附金の見込額の確定に伴う農業

振興基金への積立額の変更のための補正

17 担い手育成に要する経費 ３，３２９

農林水産省の強い農業づくり事業費補助金を受けて

行う地域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

18 土地改良に要する経費 ２５，０００

国の令和３年度補正予算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 １０，５３２

造林木販売収入の額の確定及び基金利息収入及び寄

附金の見込額の確定に伴う林業振興基金への積立額

の変更のための補正

20 丸加高原専用水道に要する経費 ４０，２６０

丸加高原専用水道改修工事実施設計を行うための補

正

21 消防活動に要する経費 △２６，６２３

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 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



23 過誤納還付金及び還付加算金 ４７，８８５

令和２年度国庫補助金等の事業費の確定等に伴う返

還のための補正

【内訳】

・子ども・子育て支援交付金（道費返還）

２，１４５

・ひとり親世帯臨時特別給付金事業費等国庫補助金

２，８０８

・子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費等国庫

補助金 １，７５２

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

国庫補助金 ４１，１８０

議案 ９

令和３年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）

市長 ３．２ 原案可決○一般被保険者の保険給付費の増加見込み等に伴う補正

補正予算額 ２１０，６３７千円

補正後予算額 ４，７５１，７２１千円

議案 10

令和３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
○市有地の売却による不動産売却収入及び繰越金の増額

に伴う基金積立金の増額のための補正

補正予算額 ７７，８２１千円

補正後予算額 ５５０，０９０千円

議案 11

令和３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
〇後期高齢者医療保険料が当初予算より増加する見込み

であること等に伴う補正

補正予算額 ４，８４４千円

補正後予算額 ６６８，９０１千円

議案 12

令和３年度滝川市病院事業会計補正予算（第２号）

市長 ３．２ 原案可決

○高等看護学院給与費及び修学資金貸付金の増額に伴う

一般会計負担金及び繰入金の増額の補正

【収益的収入】

（款）病院事業収益

（補正額） １，１８１千円

（補正後の額） ６，６９５，６８７千円

【収益的支出】

（款）病院事業費用

（補正額） １，１８１千円

（補正後の額） ７，１１６，０４０千円

【資本的収入】

（款）資本的収入

（補正額） ３１，３２０千円

（補正後の額） ２２４，８４３千円

【資本的支出】

（款）資本的支出

（補正額） ３，３２０千円

（補正後の額） ７６３，１６３千円

議案 13
滝川市民交流プラザ条例

市長
３．１１ 第１予算審査特委付託

○滝川市民交流プラザを設置するための制定 ３．１８ 原案可決

議案 14

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

市長 ３．２ 原案可決○非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等を行うた

めの改正

議案 15

滝川市税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

○滝川市国民健康保険税における未就学児の被保険者均

等割額の軽減を行うための改正
３．１８ 原案可決

議案 16 滝川市民福祉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



○重度心身障害者医療における支給対象者となる者を追

加するための改正
３．１８ 原案可決

議案 17

滝川市立高等看護学院条例の一部を改正する条例

市長 ３．２ 原案可決○滝川市立高等看護学院の移転に伴い、所在地の変更を

行うための改正

議案 18
滝川市文化センター条例を廃止する条例

市長
３．１１ 第１予算審査特委付託

○滝川市文化センターの廃止に伴う条例の廃止 ３．１８ 原案可決

議案 19

公の施設の指定管理者の指定について（コミュニティセ

ンター等）

市長

３．１１ 第１予算審査特委付託

○コミュニティセンター等（扇町地区・幸町地区・大町

地区・西地区・北地区・中地区・緑地区・東地区・本

町地区コミュニティセンター・三世代交流センター北

地区分館・東滝川地区転作研修センター）の管理を行

わせる指定管理者の指定

(１)扇町地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

扇町地区コミュニティセンター運営委員会

(２)幸町地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

幸町地区コミュニティセンター運営委員会

(３)大町地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

大町地区コミュニティセンター運営委員会

(４)西地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

西地区コミュニティセンター運営委員会

(５)北地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

北地区コミュニティセンター運営委員会

(６)中地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

中地区コミュニティセンター運営委員会

(７)緑地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

緑地区コミュニティセンター運営委員会

(８)東地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

東地区コミュニティセンター運営委員会

(９)本町地区コミュニティセンター

【指定管理者名】

本町地区コミュニティセンター運営委員会

(10) 三世代交流センター北地区分館

【指定管理者名】

三世代交流センター北地区分館運営委員会

(11) 東滝川地区転作研修センター

【指定管理者名】

東滝川地区転作研修センター運営委員会

【指定期間】

令和４年４月１日～令和７年３月31日（３年間）

３．１８ 原案可決

議案 20

公の施設の指定管理者の指定について（中地区児童セン

ター）
市長

３．１１ 第１予算審査特委付託

○中地区児童センターの管理を行わせる指定管理者の指

定
３．１８ 原案可決



【指定管理者】

中地区コミュニティセンター運営委員会

【指定期間】

令和４年４月１日～令和７年３月31日（３年間）

議案 21

公の施設の指定管理者の指定について（身体障害者福祉

センター等）

市長

３．１１ 第１予算審査特委付託

○身体障害者福祉センター、地域ふれあいセンター及び

虹のかけ橋公園の管理を行わせる指定管理者の指定

【指定管理者名】

滝川身体障害者福祉協会

【指定期間】

令和４年４月１日～令和７年３月31日（３年間）

３．１８ 原案可決

議案 22

教育委員会委員の任命について

市長 ３．２ 原案同意
○芳村敦子氏の任期満了（令和４年５月27日）に伴う後

任の任命

後任候補者 種田貴志子氏

議案 23

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
○白木正博氏の任期満了（令和４年６月 14 日）に伴う

後任の選任

後任候補者 白木正博氏

議案 24 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 25

令和３年度滝川市一般会計補正予算（第１５号）

市長 ３．１８ 原案可決

○繰越明許費の補正（追加２件）

非課税世帯等への臨時特別給付金給付事業

１６１，１８５千円

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

１６，４４２千円

議案 26

令和４年度滝川市一般会計補正予算（第１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 １６７，９５７千円

補正後予算額 ２１，３８６，９５７千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業に要する

経費 ３，０００

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助

金を受けて行う子育て世帯への臨時特別給付金

を給付するための補正

２ 感染症等対策に要する経費 １６４，９５７

新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負

担金及び新型コロナウイルスワクチン接種体制

確保事業補助金を受けて行う新型コロナウイル

スワクチン接種を実施するための補正

諮問 １

人権擁護委員候補者の推薦について

市長 ３．２ 可と答申
○豊田 收氏の辞任（令和４年３月 31 日）に伴う後任

の推薦

後任候補者 岩岬 稔氏

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、13 号、第 16 号、第 18 号、第 19 号、

第 20 号、第 21 号 令和４年３月 11 日付託）

議長 ３．１８
報告のとおり決定

（原案可決）

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 15 号 令和４年３月 11 日付託）

議長 ３．１８
報告のとおり決定

（原案可決）

意見書案１
コロナ禍での消費拡大対策の強化と水田活用交付金の見

直しに関する要望意見書

議会運営

委 員 長
３．１８ 原案可決



意見書案２
介護職員の処遇改善に関する手続きの簡素化と対象職種

の拡大を求める要望意見書

議会運営

委 員 長
３．１８ 原案可決

決議案１
ロシア連邦によるウクライナ侵略を厳しく非難し、平和

的な解決を強く求める決議

議会運営

委 員 長
３．１０ 原案可決

請願 １
「核兵器禁止条約への署名・批准を行うことを求める意

見書」の提出を求める請願
議長 ３．１８ 不 採 択

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


