
議　決

月　日

令和元年第３回滝川市議会定例会議決結果表

（自） 令和元年９月４日　（至） 令和元年９月１８日

■第１決算審査特別委員会（８人）
委 員 長　水口　典一
副委員長　堀　　重雄
委　　員　木下　八重子
委　　員　山口　清悦
委　　員　関藤　龍也
委　　員　佐々木　和代
委　　員　安樂　良幸
委　　員　東元　勝己

■第２決算審査特別委員会（８人）
委 員 長　田村　　勇
副委員長　山本　正信
委　　員　三上　裕久
委　　員　渡邊　龍之
委　　員　寄谷　猛男
委　　員　本間　保昭
委　　員　柴田　文男
委　　員　荒木　文一

○平成３０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　　１０．２％
　将来負担比率　　　８８．２％

○平成３０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　　　８．５％
　滝川市下水道事業会計　　資金不足なし

○車両損傷事故に伴う損害賠償額の決定
　損害賠償額　　　８２，６２０円
　専決処分年月日　令和元年７月２９日

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 ９．４ 選　　　任

報告　　１

平成３０年度決算に係る健全化判断比率について

市　長 ９．４ 報　告　済

報告　　２

平成３０年度決算に係る資金不足比率について

市　長 ９．４ 報　告　済

報告　　３

専決処分について（損害賠償額の決定）

市　長 ９．４ 報　告　済

報告　　４ 株式会社滝川振興公社の経営状況について 市　長 ９．18 報　告　済

報告　　５ 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 ９．18 報　告　済

報告　　６ 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 ９．18 報　告　済

報告　　７ 監査報告について 議　長 ９．18 報　告　済

報告　　８ 例月現金出納検査報告について 議　長 ９．18 報　告　済



１　歳入・歳出予算の補正　（内容は下記のとおり）
　　補正予算額　　　　　　　　１３５，０２６　千円
　　補正後予算額　　　　２１，０２３，７２７　千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】　　　単位：千円

１　企画調査に要する経費　１，７００
　　ＪＲ根室本線の維持・存続のために根室線利用促進
　　環境整備支援金を支給するための補正

２　障害者自立支援事務に要する経費　１，１５５
　　就学前の障害児の発達支援の無償化への対応並びに
　　消費税増税に伴う報酬及び処遇改善加算の改定への
　　対応に伴う障害者自立支援給付審査支払等システム
　　を改修するための補正

３　未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付
　　金に要する経費　８６０
　　未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付
　　金を支給するための補正

４　保育所の運営管理に要する経費　７，８４０
　　10月から開始される幼児教育・保育無償化の対応に
　　係る費用の補正

５　生活困窮者自立支援事業に要する経費　１，２３２
　　進学準備給付金マイナンバー情報連携、生命保険会
　　社に対する照会様式出力及び被保護者調査における
　　項目追加に伴う生活保護電算システムを改修するた
　　めの補正

６　二酸化炭素排出抑制対策事業等に要する経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，２１３
　　一般社団法人地域循環共生社会連携協会の二酸化炭
　　素排出抑制対策事業費等補助金を受けて行う低炭素
　　ライフスタイルの普及啓発活動のための補正

７　担い手育成に要する経費　　５，８９６
　　農林水産省の強い農業づくり事業補助金を受けて行
　　う強い農業・担い手づくり総合支援交付金推進事業
　　助成金を交付するための補正並びに農林水産省の農
　　業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金を受けて行う
　　農業用ハウス強靱化緊急対策事業助成金を交付する
　　ための補正

８　土地改良に要する経費　　３，５９７
　　国の防災重点ため池の指定基準の見直しにより、新
　　たに防災重点ため池の指定を受けた「江部乙第３号
　　貯水池」のハザードマップを作成するための補正

９　多面的機能支払交付金事業に要する経費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，９７６
　　制度改正により多面的機能を発揮する活動を追加す
　　る場合の交付金の加算措置等に伴う多面的機能支払
　　交付金を交付するための補正

10　たきかわ観光国際交流スクエアの運営管理に要する
　　経費　７，３３９
　　旧中央バスターミナルに「たきかわ観光国際スクエ
　　ア」を開設するための補正

議案　　１

令和元年度滝川市一般会計補正予算（第３号）

市　長 ９．４ 原 案 可 決



○平成30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を行うための補正及び介護給付費
　準備基金積立金を積み立てるための補正
≪保険事業勘定≫
　補正予算額　　　　　　１３８，８５９千円
　補正後予算額　　　４，１７７，８９４千円

○住民基本台帳法施行令の改正を受けて、印鑑登録にお
　ける旧氏の取扱いの変更を行うための改正

○法改正により日本工業規格の名称が変更されたことに
　伴う文言整理を行うための改正

○法改正により祝日の名称が変更されることに伴う文言
　整理を行うための改正

○石狩川河川敷パークゴルフ場の管理を指定管理者に行
　わせるための改正

11　その他教育振興に要する経費　３５，４１３
　　10月から開始される幼児教育・保育無償化の対応に
　　係る費用の補正

12　東京オリンピック・パラリンピック連携事業に要す
　　る経費　１，８００
　　パラカヌーのアルゼンチン代表合宿の実施に向け、
　（仮称）滝川市ＴＯＫＹＯ２０２０ホストタウン推進
　　協議会へ交付金を交付するための補正

13　過誤納還付金及び還付加算金　５８，００５
　　多面的機能支払交付金に係る返還金及び平成30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
　　・多面的機能支払交付金　　　　　　　　　３１５
　　・子ども・子育て支援交付金　　　　　１，２３８
　　・母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７１７
　　・子どものための教育・保育費給付交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６５０
　　・子どものための教育・保育費給付費道費負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６９
　　・自立支援給付費国庫負担金　　　　　６，８８６
　　・自立支援給付費道費負担金　　　　　２，３６９
　　・障害者医療費国庫負担金　　　　　　３，７３９
　　・障害者医療費道費負担金　　　　　　　　８５４
　　・障害児支援給付費国庫負担金　　　　　　１４０
　　・障害児支援給付費道費負担金　　　　　　２０２
　　・生活扶助費等国庫負担金　　　　　　４，６５０
　　・生活扶助費等道費負担金　　　　　　４，２６２
　　・医療費扶助費等国庫負担金　　　　２９，６０９
　　・介護扶助費等国庫負担金　　　　　　　　３４２
　　・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　１１６
　　・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金　１４７

議案　　２

令和元年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

市　長 ９．４ 原 案 可 決

議案　　３

滝川市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する
条例

市　長 ９．４ 原 案 可 決

議案　　４

滝川市手数料条例の一部を改正する条例

市　長 ９．４ 原 案 可 決

議案　　５

滝川市スポーツセンター条例の一部を改正する条例

市　長 ９．４ 原 案 可 決

議案　　６

滝川市石狩川河川敷パークゴルフ場条例の一部を改正す
る条例

市　長 ９．４ 原 案 可 決



議会運営
委 員 長

９．17 認　　　定

９．17 認　　　定

９．17 認　　　定

９．17 認　　　定

○災害援護資金の償還免除要件を拡大するとともに貸付
　けを受けた者に対する報告を求めることができるもの
　とするための改正

○子育てのための施設等利用給付について虚偽報告等が
　あった場合に過料を科すものとするとともに、保育所
　等における食事の提供に要する費用の算定基準につい
　て定めるための改正

○家庭的保育事業者等を利用している乳児又は幼児を、
　当該保育の提供が終了する際に受け入れて、引き続き
　教育又は保育を提供する施設の確保に関する基準につ
　いて定めるための改正

○３歳から５歳までの通所給付決定に係る障害児を養育
　している場合の負担上限月額の積算基準について定め
　るための改正

　収入済額　　２０，６８８，９２１，９５９円
　支出済額　　１９，９７２，２５６，１９７円
　収支差引額　　　　７１６，６６５，７６２円

　収入済額　　　４，８５４，６９５，１６７円
　支出済額　　　４，７９４，８４８，１６０円
　収支差引額　　　　　５９，８４７，００７円

　収入済額　　　　　９５７，５９３，１９１円
　支出済額　　　　　９０１，４７６，６１０円
　収支差引額　　　　　５６，１１６，５８１円

≪保険事業勘定≫
　収入済額　　　４，０２８，７１６，７１０円
　支出済額　　　３，８３９，８５６，８１４円
　収支差引額　　　　１８８，８５９，８９６円
≪介護サービス事業勘定≫
　収入済額　　　　　　８９，７４７，２５３円
　支出済額　　　　　　６７，７２３，２２１円
　収支差引額　　　　　２２，０２４，０３２円

議案　　７

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

市　長 ９．４ 原 案 可 決

議案　　８

滝川市における子ども・子育て支援法第87条の規定に基
づく過料に関する条例及び滝川市特定教育・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 ９．４ 原 案 可 決

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 ９．４ 原 案 可 決

議案　１０

滝川市こども発達支援センター条例等の一部を改正する
条例

市　長 ９．４ 原 案 可 決

議案　１１ 決算審査特別委員会の設置について ９．４ 原 案 可 決

認定　　１

平成３０年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定につい
て

市　長

９．４ 第１決算審査特委付託

認定　　２

平成３０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

９．４ 第２決算審査特委付託

認定　　３

平成３０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

９．４ 第２決算審査特委付託

認定　　４

平成３０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

９．４ 第２決算審査特委付託



９．17 認　　　定

９．17 認　　　定

９．17 認　　　定

９．17 認　　　定

　収入済額　　　　　６１４，８４４，９０９円
　支出済額　　　　　６１３，７６０，６００円
　収支差引額　　　　　　１，０８４，３０９円

　収入済額　　　　　１１７，２７７，１２５円
　支出済額　　　　　１１７，２７７，１２５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　　１，２６５，５４３，３７９円
　支出決算額　　１，１８８，８１１，０２０円
　当年度純利益　　　　７６，７３２，３５９円
【個別排水処理施設】
　収入決算額　　　　　２５，９２３，３９７円
　支出決算額　　　　　２３，５３１，４０５円
　当年度純利益　　　　　２，３９１，９９２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　　　　７７１，０５５，２６８円
　支出決算額　　１，２５６，１０６，６４９円
　収支差引額　　　△４８５，０５１，３８１円
【個別排水処理施設】
　収入決算額　　　　　　８，４６９，０００円
　支出決算額　　　　　１２，９０７，３６０円
　収支差引額　　　　　△４，４３８，３６０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　　６，６３５，０１７，７０４円
　支出決算額　　６，７５２，７７６，３８４円
　当年度純損失　　　１１７，７５８，６８０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　　　　　９３，０００，０００円
　支出決算額　　　　５４８，２４１，３７６円
　収支差引額　　　△４５５，２４１，３７６円

認定　　５

平成３０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

９．４ 第２決算審査特委付託

認定　　６

平成３０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

９．４ 第２決算審査特委付託

認定　　７

平成３０年度滝川市下水道事業会計決算の認定について

市　長

９．４ 第２決算審査特委付託

認定　　８

平成３０年度滝川市病院事業会計決算の認定について

市　長

９．４ 第２決算審査特委付託

意見書案 １

「子どもの貧困」解消など教育予算確保・拡充と就学保
障、義務教育費国庫負担制度堅持・負担率1/2への復
元、教職員の超勤・多忙化解消・「30人以下学級」の実
現に向けた要望意見書

議会運営
委 員 長

９・18 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　令和元年９月４日付託）

審査の経過
　令和元年９月10日及び11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

９．17
報告のとおり決定

（認　　定）



閉　会　中
継続調査等

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　令和元年９月

　４日付託）

審査の経過

　令和元年９月10日及び11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。

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 ９．18

第２決算
審査特別
委 員 長

９．17
報告のとおり決定

（認　　定）


