
令和４年第３回滝川市議会定例会議決結果表

（自）令和４年９月２日 （至）令和４年９月14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 ９.２ 選任

■第１決算審査特別委員会（８人）

委 員 長 東元 勝己

副委員長 田村 勇

委 員 堀 重雄

委 員 木下八重子

委 員 山口 清悦

委 員 関藤 龍也

委 員 本間 保昭

委 員 荒木 文一

■第２決算審査特別委員会（７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 山本 正信

委 員 寄谷 猛男

委 員 安樂 良幸

委 員 柴田 文男

報告 １

令和３年度決算に係る健全化判断比率について

市長 ９．２ 報告済

〇令和３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 ８．５ ％

将来負担比率 ４７．３％

報告 ２

令和３年度決算に係る資金不足比率について

市長 ９．２ 報告済
〇令和３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 資金不足なし

滝川市下水道事業会計 資金不足なし

報告 ３ 株式会社滝川振興公社の経営状況について 市長 ９．１４ 報告済

報告 ４ 監査報告について 議長 ９．１４ 報告済

報告 ５ 例月現金出納検査報告について 議長 ９．１４ 報告済

議案 １

令和４年度滝川市一般会計補正予算（第６号）

市長 ９．２ 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 ７８，０３８ 千円

補正後予算額 ２２，１７７，６８４ 千円

【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 ８２７

企業版ふるさと納税の受領に伴うふるさと基金への

積立額の変更のための補正

２ 学校保健特別対策事業に要する経費 ６，３００

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実施するための補正

３ 農業の振興に要する経費 ２，６０７

滝川市穀類乾燥調製施設屋根の修繕を行うための補

正



４ 担い手育成に要する経費 １４，６７０

農林水産省の農地利用効率化等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

受けて農業機械を導入する際の費用の一部を助成す

るための補正

５ 産業振興事業に要する経費 １７３

企業版ふるさと納税を活用して行う、学生向けスカ

イワーケーション推進事業を実施するための補正

６ 学校保健特別対策事業に要する経費 ３，３７５

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実施するための補正

７ その他中学校教育の実施及び管理に要する経費

５００

寄附者の意向により明苑中学校体育館校歌額縁等の

修繕を行うための補正

８ 学校保健特別対策事業に要する経費 １，８００

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実施するための補正

９ 学校保健特別対策事業に要する経費 １，１２５

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実施するための補

正

10 過誤納還付金及び還付加算金 ４６，６６１

令和３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 ９４９

・障害者自立支援給付費道費負担金 ３，９５１

・障害者医療費道費負担金 ３５

・障害児入所給付費等道費負担金 ６１０

・生活扶助費等国庫負担金 ８，６７２

・生活保護費道費負担金 ５３２

・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金１７４

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金給付事業費交付金 ３２０

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援

金給付事務費交付金 ４７３

・低所得者保険料軽減国庫負担金 １８２

・児童手当費（国庫返還） ２３２

・児童扶養手当給付費 ５６９

・母子家庭自立支援給付費補助金 ５６

・児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金

１１３

・子どものための教育・保育給付費負担金（国庫

返還） ６，２３２

・子どものための教育・保育給付費負担金（道費

返還） ４，１８１

・子育てのための施設等利用給付費負担金（国庫

返還） ５１３

・子育てのための施設等利用給付費負担金（道費

返還） ２５７

・子ども・子育て支援交付金（国庫返還）

２，８６６

・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事

業費交付金 １４，２５０



・低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事

務費交付金 ８５９

・感染症予防事業費等国庫補助金 ６３５

議案 ２

令和４年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

市長 ９．２ 原案可決
○令和３年度社会保障・税番号制度システム整備費等補

助金の実績報告による返還のための補正

補正予算額 ２９１千円

補正後予算額 ４，４９３，８６７千円

議案 ３

令和４年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第２号）

市長 ９．２ 原案可決

○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

≪保険事業勘定≫

補正予算額 １０７，３５３千円

補正後予算額 ４，００７，１２４千円

議案 ４

令和４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 ９．２ 原案可決
○令和３年度社会保障・税番号制度システム整備費等補

助金の実績報告による返還のための補正

補正予算額 １１７千円

補正後予算額 ７１５，７７１千円

議案 ５

令和４年度滝川市病院事業会計補正予算（第２号）

市長 ９．２ 原案可決

○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に係る

事業の実施のための補正

【資本的収入】

（款） 資本的収入

（補正額） ９８，３７６千円

（補正後の額） ３０１，４１６千円

【資本的支出】

（款） 資本的支出

（補正額） ９８，３７６千円

（補正後の額） ７２７，０５０千円

議案 ６
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 ９．２ 原案可決
○育児休業の取得回数制限の緩和等を行うための改正

議案 ７ 決算審査特別委員会の設置について
議会運営

委 員 長
９．２ 原案可決

議案 ８

令和４年度滝川市一般会計補正予算（第７号）

市長 ９．１４ 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 １３６，９４０千円

補正後予算額 ２２，３１４，６２４千円

【歳入・歳出予算の補正の内容】 単位：千円

１ 感染症等対策に要する経費 １３６，９４０

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

認定 １

令和３年度滝川市一般会計歳入歳出決算の認定について

市長

９．２ 第１決算審査特委付託

収入済額 ２５，５９２，９４４，８８０円

支出済額 ２４，５９２，７１６，４２９円

収支差引額 １，０００，２２８，４５１円

９．1３ 認定

認定 ２

令和３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

９．２ 第２決算審査特委付託

収入済額 ４，６９１，５７５，４３９円

支出済額 ４，５９９，３７０，５８５円
９．1３ 認定



収支差引額 ９２，２０４，８５４円

認定 ３

令和３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

９．２ 第２決算審査特委付託

収入済額 ５８７，０３３，８８１円

支出済額 ４７４，７３９，０８２円

収支差引額 １１２，２９４，７９９円

９．1３ 認定

認定 ４

令和３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

９．２ 第２決算審査特委付託

≪保険事業勘定≫

収入済額 ４，０６２，１３５，２３７円

支出済額 ３，７３２，２６８，６２１円

収支差引額 ３２９，８６６，６１６円

≪介護サービス事業勘定≫

収入済額 １０３，５７８，０９７円

支出済額 ６５，７７３，９６６円

収支差引額 ３７，８０４，１３１円

９．1３ 認定

認定 ５

令和３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

９．２ 第２決算審査特委付託

収入済額 ６６４，９３０，１００円

支出済額 ６６３，８８９，１９６円

収支差引額 １，０４０，９０４円

９．1３ 認定

認定 ６

令和３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

９．２ 第２決算審査特委付託

収入済額 ２３，４８９，７７１円

支出済額 ２３，４８９，７７１円

収支差引額 ０円

９．1３ 認定

認定 ７

令和３年度滝川市下水道事業会計決算の認定について

市長

９．２ 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 １，２６２，８５６，６５７円

支出決算額 １，１６１，５６８，８０６円

当年度純利益 １０１，２８７，８５１円

【個別排水処理施設】

収入決算額 ３０，３６４，６７０円

支出決算額 ２６，３４４，８６２円

当年度純利益 ４，０１９，８０８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 ６９３，８８１，４０９円

支出決算額 １，１２５，１１３，６６１円

収支差額 △４３１，２３２，２５２円

【個別排水処理施設】

収入決算額 ７，８１６，０００円

支出決算額 １５，９６１，７３６円

収支差額 △８，１４５，７３６円

９．１３ 認定

認定 ８

令和３年度滝川市病院事業会計決算の認定について

市長

９．２ 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 ７，１１１，７２２，２７８円

支出決算額 ６，９２４，０８３，３０１円

当年度純利益 １８７，６３８，９７７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 ２５８，７２５，８０２円

支出決算額 ７５６，８２５，４７１円

収支差額 △４９８，０９９，６６９円

９．１３ 認定

意見書案 １ 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する意見書
議会運営

委 員 長
９．１４ 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４年９月２日付託）

審査の経緯

令和４年９月７日及び８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

９．１３
報告のとおり決定

（認 定）

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４年９月

２日付託）

審査の経緯

令和４年９月７日及び８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

９．１３
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 ９．１４

閉 会 中

継続調査等


