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報告第 1号

報告第 2号

報告第 3号

専決処分の承認を求めることについて (飯田市税条例の一
部を改正する条例の

一部を改正する条例の制定について)

【与党税制改正大綱を受けて総務省からなされた技術的助言に基づき、平成28
年 1月 1日から使用する市税に係る申請書等の一部について個人番号の記載を
不要とすること等に対応するため、条例の一部を改正したもの。】
専決処分の報告について (損害賠償の額を定めることについて)
【平成27年10月13日に発生した自動車事故による物的損害に係る賠償額を

21,600円と定め、平成27年12月21日に専決処分したもの。】
専決処分の報告について (損害賠償の額を定めることについて)
【平成27年10月5日 に発生した市道瑕症による物的損害に係る賠償額を40,086
円と定め、平成28年2月 5日 に専決処分したもの。】

議案第 1号

議案第 2号

議案第 3号

公平委員会の委員の選任について
【公平委員 2人の任期が平成28年3月31日をもつて満了するので、後任の委員

の選任について、議会の同意を求めるもの。】
固定資産評価審査委員会の委員の選任について
【固定資産評価審査委員 1人の任期が平成28年5月 13日をもつて満了するの

で、後任の委員の選任について、議会の同意を求めるもの。】
人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて
【人権擁護委員 3人 の任期が平成28年6月30日をもつて満了するので、次期委

員候補者を推薦するため、議会の意見を求めるもの。】

議案第4号

議案第 5号

議案第 6号

議案第 7号

議案第 8号

飯田市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
【行政不服審査法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を

改正しようとするもの。】
飯田市行政不服審査会条例の制定について
【行政不服審査法の改正に伴い、審査請求事件に係る調査審議等を行う第二者

機関を設置することについて必要な事項を規定するため、新たに条例を制定し
ようとするもの。】
飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について
【人事院勧告に準じて職員等の給与、期末 ・勤勉手当等の支給率を改正し、及

び地方公務員法等の改正に伴い等級別基準職務表を条例で規定する必要が生じ
たことに対応するため、飯田市職員の給与に関する条例ほか4条例の一部を改
正しようとするもの。】
飯田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【行政不服審査法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を

改正しようとするもの。】
飯田市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定について
【審議会の所掌事項に教育長の給与の額に関する事項を追加するため、条例の

一部を改正しようとするもの。】



議案第9号   議 会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す
る条例の制定について
【地方公務員災害補償法の改正に伴い、支給額の調整率を改正するため、条例

の一部を改正しようとするもの。】
議案第10号  飯 田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

つ い て

【地方公務員法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を改
正しようとするもの。】

議案第11号  飯 田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制
定について
【地方公務員法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を改

正しようとするもの。】
議案第12号  飯 田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

【法令の改正に伴い、新たに徴収することとなる手数料に係る規定を追加する
ため、条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第13号  飯 田市税条例の一部を改正する条例の制定について
【地方税法の改正により徴収猶予その他の納税環境の整備に係る規定を設ける

ため、条例の一部を改正しようとするもの。】
議案第14号  飯 田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する

条例の制定について
【上久堅に地域振興住宅を新たに設置するため、条例の一部を改正しようとす
るもの。】

議案第15号  飯 田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について
【消費者安全法の改正に伴い、飯田市の消費生活センターの組織及び運営につ

いて必要な事項を規定するため、新たに条例を制定しようとするもの。】

議案第16号  飯 田市デイサービスセンター条例及び飯田市指定地域密着型サービスの事業の
人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【介護保険法の改正に伴い、指定地域密着型サービスとして地域密着型通所介

護を追加することに関し必要な規定の整備を行うため、条例の一部を改正しよ
うとするもの。】

議案第17号  飯 田市保健センター設置条例の一部を改正する条例の制定について
【飯田市上村保健センターを廃止するため、条例の一部を改正しようとするも

の。】
議案第18号  飯 田市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の制定について

【行政不服審査法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を
改正しようとするもの。】

議案第19号  飯 田市消防団条例の一部を改正する条例の制定について
【平成28年度から平成32年度までを計画期間とする飯田市第11次消防力 (消防

団)整 備計画の策定に伴い、必要な体制整備等を行うため、条例の一部を改正
しようとするもの。】

議案第20号  飯 田市防災会議条例の一部を改正する条例の制定について
【多様な主体との連携、大規模災害に対応する体制構築等のため、防災会議の

委員となる者の範囲を拡大することについて、条例の一部を改正しようとする
もの。】

議案第21号  飯 田市消防委員会条例及び飯田市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
る条例の制定について
【行政不服審査法の改正に伴い、必要な規定の整備を行うため、条例の一部を

改正しようとするもの。】
議案第22号  学 校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

の制定について
【学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理を行うた
め、飯田市考古資料館条例条例ほか4条 例の一部を改正しようとするもの。】

議案第23号  飯 田市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
【座光寺公民館の改修に伴い、施設の使用料等を変更するため、条例の一部を

改正しようとするもの。】



議案第24号  新 市建設計画の変更について
【平成17年度から平成27年度までを計画期間とする新市建設計画について、計

画期間の延長その他所要の変更を行うため、議会の議決を求めるもの。】
議案第25号  飯 田市過疎地域自立促進計画の変更について

【平成22年度から平成27年度までを計画期間とする飯田市過疎地域自立促進計
画について、事業の追加を行うため、議会の議決を求めるもの。】

議案第26号  飯 田市過疎地域自立促進計画の策定について
【平成28年度から平成32年度までを計画期間とする飯田市過疎地域自立促進計

画を策定するため、議会の議決を求めるもの。】

議案第27号  公 の施設の指定管理者の指定について (飯田市南信濃木沢都市山村交流促進施
設)

【木沢地区活性化推進協議会を飯田市南信濃木沢都市山村交流促進施設の指定
管理者として、平成28年4月 1日から平成32年3月31日までの間、指定したい
とするもの。】

議案第28号  公 の施設の指定管理者の指定について (飯田市21世紀環境共生型モデル住宅)
【橋南まちづくり委員会を飯田市21世紀環境共生型モデル住宅の指定管理者と
して、平成28年4月 1日から平成31年3月 31日までの間、指定したいとするも
の。】

議案第29号  公 の施設の指定管理者の指定について (座光寺つどいの広場)
【おしゃべリサラダを座光寺つどいの広場の指定管理者として、平成28年4月
1日から平成31年3月 31日までの間、指定したいとするもの。】

議案第30号  公 の施設の指定管理者の指定について (飯田市千代デイサービスセンター)
【社会福祉法人千代しゃくなげの会を飯田市千代デイサービスセンターの指定

管理者として、平成28年4月 1日から平成33年3月 31日までの間、指定したい
とするもの。】

議案第31号  公 の施設の指定管理者の指定について (飯田市上村若者センター等)
【株式会社上村振興公社を飯田市上村若者センターほか8施設の指定管理者と
して、平成28年4月 1日から平成32年3月31日までの間、指定したいとするも
の。】

議案第32号  市 道路線の認定について
【三遠南信自動車道関連の路線の認定 1路 線】

議案第33号  市 道路線の廃止について
【三遠南信自動車道関連の路線の廃止 2路 線】

議案第34号  市 道路線の変更について
【三遠南信自動車道関連の路線の変更 16路線】

議案第35号  公 の施設の指定管理者の指定について (飯田市北田遺跡公園)
【上久堅地区まちづくり委員会を飯田市北田遺跡公園の指定管理者として、平

成28年4月 1日から平成31年3月31日までの間、指定したいとするもの。】

議案第36号  平 成27年度飯田市一般会計補正予算 (第6号 )案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,174,729千円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ45,725,267千円とする。】
議案第37号  平 成27年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算 (第3号)案

【事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ72,644千円を追加し、歳
入歳出予算の総額をそれぞれ11,585,417千円とする。】

議案第38号  平 成27年度飯田市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号 )案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,753千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ1,253,503千円とする。】
議案第39号  平 成27年度飯田市介護保険特別会計補正予算 (第2号 )案

【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ179,914千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ10,710,405千円とする。】



議案第40号  平 成27年度飯田市下水道事業特別会計補正予算 (第3号)案
【歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ26,475千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ4,282,267千円とする。】
議案第41号  平 成27年度飯田市病院事業会計補正予算 (第2号 )案

【収益的収入の予定額に159,302千円を追加する。】
議案第42号  平 成27年度飯田市水道事業会計補正予算 (第2号 )案

【収益的収入の予定額に2,500千円、収益的支出の予定額に8,000千円をそれぞ
れ追加する。】

議案第43号  平 成27年度飯田市各財産区会計補正予算 (第2号)案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,394千円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ39,475千円とする。】
議案第44号  平 成28年度飯田市一般会計予算 (案)

【予算総額44,300,000千円】
議案第45号  平 成28年度飯田市国民健康保険特別会計予算 (案)

【事業勘定予算総額11,266,000千円 直 営診療施設勘定予算総額5,300千円】
議案第46号  平 成28年度飯田市後期高齢者医療特別会計予算 (案)

【予算総額1,272,000千円】
議案第47号  平 成28年度飯田市介護保険特別会計予算 (案)

【予算総額10,673,400千円】
議案第48号  平 成28年度飯田市地方卸売市場事業特別会計予算 (案)

【予算総額20,200千円】
議案第49号  平 成28年度飯田市駐車場事業特別会計予算 (案)

【予算総額71,500千円】
議案第50号  平 成28年度飯田市墓地事業特別会計予算 (案)

【予算総額23,700千円】
議案第51号  平 成28年度飯田市簡易水道事業特別会計予算 (案)

【予算総額150,000千円】
議案第52号  平 成28年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計予算 (案)

【予算総額693,000千円】

議案第53号  平 成28年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計予算 (案)
【予算総額128,800千円】

議案第54号  平 成28年度飯田市病院事業会計予算 (案)
【収益的収入12,435,000千円 収 益的支出12,708,000千円
資本的収入1,330,500千円 資 本的支出2,813,502千円】

議案第55号  平 成28年度飯田市水道事業会計予算 (案)
【収益的収入2,120,400千円 収 益的支出1,950,000千円
資本的収入523,600千円 資 本的支出1,344,600千円】

議案第56号  平 成28年度飯田市下水道事業会計予算 (案)
【収益的収入4,776,900千円 収 益的支出4,176,300千円
資本的収入1,274,700千円 資 本的支出2,684,600千円】

議案第57号  平 成28年度飯田市各財産区会計予算 (案)
【予算総額43,004千円】


