
平成26年飯田市議会第１回定例会まとめ（２月26日提出分）
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案件の概要

報告第１号 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25年10月６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15,645円と定

め、平成26年２月７日に専決処分したもの。】

報告第２号 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25年12月４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49,350円と定

め、平成26年１月24日に専決処分したもの。】

報告第３号 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26年１月８日に発生した林道の落石による車両の損害に係る賠償額を147,440円

と定め、平成26年２月５日に専決処分したもの。】

報告第４号 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26年１月６日に発生した市道の段差による車両の損害に係る賠償額を278,100円

と定め、平成26年１月20日に専決処分したもの。】

報告第５号 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25年12月10日に市道で発生した落石による車両の損害に係る賠償額を117,453円

と定め、平成26年１月24日に専決処分したもの。】

報告第６号 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25年12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218,830円と

定め、平成26年２月５日に専決処分したもの。】

議案第１号 監査委員の選任について

【監査委員１人の任期が平成26年２月28日をもって満了するので、後任者を選任するた

め議会の同意を求めるもの。新たに任命する者　加藤良一氏】

議案第２号 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26年６月30日をもって満了するので、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３号 飯田市税条例の一部を改正する条例の制定について

【地方税法等の改正に伴い個人市民税における公的年金からの特別徴収制度及び公社債

等に対する課税制度を見直すとともに、並びに転居等した納税者の負担軽減、利便性向

上を図ることを意図した納期期間外の納期を設ける改正を行うため、条例の一部を改正

しようとするもの。】

議案第４号 飯田市行政改革推進委員会条例の一部を改正する条例の制定について

【飯田市行政改革推進委員会の名称を飯田市行財政改革推進委員会に変更するととも

に、平成26年４月１日からの組織機構改革等に伴い庶務に関する規定を見直すため、条

例の一部を改正しようとするもの。】
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議案第５号 飯田市基本構想審議会条例の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月１日からの組織機構改革等に伴い庶務に関する規定を見直すため、条例

の一部を改正しようとするもの。】

議案第６号 飯田市授産施設条例の一部を改正する条例の制定について

【施設の利用状況により、飯田市上村福祉企業センター下栗分場を廃止するとともに、

飯田市南信濃福祉企業センターの定員を30人から25人に、飯田市南信濃福祉企業セン

ター木沢分場の定員を10人から５人に変更するため、条例の一部を改正しようとするも

の。】

議案第７号 飯田市麻績の里交流センター設置条例及び飯田市ふれあいの郷松ぼっくりの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、使用料の額の改定を行うため、条例

の一部を改正しようとするもの。】

議案第８号 地方卸売市場条例の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、消費税等相当額を５パーセントから

８パーセントにするため、条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第９号 飯田市天龍峡温泉交流館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

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、使用料の額の改定を行うため、平成

25年12月議会で改正を行った条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第10号 飯田市下水道条例及び飯田市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、公共下水道の使用料及び農業集落排

水処理施設の使用料の額の改定を行うため、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

【下久堅、龍江及び三穂に新たに地域振興住宅をそれぞれ追加設置するため、条例の一

部を改正しようとするもの。】

議案第12号 飯田市病院事業条例の一部を改正する条例の制定について

【今後の医療の専門化による新たな診療科に対応し、専門医の着任に併せて速やかな標

榜が可能となるよう、広告可能な基本的な診療科について条例で規定し、その他の診療

科については規則で規定するため、及び条例の規定における会計管理者に行わせる会計

事務をより明確にするため、条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第13号 飯田市有線テレビジョン放送施設条例及び飯田市遠山郷有線テレビジョン放送施設条例

の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、使用料の額の改定を行うため、条例

の一部を改正しようとするもの。】

議案第14号 飯田市考古資料館条例の一部を改正する条例の制定について

【観覧料の減免の対象となる場合の規定を明確にする等の見直しを行うため、条例の一

部を改正しようとするもの。】

議案第15号 飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館条例の一部を改正する条例の制定について

【観覧料を指定管理者の収入とするため、条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第16号 飯田市歴史研究所条例の一部を改正する条例の制定について

【市民と連携した事業の推進のため、附属機関として飯田市歴史研究所協議会を設置す

るため、条例の一部を改正しようとするもの。】
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議案第17号 飯田市公民館条例等の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、使用料の額の改定を行うため、飯田

市公民館条例、飯田市文化センター条例及び飯田勤労者体育センター条例の一部を改正

しようとするもの。】

議案第18号 飯田文化会館条例等の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、使用料の額の改定を行うため、飯田

文化会館条例、飯田市人形浄瑠璃(るり)施設条例及び飯田市地域人形劇センター条例の

一部を改正しようとするもの。】

議案第19号 竹田扇之助記念国際糸繰り人形館条例の一部を改正する条例の制定について

【観覧料の減免の対象となる場合の規定を明確にする等の見直しを行うため、条例の一

部を改正しようとするもの。】

議案第20号 飯田市美術博物館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

【平成26年４月１日からの消費税率の改定により、使用料の額の改定を行うため、平成

25年12月議会で改正を行った条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第21号 飯田市水道条例及び飯田市簡易水道給水条例の一部を改正する条例の制定について

【平成26年４月からの消費税率の改定に伴う水道料金、簡易水道の料金、加入金及び各

種手数料の額の改定を行うため、条例の一部を改正しようとするもの。】

議案第22号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市旧飯田測候所）

【おひさま進歩エネルギー株式会社を飯田市旧飯田測候所の指定管理者として、平成26

年４月１日から平成29年３月31日までの間、指定したいとするもの。】

議案第23号 松川町との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、松川町との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第24号 高森町との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、高森町との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第25号 阿南町との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、阿南町との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第26号 阿智村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、阿智村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第27号 平谷村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、平谷村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第28号 根羽村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、根羽村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】
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議案第29号 下條村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、下條村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第30号 売木村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、売木村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第31号 天龍村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、天龍村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第32号 泰阜村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、泰阜村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第33号 喬木村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、喬木村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第34号 豊丘村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、豊丘村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第35号 大鹿村との間において締結した定住自立圏形成協定の一部を変更する協定を締結するこ

とについて

【圏域内の医療機関の連携体制の強化を図るため、大鹿村との間に締結した定住自立圏

形成協定の内容に飯田下伊那診療情報連携システムの運営を加えようとするもの。】

議案第36号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市休日夜間急患診療所）

【飯伊地区包括医療協議会を飯田市休日夜間急患診療所の指定管理者として、平成26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37号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市健康増進施設）

【株式会社飯田健康温泉を飯田市健康増進施設の指定管理者として、平成26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38号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市桐林勤労者福祉センター）

【一般財団法人飯田勤労者共済会を飯田市桐林勤労者福祉センターの指定管理者とし

て、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの間、指定したいとするもの。】

議案第39号 損害賠償の額を定めることについて

【平成25年６月７日に歩行者が市道歩道に接する構造物から転落し負傷した事故に係る

損害の賠償額を587,278円と定めたいとするもの。】

議案第40号 市道路線の認定について

【三遠南信道路に伴う市道路線の付け替えのため路線２件を認定したいとするもの。】

議案第41号 市道路線の変更について

【次期ごみ処理施設整備等に伴い路線６件を変更したいとするもの。】
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議案第42号 心身障害児就学指導委員会の事務委託に関する規約を廃止する規約の制定について

【平成26年４月１日から阿智村、根羽村及び平谷村が、新たに心身障害児就学指導委員

会の機能を持つ委員会を設置するため、事務委託を廃止する。】

議案第43号 工事請負契約の締結について（下久堅公民館・自治振興センター建築工事）

【契約金額　218,592千円　契約の相手方　小池建設株式会社】

議案第44号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館）

【三穂まちづくり委員会を飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館の指定管理者として、

平成26年４月１日から平成29年３月31日までの間、指定したいとするもの。】

議案第45号 公の施設の指定管理者の指定について（飯田市地域人形劇センター）

【特定非営利活動法人いいだ人形劇センターを飯田市地域人形劇センターの指定管理者

として、平成26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46号 平成25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1,004,911千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ46,393,693千円とする。】

議案第47号 平成25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から歳入歳出それぞれ17,018千円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ9,961,650千円とする。】

議案第48号 平成25年度飯田市介護保険特別会計補正予算（第１号）案

【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ52,406千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ10,120,406千円とする。】

議案第49号 平成25年度飯田市駐車場事業特別会計補正予算（第１号）案

【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,027千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ72,027千円とする。】

議案第50号 平成25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に歳入歳出それぞれ52,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ4,281,200千円とする。】

議案第51号 平成25年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計補正予算（第１号）案

【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,894千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ141,894千円とする。】

議案第52号 平成25年度飯田市水道事業会計補正予算（第２号）案

【資本的収入の予定額を12,204千円、資本的支出の予定額を45,000千円それぞれ減額す

る。】

議案第53号 平成25年度飯田市各財産区会計補正予算（第１号）案

【歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,856千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ35,218千円とする。】

議案第54号 平成26年度飯田市一般会計予算（案）

【予算総額　45,920,000千円】

議案第55号 平成26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　10,034,600千円　直営診療施設勘定予算総額　4,600千円】

議案第56号 平成26年度飯田市後期高齢者医療特別会計予算（案）

【予算総額　1,236,100千円】

議案第57号 平成26年度飯田市介護保険特別会計予算（案）

【予算総額　10,382,100千円】
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議案第58号 平成26年度飯田市地方卸売市場事業特別会計予算（案）

【予算総額　32,700千円】

議案第59号 平成26年度飯田市駐車場事業特別会計予算（案）

【予算総額　73,200千円】

議案第60号 平成26年度飯田市墓地事業特別会計予算（案）

【予算総額　21,000千円】

議案第61号 平成26年度飯田市簡易水道事業特別会計予算（案）

【予算総額　145,900千円】

議案第62号 平成26年度飯田市下水道事業特別会計予算（案）

【予算総額　4,277,700千円】

議案第63号 平成26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　688,300千円】

議案第64号 平成26年度飯田市上村デイサービスセンター特別会計予算（案）

【予算総額　34,500千円】

議案第65号 平成26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　131,000千円】

議案第66号 平成26年度飯田市病院事業会計予算（案）

【収益的収入　12,447,000千円　収益的支出　15,313,000千円

　資本的収入　1,088,077千円　資本的支出　1,953,255千円】

議案第67号 平成26年度飯田市水道事業会計予算（案）

【収益的収入　2,257,400千円　収益的支出　2,052,800千円

　資本的収入　288,400千円　資本的支出　1,047,300千円】

議案第68号 平成26年度飯田市各財産区会計予算（案）

【予算総額　48,114千円】
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