第３回定例会告示日記者会見 次第
2018年 8月 21日 （火 ）
市長公室
１ 開

会

２ 市長あいさつ

３ 発表事項
（１）平成30年 飯田市議会第3回定例会提出議案【総務部】

（２）平成30年度一般会計補正予算(第5号)案【総務部】

（３）平成29年度決算について【総務部】

（４）防災講演会「東日本大震災に学ぶ 今日までの復興と放射線対策等」の開催について【危
機管理室】

４ 閉

会

☆ 今後の記者会見の予定
９月第１回定例
９月第２回定例

2018年9月4日（火）
2018年9月18日（火）

09:00～
09:00～

市長公室
市長公室

総 括
報告案件
人事案件
条例案件
一般案件
予算案件
決算認定
計

平成30年飯田市議会第３回定例会まとめ（８月28日提出分）
4件
3件
6件
5件
7件
13 件
38 件

案件の概要
報告第30号
報告第31号
報告第32号
報告第33号
議案第78号
議案第79号
議案第80号
議案第81号
議案第82号
議案第83号
議案第84号

専決処分の承認を求めることについて（平成30年度飯田市一般会計補正予算
（第３号））
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,370千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ45,951,854千円とする。】
専決処分の承認を求めることについて（平成30年度飯田市一般会計補正予算
（第４号））
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ218,450千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ46,170,304千円とする。】
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30年５月４日に発生した市道管理の瑕疵による物的損害に係る賠償額を
32,778円と定め、平成30年７月４日に専決処分したもの。】
健全化判断比率及び資金不足比率の報告について
【地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき健全化判断比率等
を報告するもの。】
教育委員会の委員の任命について
【委員１人の任期満了に伴い新たに委員を選任したいとするもの。】
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２人の任期が平成30年12月31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。】
飯田市野底財産区管理委員の選任について
【委員１人の任期満了に伴い新たに委員を選任したいとするもの。】
飯田市税条例の一部を改正する条例の制定について
【地域再生法の一部改正に伴う地方活力向上地域等特定業務施設に対する固定
資産税の取扱い等の規定を定め、及び固定資産税に関する規定の改正漏れの是
正を行おうとするもの。】
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
【程野市営住宅２号室を地域振興住宅へ用途変更するため、条例に設置規定を
加えようとするもの。】
飯田市下久堅ふれあい交流館条例の制定について
【飯田市下久堅ふれあい交流館の設置及び管理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。】
飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
【個人番号を独自に利用する事務並びに他の行政機関と情報連携を行う事務及
びその事務に必要となる特定個人情報を新たに定めるため、所要の改正を行お
うとするもの。】
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議案第85号
議案第86号

議案第87号
議案第88号
議案第89号
議案第90号
議案第91号
議案第92号
議案第93号
議案第94号
議案第95号
議案第96号
議案第97号
議案第98号
議案第99号

飯田市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の制定について
【特別養護老人ホーム飯田荘の建替えに伴い、条例中の位置及び定員の規定を
改正しようとするもの。】
飯田市指定介護予防支援等の事業に係る人員、運営及び介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい
て
【厚生労働省令の一部改正に伴い、指定介護予防支援事業者の障害福祉制度と
の連携の明確化等、所要の改正を行おうとするもの。】
土地の取得について
【8,932平方メートルの土地を土地開発基金により取得することについて、議会
の議決を求めるもの。】
損害賠償の額を定めることについて
【平成30年５月23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
510,368円と定めたいとするもの。】
損害賠償の額を定めることについて
【平成30年５月23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
2,820,000円と定めたいとするもの。】
平成29年度飯田市水道事業剰余金の処分について
【未処分利益剰余金について、減債積立金への積立を行いたいとするもの。】
平成29年度飯田市下水道事業剰余金の処分について
【未処分利益剰余金について、資本金への組入れを行いたいとするもの。】
平成30年度飯田市一般会計補正予算（第５号）案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ167,449千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ46,337,753千円とする。】
平成30年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案
【直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ206千円を追加
し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6,506千円とする。】
平成30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3,867千円を追加し、歳入歳出予算の
総額をそれぞれ11,518,967千円とする。】
平成30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10,468千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ93,168千円とする。】
平成30年度飯田市水道事業会計補正予算（第１号）案
【資本的支出の予定額に7,000千円を追加する。】
平成30年度飯田市下水道事業会計補正予算（第１号）案
【収益的支出の予定額に30,260千円を追加し、資本的収入の予定額から19,300
千円を、資本的支出の予定額から7,300千円をそれぞれ減額する。】
平成30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に歳入歳出それぞれ835千円を追加し、歳入歳出予算の総
額をそれぞれ52,940千円とする。】
平成29年度飯田市一般会計歳入歳出決算認定について

議案第100号 平成29年度飯田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
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議案第101号 平成29年度飯田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
議案第102号 平成29年度飯田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
議案第103号 平成29年度飯田市地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第104号 平成29年度飯田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第105号 平成29年度飯田市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第106号 平成29年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第107号 平成29年度飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第108号 平成29年度飯田市病院事業決算認定について
議案第109号 平成29年度飯田市水道事業決算認定について
議案第110号 平成29年度飯田市下水道事業決算認定について
議案第111号 平成29年度飯田市各財産区会計歳入歳出決算認定について
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平成30年８月21日 記者発表資料
飯田市総務部財政課

平成30年度一般会計補正予算（第５号）案について
１ 補正額
２ 主な内容

167,449 千円

・産婦健診事業 4,122千円
・市所有ブロック塀への対応 8,944千円
・公民館改修事業 8,230千円
・公共施設等整備基金積立金 66,706千円

・地域公共交通等の充実 857千円
・災害対策備蓄事業 7,699千円
・森林づくり推進支援事業 5,886千円

・（入）新とけい塔への寄附金活用 5,000千円
・勤労青少年ホーム管理費 23,112千円
・飯田子どもの森公園維持管理費 4,886千円

総 括（歳 入）

単位：千円

款

補正前の額

補 正 額

09 地方交付税

10,998,618

64,024

13 国庫支出金

5,641,996

△ 5,141

計

補 正 額 の 主 な 内 容

11,062,642 普通交付税
公立学校施設整備事業補助金（義務教育施設） △8,100 社会資本整備（都市公園） △5,000

5,636,855 社会資本整備（市街地整備・商業） 900 公共土木施設災害復旧事業負担金 900
産婦健康診査事業補助金 2,000 社会資本整備（市街地整備・公園） 2,250 ほか

14 県支出金

12,364

16 寄附金

164,279

5,118

17 繰入金

1,236,312

3,000

19 諸収入

2,701,767

75,384

2,777,151

物件移転等補償金（妙琴公園JR立木等補償） 66,706
災害救助費市町村繰替支弁交付金 7,699 埋蔵文化財調査受託事業収入 979

20 市債

4,557,500

12,700

4,570,200

自然災害防止（道路） 7,200 義務教育施設整備（中学校） 3,700 過疎対策（教育） 1,400
過疎対策（林道） 1,200 義務教育施設整備（小学校） 600 公共事業等（公園） △2,100 ほか

46,170,304

167,449

46,337,753

歳

入

合

計

2,893,702

河畔林整備事業補助金 4,860 松林健全化推進事業補助金 4,360
間伐作業路整備事業補助金 1,300 経営体育成交付金 540 ほか

2,881,338

169,397 商業振興寄附金 5,000 図書館寄附金 100 療育事業寄附金 18
1,239,312 ふるさと基金繰入金

平成30年度一般会計補正予算（第５号）案について
総 括（歳 出）

単位：千円
補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

款

補正前の額

補正額

計

特
国県支出金

02 総務費

4,507,620

3,461

4,511,081

03 民生費

15,233,168

9,490

15,242,658

定

財

地 方 債

源
そ の 他
3,000

一般財源

補 正 額 の 主 な 内 容

461 市民協働推進事業 3,000 市民バス等運行業務費 461
老人福祉一般経費 3,402 発達支援センター管理費 2,133

1,855

18

7,617 適正実施推進事業 1,620
中国帰国者等生活支援事業（補助） 756 ほか

04 衛生費

4,619,593

8,666

4,628,259

2,701

400

5,565

産婦健診事業 4,122 公衆便所事業 1,242
保健施設管理費 957 上村診療所運営費 810 ほか

06 農林水産業費

1,191,592

15,390

1,206,982

11,546

1,100

2,744

森林病害虫対策事業 6,441 森林づくり推進支援事業 5,886
森林造成事業 2,582 意欲ある農業者支援事業 540 ほか

07 商工費

2,548,243

3,840

2,552,083

900

08 土木費

5,463,163

9,992

5,473,155

09 消防費

1,465,772

7,699

1,473,471

10 教育費

11 災害復旧費
13 諸支出金
歳 出 合 計

△ 2,750

5,000

7,699

40,855

5,227,828

△ 7,929

5,700

259,400

1,350

260,750

900

400

100

66,706

66,806

46,170,304

167,449

46,337,753

1,079

12,700

0 災害対策備蓄事業
勤労青少年ホーム管理費 23,112 公民館改修事業 8,230
文化財管理事業 2,776 教職員住宅維持管理事業 1,353
42,005
文化会館施設整備事業 1,296 体育施設改修費 1,189
埋蔵文化財調査事業（その他） 979 ほか

50 土木施設補助凍上災害復旧事業費
66,706

7,223

中心市街地活性化事業推進事務費 2,000
天龍峡活性化事業 1,444 電気小型バス実証運行事業 396

道路自然災害防止事業 7,258
社会資本整備総合交付金事業（市街地整備・公園） 5,000
7,642 飯田子どもの森公園維持管理費 4,886
生活関連道路整備事業 1,580 公園改修事業 648
都市公園長寿命化対策事業 △10,000 ほか

5,100

5,186,973

△ 2,060

83,502

0 公共施設等整備基金積立金
64,024

平成 30 年 8 月 21 日（火）

平成 29 年度決算について

平成 29 年度決算の概要（普通会計）
※普通会計・・・一般会計、墓地事業特別会計、ケーブルテレビ放送事業特別会計の合計

１

決算総括（歳入歳出決算）
・・・
「飯田市決算の概要」２Ｐ
・普通交付税等歳入一般財源の大幅な減少に加え、民間保育所施設整備補助、公民館等社会
教育施設の改修等の臨時的経費に充当した一般財源の増加に対応するため、財政調整基金
４億円の取崩を実施
・実質収支は９億 1,300 万円余の黒字、実質単年度収支は４億 7,800 万円余の赤字
・産業振興と人材育成の拠点整備事業、私立認定こども園建設補助等の普通建設事業を実施
したことにより、平成 29 年度歳出決算総額は３億 9,100 万円余の増額

○歳入

46,110,172 千円 （28 年度比 ＋359,340 千円 ＋0.8％）

○歳出

45,070,158 千円 （28 年度比 ＋391,041 千円 ＋0.9％）

○実質収支

913,537 千円 （28 年度 992,283 千円）

○実質単年度収支 △478,238 千円 （28 年度 △154,473 千円）
▼ポイント
・歳入では、地方交付税が 5.5 億円減（△4.5％）、市税が 0.3 億円減（△0.2％）などの影響によ
り歳入一般財源が大幅に減少した。
・地方債は、民間保育所及び認定こども園に係る施設整備補助や道路整備、橋りょう耐震化整備等
の増により 1.9 億円（5.5％）増加した。
・歳出では、産業振興と人材育成の拠点整備事業、天龍峡温泉交流館建設、民間保育所及び認定こ
ども園建設補助、上郷公民館耐震化整備等の実施により投資的経費が大幅に増加した。
・扶助費は、準要保護者を対象とする学校給食費の無料化や民間保育所運営費の増等により全体で
1.8％の増加となった。
２

基金残高・・・
「飯田市決算の概要」10Ｐ
○主要４基金（財政調整基金、減債基金、公共施設等整備基金、ふるさと基金）残高
5,397,355 千円 （28 年度比 △389,824 千円）
○その他特定目的基金残高
6,796,151 千円 （28 年度比 ＋80,021 千円）
＊うちリニア中央新幹線飯田駅整備推進基金残高
1,815,010 千円 （28 年度比 ＋101,799 千円）

※財政運営目標「2020 年度末の主要４基金残高を 40 億円以上確保する」の達成に向けて更なる行財
政改革に取り組む。

３

地方債残高・・・
「飯田市決算の概要」11Ｐ
○臨時財政対策債を除く一般会計地方債残高 22,103,566 千円 （28 年度比 △1,231,841 千円）
○特別会計地方債残高
39,095,239 千円 （28 年度比 △1,983,040 千円）
○臨時財政対策債を除く合計
61,198,805 千円 （28 年度比 △3,214,881 千円）

※財政運営目標「2020 年度末の臨時財政対策債を除く地方債残高を 550 億円以下に抑制する」の達
成に向けて更なる行財政改革に取り組む。
４

主な財政指標・・・
「飯田市決算の概要」12Ｐ～14Ｐ
・財政力指数は 0.004 ポイント上昇した。
・経常収支比率は 0.8 ポイント上昇し、県内 19 市平均と比較しても依然高い水準となった。
・健全化判断比率では、実質公債費比率が 0.5 ポイント上昇、将来負担比率は 12.9 ポイント
上昇となったが、引き続き健全な財政運営を維持している。

○財政力指数（３ヶ年平均） 0.534 （28 年度 0.530）
地域経済・雇用対策費の減など基準財政需要額が大幅に減少したことが主な要因
○経常収支比率 91.2％ （28 年度 90.4％）
普通交付税の大幅減等により、経常一般財源総額が減少したことが主な要因
○実質公債費比率 8.4％ （28 年度 7.9％）
普通交付税の大幅減による標準財政規模の減少が主な要因
○将来負担比率 24.1％ （28 年度 11.2％）
将来負担額はほぼ前年度並みとなったが、充当可能な財源の大幅減及び標準財政規模の減少が主
な要因

添付資料の有無
□なし

■あり（別添のとおり）

飯田市ウェブサイトへの掲載
□なし

□あり

■後日掲載（９月 29 日頃）

発表の趣旨
□ 政策・施策・事業等の発表
□ イベント等の事前告知
□ 当日の取材依頼
□ 市民・対象者等に対する周知依頼

□ イベント・事故等の事後告知

■ その他

問い合わせ先：総務部財政課
担当:佐々木
電話：0265-22-4511 内線：2131
FAX:0265-24-4511
Email: izaisei@city.iida.nagano.jp

今日までの復興と放射線対策等

全国市長会長
福島県相馬市長

立谷 秀清

氏

【講師プロフィール】
昭和 26 年 ６月
昭和 52 年 ３月
昭和 58 年 ４月
昭和 61 年 12 月
平成 ７年 ４月
平成 14 年 １月
平成 30 年 １月
平成 30 年 ６月

福島県相馬市生まれ
福島県立医科大学医学部卒業
立谷内科医院開設
医療法人社団茶畑会理事長就任
福島県議会議員
相馬市長就任
相馬市長５期目
全国市長会長就任

と

【講師の著書】

『東日本大震災

震災市長の手記』

東日本大震災発生 24 時間から、震災発生２週間、避難所、
仮設住宅、復興期、放射能との戦いまでの記録と、講師自身の
記憶をもとに、震災対応をまとめた手記。

[書評]
立谷市長の強烈な使命感に職員は応えた。城下町相馬市が
大震災をいかに闘い、克服したかの記録である。範としたい。
北川正恭 早稲田大学名誉教授 元三重県知事

防災講演会

東日本大震災に学ぶ

講師

き
2018 年８月 25 日（土）
15:30～17:00

ところ
飯田市役所本庁Ｃ棟
311・312 号会議室

主 催

飯田市

