
令和２年 第 10回議会運営委員会 
 

【日時】令和２年６月 22日(月)午前 11時 

【場所】第１委員会室 

 

 

１ 開会 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

３ 協議事項 

(1) 閉会日追加議案について                資料 No.１・２  

  ア 執行機関側提出議案   ３件 

     条例案件 ２件 

     予算案件 １件 

   イ 議員及び委員会提出議案 ３件 

 

(2) 追加議案の取り扱いについて                 

 

 

 (3) 閉会日の日程について                   資料 No.３  

 

 

 (4) 定例会の反省について 

 

 

(5) 議会による行政評価について 

 

 

(6) 議長記者会見について 

   ア 日時：令和２年６月 23日(火) 午前 10時 

   イ 会場：第２委員会室 

   ウ 項目：第２回定例会の振り返りについて ほか 

 

４ その他 

(1) 次回会議予定 ８月 18日（火）午前 10時開会  第 1委員会室 

 

(2) 監査制度検討プロジェクトの日程（※終了後、議会の諸課題検討プロジェクト） 

   ア ６月 23日（火） 午後１時 30分開会 第 1委員会室 

   イ ７月 ７日（火） 午後１時 30分開会 第 1委員会室 

   ウ ７月 30日（木） 午後１時 30分開会 第 1委員会室 

 

５ 閉会 



令和２年飯田市議会第２回定例会まとめ（６月22日提出分）

総　括
報告案件 件
人事案件 件
条例案件 2 件
一般案件 件
予算案件 1 件

計 3 件

案件の概要

議案第69号 飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制
定について【特別職の職員で常勤の者の令和２年７月分から同年12月分までの
給料月額を、減額して支給するもの。】

議案第70号 令和２年度飯田市一般会計補正予算（第４号）案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ714,003千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ58,222,026千円とする。】

議案第71号 飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制
定について【市長の給料を一部減額して支給するもの。】
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飯田市総務部財政課

１　補正額 714,003 千円

２　主な内容

・地域支えあいプレミアム商品券事業 170,000千円 ・がんばろう飯田！応援割宿泊キャンペーン事業 61,000千円

・共助による竹林整備事業 9,976千円 ・文化芸術団体支援事業 658千円

・小中学校ICT教育環境整備事業 282,211千円 ・小中学校空調設備整備事業 42,600千円

・ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 123,264千円 ・災害対策備蓄事業 20,000千円

　総　括（歳　入） 単位：千円

15

16

19

20

22

　総　括（歳　出） 単位：千円

補正前の額 補 正 額 補　正　額　の　主　な　内　容

地　方　債 そ　の　他

02 総務費 15,852,373 1,569 1,569
会計年度任用職員社会保険料、雇用保険料
（労働費分 544千円、農林水産業費分 1,025千円）

03 民生費 15,529,966 123,264 0 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

05 労働費 820,161 3,750 3,750 会計年度任用職員人件費

06 農林水産業費 1,330,814 8,951 8,951 共助による竹林整備事業

07 商工費 2,908,893 231,000 146,000
地域支えあいプレミアム商品券事業 170,000千円
がんばろう飯田！応援割宿泊キャンペーン事業 61,000千円

09 消防費 1,589,229 20,000 20,000 災害対策備蓄事業

10 教育費 4,185,052 325,469 123,900 100,846

小中学校ICT教育環境整備事業 282,211千円
小中学校空調設備整備事業 42,600千円
文化芸術団体支援事業 658千円

歳　出　合　計 57,508,023 714,003 123,900 0 281,116

令和２年度一般会計補正予算（第４号）案について

款 補正前の額 補　正　額 計 補　正　額　の　主　な　内　容

国庫支出金 16,807,873 223,987 17,031,860

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 115,950千円
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 7,314千円
公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金（小中学校） 92,223千円
公立学校情報機器整備費補助金（小中学校） 8,500千円

県支出金 3,185,998 85,000 3,270,998 地域支えあいプラスワン消費促進事業補助金

繰入金 1,198,916 280,000 1,478,916 財政調整基金

繰越金 1,090,426 1,116 1,091,542 純繰越金

市債 3,578,800 123,900 3,702,700
義務教育施設整備事業債（補正予算分） 92,100千円
義務教育施設整備事業債（大規模改造） 16,400千円　義務教育施設整備事業債 15,400千円

歳　　入　　合　　計 57,508,023 714,003 58,222,026

補　正　予　算　額　の　財　源　内　訳

款 計 特　　　定　　　財　　　源
一 般 財 源

国県支出金

15,853,942

15,653,230 123,264

823,911

1,339,765

3,139,893 85,000

1,609,229

4,510,521 100,723

58,222,026 308,987

資
料
N
o
.
1
-
2



【一括付託分】

◎　総務委員会付託議案　　（２件）

議案第69号
飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

議案第71号
飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
について

◎　予算決算委員会付託議案　　（１件）

議案第70号 令和２年度飯田市一般会計補正予算（第４号）案

◎　議員及び委員会提出議案　　　　（３件）

発委第１号
飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て

発委 第２号 核兵器禁止条約へ日本政府の署名と批准を求める意見書の提出について

発委 第３号 種苗法の一部を改正する法律案の慎重審議を求める意見書の提出について

議会運営委員会　R2.6.22　[ 資料 No.2-1 ]

令和２年飯田市議会第２回定例会
　付託議案一覧表（追加分）

６月22日上程分

令和２年飯田市議会第２回定例会
　議員及び委員会提出議案一覧表

６月22日上程分
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発委第１号 

 

飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について（案） 

 

飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和２年６月22日提出 

 

                       提出者 飯田市議会議会運営委員会 

                              委員長 福沢 清 

 

記 

 

 

飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例（昭和37年飯田市条例第９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

７ 第５条第２項及び同条第３項の規定にかかわらず、令和２年12月15日に支給する期末手当の

額は、第５条第２項及び同条第３項の規定により支給すべき期末手当の額から、次の表の左欄

に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額とする。 

区分 減じる額 

議長 89,820円 

副議長 78,480円 

議員 73,260円 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



月 日 曜日 日                程

6 22 月 　午後１時　開議

　日程第１　会議成立宣言

　日程第２　議席の変更

　日程第３　会議録署名議員指名

　日程第４　委員長報告

　　(1) リニア推進特別委員会

　　(2) 総務委員会（請願１件）

　　(3) 産業建設委員会（陳情１件）

　日程第５　議案審議

　　(1) 総務委員会付託議案（５件）

　　　   議案第50号から議案第52号まで、議案第60号及び議案第67号

　　　　　委員長報告、質疑、討論及び採決

　　(2) 社会文教委員会付託議案（６件）

　　　   議案第53号から議案第58号まで

　　　　　委員長報告、質疑、討論及び採決

　　(3) 産業建設委員会付託議案（４件）

　　　   議案第59号、議案第61号、議案第62号及び議案第68号

　　　　　委員長報告、質疑、討論及び採決

　　(4) 予算決算委員会付託議案（３件）

　　　   議案第64号から議案第66号まで

　　　　　委員長報告、質疑、討論及び採決

　　(5) 追加議案

      ア　委員会付託議案（３件）
　　　　　議案第69号から議案第71号まで

　　　　　　説明、質疑、委員会付託
　　　　　　　総務委員会　　　第一委員会室
　　　　　　　予算決算委員会　議場

　　　　　  委員長報告、質疑、討論及び採決

      イ　議員及び委員会提出議案（３件）
　　　　　発委第１号から発委第３号まで

　　　　　　説明、質疑、討論及び採決

　日程第６　閉会中の継続審査の申し出

　日程第７　議員派遣

　閉会

令和２年飯田市議会第２回定例会

議事日程（第３号）
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