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報告第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記の事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和３年５月18日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第10号 飯田市税条例等の一部を改正する条例の制定について 
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専決第10号 

 

飯田市税条例等の一部を改正する条例の制定について 
 

飯田市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

令和３年３月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （飯田市税条例の一部改正） 

第１条 飯田市税条例（昭和32年飯田市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

第36条の３の２第４項中「所得税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の承認

を受けている」を「令第48条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第53条の９第３項」を加える。 

第36条の３の３第４項中「所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長の

承認を受けている」を「令第48条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に規定する

要件を満たす」に改める。 

第53条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項及び第３項並

びに」に改める。 

第53条の９第２項中「その受理されたとき」を「その受理された時」に改め、同条に次の２

項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手

当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当

該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中「退職所得

申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払をする者に受理さ

れたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるの

は「提供を受けた時」とする。 

第81条の５第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第19項」を「附則第15条第16項」に改め、同条第４項

中「附則第15条第30項第１号イ」を「附則第15条第27項第１号イ」に改め、同条第５項中「附

則第15条第30項第１号ロ」を「附則第15条第27項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則第15

条第30項第１号ハ」を「附則第15条第27項第１号ハ」に改め、同条第７項中「附則第15条第30

項第１号ニ」を「附則第15条第27項第１号ニ」に改め、同条第８項中「附則第15条第30項第２

号イ」を「附則第15条第27項第２号イ」に改め、同条第９項中「附則第15条第30項第２号ロ」
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を「附則第15条第27項第２号ロ」に改め、同条第10項中「附則第15条第30項第２号ハ」を「附

則第15条第27項第２号ハ」に改め、同条第11項中「附則第15条第30項第３号イ」を「附則第15

条第27項第３号イ」に改め、同条第12項中「附則第15条第30項第３号ロ」を「附則第15条第27

項第３号ロ」に改め、同条第13項中「附則第15条第30項第３号ハ」を「附則第15条第27項第３

号ハ」に改め、同条第14項中「附則第15条第34項」を「附則第15条第30項」に改め、同条第15

項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め、同条第16項中「附則第15条第39項」

を「附則第15条第35項」に改め、同条第17項を削り、同条第18項中「附則第15条第47項」を「附

則第15条第42項」に改め、同項を同条第17項とし、同条第19項を同条第18項とし、同条第20項

を同条第19項とする。 

附則第11条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改める。 

附則第11条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和５年度」

に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分又は令和５年度分」

に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和４年度適

用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度分」を「令和５年度分」に改める。 

附則第12条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改め、同条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては、前年度分の

固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項中「平成30年度から令和２年度ま

での各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成

30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

附則第12条の２の見出し中「平成27年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年

度まで」に改め、同条を次のように改める。 

第12条の２ 地方税法等の一部を改正する法律(令和３年法律第７号)附則第14条の規定により、

令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の３の規

定を適用しない。 

附則第13条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改め、同条中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条において同じ。」を、「負担調整

率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税

の課税標準額）」を加える。 

附則第15条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、同条第２項中「令和３年３月31日」を「令和６年３月31日」に改める。 

附則第15条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月31日」を「令

和３年12月31日」に改める。 

附則第15条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４項」の次

に「又は第５項」を加える。 

附則第16条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽自動車が平成

31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」に改

め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中
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「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項を

加える。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用の乗用のもの

を除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車

税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用の

ものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第16条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

附則第25条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第６条の２

第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規定の適用につい

ては、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和３年」とあるのは「令和

４年」とする。 

（飯田市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 飯田市税条例の一部を改正する条例（令和２年６月30日飯田市条例第17号）の一部を次

のように改正する。 

第２条のうち、飯田市税条例第48条第10項の改正規定中「第321条の８第52項」を「第321条

の８第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第16項の改正規定中「第321

条の８第61項」を「第321条の８第69項」に改める。 

第２条のうち、第50条第４項の改正規定中「「又は第31項」に」の次に「、「第48条の15の

５第４項」を「第48条の15の４第４項」に」を加える。 

第２条のうち、第52条の改正規定中「第52条第４項」を「第52条第３項中「第48条の15の５

第４項」を「第48条の15の４第４項」に改め、同条第４項」に改める。 

第２条のうち、附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のように加える。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の規定により延長
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された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第321

条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の飯田市税条例（以下「新条例」という。）第36条の３の２

第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行う同項に規定する

電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に

行った改正前の飯田市税条例（次項において「旧条例」という。）第36条の３の２第４項に規

定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前

の例による。 

２ 新条例第36条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の３の２第４項に規

定する電磁的方法による新条例第36条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提

供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の３の２第４項に規定する電磁的方法によ

る旧条例第36条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従

前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和３年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお

従前の例による。 

２ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年３月31日までの期間

（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第15条第41項に規定する中小事業

者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条第41項に規定する取得を

いう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に規定する機械装置等（以下この項にお

いて「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条第41項に規定するリース取引（以下こ

の項において「リース取引」という。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる

事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置

等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪

以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得さ

れた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例に

よる。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税

の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例

による。 
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報告第７号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記の事項について専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

  令和３年５月18日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第11号 飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 
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飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 飯田市都市計画税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３年３月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 飯田市都市計画税条例（昭和32年飯田市条例第30号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項（見出しを含む。）中「附則第15条第19項」を「附則第15条第16項」に改める。 

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改める。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第15条第39項」を「附則第15条第35項」に改める。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第15条第47項」を「附則第15条第42項」に改める。 

 附則第７項の前の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度

まで」に改め、同項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画

税の課税標準額）」を加える。 

 附則第８項及び第９項中「平成30年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び

令和５年度分」に改める。 

 附則第10項及び第11項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度ま

で」に改める。 

 附則第12項の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」

に改め、同項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、

「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて

得た額」の次に「（令和３年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」

を加える。 

 附則第16項中「第13項、第18項から第22項まで、第24項、第25項、第29項、第33項、第37項か

ら第39項まで、第42項から第44項まで、第47項若しくは第48項」を「第10項、第15項から第19項

まで、第21項、第22項、第26項、第29項、第33項から第35項まで、第37項から第39項まで、第42

項若しくは第43項」に改める。 

 附則第17項中「地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条」を「地

方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第14条」に、「平成30年度から令和

２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例による改正後の飯田市都市計画税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の都市計

画税について適用し、令和２年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 





専決第12号 

令和２年度飯田市一般会計補正予算（第14号） 

  令和２年度飯田市の一般会計補正予算（第14号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,730,021千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ63,096,512千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 

額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加、廃止及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和３年３月31日専決 

飯田市長  佐 藤  健 

－ 1－



2 地方譲与税

1 地方揮発油譲与税

2 自動車重量譲与税

4 森林環境譲与税

3 利子割交付金

1 利子割交付金

4 配当割交付金

1 配当割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金

6 法人事業税交付金

1 法人事業税交付金

7 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金

9 自動車税環境性能割交付金

1 自動車税環境性能割交付金

11 地方交付税

1 地方交付税

12 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金

13 分担金及び負担金

1 分担金

15 国庫支出金

1 国庫負担金

2 国庫補助金

16 県支出金

1 県負担金

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項

－ 2－



490,000 3,383 493,383

118,000 △3,843 114,157

328,000 4,134 332,134

44,000 3,092 47,092

10,000 898 10,898

10,000 898 10,898

34,000 14,026 48,026

34,000 14,026 48,026

30,000 25,401 55,401

30,000 25,401 55,401

95,000 5,301 100,301

95,000 5,301 100,301

2,344,000 45,303 2,389,303

2,344,000 45,303 2,389,303

36,000 △5,122 30,878

36,000 △5,122 30,878

11,566,591 △109,376 11,457,215

11,566,591 △109,376 11,457,215

15,000 △542 14,458

15,000 △542 14,458

377,752 △18,795 358,957

32,180 △18,795 13,385

20,837,286 △1,177,793 19,659,493

6,135,253 △1,040,905 5,094,348

14,684,688 △136,888 14,547,800

3,732,221 △73,037 3,659,184

1,930,706 △11,136 1,919,570

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

－ 3－



2 県補助金

17 財産収入

1 財産運用収入

2 財産売払収入

18 寄附金

1 寄附金

19 繰入金

2 基金繰入金

22 市債

1 市債

歳　　入　　合　　計

款 項

－ 4－



1,482,394 △61,901 1,420,493

62,191 34,004 96,195

49,270 24,501 73,771

12,921 9,503 22,424

388,198 42,019 430,217

388,198 42,019 430,217

1,792,846 △509,891 1,282,955

1,785,659 △509,891 1,275,768

5,553,500 △1,005,800 4,547,700

5,553,500 △1,005,800 4,547,700

65,826,533 △2,730,021 63,096,512

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

－ 5－



2 総務費

1 総務管理費

3 民生費

1 社会福祉費

2 児童福祉費

4 衛生費

1 保健衛生費

5 労働費

1 労働諸費

6 農林水産業費

1 農業費

2 林業費

7 商工費

1 商工費

8 土木費

2 道路橋りょう費

4 都市計画費

5 住宅費

9 消防費

1 消防費

10 教育費

2 小学校費

3 中学校費

5 社会教育費

11 災害復旧費

1 農林水産施設災害復旧費

2 公共土木施設災害復旧費

歳　出

款 項
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16,594,157 △46,506 16,547,651

15,737,875 △46,506 15,691,369

16,229,461 △109,306 16,120,155

7,408,664 0 7,408,664

7,884,902 △109,306 7,775,596

5,440,267 △14,008 5,426,259

4,408,984 △14,008 4,394,976

1,274,390 △254,471 1,019,919

1,274,390 △254,471 1,019,919

1,413,017 1,860 1,414,877

864,342 8,597 872,939

548,675 △6,737 541,938

3,601,059 △199,477 3,401,582

3,601,059 △199,477 3,401,582

5,444,965 △17,351 5,427,614

2,725,618 0 2,725,618

2,123,511 296 2,123,807

263,934 △17,647 246,287

1,626,707 0 1,626,707

1,626,707 0 1,626,707

5,361,960 △292,736 5,069,224

1,695,600 △226,722 1,468,878

1,066,499 △50,677 1,015,822

1,401,292 △15,337 1,385,955

3,251,515 △1,872,902 1,378,613

592,500 △251,637 340,863

2,659,015 △1,621,265 1,037,750

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

－ 7－



13 諸支出金

1 積立金

歳　　出　　合　　計

款 項

－ 8－



411,431 74,876 486,307

411,431 74,876 486,307

65,826,533 △2,730,021 63,096,512

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

－ 9－



第２表  繰越明許費補正 

１ 追 加 

款 項 事 業 名 金 額 

２ 総務費 １ 総務管理費 

 

飯田市新生児育児応援支援金事業 

千円 

  3,000  

７ 商工費 １ 商工費 

緊急経済対策事業 306,701  

緊急経済対策事業 2,150  

南信濃観光施設管理事業 9,732  

８ 土木費 

２ 道路橋りょう費 橋りょう耐震整備事業 12,125  

４ 都市計画費 公園改修事業 748  

９ 消防費 １ 消防費 水道事業会計負担金 3,584  

 

２ 廃 止 

款 項 事 業 名 金 額 備 考 

６ 農林水産業費 １ 農業費 意欲ある農業者支援事業 

千円 

61,698  
補助事業不

採択 

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費 

道路舗装補修事業 17,500 
年度内に事

業が完了 

改築補助事業 116,500 
年度内に事

業が完了 

 

３ 変 更 

款 項 事 業 名 
金    額 

補 正 前 補 正 後 

２ 総務費 １ 総務管理費 

地域振興住宅整備事業 

千円 

39,000  

千円 

31,270  

会計年度任用職員人件費 3,412 3,279 

リニア推進事業 155,782 143,017 

－ 10 －



款 項 事 業 名 
金    額 

補 正 前 補 正 後 

２ 総務費 １ 総務管理費 

リニア駅周辺整備事業 381,117 429,275 

リニア代替地整備事業 340,478 252,968 

３ 民生費 １ 社会福祉費 南信濃福祉の里整備事業 8,000 7,535 

４ 衛生費 １ 保健衛生費 

会計年度任用職員人件費 35,366 35,073 

感染症予防接種事業 406,098 396,576 

６ 農林水産業費 １ 農業費 国土保全対策事業 20,264 11,561 

８ 土木費 

２ 道路橋りょう費 

道整備交付金事業 59,400 40,600 

防災・安全交付金事業 

（通学路安全対策） 
23,415 20,300 

社会資本整備総合交付金 

事業 
341,900 176,350 

防災対策避難路整備事業 38,000 32,900 

市道改良事業 2,398 2,596 

道路自然災害防止事業 12,000 14,190 

橋りょう長寿命化修繕 

事業 
219,740 194,900 

３ 河川費 河川自然災害防止事業 19,510 38,892 

11 災害復旧費 

１ 農林水産施設 

  災害復旧費 

農業施設等補助災害復旧

事業 
14,335 147,398 

農業施設等単独災害復旧

事業 
3,400 6,310 

２ 公共土木施設 

災害復旧費 

土木施設補助災害復旧事

業 
205,448 149,258 

土木施設単独災害復旧事

業 
67,710 69,991 

 

－ 11 －



第３表  地方債補正 

  １  追 加 

起  債  の  目  的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

  千円  

 

 

 

  普通貸借 

  又    は 

  証券発行 

 

 

 

4.5％以内 

 （ただし、利 

 率見直し方式 

については、 

当該見直し後 

の利率） 

  政府資金及び地方 

公共団体金融機構資 

金についてはその融 

通条件により、銀行 

その他の場合にはそ 

の債権者と協議する。 

  ただし、市財政の 

都合により据置期間 

及び償還期限を短縮 

し、又は繰上償還若 

しくは借換えするこ 

とができる。 

 

 

減収補てん債 

 

 

129,500 

 

  ２  変 更 

起   債   の   目   的 補正前の限度額         補正後の限度額         

リニア推進事業費 

千円 

333,300 

   

千円 

328,300 

   

環境保全施設整備事業費 8,400 5,800 

道路橋りょう整備事業費 763,900 789,000 

公営住宅整備事業費 29,000 22,600 

義務教育施設整備事業費 520,500 179,000 

社会教育施設整備事業費 187,800 174,500 

補助災害復旧事業費 744,500 134,600 

単独災害復旧事業費 744,900 563,200 

計 5,553,500 4,547,700 
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歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 地方譲与税 490,000 3,383 493,383

3 利子割交付金 10,000 898 10,898

4 配当割交付金 34,000 14,026 48,026

5 株式等譲渡所得割交付金 30,000 25,401 55,401

6 法人事業税交付金 95,000 5,301 100,301

7 地方消費税交付金 2,344,000 45,303 2,389,303

9 自動車税環境性能割交付金 36,000 △5,122 30,878

11 地方交付税 11,566,591 △109,376 11,457,215

12 交通安全対策特別交付金 15,000 △542 14,458

13 分担金及び負担金 377,752 △18,795 358,957

15 国庫支出金 20,837,286 △1,177,793 19,659,493

16 県支出金 3,732,221 △73,037 3,659,184

17 財産収入 62,191 34,004 96,195

18 寄附金 388,198 42,019 430,217

19 繰入金 1,792,846 △509,891 1,282,955

22 市債 5,553,500 △1,005,800 4,547,700

歳　　入　　合　　計 65,826,533 △2,730,021 63,096,512

－ 13 －



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 総務費 16,594,157 △46,506 16,547,651

3 民生費 16,229,461 △109,306 16,120,155

4 衛生費 5,440,267 △14,008 5,426,259

5 労働費 1,274,390 △254,471 1,019,919

6 農林水産業費 1,413,017 1,860 1,414,877

7 商工費 3,601,059 △199,477 3,401,582

8 土木費 5,444,965 △17,351 5,427,614

9 消防費 1,626,707 0 1,626,707

10 教育費 5,361,960 △292,736 5,069,224

11 災害復旧費 3,251,515 △1,872,902 1,378,613

13 諸支出金 411,431 74,876 486,307

歳　　出　　合　　計 65,826,533 △2,730,021 63,096,512

－ 14 －



(単位：千円)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△3,455 △5,000 4,420 △42,471

△54,676 19 △54,649

△2,469 △2,600 △8,939

△176,229 △78,242

3,210 △1,350

△155,085 △44,392

△9,441 18,700 △26,610

15,000 △15,000

162,796 △354,800 100 △100,832

△1,042,812 △791,600 △18,795 △19,695

71,784 3,092

△1,263,161 △1,135,300 57,528 △389,088

－ 15 －



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 2 地方譲与税 490,000 3,383 493,383

 1 地方揮発油譲与税 118,000 △3,843 114,157

 1 地方揮発油譲与税 118,000 △3,843 114,157

 2 自動車重量譲与税 328,000 4,134 332,134

 1 自動車重量譲与税 328,000 4,134 332,134

 4 森林環境譲与税 44,000 3,092 47,092

 1 森林環境譲与税 44,000 3,092 47,092

 3 利子割交付金 10,000 898 10,898

 1 利子割交付金 10,000 898 10,898

 1 利子割交付金 10,000 898 10,898

 4 配当割交付金 34,000 14,026 48,026

 1 配当割交付金 34,000 14,026 48,026

 1 配当割交付金 34,000 14,026 48,026

 5 株式等譲渡所得割交付金 30,000 25,401 55,401

 1 株式等譲渡所得割交付金 30,000 25,401 55,401

 1 株式等譲渡所得割交付金 30,000 25,401 55,401

 6 法人事業税交付金 95,000 5,301 100,301

 1 法人事業税交付金 95,000 5,301 100,301

 1 法人事業税交付金 95,000 5,301 100,301

 7 地方消費税交付金 2,344,000 45,303 2,389,303

 1 地方消費税交付金 2,344,000 45,303 2,389,303

 1 地方消費税交付金 2,344,000 45,303 2,389,303

 9 自動車税環境性能割交付金 36,000 △5,122 30,878

 1 自動車税環境性能割交付金 36,000 △5,122 30,878

 1 自動車税環境性能割交付金 36,000 △5,122 30,878

11 地方交付税 11,566,591 △109,376 11,457,215

２　歳　入

（款）  2 地方譲与税

（項）  1 地方揮発油譲与税

－ 16 －



(単位：千円)

節

説 明

区 分 金　　額

 1 地方揮発油譲与税 △3,843 地方揮発油譲与税 △3,843

 1 自動車重量譲与税 4,134 自動車重量譲与税 4,134

 1 森林環境譲与税 3,092 森林環境譲与税 3,092

 1 利子割交付金 898 利子割交付金 898

 1 配当割交付金 14,026 配当割交付金 14,026

 1 株式等譲渡所得割交付金 25,401 株式等譲渡所得割交付金 25,401

 1 法人事業税交付金 5,301 法人事業税交付金 5,301

 1 地方消費税交付金 45,303 地方消費税交付金 45,303

 1 自動車税環境性能割交付金 △5,122 自動車税環境性能割交付金 △5,122

－ 17 －



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

11  1 地方交付税 11,566,591 △109,376 11,457,215

 1 地方交付税 11,566,591 △109,376 11,457,215

12 交通安全対策特別交付金 15,000 △542 14,458

 1 交通安全対策特別交付金 15,000 △542 14,458

 1 交通安全対策特別交付金 15,000 △542 14,458

13 分担金及び負担金 377,752 △18,795 358,957

 1 分担金 32,180 △18,795 13,385

11 災害復旧費分担金 32,120 △18,795 13,325

15 国庫支出金 20,837,286 △1,177,793 19,659,493

 1 国庫負担金 6,135,253 △1,040,905 5,094,348

 3 民生費国庫負担金 4,473,641 △42,519 4,431,122

11 災害復旧費負担金 1,271,778 △998,386 273,392

 2 国庫補助金 14,684,688 △136,888 14,547,800

 2 総務費国庫補助金 12,673,751 △64,331 12,609,420

 3 民生費国庫補助金 524,159 △24,960 499,199

 4 衛生費国庫補助金 143,356 △2,469 140,887

 8 土木費国庫補助金 880,607 △8,842 871,765

10 教育費国庫補助金 450,078 △55,856 394,222

（款） 11 地方交付税

（項）  1 地方交付税

－ 18 －



(単位：千円)

節

説 明

区 分 金　　額

 1 地方交付税 △109,376 特別交付税 △109,376

 1 交通安全対策特別交付金 △542 交通安全対策特別交付金 △542

 1 農林災害復旧費分担金 △18,795 農地補助災害復旧事業分担金 △3,893

農地単独災害復旧事業分担金 △14,902

22 児童措置費負担金 △53,720 児童手当負担金 △53,720

25 民間保育所費負担金 11,201 民間保育所負担金 △1,130

民間保育所負担金（過年度分） 12,331

21 公共土木施設災害復旧費負担金 △998,386 公共土木施設災害復旧事業負担金 △998,386

 9 企画費補助金 △60,960 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 △60,960

17 リニア推進事業費補助金 △3,371 社会資本整備総合交付金（道路事業） △24,925

社会資本整備総合交付金（街路事業） 19,800

防災・安全交付金（道路事業） 1,754

23 ひとり親家庭福祉費補助金 △24,960 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 △24,960

 1 保健衛生総務費補助金 △2,469 疾病予防対策事業費等補助金 △2,469

52 建築指導費補助金 △2,433 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 △1,197

耐震対策緊急促進事業補助金 △1,236

53 住宅建設費補助金 △6,409 社会資本整備総合交付金（地域住宅支援） △6,409

22 小学校教育振興費補助金 △33,979 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 △33,979

－ 19 －



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

15  2 10

11 災害復旧費国庫補助金 0 19,570 19,570

16 県支出金 3,732,221 △73,037 3,659,184

 1 県負担金 1,930,706 △11,136 1,919,570

 3 民生費県負担金 1,740,757 △11,136 1,729,621

 2 県補助金 1,482,394 △61,901 1,420,493

 6 農林水産業費県補助金 382,064 9,978 392,042

 7 商工費県補助金 162,052 △7,284 154,768

 8 土木費県補助金 16,905 △599 16,306

11 災害復旧費県補助金 220,625 △63,996 156,629

17 財産収入 62,191 34,004 96,195

 1 財産運用収入 49,270 24,501 73,771

 3 基金運用収入 33,544 24,501 58,045

（款） 15 国庫支出金

（項）  2 国庫補助金

－ 20 －



(単位：千円)

節

説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

32 中学校教育振興費補助金 △17,877 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 △17,877

33 中学校建設費補助金 △4,000 学校施設環境改善交付金 △4,000

21 公共土木施設災害復旧費補助金 19,570 公共土木施設災害復旧事業査定設計委託補助金 19,570

22 児童措置費負担金 △10,571 児童手当負担金 △10,571

25 民間保育所費負担金 △565 民間保育所負担金 △565

 1 農業委員会費補助金 9,978 農地利用最適化交付金 9,978

 2 商業振興費補助金 △7,284 地域支えあいプラスワン消費促進事業補助金 △7,984

特別警報Ⅱ発出市町村飲食業等支援交付金 700

52 建築指導費補助金 △599 災害危険住宅移転事業補助金 △599

 1 農業施設等災害復旧費補助金 △63,996 農地補助災害復旧事業補助金 △12,874

農業施設補助災害復旧事業補助金 △51,122

 2 基金利子 24,501 財政調整基金利子 4,119

減債基金利子 3,825

公共施設等整備基金利子 3,084

ふるさと基金利子 3,172

天竜川周辺環境整備基金利子 12

社会福祉施設整備基金利子 70

学術研究振興基金利子 28

庁舎建設基金利子 4,743

飯田市保健休養施設整備基金利子 108

特別養護老人ホーム運営基金利子 742
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款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

17  1  3

 2 財産売払収入 12,921 9,503 22,424

 1 不動産売払収入 12,921 9,503 22,424

18 寄附金 388,198 42,019 430,217

 1 寄附金 388,198 42,019 430,217

 3 民生費寄附金 848 19 867

 4 衛生費寄附金 2,100 6,900 9,000

 8 土木費寄附金 0 5,000 5,000

 9 消防費寄附金 2,000 5,000 7,000

10 教育費寄附金 12,100 25,100 37,200

19 繰入金 1,792,846 △509,891 1,282,955

 2 基金繰入金 1,785,659 △509,891 1,275,768

 1 基金繰入金 1,785,659 △509,891 1,275,768

22 市債 5,553,500 △1,005,800 4,547,700

 1 市債 5,553,500 △1,005,800 4,547,700

 2 総務債 473,900 △5,000 468,900

（款） 17 財産収入

（項）  1 財産運用収入

－ 22 －



(単位：千円)

節

説 明

区 分 金　　額

リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金利子 4,120

地域雇用創出推進基金利子 80

過疎地域自立促進基金利子 277

森林経営管理基金利子 121

 1 土地売払収入 9,503 土地売払収入（地域計画） 9,503

26 公立保育所費寄附金 19 保育所保育費寄附金 19

　飯田商工会議所龍江支部から 19

 5 環境保全費寄附金 6,900 環境保全寄附金 6,900

　（特非）南信州おひさま進歩から 3,900

　匿名者から 3,000

23 道路新設改良費寄附金 5,000 道路改良寄附金 5,000

　（株）マッシュテックから 5,000

 5 災害対策費寄附金 5,000 災害対策寄附金 5,000

　（株）マッシュテックから 5,000

31 中学校管理費寄附金 100 中学校寄附金 100

　高森町　熊谷ひでみ氏から 100

61 保健体育費寄附金 25,000 スポーツ振興寄附金 25,000

松尾地区まちづくり委員会から 25,000

 1 財政調整基金繰入金 △230,191 財政調整基金繰入金 △230,191

 2 特定目的基金繰入金 △279,700 減債基金繰入金 △280,000

リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金繰入金 300

17 リニア推進事業債 △5,000 公共事業等債 △21,200

－ 23 －



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

22  1  2

 4 衛生債 111,400 △2,600 108,800

 8 土木債 951,200 18,700 969,900

10 教育債 735,500 △354,800 380,700

11 災害復旧債 1,489,400 △791,600 697,800

20 減収補てん債 0 129,500 129,500

歳　　入　　合　　計 65,826,533 △2,730,021 63,096,512

（款） 22 市債

（項）  1 市債

－ 24 －



(単位：千円)

節

説 明

区 分 金　　額

公共事業等債（補正予算分） 16,200

 5 環境保全施設整備事業債 △2,600 合併特例事業債 △2,600

23 道路新設改良事業債 19,000 公共事業等債 △151,100

公共事業等債（補正予算分） 145,100

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 25,000

24 橋りょう維持事業債 6,100 公共事業等債 △11,900

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債 18,000

53 住宅建設債 △6,400 公営住宅建設事業債 △6,400

23 小学校建設事業債 △302,900 義務教育施設整備事業債（大規模改造） △269,000

義務教育施設整備事業債（補正予算分） △33,900

33 中学校建設事業債 △38,600 義務教育施設整備事業債 △5,900

義務教育施設整備事業債（大規模改造） △6,800

義務教育施設整備事業債（補正予算分） △17,900

防災・減災・国土強靭化事業債 △8,000

56 美術博物館整備事業債 △13,300 地域活性化事業債 △13,300

 1 農業施設等災害復旧債 △81,700 現年発生補助災害復旧事業債 △111,400

現年発生単独災害復旧事業債 29,700

21 公共土木施設災害復旧債 △709,900 現年発生補助災害復旧事業債 △498,500

現年発生単独災害復旧事業債 △211,400

 1 減収補てん債 129,500 減収補てん債 129,500
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 総務費 16,594,157 △46,506 16,547,651 △3,455 △5,000 4,420 △42,471

 1 総務管理費 15,737,875 △46,506 15,691,369 △3,455 △5,000 4,420 △42,471

 5 自治振興費 372,557 △27,670 344,887 △84 △27,586

11,956 △27,586

(国)新型コロナウイルス

11,956

    感染症対応地方創生 
    臨時交付金

△12,040 0

(国)新型コロナウイルス △12,040

    感染症対応地方創生 
    臨時交付金

 9 企画費 540,377 △9,296 531,081 △9,296

△4,990

△335

△3,971

３　歳　出

（款）  2 総務費

（項）  1 総務管理費

－ 26 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説 明

10 需用費 △168

11 役務費 △537

18 負担金補助及び交 △26,965

付金

17移住定住推進事業費 △27,670

　02結いターン学生ふるさと帰省事業費 △15,630

  10 需用費 △12

消耗品費 △2

印刷製本費 △10

  11 役務費 △239

通信運搬費 72

広告料 △311

  18 負担金補助及び交付金 △15,379

結いターン学生ふるさと帰省事業補助金 △15,379

　03受験生感染症検査支援事業費 △12,040

  10 需用費 △156

消耗品費 △150

印刷製本費 △6

  11 役務費 △298

通信運搬費 △198

広告料 △100

  18 負担金補助及び交付金 △11,586

受験生感染症検査支援事業補助金 △11,586

 7 報償費 △150

 8 旅費 △4,105

12 委託料 △1,576

13 使用料及び賃借料 △465

18 負担金補助及び交 △3,000

付金

11特別事業費 △5,325

　05大学とのネットワーク構築事業費 △4,990

   8 旅費 △3,114

普通旅費 △3,114

  12 委託料 △1,476

フィールドスタディ等業務委託料 △1,087

遠山郷ＥＳＤ推進支援業務委託料 △220

学輪ＩＩＤＡ記念事業業務委託料 △169

  13 使用料及び賃借料 △400

会場使用料 △400

　06三遠南信地域交流事業費 △335

   8 旅費 △335

普通旅費 △335

16ＩＩＤＡブランド推進事業費 △3,971

　01ＩＩＤＡブランド推進事業費 △3,971

   7 報償費 △150

講師謝礼 △150

   8 旅費 △656
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2  1  9

12 交通安全施設費 19,142 △3,300 15,842 △3,300

△3,300

17 リニア推進事業費 1,438,547 △6,240 1,432,307 △3,371 △5,000 4,420 △2,289

4,120 0

(財)リニア中央新幹線飯 4,120

    田駅整備推進基金利

    子

19,800 16,200 300 0

(国)社会資本整備総合交 19,800

    付金（街路事業）

(繰)リニア中央新幹線飯 300

    田駅整備推進基金繰

    入金

(市)公共事業等債（補正 16,200

    予算分）

△23,171 △21,200 △2,289

(国)社会資本整備総合交 △24,925

    付金（道路事業）

(国)防災・安全交付金（ 1,754

    道路事業）

(市)公共事業等債 △21,200

 3 民生費 16,229,461 △109,306 16,120,155 △54,676 19 △54,649

 1 社会福祉費 7,408,664 0 7,408,664 36,670 △36,670

 1 社会福祉総務費 368,306 0 368,306 36,670 △36,670

36,670 △36,670

(国)新型コロナウイルス 36,670

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 2 児童福祉費 7,884,902 △109,306 7,775,596 △91,346 19 △17,979

 1 児童福祉総務費 154,472 △400 154,072 △400 0

（款）  2 総務費

（項）  1 総務管理費
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(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説 明

普通旅費 △656

  12 委託料 △100

多言語翻訳業務委託料 △100

  13 使用料及び賃借料 △65

自動車借上料 △15

駐車場使用料 △50

  18 負担金補助及び交付金 △3,000

ＩＩＤＡ２０２０プロジェクト実行委員会負担金 △3,000

27 繰出金 △3,300
10交通安全施設整備費 △3,300

　02交通安全施設一般経費 △3,300

  27 繰出金 △3,300

駐車場事業特別会計繰出金 △3,300

14 工事請負費 △46,660

21 補償補填及び賠償 36,300

金

24 積立金 4,120

10リニア推進事業費 △6,240

　03リニア中央新幹線飯田駅整備推進基金積立金 4,120

  24 積立金 4,120

基金利子積立金 4,120

　05リニア駅周辺整備事業費 36,300

  21 補償補填及び賠償金 36,300

物件移転等補償費 36,300

　07リニア代替地整備事業費 △46,660

  14 工事請負費 △46,660

道路改良工事費 △46,660

10社会福祉一般経費

　03社会福祉施設等感染症感染予防対策支援事業費

　財源内訳補正
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 3  2  1
△400 0

(国)新型コロナウイルス △400

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 2 児童措置費 1,650,434 △75,680 1,574,754 △64,291 △11,389

△64,291 △11,389

(国)児童手当負担金 △53,720

(県)児童手当負担金 △10,571

 5 民間保育所費 3,176,758 △8,285 3,168,473 △1,695 △6,590

△1,695 △6,590

(国)民間保育所負担金 △1,130

(県)民間保育所負担金 △565

 6 公立保育所費 1,176,003 19 1,176,022 19 0

19 0

(寄)保育所保育費寄附金 19

12 ひとり親世帯臨時 181,264 △24,960 156,304 △24,960 0

特別給付金給付費

△24,960 0

(国)ひとり親世帯臨時特 △24,960

    別給付金給付事業費

    補助金

 4 衛生費 5,440,267 △14,008 5,426,259 △2,469 △2,600 △8,939

 1 保健衛生費 4,408,984 △14,008 4,394,976 △2,469 △2,600 △8,939

 1 保健衛生総務費 3,261,643 △15,485 3,246,158 △2,469 △13,016

1,389

△2,469 △14,405

(国)疾病予防対策事業費 △2,469

    等補助金

 3 成人保健事業費 201,093 1,477 202,570 1,477

1,477

（款）  3 民生費

（項）  2 児童福祉費

－ 30 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

18 負担金補助及び交 △400

付金

10児童福祉一般経費 △400

　01児童福祉一般経費 △400

  18 負担金補助及び交付金 △400

　　　 児童福祉施設等従事者慰労金支給事業補助金 △400

19 扶助費 △75,680
15児童手当費 △75,680

　01児童手当費 △75,680

  19 扶助費 △75,680

　　　 児童手当 △75,680

18 負担金補助及び交 △8,285

付金

10民間保育所等運営費 △8,285

　01民間保育所等運営費 △8,285

  18 負担金補助及び交付金 △8,285

　　　 登園自粛要請協力家庭返還金負担金 △8,285

10 需用費 19
11保育所保育費 19

　01保育所保育費 19

  10 需用費 19

　　　 消耗品費 19

18 負担金補助及び交 △24,960

付金

10ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 △24,960

　01ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 △24,960

  18 負担金補助及び交付金 △24,960

　　　 ひとり親世帯臨時特別給付金 △24,960

18 負担金補助及び交 △16,874

付金

21 補償補填及び賠償 1,389

金

12保健施設管理費 1,389

　01保健施設管理費 1,389

  21 補償補填及び賠償金 1,389

　　　 臨時休業等補償費 1,389

27感染症検査助成事業費 △16,874

　01感染症検査助成事業費 △16,874

  18 負担金補助及び交付金 △16,874

　　　 高齢者等感染症検査助成事業補助金 △4,938

　　　 介護医療従事者等感染症検査助成事業補助金 △11,936

22 償還金利子及び割 1,477

引料

19風しん対策事業費 1,477

　01風しん対策事業費 1,477

  22 償還金利子及び割引料 1,477

　　　 過年度国庫支出金精算返還金 1,477

－ 31 －



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 4  1  5 環境保全費 128,523 0 128,523 △2,600 2,600

△2,600 2,600

(市)合併特例事業債 △2,600

 5 労働費 1,274,390 △254,471 1,019,919 △176,229 △78,242

 1 労働諸費 1,274,390 △254,471 1,019,919 △176,229 △78,242

 1 労働諸費 1,118,271 △254,471 863,800 △176,229 △78,242

△176,229 △78,242

(国)新型コロナウイルス △176,229

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 6 農林水産業費 1,413,017 1,860 1,414,877 3,210 △1,350

 1 農業費 864,342 8,597 872,939 9,978 △1,381

 1 農業委員会費 39,709 9,978 49,687 9,978 0

9,978 0

(県)農地利用最適化交付 9,978

    金

 2 農業総務費 160,350 27 160,377 27

27

 3 農政対策費 75,418 △500 74,918 △500

△424

△76

（款）  4 衛生費

（項）  1 保健衛生費

－ 32 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

19地球温暖化対策推進事業費

　04もりのエネルギー利用推進事業費

　財源内訳補正

18 負担金補助及び交 △254,471

付金

10労働諸費 △254,471

　08緊急経済対策事業費 △254,471

  18 負担金補助及び交付金 △254,471

　　　 雇用調整助成金申請支援事業補助金 △4,520

　　　 新しい生活様式定着支援補助金 △201,251

　　　 飯田市持続化支援給付金 △48,700

 1 報酬 9,978
11農業委員会設置費 9,978

　01農業委員会活動推進事業費 9,978

   1 報酬 9,978

　　　 農業委員報酬 9,978

21 補償補填及び賠償 27

金

10農業総務費 27

　01農業総務費 27

  21 補償補填及び賠償金 27

　　　 臨時休業等補償費 27

 7 報償費 △32

 8 旅費 △20

10 需用費 △10

11 役務費 △88

13 使用料及び賃借料 △20

18 負担金補助及び交 △330

付金

15新規就農促進事業費 △424

　01農業担い手誘致事業費 △424

  11 役務費 △84

　　　 保険料 △84

  13 使用料及び賃借料 △10

　　　 駐車場使用料 △10

  18 負担金補助及び交付金 △330

　　　 新・農業人フェア負担金 △330

33元気な農村づくり推進事業費 △76

　01元気な農村づくり推進事業費 △76

   7 報償費 △32

　　　 講師謝礼 △32

   8 旅費 △20

　　　 普通旅費 △20

  10 需用費 △10

　　　 消耗品費 △10

－ 33 －



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 6  1  3

 4 農業振興費 212,441 △908 211,533 △908

△708

△200

 2 林業費 548,675 △6,737 541,938 △6,768 31

 2 林業振興費 466,695 △6,768 459,927 △6,768 0

△6,768 0

(国)新型コロナウイルス △6,768

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 3 森林公園費 10,709 31 10,740 31

31

 7 商工費 3,601,059 △199,477 3,401,582 △155,085 △44,392

 1 商工費 3,601,059 △199,477 3,401,582 △155,085 △44,392

 1 商工総務費 546,249 △16,401 529,848 △16,401 0

△3,783 0

(国)新型コロナウイルス △2,171

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(県)地域支えあいプラス △1,612

    ワン消費促進事業補

    助金

△9,177 0

（款）  6 農林水産業費

（項）  1 農業費

－ 34 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

  11 役務費 △4

　　　 通信運搬費 △4

  13 使用料及び賃借料 △10

　　　 施設設備等使用料 △10

12 委託料 △708

18 負担金補助及び交 △200

付金

34ブランド推進事業費 △908

　05農産物新マーケットチャレンジ事業費 △708

  12 委託料 △708

　　　 海外販路開拓業務委託料 △708

　08南信州畜産物ブランド推進事業費 △200

  18 負担金補助及び交付金 △200

　　　 焼肉食文化のまち連合発足イベント負担金 △200

 1 報酬 △5,694

 3 職員手当等 △506

 4 共済費 △419

 8 旅費 △149

01人件費 △6,768

　03会計年度任用職員人件費 △6,768

   1 報酬 △5,694

　　　 報酬（パートタイム） △5,694

   3 職員手当等 △506

　　　 期末手当（パートタイム） △506

   4 共済費 △419

　　　 労働災害保険料 △419

   8 旅費 △149

　　　 費用弁償（パートタイム） △149

21 補償補填及び賠償 31

金

10森林公園一般経費 31

　01森林公園一般経費 31

  21 補償補填及び賠償金 31

　　　 臨時休業等補償費 31

 1 報酬 △3,480

 3 職員手当等 △214

 8 旅費 △89

10 需用費 △79

11 役務費 △1,583

01人件費 △3,783

　03会計年度任用職員人件費 △3,783

   1 報酬 △3,480

　　　 報酬（パートタイム） △3,480

   3 職員手当等 △214

　　　 期末手当（パートタイム） △214

   8 旅費 △89

　　　 費用弁償（パートタイム） △89

10商工会議所活動運営補助事業費 △12,618

　01商工会議所活動運営補助事業費 △9,177

  18 負担金補助及び交付金 △9,177

－ 35 －



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 7  1  1
(国)新型コロナウイルス △4,588

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(県)地域支えあいプラス △4,589

    ワン消費促進事業補

    助金

△3,441 0

(国)新型コロナウイルス △1,658

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(県)地域支えあいプラス △1,783

    ワン消費促進事業補

    助金

 2 商業振興費 450,847 △21,710 429,137 △19,454 △2,256

10,700 △2,710

(県)特別警報Ⅱ発出市町 10,700

    村飲食業等支援交付

    金

△30,154 454

(国)新型コロナウイルス △20,154

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(県)特別警報Ⅱ発出市町 △10,000

    村飲食業等支援交付

    金

 3 金融対策費 1,725,454 △113,150 1,612,304 △113,150 0

△113,150 0

(国)新型コロナウイルス △113,150

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 4 観光費 439,424 △25,158 414,266 16,978 △42,136

8

16,978 △43,800

（款）  7 商工費

（項）  1 商工費

－ 36 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

18 負担金補助及び交 △10,956

付金

　　　 商業振興事業補助金（飯田商工会議所） △9,177

　02地域支えあいプレミアム商品券事業費 △3,441

  10 需用費 △79

　　　 消耗品費 △79

  11 役務費 △1,583

　　　 通信運搬費 △1,583

  18 負担金補助及び交付金 △1,779

　　　 地域支えあいプレミアム商品券事業補助金 △1,779

10 需用費 1,350

11 役務費 △1,972

12 委託料 △233

18 負担金補助及び交 △20,855

付金

12商業振興事業費 △21,710

　02緊急経済対策事業費 7,990

  10 需用費 1,350

　　　 消耗品費 △694

　　　 印刷製本費 2,044

  11 役務費 △1,972

　　　 通信運搬費 △2,324

　　　 広告料 352

  12 委託料 △233

　　　 電算処理業務委託料 △233

  18 負担金補助及び交付金 8,845

　　　 プレミアム割引クーポン券事業補助金 8,845

　03飲食店事業継続支援事業費 △29,700

  18 負担金補助及び交付金 △29,700

　　　 飲食店事業継続支援金 △29,700

18 負担金補助及び交 △113,150

付金

11融資事業費 △113,150

　01中小企業金融対策事業費 △113,150

  18 負担金補助及び交付金 △113,150

　　　 中小企業振興資金保証料 △82,150

　　　 中小企業振興資金利子補給金 △31,000

12 委託料 △7,750

18 負担金補助及び交 △19,072

付金

21 補償補填及び賠償 1,664

金

10観光事業費 △26,814

　01観光施設管理費 8

  21 補償補填及び賠償金 8

　　　 臨時休業等補償費 8

　16緊急経済対策事業費 △26,822

  12 委託料 △7,750

－ 37 －



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 7  1  4
(国)新型コロナウイルス 16,978

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

165

1,491

 5 工業振興費 420,855 △23,058 397,797 △23,058 0

△8,941 0

(国)新型コロナウイルス △8,941

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

△14,117 0

(国)新型コロナウイルス △14,117

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 8 土木費 5,444,965 △17,351 5,427,614 △9,441 18,700 △26,610

 2 道路橋りょう費 2,725,618 0 2,725,618 25,100 △25,100

 3 道路新設改良費 1,601,541 0 1,601,541 19,000 △19,000

2,500 △2,500

(市)公共事業等債 △22,500

(市)防災・減災・国土強 25,000

    靭化緊急対策事業債

16,500 △16,500

(市)公共事業等債 △128,600

(市)公共事業等債（補正 145,100

    予算分）

 4 橋りょう維持費 372,305 0 372,305 6,100 △6,100

6,100 △6,100

(市)公共事業等債 △11,900

（款）  7 商工費

（項）  1 商工費

－ 38 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

　　　 ＧｏＴｏキャンペーンプラットフォーム構築推進業務 △2,750

       委託料

　　　 ＧｏＴｏキャンペーン旅行商品開発・宣伝業務委託料 △5,000

  18 負担金補助及び交付金 △19,072

　　　 消費喚起型クーポン事業補助金 △19,072

14天龍峡まちづくり支援事業費 165

　08天龍峡温泉交流館管理費 165

  21 補償補填及び賠償金 165

　　　 臨時休業等補償費 165

20遠山郷観光振興費 1,491

　04南信濃観光施設管理費 1,491

  21 補償補填及び賠償金 1,491

　　　 臨時休業等補償費 1,491

12 委託料 △5

13 使用料及び賃借料 △17

18 負担金補助及び交 △23,036

付金

10工業振興一般経費 △8,941

　01工業振興一般経費 △8,941

  12 委託料 △5

　　　 ウェブサイト制作業務委託料 △5

  13 使用料及び賃借料 △17

　　　 システム使用料 △17

  18 負担金補助及び交付金 △8,919

　　　 企業人材確保事業補助金 △8,919

11工業振興事業補助金 △14,117

　01企業立地促進事業補助金 △14,117

  18 負担金補助及び交付金 △14,117

　　　 サテライトオフィス等開設費用補助金 △14,117

11道路改良事業費（補助）

　06防災・安全交付金事業費（道路整備）

　財源内訳補正

　12社会資本整備総合交付金事業費（道路整備）

　財源内訳補正

10橋りょう補修事業費

　02橋りょう長寿命化修繕事業費

　財源内訳補正

－ 39 －



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 8  2  4
(市)防災・減災・国土強 18,000

    靭化緊急対策事業債

 4 都市計画費 2,123,511 296 2,123,807 296

 5 公園費 162,235 42 162,277 42

42

 6 動物園管理費 49,909 254 50,163 254

254

 5 住宅費 263,934 △17,647 246,287 △9,441 △6,400 △1,806

 2 建築指導費 54,718 △4,867 49,851 △3,032 △1,835

△3,032 △1,835

(国)がけ地近接等危険住 △1,197

    宅移転事業補助金

(国)耐震対策緊急促進事 △1,236

    業補助金

(県)災害危険住宅移転事 △599

    業補助金

 3 住宅建設費 97,007 △12,780 84,227 △6,409 △6,400 29

△6,409 △6,400 29

(国)社会資本整備総合交 △6,409

    付金（地域住宅支援

    ）

(市)公営住宅建設事業債 △6,400

 9 消防費 1,626,707 0 1,626,707 15,000 △15,000

 1 消防費 1,626,707 0 1,626,707 15,000 △15,000

 5 災害対策費 366,318 0 366,318 15,000 △15,000

15,000 △15,000

(国)新型コロナウイルス 15,000

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

10 教育費 5,361,960 △292,736 5,069,224 162,796 △354,800 100 △100,832

 2 小学校費 1,695,600 △226,722 1,468,878 154,233 △302,900 △78,055

（款）  8 土木費

（項）  2 道路橋りょう費

－ 40 －



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

21 補償補填及び賠償 42

金

14飯田子どもの森公園維持管理費 42

　01飯田子どもの森公園維持管理費 42

  21 補償補填及び賠償金 42

　　　 臨時休業等補償費 42

21 補償補填及び賠償 254

金

10動物園管理費 254

　01動物園管理費 254

  21 補償補填及び賠償金 254

　　　 臨時休業等補償費 254

18 負担金補助及び交 △4,867

付金

10建築指導費 △4,867

　02災害危険住宅対策事業費 △4,867

  18 負担金補助及び交付金 △4,867

　　　 災害危険住宅移転事業補助金 △2,396

　　　 危険ブロック塀等除去事業補助金 △2,471

12 委託料 △9,840

18 負担金補助及び交 △2,940

付金

11公営住宅整備事業費（補助） △12,780

　02公営住宅整備事業費（補助） △12,780

  12 委託料 △9,840

　　　 設計業務等委託料 △9,840

  18 負担金補助及び交付金 △2,940

　　　 公営住宅整備事業入居者移転助成金 △2,940

10災害対策一般経費

　06災害対策備蓄事業費

　財源内訳補正
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

10  2  2 小学校教育振興費 883,920 △80,722 803,198 3,927 △33,900 △50,749

3,927 △33,900 △50,749

(国)新型コロナウイルス 37,906

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(国)公立学校情報通信ネ △33,979

    ットワーク環境施設

    整備費補助金

(市)義務教育施設整備事 △33,900

    業債（補正予算分）

 3 小学校建設費 473,588 △146,000 327,588 150,306 △269,000 △27,306

150,306 △269,000 △27,306

(国)新型コロナウイルス 150,306

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(市)義務教育施設整備事 △269,000

    業債（大規模改造）

 3 中学校費 1,066,499 △50,677 1,015,822 9,109 △38,600 100 △21,286

 1 中学校管理費 232,488 △740 231,748 △740 0

△740 0

(国)新型コロナウイルス △740

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

 2 中学校教育振興費 663,672 △37,937 625,735 649 △17,900 100 △20,786

100 △1,163

(寄)中学校寄附金 100

649 △17,900 △19,734

(国)新型コロナウイルス 18,526

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(国)公立学校情報通信ネ △17,877

    ットワーク環境施設

    整備費補助金

(市)義務教育施設整備事 △17,900

    業債（補正予算分）

111

（款） 10 教育費

（項）  2 小学校費
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(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

10 需用費 △1,199

11 役務費 △10,997

12 委託料 △63,526

13 使用料及び賃借料 △5,000

13情報視聴覚教育費 △80,722

　01情報通信技術活用教育推進事業費 △80,722

  10 需用費 △1,199

　　　 消耗品費 △1,199

  11 役務費 △10,997

　　　 通信運搬費 △10,997

  12 委託料 △63,526

　　　 ネットワークシステム構築業務委託料 △63,526

  13 使用料及び賃借料 △5,000

　　　 事務用機器等使用料 △5,000

14 工事請負費 △146,000
11小学校建設事業費 △146,000

　17小学校空調設備整備事業費 △146,000

  14 工事請負費 △146,000

　　　 空調設備整備工事費 △146,000

 1 報酬 △740
01人件費 △740

　03会計年度任用職員人件費 △740

   1 報酬 △740

　　　 報酬（パートタイム） △740

10 需用費 △4,760

12 委託料 △33,388

17 備品購入費 100

18 負担金補助及び交 111

付金

10中学校教育振興一般経費 △1,063

　01中学校教育振興事業費 △1,063

  12 委託料 △1,163

　　　 学習支援番組放送業務委託料 △1,163

  17 備品購入費 100

　　　 事業用備品購入費 100

13情報視聴覚教育費 △36,985

　01情報通信技術活用教育推進事業費 △36,985

  10 需用費 △4,760

　　　 消耗品費 △4,760

  12 委託料 △32,225

　　　 ネットワークシステム構築業務委託料 △32,225

15校外活動支援事業費 111

　01校外活動支援事業費 111

  18 負担金補助及び交付金 111
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

10  3  2

 3 中学校建設費 170,339 △12,000 158,339 9,200 △20,700 △500

500 △500

(市)義務教育施設整備事 500

    業債（大規模改造）

△4,000 △8,000 0

(国)学校施設環境改善交 △4,000

    付金

(市)防災・減災・国土強 △8,000

    靭化事業債

13,200 △13,200 0

(国)新型コロナウイルス 13,200

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

(市)義務教育施設整備事 △5,900

    業債

(市)義務教育施設整備事 △7,300

    業債（大規模改造）

 5 社会教育費 1,401,292 △15,337 1,385,955 △546 △13,300 △1,491

 6 美術博物館費 280,520 △14,850 265,670 △13,300 △1,550

△13,300 △1,550

(市)地域活性化事業債 △13,300

 7 文化会館費 289,248 △487 288,761 △546 59

△546 0

(国)新型コロナウイルス △546

    感染症対応地方創生

    臨時交付金

59

11 災害復旧費 3,251,515 △1,872,902 1,378,613 △1,042,812 △791,600 △18,795 △19,695

 1 農林水産施設災害復 592,500 △251,637 340,863 △63,996 △81,700 △18,795 △87,146

旧費

 1 農業施設等災害復 349,300 △191,637 157,663 △63,996 △111,400 △3,893 △12,348

旧費

△12,874 △15,400 △3,893 △1,668

(分)農地補助災害復旧事 △3,893

    業分担金

（款） 10 教育費

（項）  3 中学校費
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(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

　　　 修学旅行等の延期又は中止に伴うキャンセル料等補助 111

       金

14 工事請負費 △12,000
11中学校建設事業費 △12,000

　03中学校施設大規模改修事業費

　財源内訳補正

　15中学校校舎外壁改修事業費 △12,000

  14 工事請負費 △12,000

　　　 施設改修工事費 △12,000

　16中学校空調設備整備事業費

　財源内訳補正

14 工事請負費 △14,850
10美術博物館管理費 △14,850

　01美術博物館管理費 △14,850

  14 工事請負費 △14,850

　　　 施設改修工事費 △14,850

18 負担金補助及び交 △546

付金

21 補償補填及び賠償 59

金

11文化会館事業費 △546

　08文化芸術団体支援事業費 △546

  18 負担金補助及び交付金 △546

　　　 文化芸術団体支援事業負担金 △546

13人形劇のまちづくり費 59

　09地域人形劇センター管理費 59

  21 補償補填及び賠償金 59

　　　 臨時休業等補償費 59

14 工事請負費 △191,637
10農地補助災害復旧事業費 △33,835

　01現年発生農地補助災害復旧事業費 △33,835

  14 工事請負費 △33,835

　　　 災害復旧工事費 △33,835
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

11  1  1
(県)農地補助災害復旧事 △12,874

    業補助金

(市)現年発生補助災害復 △15,400

    旧事業債

△51,122 △96,000 △10,680

(県)農業施設補助災害復 △51,122

    旧事業補助金

(市)現年発生補助災害復 △96,000

    旧事業債

10 農林単独災害復旧 243,200 △60,000 183,200 29,700 △14,902 △74,798

事業費

29,700 △14,902 △74,798

(分)農地単独災害復旧事 △14,902

    業分担金

(市)現年発生単独災害復 29,700

    旧事業債

 2 公共土木施設災害復 2,659,015 △1,621,265 1,037,750 △978,816 △709,900 67,451

旧費

 1 公共土木施設災害 1,909,715 △1,439,965 469,750 △978,816 △461,200 51

復旧費

△978,816 △461,200 51

(国)公共土木施設災害復 △998,386

    旧事業負担金

(国)公共土木施設災害復 19,570

    旧事業査定設計委託

    補助金

(市)現年発生補助災害復 △498,500

    旧事業債

(市)現年発生単独災害復 37,300

    旧事業債

10 土木施設単独災害 749,300 △181,300 568,000 △248,700 67,400

復旧事業費

△248,700 67,400

(市)現年発生単独災害復 △248,700

    旧事業債

13 諸支出金 411,431 74,876 486,307 71,784 3,092

 1 積立金 411,431 74,876 486,307 71,784 3,092

 1 積立金 411,431 74,876 486,307 71,784 3,092

4,119 0

(財)財政調整基金利子 4,119

（款） 11 災害復旧費

（項）  1 農林水産施設災害復旧費
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(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

11農業施設補助災害復旧事業費 △157,802

　01現年発生農業施設補助災害復旧事業費 △157,802

  14 工事請負費 △157,802

　　　 災害復旧工事費 △157,802

14 工事請負費 △60,000
10農業施設等単独災害復旧事業費 △60,000

　01農業施設等単独災害復旧事業費 △60,000

  14 工事請負費 △60,000

　　　 災害復旧工事費 △60,000

14 工事請負費 △1,439,965
10現年発生土木施設補助災害復旧事業費 △1,439,965

　01土木施設補助災害復旧事業費 △1,439,965

  14 工事請負費 △1,439,965

　　　 災害復旧工事費 △1,439,965

12 委託料 △50,000

14 工事請負費 △131,300

10土木施設単独災害復旧事業費 △181,300

　01土木施設単独災害復旧事業費 △181,300

  12 委託料 △50,000

　　　 測量調査等業務委託料 △50,000

  14 工事請負費 △131,300

　　　 災害復旧工事費 △131,300

24 積立金 74,876
10財政調整基金積立金 4,119

　01財政調整基金積立金 4,119

  24 積立金 4,119

　　　 基金利子積立金 4,119
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

13  1  1
3,825 0

(財)減債基金利子 3,825

3,084 0

(財)公共施設等整備基金 3,084

    利子

54,575 0

(財)ふるさと基金利子 3,172

(財)土地売払収入（地域 9,503

    計画）

(寄)環境保全寄附金 6,900

(寄)道路改良寄附金 5,000

(寄)災害対策寄附金 5,000

(寄)スポーツ振興寄附金 25,000

12 0

(財)天竜川周辺環境整備 12

    基金利子

70 0

(財)社会福祉施設整備基 70

    金利子

4,743 0

(財)庁舎建設基金利子 4,743

108 0

(財)飯田市保健休養施設 108

    整備基金利子

28 0

(財)学術研究振興基金利 28

    子

742 0

(財)特別養護老人ホーム 742

    運営基金利子

80 0

（款） 13 諸支出金

（項）  1 積立金
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(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

11減債基金積立金 3,825

　01減債基金積立金 3,825

  24 積立金 3,825

　　　 基金利子積立金 3,825

12公共施設等整備基金積立金 3,084

　01公共施設等整備基金積立金 3,084

  24 積立金 3,084

　　　 基金利子積立金 3,084

13ふるさと基金積立金 54,575

　01ふるさと基金積立金 54,575

  24 積立金 54,575

　　　 新規積立金 51,403

　　　 基金利子積立金 3,172

15天竜川周辺環境整備基金積立金 12

　01天竜川周辺環境整備基金積立金 12

  24 積立金 12

　　　 基金利子積立金 12

16社会福祉施設整備基金積立金 70

　01社会福祉施設整備基金積立金 70

  24 積立金 70

　　　 基金利子積立金 70

17庁舎建設基金積立金 4,743

　01庁舎建設基金積立金 4,743

  24 積立金 4,743

　　　 基金利子積立金 4,743

18保健休養施設整備基金積立金 108

　01保健休養施設整備基金積立金 108

  24 積立金 108

　　　 基金利子積立金 108

20学術研究振興基金積立金 28

　01学術研究振興基金積立金 28

  24 積立金 28

　　　 基金利子積立金 28

22特別養護老人ホーム運営基金積立金 742

　01特別養護老人ホーム運営基金積立金 742

  24 積立金 742

　　　 基金利子積立金 742

24地域雇用創出推進基金積立金 80

　01地域雇用創出推進基金積立金 80

  24 積立金 80
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補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

13  1  1
(財)地域雇用創出推進基 80

    金利子

277 0

(財)過疎地域自立促進基 277

    金利子

121 3,092

(財)森林経営管理基金利 121

    子

歳　出　合　計 65,826,533 △2,730,021 63,096,512 △1,263,161 △1,135,300 57,528 △389,088

（款） 13 諸支出金

（項）  1 積立金
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(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

　　　 基金利子積立金 80

25過疎地域自立促進基金積立金 277

　01過疎地域自立促進基金積立金 277

  24 積立金 277

　　　 基金利子積立金 277

29森林経営管理基金積立金 3,213

　01森林経営管理基金積立金 3,213

  24 積立金 3,213

　　　 新規積立金 3,092

　　　 基金利子積立金 121
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附表  １

補正予算給与費明細書
１　一　般　職

（１）総　括

ア 会計年度任用職員 （　）内はパートタイム会計年度任用職員（外数） （単位：千円）

イ アに係る給料及び職員手当の増減額の明細

期末手当 会計年度給与条例第15条、第26条

報

酬
△ 9,914

新型コロナ
ウイルス関
連事業の実
績による減
額

△ 9,914
パートタイム会計年度任用職員
分

パートタイム会計年度任用職員数の状
況
 令和３年３月31日　　　　644

区分 増減額
（千円）

説 明増減事由別内訳
（千円）

△ 11,053
(  △5 )

1,491,152 238,236 1,729,388
( 644 )

230,389 176,541

1,740,441

△ 9,914 △ 720 △ 10,634 △ 419

区　　分 職員数（人）
給 与 費

共済費等 合　計
報酬 給　料 職員手当 計

補正後
122 

1,084,222

職
員
手
当
の
内
訳

区　分 期末手当

補正後 144,456

補正前 145,176

比　較 △ 720

比　較

122
1,094,136

( 649 )
補正前 230,389 177,261 1,501,786 238,655

職
員
手
当

△ 720

新型コロナ
ウイルス関
連事業の実
績による減
額

△ 720
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附表２

１. 526,200 2,871,900 △ 343,700 2,528,200 3,054,400

(1) 総 務 175,900 486,100 △ 5,000 481,100 657,000

(3) 衛 生 111,400 △ 2,600 108,800 108,800

(7) 土 木 233,500 922,200 25,100 947,300 1,180,800

(8) 公 営 住 宅 29,000 △ 6,400 22,600 22,600

(10) 教 育 19,900 735,500 △ 354,800 380,700 400,600

２. 24,600 1,489,400 △ 791,600 697,800 722,400

(1) 補 助 24,600 744,500 △ 609,900 134,600 159,200

(2) 単 独 0 744,900 △ 181,700 563,200 563,200

３. 0 1,192,200 129,500 1,321,700 1,321,700

(3) 減 収 補 て ん 債 0 129,500 129,500 129,500

550,800 5,553,500 △ 1,005,800 4,547,700 5,098,500

地 方 債 の 平 成 30 年 度 末 に お け る 現 在 高
令 和 ２ 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み

    令  和  ２  年  度  中   増    減    見    込    み

区        分     令  和  ２  年  度  中   起    債    見    込    額

繰越明許分 補正前の額 補  正  額 補正後の額

千円 千円

計

千円 千円

普 通 債

千円

災 害 復 旧 債

そ の 他

合　　　　計

－ 54 －



21,678,142 △ 343,700 21,334,442

5,099,895 △ 5,000 5,094,895

836,420 △ 2,600 833,820

5,533,809 25,100 5,558,909

710,343 △ 6,400 703,943

4,955,173 △ 354,800 4,600,373

1,785,587 △ 791,600 993,987

838,622 △ 609,900 228,722

946,965 △ 181,700 765,265

20,004,107 129,500 20,133,607

129,500 129,500

43,467,836 △ 1,005,800 42,462,036

並 び に 令 和 元 年 度 末 及 び
に 関 す る 調 書 補 正 あ あ あ

令 和 ２ 年 度 末 現 在 高 見 込 額

補正前の額 補  正  額 補正後の額

千円 千円 千円

－ 55 －





専決第 13号 

 

令和２年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 

  令和２年度飯田市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,459千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 8,728,016千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和３年３月 31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

国保補 1



4 財産収入

1 財産運用収入

歳　　入　　合　　計

款 項

第１表　歳入歳出予算補正

事業勘定

歳　入

国保補 2



1,949 1,459 3,408

1,949 1,459 3,408

8,726,557 1,459 8,728,016

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

国保補 3



6 基金積立金

1 基金積立金

歳　　出　　合　　計

歳　出

款 項

国保補 4



1,949 1,459 3,408

1,949 1,459 3,408

8,726,557 1,459 8,728,016

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

国保補 5



国保補 6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

4 財産収入 1,949 1,459 3,408

歳　　入　　合　　計 8,726,557 1,459 8,728,016

事業勘定

国保補 7



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

6 基金積立金 1,949 1,459 3,408

歳　　出　　合　　計 8,726,557 1,459 8,728,016

国保補 8



(単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

1,459 0

1,459 0

国保補 9



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 4 財産収入 1,949 1,459 3,408

 1 財産運用収入 1,949 1,459 3,408

 2 基金運用収入 1,949 1,459 3,408

歳　　入　　合　　計 8,726,557 1,459 8,728,016

２　歳　入

（款）  4 財産収入

（項）  1 財産運用収入

事業勘定

国保補 10



(単位：千円)

節

説 明

区 分 金　　額

 1 基金利子 1,459 国民健康保険事業基金利子 1,459

国保補 11



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 6 基金積立金 1,949 1,459 3,408 1,459 0

 1 基金積立金 1,949 1,459 3,408 1,459 0

 1 国民健康保険事業 1,949 1,459 3,408 1,459 0

基金積立金

1,459 0

(財)国民健康保険事業基 1,459

    金利子

歳　出　合　計 8,726,557 1,459 8,728,016 1,459 0

３　歳　出

（款）  6 基金積立金

（項）  1 基金積立金

事業勘定

国保補 12



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説 明

24 積立金 1,459
10国民健康保険事業基金積立金 1,459

　01国民健康保険事業基金積立金 1,459

  24 積立金 1,459

基金利子積立金 1,459

国保補 13





専決第 14号 

 

令和２年度飯田市地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

  令和２年度飯田市の地方卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 60千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ 16,060千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和３年３月 31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

卸売補 1



2 財産収入

1 財産運用収入

歳　　入　　合　　計

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項

卸売補 2



72 60 132

72 60 132

16,000 60 16,060

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

卸売補 3



2 諸支出金

1 積立金

歳　　出　　合　　計

歳　出

款 項

卸売補 4



1,072 60 1,132

1,072 60 1,132

16,000 60 16,060

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

卸売補 5



卸売補 6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 72 60 132

歳　　入　　合　　計 16,000 60 16,060

卸売補 7



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 諸支出金 1,072 60 1,132

歳　　出　　合　　計 16,000 60 16,060

卸売補 8



(単位：千円)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

60 0

60 0

卸売補 9



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 2 財産収入 72 60 132

 1 財産運用収入 72 60 132

 1 基金運用収入 72 60 132

歳　　入　　合　　計 16,000 60 16,060

２　歳　入

（款）  2 財産収入

（項）  1 財産運用収入

卸売補 10



(単位：千円)

節

説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 1 基金利子 60 地方卸売市場事業基金利子 60

卸売補 11



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 諸支出金 1,072 60 1,132 60 0

 1 積立金 1,072 60 1,132 60 0

 1 積立金 1,072 60 1,132 60 0

60 0

(財)地方卸売市場事業基 60

    金利子

歳　出　合　計 16,000 60 16,060 60 0

３　歳　出

（款）  2 諸支出金

（項）  1 積立金

卸売補 12



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

24 積立金 60
10地方卸売市場事業基金積立金 60

　01地方卸売市場事業基金積立金 60

  24 積立金 60

　　　 基金利子積立金 60

卸売補 13





専決第 15号 

 

令和２年度飯田市駐車場事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 

  令和２年度飯田市の駐車場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,263千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 62,744千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和３年３月 31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

駐補 1



2 財産収入

1 財産運用収入

5 繰入金

2 他会計繰入金

歳　　入　　合　　計

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項

駐補 2



1,079 37 1,116

1,079 37 1,116

3,300 △3,300 0

3,300 △3,300 0

66,007 △3,263 62,744

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

駐補 3



1 総務費

1 総務管理費

3 諸支出金

1 積立金

歳　　出　　合　　計

歳　出

款 項

駐補 4



64,828 △3,300 61,528

64,828 △3,300 61,528

1,079 37 1,116

1,079 37 1,116

66,007 △3,263 62,744

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

駐補 5



駐補 6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 1,079 37 1,116

5 繰入金 3,300 △3,300 0

歳　　入　　合　　計 66,007 △3,263 62,744

駐補 7



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

1 総務費 64,828 △3,300 61,528

3 諸支出金 1,079 37 1,116

歳　　出　　合　　計 66,007 △3,263 62,744

駐補 8



(単位：千円)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

△3,300

37 0

37 △3,300

駐補 9



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 2 財産収入 1,079 37 1,116

 1 財産運用収入 1,079 37 1,116

 1 基金運用収入 1,079 37 1,116

 5 繰入金 3,300 △3,300 0

 2 他会計繰入金 3,300 △3,300 0

 1 一般会計繰入金 3,300 △3,300 0

歳　　入　　合　　計 66,007 △3,263 62,744

２　歳　入

（款）  2 財産収入

（項）  1 財産運用収入

駐補 10



(単位：千円)

節

説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 1 基金利子 37 駐車場事業基金利子 37

 1 一般会計繰入金 △3,300 一般会計繰入金 △3,300

駐補 11



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1 総務費 64,828 △3,300 61,528 △3,300

 1 総務管理費 64,828 △3,300 61,528 △3,300

 1 総務管理費 64,828 △3,300 61,528 △3,300

△3,300

 3 諸支出金 1,079 37 1,116 37 0

 1 積立金 1,079 37 1,116 37 0

 1 積立金 1,079 37 1,116 37 0

37 0

(財)駐車場事業基金利子 37

歳　出　合　計 66,007 △3,263 62,744 37 △3,300

３　歳　出

（款）  1 総務費

（項）  1 総務管理費

駐補 12



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

10 需用費 △2,077

14 工事請負費 △1,223

10総務管理費 △3,300

　01一般管理費 △3,300

  10 需用費 △2,077

　　　 消耗品費 △447

　　　 修繕料 △1,630

  14 工事請負費 △1,223

　　　 施設改修工事費 △1,223

24 積立金 37
10駐車場事業基金積立金 37

　01駐車場事業基金積立金 37

  24 積立金 37

　　　 基金利子積立金 37

駐補 13





専決第 16号 

 

令和２年度飯田市墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

  令和２年度飯田市の墓地事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 354千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 30,154千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和３年３月 31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

墓補 1



2 財産収入

1 財産運用収入

歳　　入　　合　　計

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項

墓補 2



348 354 702

348 354 702

29,800 354 30,154

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

墓補 3



2 諸支出金

1 積立金

歳　　出　　合　　計

歳　出

款 項

墓補 4



448 354 802

448 354 802

29,800 354 30,154

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

墓補 5



墓補 6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 財産収入 348 354 702

歳　　入　　合　　計 29,800 354 30,154

墓補 7



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

2 諸支出金 448 354 802

歳　　出　　合　　計 29,800 354 30,154

墓補 8



(単位：千円)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

354 0

354 0

墓補 9



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 2 財産収入 348 354 702

 1 財産運用収入 348 354 702

 1 基金運用収入 348 354 702

歳　　入　　合　　計 29,800 354 30,154

２　歳　入

（款）  2 財産収入

（項）  1 財産運用収入

墓補 10



(単位：千円)

節

説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 1 基金利子 354 墓地事業基金利子 354

墓補 11



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 2 諸支出金 448 354 802 354 0

 1 積立金 448 354 802 354 0

 1 積立金 448 354 802 354 0

354 0

(財)墓地事業基金利子 354

歳　出　合　計 29,800 354 30,154 354 0

３　歳　出

（款）  2 諸支出金

（項）  1 積立金

墓補 12



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

24 積立金 354
10墓地事業基金積立金 354

　01墓地事業基金積立金 354

  24 積立金 354

　　　 基金利子積立金 354

墓補 13





専決第 17号 

 

令和２年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 

  令和２年度飯田市の介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 100千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 710,240千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和３年３月 31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

介保補 1



5 諸収入

1 雑入

歳　　入　　合　　計

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項

介保補 2



13,963 100 14,063

13,963 100 14,063

710,140 100 710,240

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

介保補 3



1 介護老人保健施設費

1 介護老人保健施設費

歳　　出　　合　　計

歳　出

款 項

介保補 4



710,140 100 710,240

710,140 100 710,240

710,140 100 710,240

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

介保補 5



介保補 6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

5 諸収入 13,963 100 14,063

歳　　入　　合　　計 710,140 100 710,240

介保補 7



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

1 介護老人保健施設費 710,140 100 710,240

歳　　出　　合　　計 710,140 100 710,240

介保補 8



(単位：千円)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

100 0

100 0

介保補 9



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 5 諸収入 13,963 100 14,063

 1 雑入 13,963 100 14,063

 1 雑入 13,963 100 14,063

歳　　入　　合　　計 710,140 100 710,240

２　歳　入

（款）  5 諸収入

（項）  1 雑入

介保補 10



(単位：千円)

節

説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 2 賠償責任保険金 100 賠償責任保険金 100

介保補 11



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 1 介護老人保健施設費 710,140 100 710,240 100 0

 1 介護老人保健施設費 710,140 100 710,240 100 0

 1 介護老人保健施設 629,508 100 629,608 100 0

管理費

100 0

(諸)賠償責任保険金 100

歳　出　合　計 710,140 100 710,240 100 0

３　歳　出

（款）  1 介護老人保健施設費

（項）  1 介護老人保健施設費

介保補 12



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

21 補償補填及び賠償 100

金

10介護老人保健施設管理費 100

　01介護老人保健施設管理費 100

  21 補償補填及び賠償金 100

　　　 事故等賠償金 100

介保補 13





専決第 18号 

 

令和２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２号） 

 

 

  令和２年度飯田市のケーブルテレビ放送事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 

 

  （歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 147千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 80,827千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。 

 

 

      令和３年３月 31日専決 

 

                                                 飯田市長  佐 藤 健    

 

ケテ補 1



3 財産収入

1 財産運用収入

歳　　入　　合　　計

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

款 項

ケテ補 2



163 147 310

163 147 310

80,680 147 80,827

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

ケテ補 3



3 諸支出金

1 積立金

歳　　出　　合　　計

歳　出

款 項

ケテ補 4



163 147 310

163 147 310

80,680 147 80,827

(単位：千円)

補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

ケテ補 5



ケテ補 6



歳入歳出補正予算事項別明細書
１　総　括
(歳入) (単位：千円)

款 補正前の額 補　正　額 計

3 財産収入 163 147 310

歳　　入　　合　　計 80,680 147 80,827

ケテ補 7



(歳出)

款 補正前の額 補　正　額 計

3 諸支出金 163 147 310

歳　　出　　合　　計 80,680 147 80,827

ケテ補 8



(単位：千円)

補　　　　　正　　　　　額　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一般財源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

147 0

147 0

ケテ補 9



款　　　項　　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　

 3 財産収入 163 147 310

 1 財産運用収入 163 147 310

 1 基金運用収入 163 147 310

歳　　入　　合　　計 80,680 147 80,827

２　歳　入

（款）  3 財産収入

（項）  1 財産運用収入

ケテ補 10



(単位：千円)

節

説　　　　　　　明

区　　　　　分 金　　額

 1 基金利子 147 ケーブルテレビ放送事業基金利子 147

ケテ補 11



補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
款　　項　　目 補正前の額 　補正額　 　　計　　 特　　定　　財　　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

 3 諸支出金 163 147 310 147 0

 1 積立金 163 147 310 147 0

 1 積立金 163 147 310 147 0

147 0

(財)ケーブルテレビ放送 147

    事業基金利子

歳　出　合　計 80,680 147 80,827 147 0

３　歳　出

（款）  3 諸支出金

（項）  1 積立金

ケテ補 12



(単位：千円)

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　明

24 積立金 147
10ケーブルテレビ放送事業基金積立金 147

　01ケーブルテレビ放送事業基金積立金 147

  24 積立金 147

　　　 基金利子積立金 147

ケテ補 13





                                                    

専決第19号 

 

令和２年度飯田市病院事業会計補正予算（第６号） 

 

第１条 令和２年度飯田市病院事業会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

第２条 令和２年度飯田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入の予定

額を次のとおり補正する。 

    (科  目）     （既決予定額）    （補正予定額）     （計） 

収        入 

  第１款 病院事業収益       14,454,699千円      386,019千円        14,840,718千円 

  第２項 医業外収益       1,571,390千円      386,019千円         1,957,409千円 

 

第３条 予算第４条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「665,062千円」を

「564,958千円」に、過年度分損益勘定留保資金「665,062千円」を「564,958千円」に改め、資本的収入

の予定額を次のとおり補正する。 

   (科  目）     （既決予定額）    （補正予定額）     （計） 

収        入 

  第１款 資本的収入     1,448,608千円      100,104千円         1,548,712千円 

  第３項 補助金       114,108千円      100,104千円          214,212千円 

 

 

      令和３年３月31日専決 

                                         飯田市長 佐 藤 健 

市立補 1



千円 千円 千円

１ 病院事業収益 14,454,699 386,019 14,840,718

２ 医業外収益 1,571,390 386,019 1,957,409

５ 国庫補助金 13,000 54,250 67,250

６ 県 補 助 金 689,891 331,769 1,021,660

千円 千円 千円

１ 資本的収入 1,448,608 100,104 1,548,712

３ 補 助 金 114,108 100,104 214,212

１ 国庫補助金 0 24,000 24,000

２ 県 補 助 金 114,108 76,104 190,212

資本的収入及び支出
収　　　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

令和２年度飯田市病院事業会計補正予算（第６号）実施計画

収益的収入及び支出
収　　　入

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

市立補 2



千円 千円 千円

　１　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　当年度純利益 380,303 386,019 766,322

　　未収金の増減額 52,531 △ 386,019 △ 333,488

　　小計 1,514,383 0 1,514,383

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 1,462,383 0 1,462,383

　２　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出 △ 1,046,345 △ 100,104 △ 1,146,449

    国庫補助金による収入 0 24,000 24,000

　　県補助金による収入 77,358 76,104 153,462

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,026,937 0 △ 1,026,937

　資金増減額 765,107 0 765,107

　資金期末残高 4,610,052 0 4,610,052

令和２年度飯田市病院事業会計補正予算（第６号）予定キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）

区　　　　　分 補正前の額 補　正　額 計

市立補 3



報告第16号1 

 

報告第16号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和３年５月18日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記  
   損害賠償の額を定めることについて  

次の表のとおり道路管理の瑕疵
か し

に係る損害を賠償する。 
専決番号 専決の日 相手方 事故の概要 損害賠償額 

専決第４号 令和３年 

２月24日 

飯田市内在住者 令和２年８月30日午後８時５分頃、

飯田市虎岩1267番４付近の市道下久堅

246号線において、当該市道に突出し

たガードレールが走行中の相手方の普

通乗用自動車に接触し、車両の左側面

を破損する損害を与えた。 

93,469円 

専決第５号 令和３年 

２月26日 

飯田市外在住者 令和３年１月23日午後６時25分頃、

飯田市三日市場352番１付近の市道１

－29号羽場坂中村線の一部が陥没して

いたため、走行してきた相手方の軽乗

用自動車の左前輪が落ち、当該車輪の

ホイールを破損する損害を与えた。 

16,280円 

専決第６号 令和３年 

２月26日 

飯田市内在住者 令和３年１月23日午後７時頃、飯田

市三日市場352番１付近の市道１－29

号羽場坂中村線の一部が陥没していた

ため、走行してきた相手方の軽貨物自

動車の左前輪及び左後輪が落ち、当該

車両のタイヤ及びホイールを破損する

損害を与えた。 

97,680円 

専決第７号 令和３年 

３月31日 

飯田市外在住者 令和３年１月23日午後６時30分頃、

飯田市三日市場352番１付近の市道１

－29号羽場坂中村線の一部が陥没して

いたため、走行してきた相手方の小型

乗用自動車の左前輪が落ち、当該車両

のタイヤ及びホイールを破損する損害 

16,807円 



報告第16号2  
   を与えた。  

専決第８号 令和３年 

３月31日 

飯田市内在住者 令和３年１月23日午後７時頃、飯田

市三日市場352番１付近の市道１－29

号羽場坂中村線の一部が陥没していた

ため、走行してきた相手方の小型乗用

自動車の左前輪が落ち、当該車両のタ

イヤ及びホイールを破損する損害を与

えた。 

64,847円 

専決第20号 令和３年 

４月13日 

飯田市内在住者 令和３年１月17日午前11時頃、飯田

市吾妻町73番付近の市道飯田22号線に

くぼみがあったため、走行してきた相

手方の小型乗用自動車の前部バンパー

の下部がマンホールの蓋に接触し、当

該バンパーを破損する損害を与えた。 

39,489円 

 



報告第17号1 

 

報告第17号 

 

専決処分の報告について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により、議会において指定されてい

る下記事項について専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

  令和３年５月18日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第９号 損害賠償の額を定めることについて 



報告第17号2  
専決第９号 

 

損害賠償の額を定めることについて 
 

下記のとおり介護保険事業における事故による損害を賠償する。 

 

令和３年３月31日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

１ 相手方 飯田市内在住者 

 

２ 事故の概要 

令和３年２月23日午後３時30分頃、飯田市上郷黒田341番地の飯田市立病院介護老人保健施

設の駐車場において、市が所有する車両により相手方の所有する補聴器を破損する損害を与え

た。 

 

３ 損害賠償額 100,000円 

 



議案第47号1 

 

議案第47号 

 

固定資産評価員の選任について 

 

 下記の者を、飯田市固定資産評価員に選任したいから、地方税法（昭和25年法律第226号）第

404条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

    令和３年５月18日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市在住 伊藤 実 

 



議案第48号1 

 

議案第48号 

 

飯田市松尾地区財産区管理委員の選任について 

 

 下記の者を、飯田市松尾地区財産区管理委員に選任したいから、飯田市松尾地区財産区管理会

条例（昭和59年飯田市条例第80号）第３条の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和３年５月18日提出 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

飯田市在住 小木曽 明 

 

飯田市在住 三浦 新治 

 

飯田市在住 市瀬 啓司 

 

飯田市在住 田村 正幸 
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