
   
令和３年 11 月 

 

飯田市議会第４回臨時会議案 



        （11月10日提出分） 

報告第36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）

報告第37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）

報告第38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）

議案第95号 令和３年度飯田市一般会計補正予算（第７号）案

令和３年飯田市議会第４回臨時会議案目次



報告第36号1  
報告第36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11月10日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第25号 損害賠償の額を定めることについて 



報告第36号2  
専決第25号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

 

下記のとおり自動車事故による損害を賠償する。 

 

令和３年10月11日専決 

 

飯田市長 佐 藤  健 

 

記 

 

１ 相手方 飯田市外在住者 

 

２ 事故の概要 

令和３年７月17日午後０時35分頃、長野市稲里町下氷鉋227番地８に所在する飲食店の駐車

場において、飯田市所有の普通乗用自動車が発車しようとした際、隣に駐車していた相手方の

普通乗用自動車の右側面に接触し、相手方に損害を与えた。 

 

３ 損害賠償額 74,734円 

 



報告第37号1 

報告第37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11月10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  

次の表のとおり学校施設維持に係る事故による損害を賠償する。 
専決番号 専決の日 相手方 事故の概要 損害賠償額 

専決第24号 令和３年

10月６日 

飯田市内在住

者 

令和３年８月31日午前10時20分頃、

飯田市龍江3591番地１の龍江小学校敷

地内において、職員が草刈りをしてい

た際に草刈り機が跳ね上げた石が、同

所付近に停めていた相手方の軽乗用自

動車のリアガラスに当たり、破損する

損害を与えた。 

178,913円 

専決第26号 令和３年

10月18日 

飯田市外在住

者 

令和３年９月27日午前10時５分頃、

飯田市川路3477番地１の川路小学校敷

地内において、職員が草刈りをしてい

た際に草刈り機が跳ね上げた石が、同

所付近に停めていた相手方の小型乗用

自動車の右側後部のドアガラスに当た

り、破損する損害を与えた。 

31,372円 

 





報告第38号1 

 

報告第38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11月10日報告 

 

飯田市長 佐 藤  健 
 

記 

 

専決第27号 損害賠償の額を定めることについて 



報告第38号2  
専決第27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10月27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９月26日午前８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

設において、車いすからベッドへの移動を介助する際に、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 25,000円 

 



議案第95号 

 

 

令和３年度飯田市一般会計補正予算（第７号）案 

 

 

  令和３年度飯田市の一般会計補正予算（第７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163,378千円を追加し、歳入歳出予算の総額を   

歳入歳出それぞれ49,372,213千円とする。 

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11月10日提出 

 

 

飯田市長  佐 藤 健 
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附表

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

(1)期末手当 会計年度給与条例第15条、第26条

職
員
手
当
の
内
訳

区　分 期末手当

補正後 151,162

補正前 150,924

比　較 238

報
　
酬

1,672
緊急経済対
策事業によ
る増額

1,672
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11月１日　　　　677

区分 増減額
（千円）

説　　　明増減事由別内訳
（千円）

204,309 175,809

1,747,233

0

204,309 175,571 1,502,924 244,309

0 238 1,910 1,910

1,504,834 244,309 1,749,143

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
131

1,124,716

比　較

131
1,123,044補正前

0
1,672

( 2 )

( 677 )

( 675 )

職
員
手
当

238
緊急経済対
策事業によ
る増額

238

238
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