
令和５年飯田市議会第１回定例会まとめ（2月22日提出分）

総　括
報告案件 2 件
人事案件 8 件
条例案件 18 件
一般案件 2 件
予算案件 19 件

計 49 件

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）
【令和４年10月２日に発生した観光施設維持に係る事故による物的損害に係る
賠償額を92,202円と定め、令和４年12月７日に専決処分したもの。】

遠山郷観光
振興室

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）
【令和４年10月５日に発生した児童厚生施設維持に係る事故による物的損害に
係る賠償額を116,820円と定め、令和４年11月18日に専決処分したもの。】

学校教育課

議案第１号 監査委員の選任について
【委員１人の任期満了に伴い、委員の選任について議会の同意を求めるも
の。】

人事課

議案第２号 固定資産評価審査委員会の委員の選任について
【委員１人の任期満了に伴い、委員の選任について議会の同意を求めるも
の。】

人事課

議案第３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
【委員４人の任期満了に伴い、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。】

共生・協働
推進課

議案第４号 飯田市南部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、新たな委員の選任について議会の同意を求める
もの。】

林務課

議案第５号 飯田市中央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、新たな委員の選任について議会の同意を求める
もの。】

林務課

議案第６号 飯田市長野原財産区管理委員の選任について
【委員５人の辞任に伴い、新たな委員の選任について議会の同意を求めるも
の。】

林務課

議案第７号 飯田市上川路財産区管理委員の選任について
【委員５人の辞任に伴い、新たな委員の選任について議会の同意を求めるも
の。】

林務課

議案第８号 飯田市山本区財産区管理委員の選任について
【委員２人の辞任、委員３人の任期満了及び委員１人の増員に伴い、新たな委
員の選任について議会の同意を求めるもの。】

林務課

議案第９号 飯田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
【都市の低炭素化の促進に関する法律、建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律及び建築基準法の改正に伴い審査手数料の規定を変更するため、条
例の一部を改正しようとするもの。】

財政課

議案第10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
【飯田市ケーブルテレビ事業を民間の事業者が提供するサービスへ移行するこ
とに伴い令和５年７月１日以後の新規の利用の受付を停止するため、条例の一
部を改正しようとするもの。】

デジタル推
進課

担当課
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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
【地域振興住宅２か所の用途を廃止するため、条例の一部を改正しようとする
もの。】

結いターン
移住定住推

進課

議案第12号 飯田市授産施設条例及び飯田市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例の制
定について
【こども家庭庁の設置に伴い、飯田市授産施設条例については障害者の日常生
活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により施設の使用料の額
の算定に用いる基準を定める者が厚生労働大臣から主務大臣へ変更されたた
め、飯田市社会福祉審議会条例については子ども・子育て支援法の改正により
引用する条番号が変更されたため、条例の一部を改正しようとするもの。】

福祉課

議案第13号 飯田市家庭的保育事業等の設備及び運営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
【家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61
号）の改正により義務付けられた家庭的保育事業所等における安全計画の策定
等の規定を追加するため、条例の一部を改正しようとするもの。】

子育て支援
課

議案第14号 飯田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営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
【こども家庭庁の設置に伴い学校教育法、児童福祉法及び子ども・子育て支援
法が改正され、及び児童福祉法の懲戒権に係る規定が改正されたため、条例の
一部を改正しようとするもの。】

子育て支援
課

議案第15号 飯田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
【出産育児一時金の支給額を42万円から50万円へ引き上げるため、条例の一部
を改正しようとするもの。】

保健課

議案第16号 飯田市上村木材工芸品加工販売施設条例を廃止する条例の制定について
【飯田市上村木材工芸品加工販売施設の用途を廃止する。】 林務課

議案第17号 飯田市上村観光施設条例の一部を改正する条例の制定について
【飯田市上村大平公園の用途を廃止するため、条例の一部を改正しようとする
もの。】

遠山郷観光
振興室

議案第18号 飯田市南信濃観光施設等条例の一部を改正する条例の制定について
【飯田市南信濃和田特産物加工施設の用途を廃止するため、条例の一部を改正
しようとするもの。】

遠山郷観光
振興室

議案第19号 飯田市営住宅等条例の一部を改正する条例の制定について
【法令の改正に伴い、引用する条項の番号が変更されたため、条例の一部を改
正しようとするもの】

地域計画課

議案第20号 飯田市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について
【設置する目的を変更するため、条例の一部を改正しようとするもの。】 危機管理課

議案第21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
【頭頸部外科の診療を行っていることを明示するため、診療科の標ぼうを「耳
鼻いんこう科」から「耳鼻いんこう科・頭頸（けい）部外科」に変更しようと
するもの。】

庶務課

議案第22号 飯田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営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
【放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生省令第
63号）の改正により義務付けられた児童福祉施設における安全計画の策定等の
規定を追加するため、条例の一部を改正しようとするもの。】

学校教育課

議案第23号 飯田市これからの学校のあり方審議会条例の制定について
【教育の環境の変化に対応した「これからの学校のあり方」を審議するための
審議会を設置するため、新たに条例を制定しようとするもの。】

学校教育課

議案第24号 飯田市プール条例の一部を改正する条例の制定について
【飯田市営市民プールの用途を廃止するため、条例の一部を改正しようとする
もの。】

生涯学習・
スポーツ課
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議案第25号 飯田市恒川史跡公園条例の一部を改正する条例の制定について
【既に公園として供用している清水エリアに加え、正倉院北側エリアを設置す
るため、条例の一部を改正しようとするもの。】

文化財保護
活用課

議案第26号 飯田市美術博物館条例の一部を改正する条例の制定について
【博物館法の改正に伴い美術博物館が行う事業に博物館資料のデジタルアーカ
イブ化、従事する人材の養成及び研修、他の博物館等との連携と協力等の規定
を追加するため、条例の一部を改正しようとするもの。　】

美術博物館

議案第27号 工事請負契約の一部変更について（産業用地整備事業龍江インター産業団地整
備工事）
【産業用地整備事業龍江インター産業団地整備工事の内容の変更により、契約
金額を増額したいとするもの。変更前272,734,000円　変更後281,435,000円】

工業課

議案第28号 工事請負契約の一部変更について（過年発生土木施設補助災害復旧事業橋りょ
う架設工事）
【過年発生土木施設補助災害復旧事業橋りょう架設工事の内容の変更により、
契約金額を増額したいとするもの。変更前564,300,000円　変更後742,137,000
円】

土木課

議案第29号 令和４年度飯田市一般会計補正予算（第９号）案
【歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,750千円を減額し、歳入歳出予
算の総額をそれぞれ 51,395,595千円とする。】

財政課

議案第30号 令和４年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案
【事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 47,966千円を追加し、歳
入歳出予算の総額をそれぞれ 9,073,866千円とする。
　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 600千円を追加
し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ 5,300千円とする。】

保健課

議案第31号 令和４年度飯田市介護保険特別会計補正予算（第２号）案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 136,248千円を追加し、歳入歳出予
算の総額をそれぞれ 12,284,323千円とする。】

長寿支援課

議案第32号 令和４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から歳入歳出それぞれ 1,700千円を減額し、歳入歳出予
算の総額をそれぞれ 54,600千円とする。】

危機管理課

議案第33号 令和４年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）案
【歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 10,954千円を追加し、歳入歳出予算
の総額をそれぞれ 745,002千円とする。】

市立病院介
護老人保健

施設

議案第34号 令和４年度飯田市病院事業会計補正予算（第２号）案
【収益的収入の予定額から 256,108千円を減額し、収益的収入の予定額を
13,964,563千円に、収益的支出の予定額 56,500千円を追加し、収益的支出の予
定額を 14,582,363千円とする。】

経営企画課

議案第35号 令和５年度飯田市一般会計予算（案）
【予算総額 49,060,000千円】 財政課

議案第36号 令和５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 8,697,200千円　直営診療施設勘定予算総額 4,700千円】 保健課

議案第37号 令和５年度飯田市後期高齢者医療特別会計予算（案）
【予算総額 1,548,000千円】 保健課

議案第38号 令和５年度飯田市介護保険特別会計予算（案）
【予算総額 12,416,900千円】 長寿支援課

議案第39号 令和５年度飯田市地方卸売市場事業特別会計予算（案）
【予算総額 18,800千円】 商業観光課
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議案第40号 令和５年度飯田市駐車場事業特別会計予算（案）
【予算総額 48,000千円】 商業観光課

議案第41号 令和５年度飯田市墓地事業特別会計予算（案）
【予算総額 13,800千円】 環境課

議案第42号 令和５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 760,300千円】

市立病院介
護老人保健

施設
議案第43号 令和５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 142,000千円】
デジタル推

進課

議案第44号 令和５年度飯田市病院事業会計予算（案）
【収益的収入 13,757,800千円　収益的支出 14,571,000千円
　資本的収入 1,524,000千円　資本的支出 2,092,000千円】

経営企画課

議案第45号 令和５年度飯田市水道事業会計予算（案）
【収益的収入　水道事業収益 2,012,200千円　簡易水道事業収益 99,700千円
　収益的支出　水道事業費用 1,839,600千円　簡易水道事業費用 138,600千円
　資本的収入　水道事業資本的収入 1,078,000千円
　　　　　　　簡易水道事業資本的収入 43,600千円
　資本的支出　水道事業資本的支出 2,112,800千円
　　　　　　　簡易水道事業資本的支出 76,200千円】

経営管理課

議案第46号 令和５年度飯田市下水道事業会計予算（案）
【収益的収入 3,660,500千円　収益的支出 3,376,200千円
　資本的収入 1,547,300千円　資本的支出 2,987,500千円】

経営管理課

議案第47号 令和５年度飯田市各財産区会計予算（案）
【予算総額 42,726千円】 林務課
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