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令和５年２月７日 

 

令和５年 南信州広域連合議会第１回定例会の概要 
 

１ 会期 15日間  自 令和５年２月14日（火）午前10時30分 

          至 令和５年２月28日（火）午前10時 

          議場：エス・バード 

 

   

付議事件   ８件 

 

 ○内訳 

・条例案件  １件 

・予算案件  ７件 

 

告 示     ：２月７日（火） 

議会運営委員会 ：  〃    午前10時（事務センター) 

幹事会     ：２月８日（水）午前11時（Web会議） 

全員協議会   ：２月14日（火）午前10時（エス・バード） 

議会定例会開会日：  〃    午前10時30分（エス・バード） 

一般質問通告締切：２月15日（水）午後５時まで 

総務産業委員会 ：２月20日（月）午前10時（事務センター） 

  医療福祉委員会 ：２月21日（火）午前10時（事務センター） 

消防環境委員会 ：  〃    午後２時（事務センター） 

議会定例会閉会日：２月28日（火）午前10時（エス・バード） 

全員協議会   ：議会定例会終了後 

 

２ 定例会の内容 

（1） 開会日（令和５年２月14日） 

 (日程１) 会議成立宣言 

 (日程２) 議員辞職許可報告 

 (日程３) 議席の指定 

 (日程４) 会期の決定（議会運営委員長報告） 

 (日程５) 医療福祉委員の選任 

(日程６) 議案説明者出席要請報告 

 (日程７) 会議録署名議員指名 

 (日程８) 広域連合長あいさつ 

 (日程９) 監査報告 

 (日程10) 選挙管理委員及び補充員の選挙 

(日程11) 議案審議 

   ○ 委員会付託 

     条例案件１件、予算案件７件 

 ※開会前全員協議会を予定 

 

（2） 閉会日（令和５年２月28日） 

 (日程１) 会議成立宣言 

 (日程２) 会議録署名議員指名 

 (日程３) 一般質問 

(日程４) 議案審議 

   ○ 条例案件 

      議案第１号 南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例の一部を改正する条

例の制定について 

   ○ 予算案件 

      議案第２号 令和４年度南信州広域連合一般会計補正予算（第５号）案 

      議案第３号 令和４年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第２号）案 

      議案第４号 令和４年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１
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号）案 

      議案第５号 令和５年度南信州広域連合一般会計予算（案） 

      議案第６号 令和５年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計予算（案） 

      議案第７号 令和５年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案） 

      議案第８号 令和５年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案） 

 ※終了後全員協議会を予定 

 

３ 付議する案件の内容 

 (1) 南信州広域連合に関係市町村の条例を準用する条例の一部を改正する条例の制定について 

   飯田市条例の制定改廃に伴う改正 

 

 (2) 令和４年度南信州広域連合一般会計補正予算（第５号）案      補正額 15,874千円 

  ア 歳出 

   (ｱ) ごみ中間処理施設清掃総務費人件費                   5,804千円 

   (ｲ) 稲葉クリーンセンター施設整備基金新規積立金             10,000千円 

   (ｳ) 基金利子の積立（し尿、ごみ、財調、リニア、看護師、信大）        70千円 

  イ 歳入 

   (ｱ) 財産収入（基金利子）                          70千円 

   (ｲ) 繰入金（稲葉クリーンセンター特別会計）                5,000千円 

   (ｳ) 繰越金                               10,804千円 

 

(3) 令和４年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計補正予算（第２号）案 

補正額 10,006千円 

  ア 歳出 

   (ｱ) 退職手当積立基金利子積立金                       359千円 

   (ｲ) 財政調整基金新規積立金                       37,675千円 

   (ｳ) 消防施設費委託料                         △28,028千円 

  イ 歳入 

   (ｱ) 財産収入（基金利子）                          359千円 

   (ｲ) 繰越金                               37,647千円 

   (ｳ) 連合債                              △28,000千円 

  ウ 繰越明許費 

     防火服一式更新事業                         23,650千円 

 

 (4) 令和４年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計補正予算（第１号）案 

補正額 10,013千円 

  ア 歳出 

   (ｱ) 電気事業基金積立金                          5,013千円 

   (ｲ) 一般会計繰出金                            5,000千円 

  イ 歳入 

   (ｱ) 財産収入（基金利子）                          13千円 

   (ｲ) 繰越金                                5,000千円 

   (ｳ) 諸収入（売電相当収入）                        5,000千円 

 

(5) 令和５年度南信州広域連合一般会計予算（案）          予算額 1,773,500千円 

ア 歳出 

(ｱ) 議会費        3,727千円 

(ｲ) 総務費       374,329千円 

(ｳ) 民生費       114,092千円 

(ｴ) 衛生費       779,014千円 
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(ｵ) 公債費       501,838千円 

(ｶ) 予備費         500千円 

  イ 歳入 

(ｱ) 分担金及び負担金 1,434,203千円 

(ｲ) 使用料及び手数料  216,251千円 

(ｳ) 国庫支出金      9,920千円 

(ｴ) 県支出金       2,028千円 

(ｵ) 財産収入        132千円 

(ｶ) 繰入金        86,020千円 

(ｷ) 繰越金        23,984千円 

(ｸ) 諸収入         962千円 

 

(6) 令和５年度南信州広域連合南信州広域振興基金特別会計予算（案）   予算額 8,600千円 

ア 歳出 

  広域振興事業費    8,600千円 

  イ 歳入 

(ｱ) 財産収入       8,000千円 

(ｲ) 繰越金         600千円 

 

(7) 令和５年度南信州広域連合飯田広域消防特別会計予算（案）    予算額 2,055,700千円 

ア 歳出 

(ｱ) 消防費      1,958,878千円 

(ｲ) 公債費        92,822千円 

(ｳ) 予備費        4,000千円 

  イ 歳入 

(ｱ) 分担金及び負担金 1,954,873千円 

(ｲ) 使用料及び手数料   4,180千円 

(ｳ) 国庫支出金      9,601千円 

(ｴ) 県支出金        700千円 

(ｵ) 財産収入        400千円 

(ｶ) 繰入金        22,350千円 

(ｷ) 繰越金        26,000千円 

(ｸ) 諸収入        13,096千円 

(ｹ) 連合債        24,500千円 

 

(8) 令和５年度南信州広域連合稲葉クリーンセンター特別会計予算（案） 予算額 176,410千円 

ア 歳出 

(ｱ) 衛生費       153,495千円 

(ｲ) 公債費        22,915千円 

  イ 歳入 

(ｵ) 財産収入         35千円 

(ｶ) 繰入金        86,325千円 

(ｷ) 繰越金          50千円 

(ｸ) 諸収入        90,000千円 

 

 

 
南信州広域連合事務局 

総務課庶務係 担当：伊藤 

TEL：0265-53-7100 


