
市議会１２月定例会で審議した議案等 
 

議案番号 件  名 概  要 提出者 審議結果 

市認第１５号  令和元年度伊東市一般会計補正

予算（第５号）専決処分の報告承

認について 

台風１５号及び１９号により発生した災害に関し、災害復

旧費として、池鳴川応急復旧に係る農業用施設災害復旧

費及び災害ごみの運搬・処理に係る清掃用施設災害復

旧費、市内緊急経済対策として、大手宿泊予約サイトを

使ったキャンペーン等特別誘客宣伝事業等の観光商工

費を内容とした９，０００万円を追加する補正予算につい

て、令和元年１０月２１日に専決処分を行ったことの報告 

市長 全会一致で 

承  認 

市報第５号 市の義務に属する損害賠償の額

の決定に係る専決処分の報告に

ついて 

令和元年９月８日から９月９日にかけて通過した台風１５

号により、伊東市老人憩の家城ヶ崎荘敷地内の樹木が倒

れ、隣接する家屋の一部を損壊させたことによるもので、

令和元年１０月２８日に専決処分を行ったことの報告 

市長 （報告・質

疑のみ） 

市報第６号 

市報第７号 

市の義務に属する損害賠償の額

の決定に係る専決処分の報告に

ついて 

令和元年９月８日から９月９日にかけて通過した台風１５

号により、伊東市立夜間救急医療センター機械室屋根の

一部が破損及び飛散し、隣接する家屋２棟の、それぞれ

一部を損壊させたことによるもので、令和元年１１月８日

に専決処分を行ったことの報告 

市長 （報告・質

疑のみ） 

市報第８号 市の義務に属する損害賠償の額

の決定に係る専決処分の報告に

ついて 

令和元年９月８日から９月９日にかけて通過した台風１５

号により、伊東公園内の樹木が枝折れ及び飛散し、隣接

する家屋の一部を損壊させたことによるもので、令和元年

１１月８日に専決処分を行ったことの報告 

市長 （報告・質

疑のみ） 

市報第９号 市の義務に属する損害賠償の額

の決定に係る専決処分の報告に

ついて 

令和元年９月８日から９月９日にかけて通過した台風１５

号により、市営城平住宅Ｃ棟屋根の一部が破損及び飛散

し、同住宅Ｃ棟駐車場に駐車中であった車両を傷つけ損

害を与えたことによるもので、令和元年１０月２９日に専

決処分を行ったことの報告 

市長 （報告・質

疑のみ） 

市議第２１号 機構改革に伴う関係条例の整備

に関する条例 

令和２年４月１日に実施する組織機構の見直しに伴う、伊

東市総合計画審議会条例及び伊東市特別職報酬等審議

会条例の条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２２号 伊東市職員の公益的法人等への

派遣に関する条例の一部を改正

する条例  

令和２年４月から一般社団法人伊東観光協会及び社会

福祉法人伊東市社会福祉協議会に本市職員を派遣する

ことに伴う条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 



議案番号 件  名 概  要 提出者 審議結果 

市議第２３号 伊東市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例 

地方公務員法の改正により、同法に規定する欠格条項の

うち、「成年被後見人又は被保佐人」が削除されることに

伴う期末手当の支給上限の規定を改めること及び令和元

年度人事院勧告に伴う、令和元年１２月期の勤勉手当の

０．９２５月から０．９７５月への引き上げ、令和２年度以降

の勤勉手当を６月期、１２月期ともに０．９５月に改める等

の条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２４号 伊東市職員等退職手当支給条例

の一部を改正する条例 

地方公務員法の改正により、同法に規定する欠格条項の

うち、「成年被後見人又は被保佐人」が削除されることに

伴う、退職手当の支給制限の規定を改める条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２５号 伊東市森林環境整備基金条例 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に

伴い、森林環境譲与税を財源とした森林環境整備事業の

執行残額を次年度以降の森林環境整備に関する施策に

必要な経費に充てるため、基金の設置について定める条

例の制定 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２６号 伊東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 

児童福祉法の改正により、養育里親及び養子縁組里親

の欠格事由から「成年被後見人又は被保佐人」が削除さ

れることに伴う、引用条項の整理を行う条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２７号 伊東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 

放課後児童健全育成事業の設備及び設置に関する基準

の改正並びに学校教育法の改正に伴い、放課後児童支

援員が修了すべき研修の施行者に政令指定都市の長を

加えるとともに、放課後児童支援員認定資格研修の受講

対象者に専門職大学の前期課程を修了した者を追加す

る条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２８号 伊東市散骨場等の経営の許可等

に関する条例の一部を改正する

条例 

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を

図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴

い、経営の許可に係る欠格条項について「成年被後見人

又は被保佐人」を削除する条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第２９号 伊東市競輪事業臨時従事員の給

与の種類及び基準に関する条例 

令和２年度からの会計年度任用職員制度の導入に伴

い、伊東温泉競輪事業に従事する臨時従事員の給与の

基準を定める条例の制定 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３０号 伊東市公共下水道事業の設置等

に関する条例 

令和２年度から公共下水道事業に地方公営企業法の財

務規定等を適用し、企業会計へ移行させるための条例の

制定 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３１号 伊東市営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条

例 

民法の改正による法定利率の改定に伴い、市営住宅の

不正入居者に対する明渡し請求時の徴収金額に係る利

率を「年５分の割合」から「法定利率」に改める条例改正 

市長 全会一致で 

可  決 



議案番号 件  名 概  要 提出者 審議結果 

市議第３２号 伊東市老人憩の家城ヶ崎荘及び

城ヶ崎デイサービスセンターの指

定管理者の指定について 

公の施設の管理運営について、指定管理者を指定するも

の 

社会福祉法人城ケ崎いこいの里を指定 

指定の期間：令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３３号 令和元年度伊東市一般会計補正

予算（第６号） 

不足が見込まれる障害児給付費、台風１５号及び１９号

による倒木などの被害に緊急的に対応するための経費、

全小学校普通教室への電子黒板及び専用パソコンの配

備経費、大原武道場に空調設備を設置するための経費

など、５億４，８２８万円の追加 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３４号 令和元年度伊東市競輪事業特別

会計補正予算（第１号） 

一般会計への繰り出しと、競輪施設改善基金及び競輪事

業基金への積立金の増額及び全国競輪施行者協議会負

担金の追加で、４億３，３４１万５，０００円の追加 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３５号 令和元年度伊東市霊園事業特別

会計補正予算（第１号） 

墓所内進入路の拡幅などの修繕料、墓所使用者の墓所

返還に伴う還付金の計上及び基金への積立金の追加

で、９３９万１，０００円の追加 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３６号 令和元年度伊東市介護保険事業

特別会計補正予算（第１号） 

不足が見込まれる居宅介護サービス給付費や保険給付

支払準備基金積立金の追加が主なもので、３億１，１２０

万４，０００円の追加 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３７号 令和元年度伊東市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号） 

広域連合に対する保険料負担金の追加が主なもので、

８，０６８万９，０００円の追加 

市長 全会一致で 

可  決 

市議第３８号 令和元年度伊東市水道事業会計

補正予算（第１号） 

収益的収入を４７万８，０００円追加し、収益的支出では、

荻城ノ平水源紫外線照射施設建設に関する変更認可設

計委託料の計上が主なもので３，４５５万６，０００円を追

加し、資本的支出では、人件費の整理により５４万３，００

０円の減額 

市長 全会一致で 

可  決 

市選第５号 教育委員会委員任命の同意につ

いて 

任期満了に伴う後任者の任命同意 

沼田芳美氏（大原）再任 

市長 全会一致で

任命に同意 

市諮第１号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて 

任期満了に伴う後任者の推薦 

石井和代氏（鎌田）新任 

市長 全会一致で 

推薦に同意 

市諮第２号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて 

任期満了に伴う後任者の推薦 

山口早苗氏（富戸）再任 

市長 全会一致で 

推薦に同意 

 


