
市議会３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１６号 平成２５年度伊東市競輪事業特

別会計補正予算（第３号）専決処

分の報告承認について

ジャパンカップや記念競輪の売り上げが、当初見込み額を

上回ったことなどにより、２月及び３月の開催経費に不足

が見込まれることから、歳入歳出にそれぞれ１８億４，８

７６万１，０００円を追加した専決処分を平成２６年１月

３１日に行ったことの報告承認

市長 全会一致

で承認

市議第５５号 伊東市青少年問題協議会設置条

例の一部を改正する条例

市長を青少年問題協議会の会長とする旨の規定を削除する

とともに、委員の資格要件を定め、会長の選出方法等を規

定することにあわせて、委員定数を改めるための条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第５６号 伊東市コミュニティセンター条

例の一部を改正する条例

東日本大震災後の電気料金の引き上げや、機器の保守・更

新経費などに見合った適正な受益者負担の確保を目的とし

て、冷暖房設備使用料を改めるための条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第５７号 伊東市手数料徴収条例の一部を

改正する条例

消費税及び地方消費税の税率の引き上げ等に伴い、地方公

共団体の手数料の額の標準について見直しがされたことに

より、消防法の規定に基づく設置許可申請手数料について、

政令に沿って引き上げるための条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第５８号 伊東市精神障害者医療費助成条

例の一部を改正する条例

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正す

る法律の施行に伴い、条例中の医療費助成の対象を改める

とともに、字句の整理などを行うための条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第５９号 伊東市介護老人保健施設条例の

一部を改正する条例

消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、文書作成

等手数料について消費税込み額から税抜きの基本額に改め

るための条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第６０号 伊東市学校給食共同調理場条例 ２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設で

ある共同調理場について、市条例で定めるために制定

市長 全会一致

で可決

市議第６１号 静岡県伊東市社会教育委員条例

の一部を改正する条例

社会教育委員の委嘱の基準について、政令で定める基準を

参酌して、市条例で定めることとされたことによる条例改

正

市長 全会一致

で可決

市議第６２号 伊東市生涯学習センター条例の

一部を改正する条例

東日本大震災後の電気料金の引き上げや、機器の保守・更

新経費などに見合った適正な受益者負担の確保を目的とし

て、冷暖房に係る使用料について改めるための条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第６３号 伊東市民体育センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改

正する条例

施設の維持管理経費（指定管理委託料等）や、適正な受益

者負担の確保を目的として、条例別表に定める使用料等に

ついて改めるための条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第６４号 伊東市消防長及び消防署長の資

格を定める条例

消防長及び消防署長の任命資格について、政令で定める基

準を参酌して、市条例で定めることとされたことによる制

定

市長 全会一致

で可決



市議第６５号 伊東市消防団条例の一部を改正

する条例

消防団員の処遇の改善について、必要な措置を講じること

が求められたことから、副分団長以下の報酬を、普通交付

税の算定の基礎である報酬単価に引き上げるための条例改

正

市長 全会一致

で可決

市議第６６号 平成２５年度伊東市水道事業会

計資本剰余金の処分について

地方公営企業法の規定に基づく資本剰余金の処分の議決 市長 全会一致

で可決

市議第６７号 平成２５年度伊東市一般会計補

正予算（第４号）

各種事務事業経費の整理、国の補正予算の補助制度を活用

し、平成２６年度当初予算に計上予定であった大型事業を、

本補正予算に前倒して計上したこと、平成２６年度当初に

かけて切れ目のない経済対策事業を実施するための経費の

追加など、１６億３５４万５，０００円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第６８号 平成２５年度伊東市下水道事業

特別会計補正予算（第２号）

歳出では国庫支出金の減額に伴って、補助事業等を縮小し

たことによる管きょポンプ場改築事業や建設事業等の減額

など、歳入では国庫支出金や市債の減額など、５，８８２

万９，０００円の減額

市長 全会一致

で可決

市議第６９号 平成２５年度伊東市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第３

号）

歳出では一般被保険者療養給付費や一般被保険者高額療養

費を増額するとともに、退職被保険者等療養給付費や特定

健康診査等事業費等の減額整理など、歳入では療養給付費

に係る国県支出金や保険給付等支払準備基金繰入金の追加

など、２，１６７万２，０００円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第７０号 平成２５年度伊東市土地取得特

別会計補正予算（第１号）

保代口宅地分譲地について４区画の売却が見込めることと

なったため、歳出では所定の媒介手数料とともに、土地開

発基金に積み立てるための繰出金の計上、歳入では土地売

却収入の計上など、３，４８１万４，０００円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第７１号 平成２５年度伊東市霊園事業特

別会計補正予算（第３号）

歳出では天城霊園整備基金への積立金の計上、歳入では平

成２５年１１月に抽選を実施した３区画に係る墓所使用料

の計上、１２９万円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第７２号 平成２５年度伊東市介護保険事

業特別会計補正予算（第３号）

歳出では介護報酬改定等に伴う介護保険システム改修経費

の計上など、歳入ではシステム改修に対する国庫補助金の

計上など、１１２万７，０００円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第７３号 平成２５年度伊東市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）

歳出では広域連合に納付する保険料負担金や保険基盤安定

負担金の減額など、歳入では保険基盤安定に係る一般会計

繰入金の減額など、１，４９４万３，０００円の減額

市長 全会一致

で可決

市議第７４号 平成２５年度伊東市病院事業会

計補正予算（第２号）

収益的支出の４，４２１万２，０００円の増額 市長 全会一致

で可決

市議第７５号 平成２５年度伊東市水道事業会

計補正予算（第２号）

収益的収入は４万５，０００円の増額、収益的支出は１，

２４２万７，０００円の減額、資本的収入は１３４万３，

０００円の増額、資本的支出は３，９７５万円の減額

市長 全会一致

で可決



市議第７６号

～

市議第８６号

平成２６年度伊東市一般会計予

算、以下、８特別会計と２企業会

計

※予算の概要については、次表をごらんください。 市長 ※次表をご

らんくださ

い。

市議第８７号 平成２５年度伊東市国民健康保

険事業特別会計補正予算（第４

号）

歳出では一般被保険者療養給付費や一般被保険者高額療養

費を増額するとともに、歳入では支出補正額に対応する国

県支出金や保険給付等支払準備基金繰入金の追加など、１

億５，０００万円の追加

市長 全会一致

で可決

発議第１２号 伊東市議会議員の議員報酬等の

特例に関する条例

議員が市議会の会議等を長期間欠席した場合における議員

報酬及び期末手当の支給に関し、特例を定めるために制定

議員

７名

全会一致

で可決

陳情第 ６号 按針祭のパレードにおける帆船

の引き手の一般公募を求める陳

情

陳情者：天野政司氏 不採択とすべしと

した委員会報告の

とおり全会一致で

不採択



◎全会一致で可決、○賛成多数で可決　（単位：千円、％）

区　分

23,660,000 98.4% ○

2,102,000 107.9% ◎

16,989,000 128.2% ◎

10,943,000 100.1% ◎

230 100.0% ◎

96,700 193.8% ◎

6,494,800 106.3% ◎

85,700 100.0% ◎

1,613,000 105.3% ◎

542,872 87.8% ◎

2,828,311 109.8% ◎

65,355,613 106.9% ―
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審議
結果　会 計 別

※　病院事業会計及び水道事業会計については、収益的支出と資本的支出の合計額

合　　　　計

水道事業会計

当初予算額

霊 園 事 業

競 輪 事 業

前年度

対　比

病院事業会計

国民 健康 保険 事業


