
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 

市議第４２号 
伊東市行政手続条例の一部

を改正する条例 

行政手続法の一部改正に伴い、市民の権利利益の保護の

充実のための手続を整備するための条例改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第４３号 

地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の改正に伴

う関係条例の整備に関する

条例 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴い、地方教育行政における責任の明確化や首長との連

携強化などを目的として所要の改正を行うもので、関係

条例（全４条例）を一括改正 

市長 賛成多数

で可決 

市議第４４号 

伊東市議会議員等の報酬及

び期末手当の支給並びに費

用弁償条例の一部を改正す

る条例 

成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の

一部を改正する法律の施行に伴い、指定病院等の不在者

投票において、外部立会人を立ち会わせることが努力義

務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４５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 

給与の適正化を図る観点から、通勤のため自動車等を使

用する職員に対して支給する通勤手当を引き下げるため

の条例改正 

市長 賛成多数

で可決 

市議第４６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 

国家公務員退職手当法の一部改正に伴い、退職した職員

の職責に応じて加算する調整額を改定するための条例改

正 

市長 賛成多数

で可決 

市議第４７号 

伊東市私法上の債権の放棄

に関する条例 

今後徴収が見込まれない債権に対して適正な債権管理を

実施していくため、時効の援用等がなくても債権放棄が

できるよう、基準を定めるために制定 

市長 全会一致

で可決 

市議第４８号 

伊東市競輪施設改善基金条

例 

伊東温泉競輪場の市有施設、設備等の改善に資する事業

に必要な資金を積み立てるため、伊東市競輪施設改善基

金条例を設置 

市長 賛成多数

で可決 

市議第４９号 

伊東市保育の実施に関する

条例を廃止する条例 

保育に欠ける事由に関し、条例ではなく、子ども・子育

て支援法施行規則に定める事由により保育を実施するこ

ととなるために廃止 

市長 全会一致

で可決 

市議第５０号 

伊東市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の

利用者負担等に関する条例 

子ども・子育て支援法の施行に伴い、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の利用者負担額について、必

要な事項を定めるために制定 

市長 全会一致

で可決 

市議第５１号 

伊東市立保育所条例の一部

を改正する条例 

子ども・子育て支援法の施行に伴い、保育の範囲、保育

料に関する規定等について必要な改正を行うための条例

改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第５２号 

伊東市介護保険条例の一部

を改正する条例 

第６期介護保険事業計画期間の介護給付費等の推計と、

政令等の一部改正に基づき、介護保険料の改定を行うこ

とを主な内容とする条例改正 

市長 賛成多数

で可決 



市議第５３号 
伊東市祝金条例の一部を改

正する条例 

経済的負担の軽減を図るため、第１子及び第２子に対す

る贈呈額を増額するための条例改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第５４号 

伊東市立夜間救急医療セン

ター条例の一部を改正する

条例 

夜間診療に係る医師の負担軽減及び医師の確保を目的と

して、診療時間を午後７時から午後１１時までの間に短

縮するための条例改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第５５号 

伊東市病院事業の設置等に

関する条例の一部を改正す

る条例 

診療科目に救急科を加え、土曜日を休診とするための条

例改正 

市長 賛成多数

で可決 

市議第５６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 

耐用年数３０年を経過した木造戸建て市営住宅２８戸を

用途廃止するための条例改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第５７号 

伊東市教育長の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に

伴い、教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の全部

改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第５８号 

駿東伊豆地区消防通信指令

事務協議会規約の変更につ

いて 

地方自治法の一部改正に伴う引用条項の整理 市長 全会一致

で可決 

市議第５９号 

駿東伊豆地区消防救急広域

化協議会規約の変更につい

て 

地方自治法の一部改正に伴う引用条項の整理 市長 全会一致

で可決 

市議第６０号 
駿東伊豆消防組合への加入

について 

駿東伊豆消防組合に加入することに関し、地方自治法の

規定に基づく議決 

市長 賛成多数

で可決 

市議第６１号 
市営住宅明渡し等請求に係

る訴えの提起について 

市営住宅の明渡し並びに未納家賃及び損害賠償金の支払

いを命ずる判決を求めるため、訴えの提起に係る議決 

市長 全会一致

で可決 

市議第６２号 

平成２６年度伊東市一般会

計補正予算（第６号） 

各種事務事業経費の整理、不足が見込まれる扶助費等の

追加、県の補助を活用したジオサイト等の整備事業費の

計上など、１億８，００２万８，０００円の減額 

市長 全会一致

で可決 

市議第６３号 

平成２６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建設事業や改築事業等の

減額など、歳入では国庫支出金や市債の減額など、５，

５８２万１，０００円の減額 

市長 全会一致

で可決 

市議第６４号 

平成２６年度伊東市競輪事

業特別会計補正予算（第４

号） 

一般会計への繰出金の増額や競輪施設改善基金への積立

金を計上するとともに、経費節約を図ったことなどから

開催事業費の減額など、予算規模の変更はなく増減同額

の組み替え 

市長 全会一致

で可決 

市議第６５号 

平成２６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

後期高齢者支援金等の減額、各種事務経費等の整理など、

市長 全会一致

で可決 



歳入では療養給付費等に係る国県支出金や一般会計繰入

金、保険給付等支払準備基金繰入金の計上など、１億９，

０３１万３，０００円の追加 

市議第６６号 

平成２６年度伊東市介護保

険事業特別会計補正予算

（第４号） 

歳出では人件費や各種事務経費などの整理をするととも

に、個人番号制度に対応するためのシステム改修委託料

を平成２７年度当初予算に振り替えるための減額など、

歳入では一般会計繰入金の減額など、２５６万９，００

０円の減額 

市長 全会一致

で可決 

市議第６７号 

平成２６年度伊東市後期高

齢者医療特別会計補正予算

（第４号） 

 

歳出では広域連合に納付する保険料負担金を減額すると

ともに、人件費や各種事務経費などの整理や個人番号制

度に対応するためのシステム改修委託料の減額など、歳

入では保険料の減を見込むとともに、一般会計の事務費

繰入金の減額など、１，１７７万７，０００円の減額 

市長 全会一致

で可決 

市議第６８号 
平成２６年度伊東市病院事

業会計補正予算（第２号） 

収益的収入は１５５万６，０００円の減額、収益的支出

は１，１４５万４，０００円の減額 

市長 全会一致

で可決 

市議第６９号 

平成２６年度伊東市水道事

業会計補正予算（第２号） 

収益的収入は７，６２１万４，０００円の減額、収益的

支出は６９６万４，０００円の減額、資本的収入は１３

３万７，０００円の減額、資本的支出は１９１万９，０

００円の減額 

市長 全会一致

で可決 

市議第７０号

～ 

市議第８０号 

平成２７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、下表をごらんください。 市長 ※下表を

ごらんく

ださい。 

市議第８１号 

平成２６年度伊東市一般会

計補正予算（第７号） 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金などを活用

し、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策と本市独

自の地域経済活性化策を切れ目なく実施するため、プレ

ミアム商品券事業など、１億２，３２４万９，０００円

の追加 

市長 全会一致

で可決 

市選第３号・ 

市選第４号 

副市長選任の同意について 原 崇氏（湯川）再任 

佐藤活也氏（川奈）新任 

 

市長 全会一致

で選任に

同意 

発議第２２号 
看護職員の勤務環境の改善

を求める意見書 

内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及

び参議院議長に提出 

議員 

７名 

全会一致

で可決 

 

 



 

◎全会一致で可決、○賛成多数で可決　（単位：千円、％）

区　分

25,400,000 107.4% ○

2,046,000 97.3% ◎

15,010,000 88.4% ○

12,260,000 112.0% ◎

200 87.0% ◎

26,400 27.3% ◎

6,850,400 105.5% ○

85,700 100.0% ◎

1,596,000 98.9% ◎

888,616 163.7% ◎

2,681,262 94.8% ◎

66,844,578 102.3% ―

※　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

介護老人 保健 施設

特
別
会
計

介 護 保 険 事 業

土 地 取 得

■平成２７年度各会計予算

後 期 高 齢 者 医 療

一 般 会 計

下 水 道 事 業

審議
結果　会 計 別

 

 

 

 


