
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１６号 平成２６年度伊東市一般会

計補正予算（第３号）専決処

分の報告承認について 

平成２６年１１月２１日に衆議院が解散し、１２月１４日

に投開票が行われることに伴う選挙事務経費として、歳入

歳出に２，９６２万８，０００円を追加する専決処分を平

成２６年１１月２１日に行ったことの報告承認 

市長 全会一致

で承認 

市議第１９号 伊東市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改

正する条例 

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて、一般

職の職員の給料表及び勤勉手当の支給月数を改定するとと

もに、管理職員特別勤務手当の新設や単身赴任手当を引き

上げるための改正 

市長 賛成多数

で可決 

市議第２０号 伊東市指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営等に

関する基準を定める条例 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準

が、市条例に委任されたことに伴い、厚生労働省令に基づ

き、必要な基準を定めるために制定 

市長 全会一致

で可決 

市議第２１号 伊東市地域包括支援センタ

ーの運営及び職員の基準を

定める条例 

地域包括支援センターの運営及び職員の基準が、市条例に

委任されたことに伴い、厚生労働省令に基づき、必要な基

準を定めるために制定 

市長 全会一致

で可決 

市議第２２号 伊東市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例 

国民健康保険税の被保険者間の負担の公平化と低所得者の

負担軽減を図るため、後期高齢者支援金等課税額及び介護

納付金課税額の賦課限度額等が引き上げられることに伴う

改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第２３号 伊東市自転車競走実施条例

の一部を改正する条例 

競輪場本場の普通入場料を無料にするための改正 市長 全会一致

で可決 

市議第２４号 伊東市消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例 

児童扶養手当法の一部改正に伴う引用条項ずれを改めるた

めの改正 

市長 全会一致

で可決 

市議第２５号 伊東市立養護老人ホーム及

び大池デイサービスセンタ

ーの指定管理者の指定につ

いて 

社会福祉法人十字の園を指定 

指定の期間：平成２７年４月１日～平成３７年３月３１日 

市長 全会一致

で可決 

市議第２６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 

社会福祉法人城ヶ崎いこいの里を指定 

指定の期間：平成２７年４月１日～平成３２年３月３１日 

市長 全会一致

で可決 

市議第２７号 市道の路線認定について 市が管理する道路の構造及び技術的基準に当てはまる道

路、法定外公共物で生活道路として常時利用されている道

路及び橋梁など３路線２６１．４ｍの市道の路線認定 

市長 全会一致

で可決 



市議第２８号 平成２６年度伊東市一般会

計補正予算（第４号） 

人事異動等に伴う人件費の整理を実施するとともに、給与

条例の改正に基づく給料表の改定や勤勉手当の引き上げ分

の計上、さらに不足が見込まれる時間外勤務手当等の増額

（以下市議第３６号まで同様） 

歳入歳出に１億３７１万６，０００円の追加 

市長 賛成多数

で可決 

市議第２９号 平成２６年度伊東市下水道

事業特別会計補正予算（第１

号） 

歳入歳出に９８６万３，０００円の減額 市長 賛成多数

で可決 

市議第３０号 平成２６年度伊東市競輪事

業特別会計補正予算（第２

号） 

歳入歳出増減なし 市長 賛成多数

で可決 

市議第３１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２号） 

歳入歳出に４３９万９，０００円の追加 市長 賛成多数

で可決 

市議第３２号 平成２６年度伊東市霊園事

業特別会計補正予算（第１

号） 

歳入歳出に１６万６，０００円の減額 市長 賛成多数

で可決 

市議第３３号 平成２６年度伊東市介護保

険事業特別会計補正予算（第

２号） 

歳入歳出に６８８万５，０００の減額 市長 賛成多数

で可決 

市議第３４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２号） 

歳入歳出に８９万２，０００円の追加 市長 賛成多数

で可決 

市議第３５号 平成２６年度伊東市病院事

業会計補正予算（第１号） 

収益的支出に２６７万７，０００円の増額 市長 賛成多数

で可決 

市議第３６号 平成２６年度伊東市水道事

業会計補正予算（第１号） 

収益的収入は１８万円、収益的支出は１７６万６，０００

円の増額、資本的支出は４３万６，０００円の増額 

市長 賛成多数

で可決 

市議第３７号 平成２６年度伊東市一般会

計補正予算（第５号） 

補正する事業に見合った国県支出金の増額のほか、地方交

付税や臨時財政対策債、財政調整基金からの繰入金などを

財源として、障害者自立支援給付費、生活保護扶助費、広

野保育園隣接地購入経費、水痘ワクチン等の予防接種委託

料などの追加、平成２７年度の教科書改訂に向けた経費の

計上などのほか、各特別会計への繰入金の追加など、歳入

歳出に６億７，２７４万１，０００円の追加 

市長 全会一致

で可決 

市議第３８号 平成２６年度伊東市競輪事

業特別会計補正予算（第３

号） 

車券の売り上げが当初の見込みを上回ったことから、歳入

における車券売上金の増額、歳出における場外車券売上手

数料や勝者投票払戻金などの増額など、歳入歳出に１３億

市長 全会一致

で可決 



円の追加 

市議第３９号 平成２６年度伊東市介護保

険事業特別会計補正予算（第

３号） 

歳出における居宅介護サービス給付費や施設介護サービス

給付費等の増額など、歳入における給付費の増額に見合う

国県支出金や一般会計繰入金の増額など、歳入歳出に６億

７，７５０万６，０００円の追加 

市長 全会一致

で可決 

市議第４０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３号） 

歳出における後期高齢者医療療養給付費負担金や後期高齢

者医療保険料負担金の増額など、歳入における前年度繰越

金、一般会計繰入金の増額など、歳入歳出に７，１６３万

６，０００円の追加 

市長 全会一致

で可決 

市議第４１号 伊東市国民健康保険条例の

一部を改正する条例 

産科医療補償制度の掛金３万円から１万６，０００円に引

き下げられるが、出産育児一時金の総額４２万円を維持す

るため、出産育児一時金の支給基本額を４０万４，０００

円に引き上げることに伴う改正 

市長 全会一致

で可決 

市選第 ２号 固定資産評価審査委員会委

員選任の同意について 

稲葉衛氏（八幡野）再任 市長 全会一致で

選任に同意 

発議第１７号 伊東市議会議員の定数を定

める条例の一部を改正する

条例 

伊東市議会議員の定数を２２人から２０人へと、２人削減

するための条例改正 

議員 

１５名 

賛成多数

で可決 

発議第１８号 前正副議長に感謝状の贈呈

について 

西島彰前議長、佐々木清前副議長の在職中の功績に対する

感謝状の贈呈 

議員 

７名 

全会一致

で可決 

発議第１９号 地域の中小企業振興策を求

める意見書 

内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣、

衆議院事務総長及び参議院議長に提出 

議員 

７名 

全会一致

で可決 

発議第２０号 米の需給・価格安定対策及び

需要拡大を求める意見書 

内閣総理大臣、農林水産大臣、衆議院事務総長及び参議院

議長に提出 

議員 

７名 

全会一致

で可決 

発議第２１号 農業委員会制度・組織改革へ

の配慮を求める意見書 

内閣総理大臣、農林水産大臣、衆議院事務総長及び参議院

議長に提出 

議員 

７名 

全会一致

で可決 

発選第 ８号 選挙管理委員会委員の選挙

について 

任期満了（平成２６年１２月２５日）に伴う選挙（指名推

選） 

佐藤實氏（宇佐美）、中村誠一氏（猪戸）、菊間徹夫氏（竹

の内）、肥田祐久氏（八幡野）が当選 

議長 ― 

発選第 ９号 選挙管理委員会委員の補充

員の選挙について 

任期満了（平成２６年１２月２５日）に伴う選挙（指名推

選） 

後藤武久氏（荻）、森田正見氏（湯川）、杉本洋子氏（宇

佐美）、蠣原盛幸氏（八幡野）が当選（補充順位順） 

議長 ― 

 


