
市議会６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１号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改

正する条例専決処分の報告承認に

ついて 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う条

例改正について平成２９年３月３１日に専決処分を行

ったことの報告承認 

市長 
全会一致

で承認 

市認第２号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の

一部を改正する条例専決処分の報

告承認について 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う条

例改正について平成２９年３月３１日に専決処分を行

ったことの報告承認 

市長 
全会一致

で承認 

市認第３号 伊東市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例専決処分の報告承

認について 

地方税法施行令の一部改正に伴う条例改正について平

成２９年３月３１日に専決処分を行ったことの報告承

認 

市長 
全会一致

で承認 

市認第４号 平成２９年度伊東市一般会計補正

予算（第１号）専決処分の報告承認

について 

伊東市選出の県議会議員が辞職したことに伴い、県議会

議員補欠選挙を実施する必要が生じたため、同選挙経費

に係る１，２６０万１，０００円の追加補正措置を平成

２９年５月２２日に専決処分したことについての報告 

市長 
全会一致

で承認 

市報第１号 平成２８年度伊東市一般会計予算

繰越明許費繰越し報告について 

平成２８年１２月定例会及び平成２９年３月定例会に

おいて議決された繰越明許費のとおり、臨時福祉給付金

給付事業や本市独自の地域経済活性化対策など、１６事

業、５億９，５８７万８，０００円を平成２８年度から

平成２９年度に繰り越したことについての報告 

市長 

（質疑の

みで採決

なし） 

市報第２号 平成２８年度伊東市一般会計予算

事故繰越し報告について 

都市計画道路伊東大仁線改良事業は、用地交渉のおくれ

から、平成２８年３月定例会において繰越明許費として

議決されたが、地権者の移転先となる建物の計画変更等

により建設におくれが生じ、これに伴い、補償対象物件

の撤去についてもおくれが生じ、年度内の執行完了が見

込めなくなったことから平成２９年度に繰り越したこ

とについて、地方自治法に基づく報告 

市長 

（質疑の

みで採決

なし） 

市報第３号 平成２８年度伊東市競輪事業特別

会計予算について弾力条項の適用

に関する報告 

平成２８年度競輪事業特別会計において、車券売上が好

調に推移し、第１３回市営競輪における勝者投票払戻金

などの売り上げ連動経費に予算額の不足を生じたため、

１億８，２５７万５，０００円を地方自治法及び伊東市

特別会計条例の規定に基づき、平成２９年３月２８日に

弾力条項を適用したことについての報告 

市長 

（質疑の

みで採決

なし） 

市議第１号 伊東市個人情報保護条例の一部を

改正する条例 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律において、独自利用事務に関し、そ

の特定個人情報の提供等について整備等が行われたこ

とに伴う条例改正 

市長 
全会一致

で可決 



市議第２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 

雇用保険法等の一部を改正する法律において、国家公務

員退職手当法が改正されたことに伴い、失業者の退職手

当の所定給付日数延長の要件を拡大するとともに、退職

手当に付加して支給されるもののうち、移転費の支給対

象者を拡大する条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第３号 伊東市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴い、地方

公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項ただし

書の条例で定める特別の事情、育児休業の期間の再度の

延長ができる特別な事情及び育児短時間勤務の終了の

日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児短

時間勤務をすることができる特別の事情として、保育所

等における保育の利用を希望し、申し込みを行っている

が、当面その実施が行われないことを規定するもの 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４号 伊東市税賦課徴収条例の一部を改

正する条例 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法

律の公布に伴い、個人市民税においては、現行の控除対

象配偶者を、同一生計配偶者に改め、固定資産税におい

ては、家庭的保育事業等に供する固定資産に係る課税標

準の特例措置にわがまち特例を導入するとともに、企業

主導型保育事業に係る固定資産、市民緑地の用に供する

土地に係る課税標準の特例措置にわがまち特例を導入

する条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第５号 伊東市都市計画税賦課徴収条例の

一部を改正する条例 

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法

律の公布に伴い、企業主導型保育事業に係る固定資産、

市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置

を導入するとともに項ずれ等を整理する条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第６号 伊東市が管理する市道に設ける道

路標識の寸法を定める条例の一部

を改正する条例 

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正

に伴い、標識番号のずれ等による用語整理、警戒標識板

の高さを定める条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第７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 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令

の一部を改正する政令の公布に伴い、補償基礎額につい

て、非常勤消防団員に扶養親族がある場合の加算額を改

定する条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第８号 伊東市農業委員会委員に占める認

定農業者等又はこれらに準ずる者

の割合を４分の１以上とすること

について 

農業委員会等に関する法律において、委員の過半数を認

定農業者等が占めることとされているが、本市において

は認定農業者等の数が少なく、当該規定を適用しても委

員の任命に著しい困難を生じることとなるため、農業委

員会等に関する法律施行規則の規定により、認定農業者

等またはこれらに準ずる者の割合を４分の１以上とす

市長 
全会一致

で可決 



ることについて議会の同意を求めるもの 

市議第９号 平成２９年度伊東市一般会計補正

予算（第２号） 

伊豆栄光富戸保育園及び伊豆栄光湯川保育園の施設改

修に対する補助金、市制施行７０周年記念事業である花

でおもてなし事業に係る委託料、本郷公園隣接地の購入

費、育英奨学金の申請者が見込みを上回ったことによる

貸付金の追加など、２，５８６万７，０００円の追加 

市長 
全会一致

で可決 

市議第１０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 

本市の重要施策を担う部長級ポストとして、「市長戦略

監」を創設することに伴う条例改正 
市長 

全会一致

で可決 

市議第１１号 伊東市功労者表彰について 佃 弘巳氏（宇佐美） 
市長 

賛成多数

で可決 

市議第１２号 伊東市功労者表彰について 海野英夫氏（松原） 
市長 

全会一致

で可決 

市選第１号 副市長選任の同意について 若山 克氏（荻） 

市長 

全会一致

で選任に

同意 

市選第２号 副市長選任の同意について 佐野博之氏（静岡市葵区） 

市長 

全会一致

で選任に

同意 

市選第３号 固定資産評価員選任の同意につい

て 

若山 克氏（荻） 

市長 

全会一致

で選任に

同意 

市選第４号 

～ 

市選第１７号 

農業委員会委員任命の同意につい

て 

農業委員会委員の選出方法が、公選制から市議会の同意

を得て任命する方法に改められたことから、農業員会委

員１４人の任命の同意を求めるもの 

秋藤俊夫氏（池）、伊藤賢二氏（富戸）、伊代野裕二氏（吉

田）、遠藤裕子氏（岡）、太田 宏氏（八幡野）、長田直

己氏（赤沢）、北川佳延氏（鎌田）、黒岩秀雄氏（玖須美

元和田）、佐々木逸夫氏（宇佐美）、土屋光枝氏（荻）、

中村隆史氏（鎌田）、堀井裕三氏（湯田町）、青木敬博氏

（荻）、浅田良弘氏（宮川町） 

市長 

全会一致

で選任に

同意 

発議第１号 前正副議長に感謝状の贈呈につい

て 

宮﨑雅薫前議長及び横沢勇前副議長の在任中の功績に

対する感謝状の贈呈 

議員 

７名 

全会一致

で可決 

発議第２号 伊豆高原メガソーラーパーク発電

所（仮称）建設計画等伊東市にお

ける太陽光発電所建設に伴う開発

行為に対する反対決議 

決議文は「請願・陳情、決議・意見書とは？」のページ

をごらんください。 議員 

７名 

全会一致

で可決 

発選第１号 常任委員会委員の補欠選任につい

て 

常任観光建設委員会委員に犬飼このり議員を、常任福祉

文教委員会委員に大川勝弘議員をそれぞれ選任 
― 

全会一致

で選任 



発選第２号 議会運営委員会委員の補欠選任に

ついて 

山口嘉昭議員を選任 
― 

全会一致

で選任 

発選第３号 静岡県後期高齢者医療広域連合議

会議員補欠選挙 

有効投票１９票のうち、 

横山紘一郎氏 １４票、内田隆典氏 ５票 
― ― 

 


