
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３９号 

伊東市職員の勤務時間、休日及び休暇

等に関する条例及び伊東市職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正

する条例 

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴

い、介護休暇の分割取得や介護時間の新設などの条

例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４０号 

伊東市議会の議決に付すべき公の施

設の廃止又は長期かつ独占的利用に

関する条例の一部を改正する条例 

伊東市健康福祉センター開設に伴い、議会の議決を

経るべき重要な公の施設として位置付けられてい

る「保健福祉センター」を「健康福祉センター」に

改める条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４１号 

伊東市税賦課徴収条例等の一部を改

正する条例 

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的

な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の

一部を改正する法律等の一部を改正する法律等の

施行により、個人住民税の住宅借入金特別税額控除

の適用期限を延長するとともに、消費税の増税が延

期されたことに伴う条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４２号 
伊東市手数料徴収条例の一部を改正

する条例 

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の

一部を改正する省令の公布に伴う条ずれの整理 
市長 

全会一致

で可決 

市議第４３号 

伊東市農業委員会委員等の定数を定

める条例 

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律によ

り、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、

農業委員の選出方法が公選制から議会の同意を得

て任命する方法になったこと等に伴い、農業委員会

委員の定数を１４人、農業委員会農地利用最適化推

進委員の定数を８人と定める条例制定 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４４号 

農業協同組合法等の一部を改正する

等の法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例 

農業協同組合法等の一部を改正する等の法律によ

る農業委員会等に関する法律の改正に伴い、農業委

員会農地利用最適化推進委員の報酬を規定するな

どの改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４５号 

伊東市立幼稚園保育料等徴収条例の

一部を改正する条例 

国が保育所等の新たな利用者負担軽減を実施する

ことに伴い、市民税非課税世帯の第２子の保育料を

「無料」に、ひとり親世帯のうち低所得の世帯の第

１子の保育料を軽減する条例改正 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４６号 

伊東市育英奨学金条例の一部を改正

する条例 

国が一部の学生を対象に給付型奨学金を実施する

ことに伴い、伊東市育英奨学金の給付制度を廃止

し、それに代わり貸与型奨学金について、新たに返

済免除制度として、卒業後、本市に居住した場合は

市長 
全会一致

で可決 



返還額の半額を免除する制度を設けるとともに、月

額の限度額の引き上げ及び入学一時金を創設する

などの拡充をする条例改正 

市議第４７号 

公の施設の区域外設置について 熱海市との市境にある分譲地の水道施設が熱海市

に移管されたことに伴い、地方自治法の規定によ

り、熱海市と協議の上、熱海市水道施設を伊東市行

政区域内に設置することについて、議会の議決を求

めるもの 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４８号 

平成２８年度伊東市一般会計補正予

算（第４号） 

人件費や各種事務事業経費の整理、臨時福祉給付金

給付事業や障害者自立支援事業、ジオパーク推進事

業の追加、道路新設改良事業における国の交付金の

内示に合わせた路線ごとの事業費の整理など、３，

９４３万８，０００円の追加 

市長 
全会一致

で可決 

市議第４９号 
平成２８年度伊東市下水道事業特別

会計補正予算（第４号） 

地方公営企業会計移行業務委託料の契約差金の整

理など５８１万６，０００円の減額 
市長 

全会一致

で可決 

市議第５０号 

平成２８年度伊東市競輪事業特別会

計補正予算（第２号） 

車券の売り上げが好調に推移したことに伴い、車券

売上金の増額に見合う場外車券売上手数料や勝者

投票払戻金など７億円の追加 

市長 
全会一致

で可決 

市議第５１号 

平成２８年度伊東市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号） 

退職被保険者等療養給付費を初めとする保険給付

費や共同事業拠出金を減額するとともに、人件費や

各種事務経費等の整理で２億１，３６１万９，００

０円の減額 

市長 
全会一致

で可決 

市議第５２号 

平成２８年度伊東市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 

後期高齢者医療広域連合に納付する保険料負担金

と保険基盤安定負担金を増額するなど２，８９２万

５，０００円の追加 

市長 
全会一致

で可決 

市議第５３号 

平成２８年度伊東市病院事業会計補

正予算（第１号） 

収益的収入において国庫補助金の追加、病院宿舎建

設用地に係る土地使用料などで２６７万９，０００

円増額し、収益的支出において、人件費の整理と工

事請負費の不用額の整理など１，０８６万４，００

０円の減額 

市長 
全会一致

で可決 

市議第５４号 

平成２８年度伊東市水道事業会計補

正予算（第２号） 

収益的収入において、主に統合に伴う加入金で２，

３９８万９，０００円増額し、収益的支出では減価

償却費などで１億３，７３１万１，０００円の減額、

資本的収入においては、国庫補助金を１０２万５，

０００円減額するもので、資本的支出では、統合に

伴う給水メーター購入費など１４８万９，０００円

の増額 

市長 
全会一致

で可決 



市議第５５号 

～ 

市議第６５号 

平成２９年度伊東市一般会計予算、８

特別会計予算及び２企業会計予算 

地方自治法第９６条第１項第２号の規定に基づき

提出された各会計予算 

（各会計の概要は下表をごらんください。） 

市長 
全会一致

で可決 

市議第６６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 

平成２８年人事院勧告において扶養手当の段階的

改定が勧告されたことに伴う条例改正 
市長 

全会一致

で可決 

発議第１５号 
篠原峰子君の議員辞職について 篠原峰子議員の議員辞職 

－ 
全会一致

で許可 

発議第１６号 
無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環

境の整備促進を求める意見書 

内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、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

25,700,000 100.2% ◎

2,167,000 105.7% ◎

20,800,000 118.8% ◎

11,530,000 95.9% ◎

550 14.1% ◎

52,000 214.9% ◎

7,395,000 104.5% ◎

85,700 100.0% ◎

1,761,000 105.4% ◎

571,497 62.0% ◎

2,793,400 103.1% ◎

72,856,147 104.5% ―

※　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２９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

 


