
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３０号 伊東市税賦課徴収条例の

一部を改正する条例

地方税法の一部改正に伴い、個人市民税において、退職所得の分

離課税における所得割に係る１０％の税額控除の廃止、均等割に

関し、平成２６年度から平成３５年度までの間、５００円の引き

上げ等の条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第３１号 伊東市手数料徴収条例の

一部を改正する条例

建築基準法の改正に伴い、事務量が増加した建築確認、中間検査、

完了検査に係る申請手数料を改正するための条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第３２号 伊東市介護保険条例の一

部を改正する条例

平成２４年度から平成２６年度までの第５期介護保険事業計画期

間における介護保険料に関し、給付費の増加にあわせて、保険料

の上昇幅が大きくなるため、段階的な引き上げを実施するととも

に、負担能力に応じた保険料額とするため、徴収区分を１０段階

とするための条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第３３号 伊東市祝金条例の一部を

改正する条例

高齢化の進展、高齢者の増加に伴い、古稀（７０歳）、喜寿（７

７歳）、百歳祝金を廃止し、米寿（８８歳）と白寿（９９歳）の

２種類を長寿祝金とするための条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第３４号 伊東市自転車競走実施条

例の一部を改正する条例

震災等災害により伊東温泉競輪場が使用できない場合などに備

え、他の競輪場における開催を可能とするための条例改正

市長 賛成多数

で可決

市議第３５号 伊東市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例の一部

を改正する条例

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（いわゆる第２次一括法）により、

市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格要件

を、市条例で定めるものとなったことに伴う条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第３６号 伊東市下水道条例の一部

を改正する条例

第２次一括法により、公共下水道の構造基準、終末処理場の維持

管理に関する基準等を、市条例で定めるものとなったことに伴う

条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第３７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

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（こちらは第１次一括法）により、

市営住宅の入居に関し、同居親族要件や入居収入基準を、市条例

で定めるものとなったことなどに伴う条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第３８号 伊東市水道布設工事監督

者の配置基準及び資格基

準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例

第２次一括法により、水道布設工事監督者を配置する工事の基準、

監督者の資格基準等について、市条例で定めるものとなったこと

に伴う条例制定

市長 全会一致

で可決

市議第３９号 伊東市生涯学習センター

条例の一部を改正する条

例

第２次一括法により、公民館運営審議会委員の委嘱基準について、

市条例で定めるものとなったことに伴う条例改正

市長 全会一致

で可決

市議第４０号 南中学校校舎耐震補強工

事請負契約の一部変更に

ついて

国の第三次補正予算に計上された、より有利な補助制度を活用し、

新たに屋上防水工、消防設備工等が補助対象となることから、平

成２３年度伊東市一般会計補正予算（第６号）において増額補正

を行うとともに、工事請負金額の変更

市長 全会一致

で可決



変更前契約金額：２億７，８２５万円

変更後契約金額：３億２，００６万１，０００円

市議第４１号 平成２３年度伊東市一般

会計補正予算（第６号）

平成２３年度基礎年金拠出金に係る公的負担比率の改定に伴う地

方公務員共済組合負担金の追加、人件費の整理、各種事務経費の

整理を行うとともに、重度障害者医療費助成費、母子家庭等医療

費助成費などの扶助費の追加、各特別会計への繰出金の増減、国

の補正予算を活用した南中学校校舎等耐震補強工事や環境美化セ

ンター更新改良整備工事請負費の追加、さらに、財政調整基金を

活用し、切れ目のない市内経済対策事業として住宅リフォーム振

興事業補助金を計上するとともに、公共施設等の小規模修繕など

を実施するため緊急経済雇用対策事業費の追加など、６億８，６

２２万４，０００円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第４２号 平成２３年度伊東市下水

道事業特別会計補正予算

（第１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

による公共下水道建設費の減額など、歳入では東日本大震災の影

響による下水道使用料を減額するとともに、国庫支出金や市債の

減額のほか、下水道使用料の減少に伴う財源措置として一般会計

繰入金の追加など、７，３４５万４，０００円の減額

市長 全会一致

で可決

市議第４３号 平成２３年伊東市競輪事

業特別会計補正予算（第２

号）

平成２４年３月２８日から３０日までの間、開催予定の日韓対抗

戦競輪において、所要の経費が不足する見込みであることから、

歳出では勝者投票払戻金を初めとした開催経費の追加、歳入では

車券売上金を計上し、１３億３，２２６万８，０００円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第４４号 平成２３年度伊東市国民

健康保険事業特別会計補

正予算（第３号）

歳出では不足が見込まれる一般被保険者療養給付費や一般被保険

者高額療養費等を追加するとともに、各種事務経費の整理、歳入

では療養給付費に対する国庫支出金、一般会計繰入金、保険給付

等支払準備基金繰入金の追加など、２億９，０４４万２，０００

円の追加

市長 全会一致

で可決

市議第４５号 平成２３年度伊東市霊園

事業特別会計補正予算（第

１号）

歳入歳出において、増・減同額の組み替えを行うものであり、予

算現額に変更はない。平成２３年度に新たに建設した芝生墓所等

が、当初の見込みを上回って売却できたことから、墓所使用料を

増額する一方、一般会計繰入金を減額するもの

市長 全会一致

で可決

市議第４６号 平成２３年度伊東市介護

保険事業特別会計補正予

算（第３号）

歳入において、調整交付金の減額分を基金繰入金により補てんす

るため、歳出では保険給付費の財源振りかえを行うほか、総務費

における各種事務経費の減額整理に伴う、一般会計繰入金の事務

費繰入金の減額など、８７８万２，０００円の減額

市長 全会一致

で可決

市議第４７号 平成２３年度伊東市後期

高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）

歳出では広域連合納付金のうち後期高齢者医療保険基盤安定負担

金を追加するとともに、各種事務経費の整理、歳入では後期高齢

者医療広域連合負担金の減額、歳出の増額に伴う一般会計繰入金

の増額など、６５７万８，０００円の減額

市長 全会一致

で可決

市議第４８号 平成２３年度伊東市病院

事業会計補正予算（第１

号）

収益的収入は２８１万円、収益的支出は９６１万８，０００円の

減額、資本的収入は３億２，２８５万円、資本的支出は３億２，

２４６万９，０００円の減額

市長 全会一致

で可決



市議第４９号 平成２３年度伊東市水道

事業会計補正予算（第３

号）

収益的収入は３，０５４万７，０００円、収益的支出は３，７６

０万６，０００円の減額、資本的収入は２３９万８，０００円の

追加、資本的支出は９，８３５万８，０００円の減額

市長 全会一致

で可決

市議第５０号

～

市議第６０号

平成２４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。

発議第１２号 伊東市議会委員会条例の

一部を改正する条例

平成２４年４月１日に施行される機構改革に伴い、常任福祉文教

委員会所管部である保健福祉部を健康福祉部に名称変更するため

の条例改正

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１３号 浜岡原発に係る廃炉を含

む抜本的な事故防止の方

策を求める意見書

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、原発事故の収束及び再発防

止担当大臣、原子力経済被害担当大臣、衆議院議長及び参議院議

長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１４号 議会改革特別委員会設置

について

※特別委員会の概要は、後記の「特別委員会の設置」をごらんく

ださい。

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１５号 一般用医薬品のインター

ネット等販売の規制緩和

に慎重を求める意見書

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院

議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１６号 戸別所得補償制度の見直

し等、農業政策の立て直し

を求める意見書

内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、国家戦略担当大臣、内

閣官房長官、衆議院議長及び参議院議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１７号 基礎自治体への円滑な権

限移譲に向けた支援策の

充実を求める意見書

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣（地域

主権推進）、衆議院議長及び参議院議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１８号 若者雇用をめぐるミスマ

ッチ解消を求める意見書

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、文部科

学大臣、衆議院議長及び参議院議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第１９号 父子家庭支援策の拡充を

求める意見書

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命

担当大臣（男女共同参画）、衆議院議長及び参議院議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第２０号 こころの健康を守り推進

する基本法の制定を求め

る意見書

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長及び参議院

議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

発議第２１号 東京電力の電気料金値上

げに反対する意見書

内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、衆議院議長及び参議院

議長に提出

議員

８名

全会一致

で可決

陳情第 ８号 公的年金支給減額に反対

する意見書採択を求める

陳情

陳情者：全日本年金者組合伊東支部

   支部長 平井泰世氏

不採択とすべしとした委員会報告

に対し賛成多数で不採択

陳情第 ９号 東京電力の電気料金値上

げに反対する意見書採択

を求める陳情

陳情者：一般社団法人 伊東観光協会

      会長 石井文弥氏

採択すべしとした委員会報告に対

し全会一致で採択

陳情第１１号 中部電力浜岡原子力発電

所の廃炉を求める意見書

採択を求める陳情

陳情者：平田大海氏 不採択とすべしとした委員会報告

に対し賛成多数で不採択



◎全会一致で可決、○賛成多数で可決　（単位：千円、％）

区　分

22,050,000 96.4% ○

1,992,000 93.4% ◎

13,219,000 96.6% ◎

10,282,000 101.3% ◎

31,560 20.9% ◎

62,200 50.9% ◎

5,872,507 108.1% ◎

85,700 100.0% ◎

1,542,482 108.6% ◎

4,110,012 198.8% ◎

2,737,512 97.0% ◎

61,984,973 101.7% ―

介護 老人 保健 施設

特
別
会

計
介 護 保 険 事 業

土 地 取 得

■平成２４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

※　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

  議会改革特別委員会設置について

  １ 名称    議会改革特別委員会

  ２ 委員の定数 １０名

  ３ 付議事項  地域主権時代に対応した議会機能の充実についての調査・研究

  ４ 設置期間  本目的達成まで設置し、議会閉会中も活動できるものとする。


