
議案等番号 件名 議決結果

議員提出議案第6号 伊勢原市議会議員定数条例の一部を改正する条例について 可決 

議員提出議案第7号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書について 可決

議員提出議案第8号 「介護労働者の労働環境及び処遇の改善」を求める意見書について 可決

議案第70号 伊勢原市公共下水道事業の設置等に関する条例の制定について 可決 

議案第71号 伊勢原市職員定数条例の一部を改正する条例について 可決

議案第72号 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 可決

議案第73号 伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 可決 

議案第74号 伊勢原市議会議員及び伊勢原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第75号 平成30年度伊勢原市一般会計補正予算（第3号） 可決

議案第76号 平成30年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） 可決 

議案第77号 平成30年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算（第1号） 可決

議案第78号 平成30年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） 可決

議案第79号 平成30年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号） 可決 

議案第80号 伊勢原市障害福祉センターの指定管理者の指定について 可決

議案第81号 平成30年度伊勢原市一般会計補正予算（第4号） 可決

議案第82号 人権擁護委員候補者の推薦について 同意

報告第18号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 報告 

報告第19号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 報告

報告第20号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 報告

平成30年12月定例会の審議案件



議案等番号 件名 議決結果

議員提出議案第5号 主要農作物種子法廃止に伴う種子保全を求める意見書について 可決

議案第47号 平成29年度伊勢原市一般会計歳入歳出決算の認定について 認定

議案第48号 平成29年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

議案第49号 平成29年度伊勢原市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

議案第50号 平成29年度伊勢原市用地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

議案第51号 平成29年度伊勢原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

議案第52号 平成29年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定

議案第53号 伊勢原市青少年センター条例及び伊勢原市日向ふれあい学習センター条例の廃止について 可決

議案第54号 伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例の制定について 可決

議案第55号 伊勢原市行政センタースポーツ施設条例の制定について 可決

議案第56号 伊勢原市立学校施設の開放に関する条例の制定について 可決

議案第57号 伊勢原市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第58号 伊勢原市立武道館条例の一部を改正する条例について 可決

議案第59号 伊勢原市都市公園条例の一部を改正する条例について 可決

議案第60号 伊勢原市コミュニティ防災センターに関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第61号 伊勢原市公民館条例の一部を改正する条例について 可決

議案第62号 伊勢原市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 可決

議案第63号 工事請負契約の締結について 可決

議案第64号 伊勢原市固定資産評価審査委員会委員の選任について 同意

議案第65号 人権擁護委員候補者の推薦について 同意

議案第66号 人権擁護委員候補者の推薦について 同意

議案第67号 人権擁護委員候補者の推薦について 同意

議案第68号 伊勢原市教育委員会委員の任命について 同意

議案第69号 平成30年度伊勢原市一般会計補正予算（第2号） 可決

報告第15号 平成29年度伊勢原市下水道事業特別会計継続費精算報告書の報告について 報告 

報告第16号 平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 報告 

報告第17号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解について） 報告 

平成30年9月定例会の審議案件



議案等番号 件名 議決結果

議員提出議案第2号 「太田道灌」をテーマにしたNHK大河ドラマ誘致についての決議について 可決

議員提出議案第3号 神奈川県最低賃金改定等を求める意見書について 可決

議員提出議案第4号 教職員定数改善、教育予算の増額、義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書について 可決

承認第1号 専決処分の承認について（伊勢原市税条例の一部を改正する条例） 承認

承認第2号 専決処分の承認について（伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 承認

議案第39号 伊勢原市税条例等の一部を改正する条例について 可決

議案第40号 伊勢原市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第41号 伊勢原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 可決

議案第42号 平成30年度伊勢原市一般会計補正予算（第1号） 可決

議案第43号 物件供給契約の締結について 可決

議案第44号 市道の廃止について 可決

議案第45号 市道の認定について 可決

議案第46号 工事委託に関する協定の締結について 可決

報告第4号 平成29年度伊勢原市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 報告

報告第5号 平成29年度伊勢原市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 報告

報告第6号 平成29年度伊勢原市下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について 報告

報告第7号 専決処分の報告について（伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例） 報告

報告第8号 専決処分の報告について（伊勢原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例） 報告

報告第9号 平成30年度伊勢原市土地開発公社の事業計画・予算及び資金計画について 報告

報告第10号 平成30年度一般財団法人伊勢原市事業公社の事業計画及び予算について 報告

報告第11号 平成30年度公益財団法人伊勢原市みどりのまち振興財団の事業計画及び予算について 報告

議案等番号 件名 議決結果

議員提出議案第1号 特別委員会の設置について 可決

議案第1号 平成３０年度伊勢原市一般会計予算 可決

平成30年6月定例会の審議案件

平成30年3月定例会の審議案件



議案第2号 平成３０年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計予算 可決

議案第3号 平成３０年度伊勢原市下水道事業特別会計予算 可決

議案第4号 平成３０年度伊勢原市用地取得事業特別会計予算 可決

議案第5号 平成３０年度伊勢原市介護保険事業特別会計予算 可決

議案第6号 平成３０年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計予算 可決

議案第7号 伊勢原市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 可決

議案第8号 伊勢原市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例の制定について 可決

議案第9号 伊勢原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 可決

議案第10号 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 可決

議案第11号 伊勢原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について 可決

議案第12号 いせはら市民活動サポートセンター条例の一部を改正する条例について 可決

議案第13号 伊勢原市ごみ処理等の適正化及びポイ捨て等の防止に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第14号 伊勢原市介護保険条例の一部を改正する条例について 可決

議案第15号 伊勢原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について 可決

議案第16号 伊勢原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 可決

議案第17号 伊勢原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 可決

議案第18号 伊勢原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 可決

議案第19号 伊勢原市都市公園条例の一部を改正する条例について 可決

議案第20号 伊勢原市手数料条例の一部を改正する条例について 可決

議案第21号 平成２９年度伊勢原市一般会計補正予算（第４号） 可決

議案第22号 平成２９年度伊勢原市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 可決

議案第23号 平成２９年度伊勢原市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 可決

議案第24号 平成２９年度伊勢原市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 可決

議案第25号 平成２９年度伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 可決

議案第26号 市道の廃止について 可決

議案第27号 市道の認定について 可決

議案第28号 伊勢原市農業委員会の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 同意

議案第29号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第30号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第31号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意



議案第32号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第33号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第34号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第35号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第36号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第37号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

議案第38号 伊勢原市農業委員会の委員の任命について 同意

報告第1号 専決処分の報告について（伊勢原市小児医療費の助成に関する条例及び伊勢原市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例） 報告

報告第2号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 報告

報告第3号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定及び和解） 報告


