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９月１１日（金）第３日  午後２時００分開議 

  出席議員  

     １番  堅 道 隆 司     ２番  越 野 哲 也 

     ３番  野 﨑 剛 睦     ４番  前 田 鎭 夫 

     ５番  胡 子 雅 信     ６番  林   久 光 

     ７番  住 岡 淳 一     ８番  山 根 啓 志 
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    １３番  石 下 洋 子    １４番  吉 岡 憲 伸 

    １５番  新 家 勇 二    １６番  鎌 田 哲 彰 

    １７番  下河内   泰    １８番  太刀掛 隼 則 

    １９番  扇 谷 照 義    ２０番  小 西 俊 明 

    ２１番  沖   也寸志    ２２番  伊 藤 一 志 

    ２３番  西 中 克 弘    ２４番  山 木 信 勝 

    ２５番  上 田   正 
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    議会事務局次長   河下  巖 
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 議事日程 

  日程第１  議案第８３号 平成２０年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定に 

               ついて 

  日程第２  議案第８４号 平成２０年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 
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  日程第３  議案第８５号 平成２０年度江田島市老人保健特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第４  議案第８６号 平成２０年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

  日程第５  議案第８７号 平成２０年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別 

               会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第６  議案第８８号 平成２０年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘 

               定）特別会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第７  議案第８９号 平成２０年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会 

               計歳入歳出決算の認定について 

  日程第８  議案第９０号 平成２０年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第９  議案第９１号 平成２０年度江田島市漁港管理特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第１０ 議案第９２号 平成２０年度江田島市公共下水道事業特別会計歳入歳 

               出決算の認定について 

  日程第１１ 議案第９３号 平成２０年度江田島市農業集落排水事業特別会計歳入 

               歳出決算の認定について 

  日程第１２ 議案第９４号 平成２０年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

  日程第１３ 議案第９５号 平成２０年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会 

               計決算の認定について 

  日程第１４ 議案第９６号 平成２０年度江田島市交通船事業会計決算の認定につ 

               いて 

  日程第１５ 議案第９７号 平成２０年度江田島市国民宿舎事業会計決算の認定に 

               ついて 

  日程第１６ 議案第９８号 平成２０年度江田島市水道事業会計決算の認定につい 

               て 

  日程第１７ 発議第１１号 教育予算の拡充を求める意見書について 

  日程第１８ 発議第１２号 天皇陛下御即位二十年を奉祝する賀詞の決議について 
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開会（開議)  午前１０時００分 

 

○議長（上田 正君）  ただいまの出席議員は２５名であります。 

 定足数に達しておりますので、ただいまから平成２１年第５回江田島市議会定例会３

日目を開きます。 

 これから、本日の会議を開会します。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

 

日程第１ 議案第８３号～日程第１６号 議案第９８号まで 

 

○議長（上田 正君）  日程第１「議案第８３号 平成２０年度江田島市一般会計歳

入歳出決算の認定について」から日程第１６「議案第９８号 平成２０年度江田島市水

道事業会計決算の認定について」までの１６議案を一括議題といたします。 

 本１６議案に対し、山木 信勝決算審査特別委員長の報告を求めます。 

 山木委員長。 

○決算審査特別委員長（山木信勝君）  決算審査特別委員会報告書、本委員会は、平

成２１年第５回江田島市議会定例会本会議（２日目）において付託された次の議案につ

いて、総務・文教厚生・産業建設の３分科会に分割し、慎重に審査をした結果、次のと

おり決したので、会議規則第１０３条の規定により報告します。 

 平成２１年９月１１日 

 江田島市議会議長 上田 正様 

 江田島市議会決算審査特別委員会 委員長 山木 信勝 

 審査した議案 

 議案第８３号「平成２０年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定について」から、

議案第９８号「平成２０年度江田島市水道事業会計決算の認定について」までの１６議

案でございます。 

 ２ 審査年月日 平成２１年９月１０日 

 ３ 審査の概要 本審査に当たっては、各会計決算書及び付属書類・証書類はすべて

監査委員の審査済みであり、その意見書も提出されているので、計数的な面での審査は

省略し、平成２０年度各会計における予算の執行が議会議決の趣旨を尊重し、適正にし

て公正かつ能率的に執行されたかどうか、あるいは行政の目的とする地域住民の福祉の

増進のためにどのような効果があげることができたか、行政効果の観点から審査を行っ

た。 

 ４ 審査の結果 平成２０年度の一般・特別並びに各企業会計の決算認定にあたって

は、前述したような審査の着眼点に基づき、決算書の内容について、関係職員の説明を

聴取し検討を行ったところ、一般・特別並びに各企業会計決算は、適法にしてかつ予算

議決の趣旨を尊重しながら、健全な財政運営に努められていると認めた。よって、平成

２０年度一般・特別並びに企業の各会計決算については、賛成多数で認定することに決

した。 
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 しかし、次の点については、今後さらに検討を加え是正すべきであると考えるので、

分科会別に個別意見並びに要望事項として付する。 

 ５ 個別意見（要望事項） 

 （総務分科会） 

 ①多様化する行政需要や市民ニーズに応えるため、組織事業の見直し、資質向上のた

めの職員研修等を充実させ、市民から愛される行政運営がなされるよう努力されたい。  

 ②海上交通とともに、市民の生活を支える交通手段であるバスの運行については、関

係機関・事業者と連携を密にして、路線の確保、充実、海上交通との連絡の円滑化を努

められたい。 

 ③消防・救急業務においては、組織機構の改革を進めるとともに、計画的な車両等整

備に努め、市民に江田島市で暮らせるための基礎的条件である安全・安心をさらに高め、

提供されるよう望む。 

 次に、文教厚生分科会であります。 

 ①歳入における市税等（市税・保育料・国保税・住宅新築資金等貸付償還金）の収入

未済額は９億６，７１５万９，０００円となっている。前年度と比べて２５３万３，０

００円の改善がなされているものの、多額の収入未済額は将来にわたる行政の執行に悪

影響を与えることにもなりますので、悪質な滞納者については、不動産の差し押さえ、

競売等の法的措置を積極的に行い、「税の公平さ」が保てるよう鋭意努力されたい。 

 ②統廃合後の学校等の跡地利用については、地域振興を重視する観点から、住民の合

意を得て、有効な活用を図られたい。 

 ③各種団体への補助金交付については、活動内容等を精査し、実績に応じた適切な額

を支出することとされたい。 

 次に、産業建設分科会 

 ①農作物に被害を及ぼしているイノシシ・カラス等の有害鳥獣対策については、農業

者を守るという観点から、先進事例に学びながら、もっと有効的な被害防止策を推進さ

れるよう望む。 

 ②ブランド化されている夏カキ「ひとつぶくん」また、市の特産品でもある冬カキに

ついては、新鮮で安全・安心を積極的にＰＲし、消費拡大につながるよう努力されたい。  

 ③指定管理者制度で管理運営を代行させている「海辺の新鮮市場」の施設維持管理料

については、施設の利用状況を精査し、適切な支出がなされるよう検討されたい。  

 ④住宅使用料の収入未済額は駐車場使用料を含めて１億７，１０３万９，０００円と

なっており、前年度より１，１７５万７，０００円の増となっている。悪質な滞納者に

ついては、法的措置を積極的に行うなど、厳しい態度で望まれたい。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（上田 正君）  これをもって決算審査特別委員長の報告を終わります。 

 これより、委員長の報告に対する質疑に入ります。 

 なお、委員長への質疑は、報告にあります委員会の経過と報告に対するものでありま

す。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより、本１６案それぞれについて採決を行います。 

 １６案についての委員会の報告は認定するものであります。 

 それでは、最初に議案第８３号「平成２０年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定

について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第８４号「平成２０年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第８５号「平成２０年度江田島市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第８６号「平成２０年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第８７号「平成２０年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入

歳出決算の認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第８８号「平成２０年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別

会計歳入歳出決算の認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 
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 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第８９号「平成２０年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９０号「平成２０年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９１号「平成２０年度江田島市漁港管理特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９２号「平成２０年度江田島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９３号「平成２０年度江田島市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９４号「平成２０年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９５号「平成２０年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計決算の

認定について」委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９６号「平成２０年度江田島市交通船事業会計決算の認定について」委

員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９７号「平成２０年度江田島市国民宿舎事業会計決算の認定について」

委員長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第９８号「平成２０年度江田島市水道事業会計決算の認定について」委員

長の報告どおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 

日程第１７  発議第１１号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１７「発議第１１号 教育予算の拡充を求める意見書

の提出について」を議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 １２番 山本議員。 

○１２番（山本一也君）  発議第１１号「教育予算の拡充を求める意見書の提出につ

いて」 

 地方自治法第１１２条及び江田島市議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとお

り提出いたします。  

 江田島市議会議長 上田 正様。平成２１年９月１１日提出。提出者 江田島市議会

議員 山本一也。賛成者 江田島市議会議員 住岡淳一。賛成者 江田島市議会議員 

山根啓志。賛成者 江田島市議会議員 林 久光。賛成者 江田島市議会議員 沖 也

寸志。賛成者 江田島市議会議員 吉岡憲伸。 

 この発議案の内容は、別紙のとおりであります。一読のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（上田 正君）  以上で趣旨説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これより、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 
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 これで討論を終わります。 

 これより、発議第１１号「教育予算の拡充を求める意見書の提出について」を起立に

より採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立全員であります。 

 よって、発議第１１号「教育予算の拡充を求める意見書の提出について」は、原案の

とおり可決されました。 

 

日程第１８  発議第１２号 

 

○議長（上田 正君）  日程第１８「発議第１２号 天皇陛下御即位二十年を奉祝す

る賀詞の決議について」を議題といたします。 

 提出者から趣旨説明を求めます。 

 沖 也寸志議員。 

○２１番（沖 也寸志君）  発議第１２号 「天皇陛下御即位二十年を奉祝する賀詞

の決議について」 

 地方自治法第１１２条及び江田島市議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとお

り提出いたします。 

 江田島市議会議長 上田 正様。平成２１年９月１１日提出。提出者 江田島市議会

議員 沖 也寸志。賛成者 江田島市議会議員 山本一也。賛成者 同じく吉岡憲伸。

賛成者 同じく住岡淳一。賛成者 同じく山根啓志。賛成者 同じく林 久光でござい

ます。 

 １枚おめくりください。 

 天皇陛下御即位二十年を奉祝する賀詞（案）でございます。 

 天皇陛下におかれましては、本年十一月十二日には、御即位をされて二十年を迎えら

れますことは、江田島市民ひとしく慶賀にたえないところであります。ここに江田島市

議会は、市民を代表して謹んで慶祝の誠を表します。以上決議する。平成２１年９月１

１日。広島県江田島市議会。以上でございます。よろしくお願いいたします。  

○議長（上田 正君）  以上で趣旨説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 ５番 胡子議員。 

○５番（胡子雅信君）  すみません、１つ伺いたい点がございます。こちらの今、意

見書として出されました賀詞の件なんですが、これは例えば新聞紙とかで議会の賀詞を

表すという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（上田 正君）  もう一度、内容を。 

○５番（胡子雅信君）  今、提出いただきました意見書なんですけども、議決されま

したら、新聞紙であるとか、例えば中国新聞であるとかですね、そういったところで江



 

－１０１－ 

田島市議会として賀詞を表すと、要は議会としてお祝いの広告するというんでしょうか、

そういうところで表すということの理解でよろしいでしょうか。 

○議長（上田 正君）  ５番議員さん、広告に出すとかそうではなしに、たとえばう

ちの議会だより等ではそういうものを載せる、広告を新聞に出すとか等じゃなしに、そ

ういう意味で、いいですかね。 

○２１番（沖 也寸志君）  ただいまのご質問にお答えをいたします。 

 今の広報誌、江田島市議会だよりには、通常の発議等、意見書として決議されるかど

うか今からでございますが、それは載るとは思いますが、報道の関係については、ほか

の議会等々も今までこういうことが、例えばローカルな新聞に載ったとかいうことはま

だ聞いておりませんので、今後その報道の姿勢を見守るとしか今のところ答えようがご

ざいません。もしいうことであれば載るかもわかりませんし。ちょっと今のところはっ

きりしたことは申し上げることできません。以上でございます。 

○議長（上田 正君）  １６番 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  ちょっとお伺いします。 

 これは例えばどこからかが、これはいかがかというふうな依頼があったものか、それ

とも提出者もしくは賛成者自らがそういう気持ちの中で提案されたものか、それをお伺

いします。 

○議長（上田 正君）  今、これ各市町村に天皇陛下御即位二十周年奉祝広島県委員

会いうのがありまして、その中に今の祝辞の中に、県議会の議長とかそういったもの各

市町村に回っとるんです。それを受けて、各市町村で意見書を出そうということになっ

たんです。うちが独自に出すんじゃなしに、そういうものの中での各市町村にお願いが

きています。 

 １６番 鎌田議員。 

○１６番（鎌田哲彰君）  別にそれでは構わないんですけども、こうした発議がです

ね、ポンと前日に渡されたりとか、中身がわからんままにここでただ採決するかだけに

いつも終わるんですが、例えば団体からきたものであるとか、自らの発議であるとかと

いうような事前説明ぐらいはどこかであってほしいと思うんですが、今さら言うてもし

ようがないんですが、今後は、そういうふうな形をとっていただければ、みやすいんじ

ゃないかと思いますので、要望としてお願いをしておきます。以上です。 

○議長（上田 正君）  はい、わかりました。 

 ほかにありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これから、発議第１２号「天皇陛下御即位二十年を奉祝する賀詞の決議について」を

起立により採決します。 
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 本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数であります。 

 よって、発議第１２号「天皇陛下御即位二十年を奉祝する賀詞の決議について」は、

原案のとおり可決されました。 

○議長（上田 正君）  以上をもって本定例会に付議された案件の審議はすべてを終

了いたしました。 

 これで平成２１年第５回江田島市議会定例会を閉会します。 

 皆さんご苦労さんでした。 

                            （閉会 １４時２８分） 
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