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１１月８日（火）  午前１０時開議 

  出席議員  
     １番  越野 哲也       ２番  野﨑 剛睦 

     ３番  前田 鎭夫       ４番  胡子 雅信 

     ５番  林  久光       ６番  住岡 淳一 

     ７番  山根 啓志       ８番  胡子 勝弘 

     ９番  登地 靖徳      １０番  浜西 金満 

    １１番  山本 一也      １２番  石下 洋子 

    １３番  大越 保之      １４番  吉岡 憲伸 

    １５番  新家 勇二      １６番  鎌田 哲彰 

    １７番  山木 信勝      １８番  下河内 泰 

    １９番  太刀掛隼則      ２０番  扇谷 照義 

    ２１番  小西 俊明      ２２番  沖 也寸志 

    ２３番  伊藤 一志      ２４番  西中 克弘 

    ２５番  上田  正      ２６番  田中 達美 

 

  欠席議員 

    なし 

 

  本会議に説明のため出席した者の職氏名 

    市長        曽根  薫    助役        津山 直登 

    収入役       山西 文男    教育長       正井 嘉明 

    総務部長      田口 宜久    市民生活部長    玉井 栄藏 

    福祉保健部長    横杉 哲治    産業部長      出口 節雄 

    土木建築部長    黒瀬 洋二    教育部長      吉田  茂  

生涯学習部長    東谷 寛明    企業局長      中下 清和 

消防長       小跡 孝廣    江田島支所長    山本 秀男 

    沖美支所長     大越 次人    大柿支所長     川本 恒子 

    総務課長      酒永 光志    財政課長      後川 正博 

    企画振興課長兼情報政策課長 空田 賢治 

 
  本会議に職務のため出席した者の職氏名 

    議会事務局長    山田  豊 

    議会事務局次長   土手 三生 

    議事調査係長    横手 乃文 
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           開会（開議）  午前１０時００分 

 

○事務局長（山田 豊君）  一般選挙最初の議会でありますので、議長が選出される

までの間、地方自治法第１０７条の規定により、年長議員が臨時に議長の職務を行うこ

とになっております。 

 出席議員中、太刀掛議員が年長者でありますので、ご紹介申し上げます。。 

太刀掛議員さん、議長席にお着きください。 

○臨時議長（太刀掛隼則君）  ただいま紹介されました、太刀掛隼則でございます。

地方自治法第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

ただ今の出席議員は２６人であります。 

 定足数に達しておりますので、これより平成１７年第６回臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

           諸般の報告 

 

 日程に入るに先立ち、「諸般の報告」を行います。 

 これから、市長よりあいさつ及び報告事項がありますので、これを許します。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  おはようございます。 

 第６回の江田島市議会臨時会を招集いたしましたところ、全市議会議員のご出席をい

ただきましてありがとうございます。 

 また、市民の方々の傍聴もいただきました。心から厚く御礼を申し上げます。 

 先の市議会議員選挙後、初めてとなる臨時議会の開会にあたりまして、一言ごあいさ

つを申し上げます。 

 皆様には、去る１０月１６日に執行されました「江田島市第１回市議会議員選挙」に

おきまして、極めて厳しい選挙戦のすえ、多数の市民の指示を受けられまして、見事当

選を果たされました。心からお喜びとお祝いを申し上げます。 

 皆様はそれぞれ豊富なご経験や、卓越した識見をお持ちの方ばかりであり、今後４年

間、その政治手腕を遺憾なく発揮をされ、市民の負託に十二分に応えていかれるものと

ご期待を申し上げているところでございます。 

 さて、早いもので合併から１年が経過しましたが、本市としての新しい仕組みづくり

は、まだ緒についたばかりでございます。本市を取り巻く環境は一段と厳しさを増して

いく中で、自然との共生、都市との交流による海生交流都市江田島の実現に向けて課題

は山積をいたしております。教育・福祉・産業・環境などの重要課題に対して、本市と

しては、どのように取り組んでいくのか、そのための長期総合計画や、行財政改革プラ

ンの策定など、待ったなしの対応が強く求められております。 

最高議決機関である議会と、私ども執行部とはよく車の両輪に例えられますが、両

者が一定の緊張感を保ちながらも、意思の疎通を十分に図り、あくまでも市民のために、
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市民の目線にたって議論を尽くせば、必ずやこの難局を乗り越えて、新しい江田島市の

活力ある将来展望を見い出していくことができるものと確信をいたしております。 

私の政治姿勢ですが、議会制民主主義はもちろん、県議会も国会も、本市の発展の

ために努力していただける人は、しっかりとお願いをして、市民が安全で安心して暮ら

せるまちづくりを目指し、引き続き「融和・元気・飛躍」をモットーに、住んでいて良

かった、行ってみたい、そんな実感をしていただけるまちづくりに全力を傾注してまい

る所存でございます。議員各位におかれましても、どうかこうした状況をご賢察のうえ、

格段のご支援、ご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げます。 

結びとしまして、江田島市議会のますますのご発展と、議員の皆様のご健勝、ご活

躍を心から祈念を申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。 

続いて、９月議会以降の市政の主な動きについて報告を申し上げます。 

まず、岩国基地ＮＬＰ移転計画反対期成同盟についてでございます。 

９月１２日、期成同盟を構成する廿日市市・大竹市・大野町・宮島町及び当市の３

市２町の首長・議長で、広島県議会議長を訪ね、「米海兵隊岩国基地への空母艦載機部

隊及び夜間離着陸訓練（ＮＬＰ）の移転反対に係る広島県議会の決議」を求める要請を

行いました。 

また、１１月１日には、期成同盟の構成市町のほか三次市・広島市など、米軍機の

低空飛行問題を抱える関係自治体、連合広島など岩国基地の機能増強に反対する運動団

体が集まり、岩国基地増強計画反対広島県連絡会議が開催されました。この会議には、

岩国市長も出席し、今後、ＮＬＰ移転反対という共通の認識をもつ団体が連携をとりな

がら反対活動を続けていくことを確認しました。 

記載にはないんですけれども、明９日期成同盟会のメンバーに岩国市長、由宇町長

も一緒になって上京、防衛庁関係、あるいは他の要路にも反対要請を行うことにしてお

りますが、折あしく私は他の公務のために、津山助役に上京させ、合同で反対運動を要

請することにいたしております。 

なお、その際に、持参する住民の反対署名、これも携えていたすことにいたしてお

ります。 

その２つは、県知事への平成１８年度事業の要望活動についてでございます。９月

１４日議長とともに、県知事に対して、平成１８年度の江田島市関係の国・県事業の推

進について、次の１７項目の要望を行いました。 

土木建築部関係につきましては、３つでございます。国道４８７号道路改良事業、

主要地方道高田沖美江田島線改良事業、左ヶ元地区急傾斜地崩壊防止事業。 

空港港湾局関係でございますが、地方港湾中田港整備事業、地方港湾小用港（ウシ

イシ地区）改修事業、地方港湾鹿川港整備事業でございます。 

都市局関係は、公共下水道の事業。 

農林水産部関係につきましては、耕畜連携支援モデル事業、畑地帯総合整備事業沖

美地区、基幹的農道整備事業、県営治山事業・林道整備事業、県営中山間地域総合整備

事業、県営海岸保全施設整備事業、江田島湾再生事業、基幹的漁港関連整備事業、「災

害に強い漁業地域づくり」事業、養殖共済赤潮特約の現行補助制度の継続等々でござい
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ます。 

その３は、学校統合検討委員会の開催についてでございます。 

９月２８日、市役所会議室で第１回学校統合検討委員会を開催しました。「本市に

おける学校教育の充実と活性化を図るため、少子化による市立小・中学校の児童・生徒

の減少に対応した学校統合について、全市的な視野に立ち、総合的に検討すること」を

諮問しました。 

委員会では、委員長に三浦 保氏、職務代理者には平岡 昭氏が互選され、旧江田

島町の答申の概要説明の後、基本方針等が協議されました。 

１０月１８日には、第２回検討委員会が開催され、統合対象校及び統合目標年度に

ついて一定の整理がされた旨の報告がありました。 

なお、委員会は今年中に計４回開催され、答申が出される予定となっております。 

次は、農業委員会委員の選挙についてでございます。 

９月２５日、農業委員会委員一般選挙が告示され、定数２９人に対して、当日、立

候補の届出をした人が２７人であったため、全員の無投票当選が決定しました。なお、

新たに委員となられた方の町別内訳は、江田島町９人、能美町６人、沖美町６人、大柿

町６人でございます。これからのご活躍を祈念いたします。 

次は、江田島市農業活性化推進協議会の設立についてでございます。 

９月２７日、江田島市長を会長に、農業者・農業関係団体・流通及び消費者の各代

表者で構成する農業活性化推進協議会を設立しました。 

この協議会は、農業を取り巻く環境の変化に対応するための方策を協議する組織で、

今後、市の農業活性化のために、中心的な役割を担うものと考えております。 

次は、第２回事務移譲具体化協議会の開催についてでございます。 

１０月１２日、第２回広島県・江田島市事務移譲具体化協議会を市役所会議室で行

いました。 

会議では、各専門班会議での協議を踏まえ、平成１８年度当初に県から市へ移譲を

受ける項目を福祉関係中心の２５項目とすることを確認し、今後の具体化プログラム策

定に向け、研修や財源措置などについて意見交換を行いました。 

なお、１８年度の移譲項目につきましては、去る１２月の県議会で制定予定の特例

条例により正式決定されることとなります。 

次は、自衛消防隊消防競技大会についてでございます。 

１０月２０日、能美運動公園で自衛消防隊消防競技大会を実施いたしました。この

大会は、職場における初期消火技術の習得、自衛消防力の強化を目的に実施したもので

あります。当日は、市内事業所等から４７チーム１２８人の参加を得まして、「屋内消

火栓の部」「消火器の部」に分かれて競技を行いました。今後もこのような大会を通じ

て、各職場における火災予防思想の普及・高揚に努めてまいります。 

次は、江田島市合併記念第２０回ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会の開催について

でございます。 

１０月２３日、県立大柿高等学校を主会場として開催をしました。大会には、地元

をはじめ全国各地から１，６７４人の選手の参加がありました。今回は記念大会という
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こともあり、ゲストランナーとして２００５年世界陸上マラソン銅メダリストの尾方選

手を迎え、市民と一緒に５キロコースを走っていただきました。 

また、この大会が広島県の秋の大型観光キャンペーンイベントに位置づけられたこ

とで、産業まつりも同時開催をしました。会場には、市内外から約３，５００人の来場

があり、盛況なものとなりました。ご協力をいただいた関係諸機関、団体等の皆様に感

謝を申し上げます。 

次は、安芸能美簡易保険保養センターの廃止についてでございます。 

１０月２８日、日本郵政公社は、安芸能美簡易保険保養センターを平成１８年３月

末日をもって廃止する旨の発表を行いました。この施設は、市の重要な観光拠点の一つ

であり、今後、情報収集に努め、本市としての対応を検討してまいりたいと思っており

ます。 

次は、フェスティバル江田島２００５、のうみフェスティバル２００５についてで

ございますが、１０月２９日、３０日の両日、江田島青年の家を主会場にフェスティバ

ル江田島２００５が、また１１月６日には、午前中大雨でございましたが、能美運動公

園を主会場に、のうみフェスティバル２００５が開催されました。両会場とも、市内外

から多数の来場者があり、テント村の特産品販売コーナー、ＲＣＣラジオの中継放送や

公開録音等を楽しんでいました。ご協力いただいた関係諸機関、団体等の皆様に感謝を

申し上げます。 

次は、江田島市表彰式についてでございます。 

１１月３日文化の日に、平成１７年度江田島市表彰式を江田島公民館で開催しまし

た。 

式では、特別功労表彰として永年にわたり大柿町消防団長、第４方面隊長として活

躍された大柿町の濱岡甲子秋氏を、また、善行功労表彰として多額の寄附を頂いた中国

化薬株式会社を表彰しました。受賞者の方々の今後ますますのご活躍とご健勝を祈念を

申し上げます。 

記載にはないんですが、追加をさせてもらいますが、広島県議会建設委員会への要

望活動についてでございます。 

１１月４日に県建設委員会県内調査が広島地域事務所建設局で行われました。江田

島市として、二つの事柄を強く要望しておきました。その一つは、一般国道４８７号の

道路改良事業の促進でございます。ご存じのように、国・地方通じての財政が逼迫して

いる中で、なかなか予算が思うようにつかないということで遅れております。これをス

ムーズな促進を強力にお願いをしておきました。 

二つ目は、地方港湾の整備事業の促進でございます。地方港湾を多く抱える本市に

とりましても、ぜひとも整備を図っていかなければならないという思いを訴えてまいり

ました。 

次は、各種定期総会等への出席については、別紙１のとおり開催され、私、助役、

又は関係部長等が出席をいたしました。 

次は、工事請負契約の締結についてでございますが、別紙２のとおり契約をしまし

たので、これを報告いたします。 
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 以上で終わります。 

○臨時議長（太刀掛隼則君）  以上で市長の報告を終わります。 

 執行部の自己紹介を求めます。 

 市長から順次お願いいたします。 

○市長（曽根 薫君）  市長をさせていただいております曽根 薫でございます。 

○助役（津山直登君）  助役の津山直登でございます。 

○収入役（山西文男君）  収入役の山西です。 

○市民生活部長（玉井栄蔵君）  市民生活部長の玉井です。 

○総務部長（田口宣久君）  総務部長の田口です。 

○福祉保健部長（横杉哲治君）  福祉生活部長の横杉です。 

○産業部長（出口節雄君）  産業部長の出口です。 

○土木建築部長（黒瀬洋二君）  土木建築部長の黒瀬です。 

○教育長（正井嘉明君）  教育長の正井です。 

○教育部長（吉田 茂君）  教育部長の吉田と申します。 

○生涯学習部長（東谷寛明君）  生涯学習部長の東谷です。 

○消防長（小跡孝廣君）   消防長を拝命いたしております小跡孝廣でございます。

○江田島支所長（山本秀男君）  江田島支所長の山本です。 

○沖美支所長（大越次人君）  沖美支所長の大越でございます。 

○大柿支所長（川本恒子君）  大柿支所長の川本でございます。 

○企業局長（中下清和君）  企業局長の中下でございます。 

○総務課長（酒永光志君）  総務課長の酒永でございます。 

○財政課長（後川正博君）  財政課長の後川でございます。 

○企画振興課兼情報政策課長（空田賢治君）  企画振興課兼情報政策課長の空田でご

ざいます。 

 

           日程第１  仮議席の指定 

 

○臨時議長（太刀掛隼則君）  日程第１、議事の進行上「仮議席」を指定いたします。 

仮議席は、ただ今着席の議席と指定いたします。 

 

           日程第２  議長の選挙 

 

○臨時議長（太刀掛隼則君）  日程第２「議長の選挙」を行います。 

 選挙は投票により行います。 

 直ちに議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

 ただ今の出席議員は２６人であります。 

 投票用紙を配布いたします。 

念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 
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（投票用紙配布） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検させます。 

（投票箱点検） 

 異常なしと認めます。 

 ただ今から投票を行います。 

 職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

○事務局長（山田 豊君）  １番 越野哲也議員、２番 野﨑剛睦議員、３番 前田

鎭夫議員、４番 胡子雅信議員、５番 林 久光議員、６番 住岡淳一議員、７番 山

根啓志議員、８番 胡子勝弘議員、９番 登地靖徳議員、１０番 浜西金満議員、１１

番 山本一也議員、１２番 石下洋子議員、１３番 大越保之議員、１４番 吉岡憲伸

議員、１５番 新家勇二議員、１６番 鎌田哲彰議員、１７番 山木信勝議員、１８番 

下河内 泰議員、２０番 扇谷照義議員、２１番 小西俊明議員、２２番 沖 也寸志

議員、２３番 伊藤一志議員、２４番 上田 正議員、２５番 西中克弘議員、２６番 

田中達美議員、１９番 太刀掛隼則議員。 

（投票） 

○臨時議長（太刀掛隼則君）  投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の出入口を開きます。 

（議場を開く） 

 ただ今より、開票を行います。 

 立会人を指名します。 

 江田島市議会会議規則第３１条第２項の規定によって立会人に、１番 越野哲也君、

２番 野﨑剛睦君、３番 前田鎭夫君を指名します。 

 立会人の立ち会いをお願いします。 

（開票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数２６票、有効投票２５票、無効投票１票、有効投票中、田中達美君２０票、

山木信勝君４票、石下洋子君１票、白票１票であります。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は７票であります。よって、田中達美君が議長に当選されまし

た。 

 ただ今議長に当選されました田中達美君が議場におられますので、本席から江田島市

議会会議規則第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

 当選人の発言を求めます。 
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田中達美君。 

○議長（田中達美君）  大変緊張しております。 

 まずはじめに、去る１０月１６日に行われました江田島市市議会議員の選挙におきま

して、各町で激戦の中を戦って見事議席を得られました議員の皆様にお喜びとお祝いを

申し上げます。 

また、ただ今は、議員各位のご推挙によりまして、江田島市議会の議長に選ばれま

したことは、このうえない光栄に存じますと同時に、責任の重大さを痛感しているとこ

ろでございます。江田島市の発展と、住民福祉の向上を目指し、議会が公平かつ円満に

運営されますよう誠心誠意努力する所存でございます。議員各位の絶大なるご支援、ご

鞭撻をお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、議長就任のごあいさつとい

たします。誠にありがとうございました。 

（拍手） 

○臨時議長（太刀掛隼則君）  これで臨時議長の職務はすべて終了しました。 

議長と議長席を交代いたします。 

議長、議長席にお着きお願いします。 

○議長（田中達美君）  議長を交代いたしまして、再開いたします。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １０時３６分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １０時４２分） 

 

           日程第３  議席の指定 

 

○議長（田中達美君）  日程第３「議席の指定」を行います。 

議席は江田島市議会会議規則第４条第１項の規定により、現在の議席を指定いたし

ます。 

 

           日程第４  会議録署名議員の指名 

 

○議長（田中達美君）  日程第４「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、江田島市議会会議規則第８１条の規定により議長において、１番 

越野哲也君、２番 野﨑剛睦君を指名いたします。 

 

           日程第５  会期の決定 

 

○議長（田中達美君）  日程第５「会期の決定」についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は本日１日といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 
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 したがって、会期は本日１日とすることに決定いたしました。 

 

           日程第６  副議長の選挙 

 

○議長（田中達美君）  日程第６「副議長の選挙」を行います。 

 選挙は投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

ただ今の出席議員は２６人であります。 

 投票用紙を配布いたします。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

（投票用紙配布） 

 投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配布漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検させます。 

（投票箱点検） 

 異常なしと認めます。 

 ただ今から投票を行います。 

職員が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

事務局長。 

○事務局長（山田 豊君）  １番 越野哲也議員、２番 野﨑剛睦議員、３番 前田

鎭夫議員、４番 胡子雅信議員、５番 林 久光議員、６番 住岡淳一議員、７番 山

根啓志議員、８番 胡子勝弘議員、９番 登地靖徳議員、１０番 浜西金満議員、１１

番 山本一也議員、１２番 石下洋子議員、１３番 大越保之議員、１４番 吉岡憲伸

議員、１５番 新家勇二議員、１６番 鎌田哲彰議員、１７番 山木信勝議員、１８番 

下河内 泰議員、１９番 太刀掛隼則議員、２０番 扇谷照義議員、２１番 小西俊明

議員、２２番 沖 也寸志議員、２３番 伊藤一志議員、２４番 上田 正議員、２５

番 西中克弘議員、２６番 田中達美議員。 

（投票） 

○議長（田中達美君）  投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたしました。 

 議場の出入口を開きます。 

（議場を開く） 

 開票を行います。 

 立会人を指名いたします。 

 江田島市議会会議規則第３１条第２項の規定によって立会人に、４番 胡子雅信
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君、５番 林 久光君、６番 住岡淳一君を指名いたします。 

 立会人の立ち会いをお願いいたします。 

（開票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数２６票、有効投票２５票、無効投票１票、有効投票中、上田 正君１８票、

新家勇二君５票、石下洋子君１票、山木信勝君１票、白票１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は７票であります。よって、上田 正君が副議長に当選されま

した。 

 ただ今副議長に当選されました上田 正君が議場におられますので、本席から江田島

市議会会議規則第３２条第２項の規定による告知をいたします。 

 上田 正君、あいさつをお願いします。 

○副議長（上田 正君）  一言ごあいさつを申し上げます。 

 ただ今、副議長に選ばれました上田でございます。本当にありがとうございました。 

 何の取り柄もございませんけれども、私の役目として、田中議長を補佐し、議会運営

を皆さん方のご協力をいただいて、円満に運営できるように努力したいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（田中達美君）  お諮りいたします。 

この際、議席の一部変更についての件を日程に追加したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、この際、議席の一部変更についての件を日程に追加することに決定いたしま

した。 

 

           追加日程第１  議席の一部変更 

 

○議長（田中達美君）  追加日程第１「議席の一部変更」について行います。 

 今回、副議長の選挙に伴い、江田島市議会会議規則第４条第３項の規定によって、議

席の一部を変更したいと思います。 

 １番から２３番はただ今の着席のとおりとし、２４番を２５番として、２５番を２４

番までを１番繰り下げといたします。 

 それでは、ただ今指定した議席にそれぞれお着き願います。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １０時５５分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １１時０３分） 

 

           日程第７  常任委員の選任 
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○議長（田中達美君）  日程第７「常任委員の選任」を行います。 

 お諮りいたします。 

 常任委員の選任については、江田島市議会委員会条例第８条第１項の規定により議長

において指名したいと存じます。 

 これにご異議ありませんか。 

 石下洋子議員。 

○１２番（石下洋子君）  条例ではそのようになっていると思うんですけれども、希

望者を専任するというふうにしたらいいんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（田中達美君）  ただ今、石下洋子議員より、各常任委員会の委員については、

それぞれ希望する委員会へ所属したいという申し出がありました。これについてお諮り

いたします。 

 起立によって決定したいと思います。 

ただ今、石下洋子議員の申し入れがありました各自が自由に希望する委員会へ所属

したいという案につきまして、起立で賛否をとります。 

石下議員の提案に対して賛成の方はご起立をお願いいたします。 

（賛成者起立） 

 起立少数であります。 

 よって、江田島市議会委員会条例第８条第１項の規定により、議長において指名した

いと思います。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １１時０６分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １１時２５分） 

 各常任委員会の委員については、議長において指名したいと思います。 

 総務常任委員会委員に、太刀掛隼則君、上田 正君、住岡淳一君、越野哲也君、石下

洋子君、田中達美君、胡子雅信君、新家勇二君、西中克弘君。 

文教厚生常任委員会委員に、前田鎭夫君、下河内 泰君、胡子勝弘君、浜西金満君、

扇谷照義君、沖 也寸志君、鎌田哲彰君、登地靖徳君。 

産業建設常任委員会委員に、伊藤一志君、山根啓志君、山木信勝君、野﨑剛睦君、

山本一也君、林 久光君、小西俊明君、吉岡憲伸君、大越保之君、以上を指名いたしま

した。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました以上の諸君をそれぞれの常任委員に選任することに

決しました。 

 

           日程第８  議会運営委員の選任 

 

○議長（田中達美君）  日程第８「議会運営委員の選任」を行います。 
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お諮りいたします。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １１時２９分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １１時３９分） 

議会運営委員の選任については、江田島市議会委員会条例第８条第１項の規定によ

り、議会運営委員に太刀掛隼則君、西中克弘君、沖 也寸志君、下河内 泰君、伊藤一

志君、林 久光君を指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました以上の諸君を議会運営委員に選任することに決

しました。 

 

           日程第９  議会広報特別委員会の設置 

 

○議長（田中達美君）  日程第９「議会広報特別委員会の設置について」の件を議題

といたします。 

 議会広報の発刊及び調査を行うため、江田島市議会委員会条例第６条第１項及び第２

項の規定によって、６人の委員で構成する議会広報特別委員会を設置することにいたし

たいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、議会広報の発刊及び調査を行うため６人の委員で構成する議会広報特別委員

会を設置することに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １１時４１分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １１時５２分） 

 ただ今設置されました議会広報特別委員会の委員には、前田鎭夫君、登地靖徳君、住

岡淳一君、胡子雅信君、山根啓志君、野﨑剛睦君を指名したいと思います。 

 これにご異議はありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました以上の諸君を議会広報特別委員会委員に選任するこ

とに決定いたしました。 

 

           日程第１０  議会企業会計特別委員会の設置 

 

○議長（田中達美君）  日程第１０「企業会計特別委員会の設置について」の件を議

題といたします。 

 企業会計の研究及び調査を行うため、江田島市議会委員会条例第６条第１項及び第２
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項の規定によって、８人の委員で構成する企業会計特別委員会を設置することにいたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 よって、企業会計の研究及び調査を行うため８人の委員で構成する企業会計特別委員

会を設置することに決定いたしました。 

 ただ今設置されました企業会計特別委員会の委員の選任については、議長において指

名したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １１時５４分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １１時５６分） 

 ただ今設置されました企業会計特別委員会の委員の選任については、江田島市議会委

員会条例第８条第１項の規定により扇谷照義君、山本一也君、小西俊明君、林 久光君、

新家勇二君、吉岡憲伸君、西中克弘君、下河内 泰君を指名したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、ただ今指名いたしました以上の諸君を企業会計特別委員会委員に選任するこ

とに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １１時５６分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １２時０６分） 

 この際、次の日程に入るに先立ち、各常任委員会及び議会運営委員会及び特別委員会

の正副委員長の互選の結果が通知されていますので、ご報告いたします。 

総務常任委員長に、太刀掛隼則君、同副委員長に西中克弘君。 

文教厚生常任委員長に沖 也寸志君、同副委員長に下河内 泰君。 

産業建設常任委員長に伊藤一志君、同副委員長に林 久光君。 

議会運営委員長に西中克弘君、同副委員長に下河内 泰君。 

議会広報特別委員長に住岡淳一君、同副委員長に登地靖徳君。 

企業会計特別委員長に扇谷照義君、同副委員長に小西俊明君。 

以上でございます。 

ただ今議会運営委員長及び各常任委員長及び議会広報特別委員長及び企業会計特別

委員長から、所管事務調査については、江田島市議会会議規則第１０４条の規定により、

閉会中も引き続き、審査終了まで継続調査したい旨の申し入れがありました。 

この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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 ご異議なしと認めます。 

よって、この際、閉会中の継続調査の申し出の承認について、日程に追加し、議題

とすることに決定いたしました。 

 

           追加日程第２  閉会中の継続調査の申し出 

 

○議長（田中達美君）  追加日程第２「閉会中の継続調査の申し出の承認」について

の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員長及び各常任委員長及び議会広報特別委員長及び企業会計特別委員長か

らの閉会中の継続調査の申し出については、これを承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

閉会中の継続調査の申し出については、これを承認することに決定いたしました。 

 

           日程第１１  呉広域行政事務組合議会議員の選挙 

 

○議長（田中達美君）  日程第１１「呉広域行政事務組合議会議員の選挙」を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条の第２項の規定により、議長において

指名推選にしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は、議長において指名推選することに決定いたしました。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １２時０９分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １２時１１分） 

 呉広域行政事務組合議会議員に、上田 正君、伊藤一志君、沖 也寸志君、山木信勝

君を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今議長が指名いたしました以上の諸君を呉広域行政事務組合議会議員の当選人

と定めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名いたしました諸君は、呉広域行政事務組合議会議員に当

選されました。 

ただ今呉広域行政事務組合議会議員に当選されました上田 正君、伊藤一志君、沖

也寸志君、山木信勝君が議場におられます。江田島市議会会議規則第３２条第２項の規
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定により、告知をいたします。 

 

           日程第１２  農業委員会委員の推薦について 

 

○議長（田中達美君）  日程第１２「農業委員会委員の推薦について」の件を議題と

いたします。 

 お諮りいたします。 

 議会推薦の農業委員は４人とし、議長において推薦したいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

暫時休憩いたします。                （休憩 １２時１４分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １２時１５分） 

 議会推薦の農業委員は西中克弘君、大越保之君、林 久光君、山根啓志君、以上の諸

君を推薦したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ご異議なしと認めます。 

 したがって、議会推薦の農業委員は４人とし、西中克弘君、大越保之君、林 久光君、

山根啓志君、以上の諸君を推薦することに決定いたしました。 

 

暫時休憩いたします。                （休憩 １２時１６分） 

休憩を解いて会議を続けます。            （再開 １２時１７分） 

 

           日程第１３  同意第３号 

 

○議長（田中達美君）  日程第１３「同意第３号 監査委員の選任につき同意を求め

ることについて」を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、除斥に該当すると認められますので、小西俊明

君の退席を求めます。 

（小西議員退席） 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 曽根市長。 

○市長（曽根 薫君）  同意第３号でございます。監査委員の選任につき同意を求め

ることについてでございます。 

 江田島市監査委員に、次の者を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定

によりまして、議会のご同意をお願いするものでございます。 

 住所は江田島市能美町○○○○○○番地○○、氏名 小西俊明、昭和○○年○○月○

○日生まれ。平成１７年１１月８日提出、江田島市長。 
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 よろしくお願いいたします。 

○議長（田中達美君）  これをもって提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これから、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。 

 これで討論を終わります。 

 これより「同意第３号 監査委員の選任につき同意を求めることについて」を採決い

たします。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、「同意第３号 監査委員の選任につき同意を求めることについて」は、原案

のとおり同意することに決定いたしました。 

 小西俊明君の出席を求めます。 

（小西議員入場） 

 

閉会 

 

○議長（田中達美君）  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

 本日はこれで閉会いたします。 

 （閉会 １２時２０分） 
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