
平成１８年第２回定例会 

 

招集年月日  平成１８年３月６日 

招集の場所  江田島市議会議場 

 

会 議 録 目 次 

 

３月６日（月）第１日 

 出席・欠席議員   ･･･････････････････････････････････････････････････････  1 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名  ･････････････････････････････････  1 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名  ･････････････････････････････････  1 

 議事日程  ･････････････････････････････････････････････････････････････  1 

 開 会（開 議）（１０時００分）  ･･･････････････････････････････････････  5 

 諸般の報告  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  5 

 会議録署名議員の指名  ･････････････････････････････････････････････････  7 

 会期の決定  ･･･････････････････････････････････････････････････････････  8 

 報告第１号 専決処分の報告について ･････････････････････････････････････  8 

 報告第２号 専決処分の報告について ･････････････････････････････････････  9 

 報告第３号 専決処分の報告について ･････････････････････････････････････ 10 

 報告第４号 専決処分の報告について ･････････････････････････････････････ 10 

 報告第５号 専決処分の報告について ･････････････････････････････････････ 11 

 諮問第１号～諮問第６号〔一括上程〕 人権擁護委員候補者の推薦について ･･･ 12 

 議案第５号 平成１７年度江田島市一般会計補正予算（第６号） ･････････････ 14 

 議案第６号 平成１７年度江田島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）･･･ 19 

 議案第７号 平成１７年度江田島市老人保健特別会計補正予算（第２号）･･･････ 20 

 議案第８号 平成１７年度江田島市介護保険特別会計補正予算（第４号）･･･････ 22 

 議案第９号 平成１７年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算 

（第１号）   ･････････････････････････････････････････････ 23 

 議案第１０号 平成１７年度江田島市漁港管理特別会計補正予算（第１号）･････ 25 

 議案第１１号 平成１７年度江田島市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 ･･･････････････････････････････････････････ 26 

 議案第１２号 平成１７年度江田島市農業集落排水事業特別会計補正予算 

（第３号）  ･････････････････････････････････････････････ 29 

 議案第１３号 平成１７年度江田島市地域開発事業特別会計補正予算（第１号）･ 30 

 議案第１４号 平成１７年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計補正予算 

（第４号） ･･･････････････････････････････････････････････ 32 

 議案第１５号 江田島市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例案に 

ついて ･･･････････････････････････････････････････････････ 33 



 

 議案第１６号 江田島市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例案につ 

いて ･････････････････････････････････････････････････････ 36 

 議案第１７号 江田島市国民保護協議会条例案について ･････････････････････ 38 

 議案第１８号 江田島市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例案につ 

いて ･････････････････････････････････････････････････････ 39 

 議案第１９号 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽 

自動車税の賦課徴収の特例に関する条例案について ･･･････････ 40 

 議案第２０号 江田島市暴走族追放条例案について ･････････････････････････ 42 

 議案第２１号 江田島市障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例案 

について ･････････････････････････････････････････････････ 44 

 議案第２２号 江田島市部設置条例の一部を改正する条例案について ･････････ 45 

 議案第２３号 江田島市支所，出張所及び連絡所設置条例の一部を改正する条例 

案について ･･･････････････････････････････････････････････ 46 

 請願第１号  鷲部出張所の存続を求める請願書 ･･･････････････････････････ 64 

 請願第２号  宮ノ原出張所の存続を求める請願書 ･････････････････････････ 64 

 議案第２４号 江田島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

る条例の一部を改正する条例案について ･････････････････････ 65 

 議案第２５号 江田島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 

案について ･･･････････････････････････････････････････････ 68 

 議案第２６号 江田島市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

案について ･･･････････････････････････････････････････････ 72 

 議案第２７号 江田島市教職員住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例案に 

ついて ･･･････････････････････････････････････････････････ 73 

 議案第２８号 江田島市立学校施設使用条例の一部を改正する条例案について ･･ 75 

 議案第２９号 江田島市学校給食共同調理場設置及び管理条例の一部を改正する 

条例案について ･･･････････････････････････････････････････ 76 

 延 会（１６時４４分）  ･････････････････････････････････････････････････ 77 

 

３月７日（火）第２日 

 出席・欠席議員   ･･･････････････････････････････････････････････････････ 78 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名  ･････････････････････････････････ 78 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名  ･････････････････････････････････ 78 

 議事日程  ･････････････････････････････････････････････････････････････ 78 

 開 議（１０時００分）  ･････････････････････････････････････････････････ 81 

 議案第３０号 江田島市公民館設置及び管理条例の一部を改正する条例案につい 

て ･･･････････････････････････････････････････････････････ 81 

 議案第３１号 江田島市児童公園設置及び管理条例の一部を改正する条例案につ 

いて ･･･････････････････････････････････････････････････････ 82 

 議案第３２号 江田島市ひとり親家庭等医療費支給条例及び江田島市重度心身障 



 

害者医療費支給条例の一部を改正する条例案について･･･････････ 84 

 議案第３３号 江田島市敬老金贈呈条例の一部を改正する条例案について･･･････ 87 

議案第３４号 江田島市し尿処理施設，ごみ処理施設及び不燃ごみ処理施設設置 

及び管理条例の一部を改正する条例案について ･････････････････ 89 

 議案第３５号 江田島市水産業振興施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

案について ･････････････････････････････････････････････････ 91 

 議案第３６号 江田島市下水道条例及び江田島市農業集落排水処理施設条例の一 

部を改正する条例案について ･･･････････････････････････････ 92 

 議案第３７号 江田島市火災予防条例の一部を改正する条例案について ･･･････ 93 

 議案第３８号 江田島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例案について･･･ 94 

 議案第５５号 江田島市旅客定期航路事業運送条例の一部を改正する条例案につ 

いて ･･･････････････････････････････････････････････････････ 96 

 議案第３９号 江田島市農業振興センター設置及び管理条例を廃止する条例案に 

ついて ･･････････････････････････････････････････････････ 108 

 議案第４０号 江田島市総合計画基本構想案について ･･････････････････････ 110 

 議案第４１号 辺地に係る公共的施設の総合的な設備に関する財政上の計画の策 

定について ･･････････････････････････････････････････････ 113 

 議案第４２号 広島県と江田島市との間における漁港管理事務の事務委託に関す 

る規約の変更について ････････････････････････････････････ 116 

 議案第４３号 市道の路線認定について ･･････････････････････････････････ 117 

 市長の施政方針 ････････････････････････････････････････････････････････ 119 

 議案第４４号～議案第５４号，議案第５６号～議案第５８号   ････････････ 122 

〔一括上程   提案理由の説明〕 

    議案第４４号 平成１８年度江田島市一般会計予算 

   議案第４５号 平成１８年度江田島市国民健康保険特別会計予算 

   議案第４６号 平成１８年度江田島市老人保健特別会計予算  

   議案第４７号 平成１８年度江田島市介護保険特別会計予算 

   議案第４８号 平成１８年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

   議案第４９号 平成１８年度江田島市港湾管理特別会計予算  

   議案第５０号 平成１８年度江田島市漁港管理特別会計予算  

   議案第５１号 平成１８年度江田島市公共下水道事業特別会計予算 

  議案第５２号 平成１８年度江田島市農業集落排水事業特別会計予算  

  議案第５３号 平成１８年度江田島市地域開発事業特別会計予算  

  議案第５４号 平成１８年度江田島市公共下水道事業（能美地区）会計予算 

  議案第５６号 平成１８年度江田島市交通船事業会計予算  

  議案第５７号 平成１８年度江田島市国民宿舎事業会計予算  

    議案第５８号 平成１８年度江田島市水道事業会計予算  

 予算審査特別委員会の設置 ･･････････････････････････････････････････････ 123 

 延 会（１４時４５分）  ････････････････････････････････････････････････ 124 



 

３月２４日（金）第３日 

 出席・欠席議員  ････････････････････････････････････････････････････････ 125 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名  ････････････････････････････････ 125 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名  ････････････････････････････････ 125 

 議事日程  ････････････････････････････････････････････････････････････ 125 

 開 議（１０時００分）  ････････････････････････････････････････････････ 127 

 諸般の報告  ･･････････････････････････････････････････････････････････ 127 

発議第１号  江田島市議会議員の会派及び代表者会議規程（案）の提出につい 

て ･･････････････････････････････････････････････････････ 129 

 議案第５９号 江田島市介護保険条例の一部を改正する条例案について ･･････ 130 

 議案第６０号 平成１７年度江田島市一般会計補正予算（第７号） ･･････････ 138 

 一般質問（８人） ･･････････････････････････････････････････････････････ 139 

   １ 山木 信勝 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････139 

       財政健全化の取り組みについて  

２ 越野 哲也 議員 ･････････････････････････････････････････････････････143 

(1) 施政方針について  

       (2) 防衛施設関連との関係について 

       (3) コミュニティ推進について 

   ３ 山根 啓志 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････148 

        行財政改革について 

   ４ 沖 也寸志 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････152 

        (1) 津久茂架橋の構想について 

        (2) 本市職員の適正化について 

   ５ 山本 一也 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････156 

        (1) 同和問題と人権啓発について 

        (2) ＩＳＯ取得について 

６ 野﨑 剛睦 議員 ･････････････････････････････････････････････････････160

飛渡瀬・江南地区の諸問題 

(1) 下水道事業について 

        (2) 市の放送について 

        (3) 小学校の通学指定の変更について 

        (4) 保育園の統合について 

   ７ 前田 鎭夫 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････163 

        (1) これからの財政見通しについて 

        (2) 出張所等の閉鎖に代わる窓口は 

   ８ 太刀掛 隼則 議員 ････････････････････････････････････････････････････167 

        (1) 税の徴収率向上について 

        (2) 第三セクターについて 

        (3) 滞納処分について 



 

 延 会（１５時２４分）  ････････････････････････････････････････････････ 172 

 

３月２７日（月）第４日 

 出席・欠席議員   ･･････････････････････････････････････････････････････ 173 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名  ････････････････････････････････ 173 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名  ････････････････････････････････ 173 

 議事日程  ････････････････････････････････････････････････････････････ 173 

 開 議（１０時００分）  ････････････････････････････････････････････････ 175 

 一般質問（４人） ･･････････････････････････････････････････････････････ 175 

   ９ 西中 克弘 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････175 

        団塊の世代のまちおこし，定住政策について 

   10 浜西 金満 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････185 

        人口減を抑えるため世帯増の施策について 

   11 石下 洋子 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････187 

        (1)「障害者自立支援法」について 

        (2) 本市の将来像の説明を  

   12 胡子 雅信 議員 ･･････････････････････････････････････････････････････195 

        (1)【ネット財政改革会議】（仮称） 

        (2) 沖美町産廃処分場問題について 

        (3) 行財政改革について 

議案第４４号～議案第５４号，議案第５６号～議案第５８号 

〔予算審査特別委員会 委員長報告〕 ････････････････････････････ 203 

 散 会（１２時３１分）  ････････････････････････････････････････････････ 205 

 

（３月３０日 自然閉会） 

 


