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    議案第１２号 平成２８年度江田島市下水道事業会計予算 

  発議第１号  江田島市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

         の一部を改正する条例（案）の提出について ･･･････････････202 

  発議第２号  江田島市議会会議規則の一部を改正する規則（案）の提出 

         について ･･･････････････････････････････････････････････203 

  発議第３号  軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険 

         性や予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書（案） 

         の提出について ･････････････････････････････････････････204 

  閉  会 ･････････････････････････････････････････････････････････････205 
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