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    議案第１号  平成２５年度江田島市一般会計予算 

    議案第２号  平成２５年度江田島市国民健康保険特別会計予算 

    議案第３号  平成２５年度江田島市後期高齢者医療特別会計予算 

    議案第４号  平成２５年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別 
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    議案第１１号 平成２５年度江田島市交通船事業会計予算 

    議案第１２号 平成２５年度江田島市水道事業会計予算 
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