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令和元年第６回邑南町議会定例会議事日程（第２号） 

 

 

令和元年12月９日（月）午前９時30分開議 

 
 
開議宣告 

 
  議事日程の報告 
 
日程第１ 会議録署名議員の指名 
 
日程第２ 議案の質疑 

 

議案第55号 市町村建設計画の一部変更について 
 
 
議案第56号 安芸高田市に設置した公の施設の廃止に関する協議について 
 
 
議案第57号 令和元年度邑南町一般会計補正予算第４号について 
 
 
議案第58号 令和元年度邑南町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号

について 
 
 
議案第59号 令和元年度邑南町後期高齢者医療事業特別会計補正予算第２

号について 
 
議案第60号 令和元年度邑南町下水道事業特別会計補正予算第３号につい

て 
 
 
議案第61号 令和元年度邑南町電気通信事業特別会計補正予算第２号につ

いて 
 
 
議案第62号 令和元年度邑南町水道事業会計補正予算第２号について 
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令和元年第６回 邑南町議会定例会（第２日目） 会議録 

【令和元年12月９日（月）】 

―― 午前９時30分 開議 ―― 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

開議宣告 

 

●山中議長（山中康樹）  おはようございます。これより、本日の会議を開き

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ございます。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

●山中議長（山中康樹）  日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。６

番、漆谷議員、７番、大屋議員、お願いをいたします。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

日程第２ 議案の質疑 

 

●山中議長（山中康樹）  日程第２、議案の質疑。これより、議案第５５号か

ら議案第６２号までの質疑を行います。はじめに、議案第５５号に対する質疑に

入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５５号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第５６号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５６号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第５７号から議案第６２号に対する質疑に入ります。質疑

の際は、あらかじめページ数を示して、これを行っていただきますようお願いい

たします。はじめに、議案第５７号に対する質疑に入ります。質疑はありません

か。 
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（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５７号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第５８号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５８号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第５９号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第５９号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第６０号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第６０号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第６１号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第６１号の質疑を終わりま

す。続きまして、議案第６２号に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

（「ありません」の声あり） 

 

●山中議長（山中康樹）  無いようですので、議案第６２号の質疑を終わりま

す。以上で、議案第５５号から議案第６２号までの質疑は、すべて終了いたしま

した。 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

散会宣告 
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●山中議長（山中康樹）  以上で、本日の日程は全て議了いたしました。 
本日は、これにて散会といたします。 

 

―― 午前９時51分 散会 ―― 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

 

 

議  長 

 

 

 

署名議員 

 

 

 

署名議員 

 

 

 

 

 


