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東近江市議会第1回臨時会(新市初議会)及び市長選挙・市長初登庁8
第1回臨時会(初議会)
　東近江市誕生後の初議会は、平成17年2月11日に市長職務執行者が議会召集告示を行い、平成17年2月
16日に開催されました。
　議場は、在任特例の適用により議会議員が70名の多数となったので湖東信用金庫本店の会議室を借用
して開催されました。
　議長、副議長の選挙、委員会構成及び委員長選挙が行われ、議会構成が決定されました。議案は、議
会会議規則等議会の運営関係等で5件、2月11日新市誕生時に市長職務執行者が専決した237の条例、13
の暫定予算等11件の議案が審議され、全議案の承認及び議決がされました。

東近江市議会議員名簿

任期　平成17年10月31日
議席 氏　名 住　所 所属委員会 政党名

1 いのうえ　きくお
井上　喜久男 東近江市柴原南町516番地 産業建設常任委員会

2 かわなみ　よしかず
河並　義一 東近江市上二俣町1023番地2 文教民生常任委員会

3 いまわか　ようじ
今若　羊治 東近江市永源寺相谷町136番地 総務常任委員会

4 ようの　ながまさ
丁野　永正 東近江市建部瓦屋寺町134番地25 総務常任委員会

5 さわだ　やすひろ
澤田　康弘 東近江市大覚寺町1192番地2 文教民生常任委員会

6 ふくしま　よいち
福島　與一 東近江市勝堂町976番地 文教民生常任委員会

7 はた　じゅうぞう
畑　重三 東近江市建部日吉町446番地12 文教民生常任委員会委員長

8 こもり　こうぞう
小森　幸三 東近江市妙法寺町648番地 産業建設常任委員会

9 おおはし　やすはる
大橋　保治 東近江市五個荘木流町382番地3 文教民生常任委員会

10 ひげやま　こう
日下山　幸 東近江市五個荘石馬寺町262番地13 総務常任委員会

11 きたがわ　みつお
北川　満雄 東近江市五個荘小幡町95番地51 産業建設常任委員会

12 にしむら　かずたみ
西村　一民 東近江市市原野町2143番地 産業建設常任委員会

13 よしおか　げんざえもん
吉岡　源左衞門 東近江市北坂町696番地 文教民生常任委員会

14 うえだ　くめはる
植田　久米治 東近江市池之尻町292番地 文教民生常任委員会

15 まつした　かずいちろう
松下　和一郎 東近江市野口町213番地1 文教民生常任委員会

16 なかじま　さだいちろう
中島　定一郎 東近江市池庄町1358番地 文教民生常任委員会

17 ひらぎ　しょういち
平木　昭一 東近江市甲津畑町1118番地 文教民生常任委員会

18 ふじもと　けんいち
藤本　健一 東近江市上平木町1410番地1 産業建設常任委員会
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19 ばんば　けんいち
馬場　憲一 東近江市下里町121番地8 産業建設常任委員会

20 ふかお　としゆき
深尾　俊幸 東近江市八日市浜野町7番17号 産業建設常任委員会

21 よこやま　えいきち
横山　榮𠮷 東近江市東沖野五丁目12番8号 産業建設常任委員会

22 かわしま　じゅうごう
川嶋　重剛 東近江市五個荘山本町181番地 文教民生常任委員会 共産党

23 はた　はくお
畑　博夫 東近江市小脇町1478番地 産業建設常任委員会

24 やまだ　みをこ
山田　みを子 東近江市八日市金屋二丁目2番7号 産業建設常任委員会 公明党

25 にしざわ　よしぞう
西澤　善三 東近江市小田苅町1096番地 文教民生常任委員会

26 あおやま　ひろお
青山　弘男 東近江市小八木町709番地 総務常任委員会

27 まつもと　みつお
松本　光郎 東近江市上岸本町932番地 文教民生常任委員会副委員長

28 こくりょう　みつこ
國領　みつ子 東近江市五個荘山本町142番地4 産業建設常任委員会

29 おおはし　まさよし
大橋　政善 東近江市南清水町639番地21 産業建設常任委員会

30 てらむら　よしかず
寺村　義和 東近江市神田町162番地 総務常任委員会

31 なかがわ　きよし
中川　喜代司 東近江市五個荘木流町661番地 総務常任委員会 Ｈ17.4.13辞職

32 すずむら　しげふみ
鈴村　重史 東近江市鯰江町1252番地 副議長

総務常任委員会

33 なかむら　はじめ
中村　肇 東近江市尻無町814番地 文教民生常任委員会

34 まつおか　いさお
松岡　勲 東近江市平尾町200番地 産業建設常任委員会

35 おおた　やすひろ
太田　康博 東近江市小倉町1908番地 総務常任委員会

36 おおぼら　きょういち
大洞　共一 東近江市八日市緑町5番25号 文教民生常任委員会

37 やまもと　きよし
山本　清 東近江市百済寺本町1420番地 産業建設常任委員会

38 もりた　くめいち
森田　粂一 東近江市読合堂町67番地 産業建設常任委員会委員長

39 なかむら　のぼる
中村　昇 東近江市山上町4922番地 総務常任委員会

40 ふじの　みちはる
藤野　道春 東近江市三津屋町293番地 総務常任委員会

41 うえだ　いさお
植田　勲 東近江市清水中町190番地 総務常任委員会

43 みつたに　よういちろう
密谷　要一郎 東近江市妹町1197番地 総務常任委員会

44 こばやし　もとつぐ
小林　源嗣 東近江市上中野町89番地 産業建設常任委員会

45 こじま　りゅうたろう
小嶋　柳太郎 東近江市僧坊町41番地 産業建設常任委員会

46 にしざわ　かずこ
西澤　和子 東近江市永源寺相谷町861番地 文教民生常任委員会

47 おくい　せいいちろう
奥居　清一郎 東近江市新出町309番地 産業建設常任委員会副委員長

48 おおた　よしひこ
太田　禎彦 東近江市平柳町1250番地 総務常任委員会

49 もりさわ　ふみお
森澤　文夫 東近江市五個荘小幡町698番地2 文教民生常任委員会

50 たなか　さへい
田中　佐平 東近江市下岸本町376番地 文教民生常任委員会

51 てらむら　しげかず
寺村　茂和 東近江市五個荘北町屋町128番地 産業建設常任委員会

52 なかざわ　まさたか
中澤　正孝 東近江市下中野町677番地 文教民生常任委員会
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53 かがわ　やすまさ
加川　泰正 東近江市八日市町6番15号 文教民生常任委員会 公明党

54 いちだ　はるお
市田　治夫 東近江市五個荘竜田町461番地1 総務常任委員会副委員長

55 ふるたに　りょうえ
古谷　良衛 東近江市甲津畑町1125番地 総務常任委員会

56 にしむら　よしへい
西村　吉平 東近江市五個荘河曲町282番地 総務常任委員会

57 しい　ひろし
志井　弘 東近江市ひばり丘町1番48号 文教民生常任委員会

58 かとう　かつひこ
加藤　勝彦 東近江市横溝町1359番地 総務常任委員会

59 たにだ　いちろう
谷田　市郎 東近江市箕川町140番地 産業建設常任委員会

60 まつの　ゆきお
松野　幸夫 東近江市湯屋町544番地 産業建設常任委員会 共産党

61 こばやし　まさる
小林　優 東近江市沖野一丁目6番23号 総務常任委員会

62 いのうえ　たかし
井上　孝 東近江市大森町2133番地 文教民生常任委員会

63 たかむら　よきち
髙村　与吉 東近江市建部下野町400番地 議長

64 にしざわ　ひではる
西澤　英治 東近江市小田苅町1024番地7 総務常任委員会

65 よしざわ　かつみ
𠮷澤　克美 東近江市永源寺高野町151番地 総務常任委員会

66 すわ　いちお
諏訪　一男 東近江市宮荘町988番地 産業建設常任委員会

67 たかはし　たつじろう
高橋　辰次郎 東近江市政所町877番地 総務常任委員会委員長

68 のむら　しゅういちろう
野村　秀一郎 東近江市中戸町397番地 産業建設常任委員会 共産党

69 のだ　きよし
野田　清司 東近江市市原野町2249番地 文教民生常任委員会 共産党

70 すぎやま　ちゅうぞう
杉山　忠蔵 東近江市五個荘伊野部町586番地 文教民生常任委員会

71 まめた　しょういちろう
豆田　昇一郎 東近江市市辺町1056番地 総務常任委員会 共産党

（42番は欠番）

番　　号 件　　名
議案第１号
議案第２号
議案第３号
議案第４号
議案第５号

議案第６号

議案第７号

議案第８号

議案第９号

議案第10号

議案第11号

議案第12号

議案第13号

議案第14号
議案第15号
議案第16号

東近江市議会会議規則の制定について
東近江市議会傍聴規則の制定について
東近江市議会委員会条例の制定について
東近江市議会事務局設置条例の制定について
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市役所の位置を定める条例ほか236件の条例の制定について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（平成16年度東近江市一般会計暫定予算ほか12件の暫定予算）
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市の町（字）の名称の変更について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市指定金融機関の指定について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市及び能登川町介護認定審査会の共同設置について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市、蒲生町、日野町及び能登川町障害児通園（デイサービス）事業の事務委託について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（名神高速道路に関する救急業務に係る関係関連事務の委託について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市の町（字）の区域及び名称の変更について）
専決処分事項の承認を求めることについて
（東近江市の町（字）の区域及び名称の変更について）
東近江市・能登川町・蒲生町合併協議会の設置につき議決を求めることについて
八日市市土地開発公社定款の変更につき議決を求めることについて
市長の専決処分事項の指定について
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専決第１号

専　決　処　分　書

　次のことについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。

　平成17年２月11日
東近江市長職執行者　久田　元一郎

記
東近江市役所の位置を定める条例ほか236件の条例の制定について

条例第１号 東近江市役所の位置を定める条例
条例第２号 東近江市の休日を定める条例
条例第３号 東近江市公告式条例
条例第４号 東近江市議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
条例第５号 東近江市議会定例会の回数に関する条例
条例第６号 東近江市議会政務調査費の交付に関する条例
条例第７号 東近江市事務分掌条例
条例第８号 東近江市支所及び出張所設置条例
条例第９号 政治倫理の確立のための東近江市長の資産等の公開に関する条例
条例第10号 東近江市情報公開条例
条例第11号 東近江市個人情報保護条例
条例第12号 東近江市永源寺有線放送局条例
条例第13号 東近江市五個荘オフトーク通信施設条例
条例第14号 東近江市愛東無線放送条例
条例第15号 東近江市湖東コミュニティネットワーク局条例
条例第16号 東近江市湖東コミュニティネットワーク加入金徴収条例
条例第17号 東近江市湖東コミュニティネットワーク放送番組審議会条例
条例第18号 東近江市湖東地域情報センター条例
条例第19号 東近江市行政手続条例
条例第20号 東近江市印鑑条例
条例第21号 東近江市認可地縁団体印鑑条例
条例第22号 東近江市住居表示に関する条例
条例第23号 東近江市防災会議条例
条例第24号 東近江市災害対策本部条例
条例第25号 東近江市安心で安全なまちづくり条例
条例第26号 東近江市交通安全対策会議条例
条例第27号 東近江市交通指導員条例
条例第28号 東近江市自転車駐車場条例
条例第29号 東近江市自転車等の放置防止に関する条例
条例第30号 東近江市河辺の森駅前広場条例
条例第31号 東近江市五箇荘駅コミュニティハウス条例
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条例第32号 東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
条例第33号 東近江市議会議員及び東近江市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
条例第34号 東近江市議会議員及び東近江市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
条例第35号 東近江市監査委員条例
条例第36号 東近江市公平委員会条例
条例第37号 東近江市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例
条例第38号 東近江市固定資産評価審査委員会条例
条例第39号 東近江市総合計画審議会条例
条例第40号 東近江市職員定数条例
条例第41号 東近江市公益法人等への職員の派遣等に関する条例
条例第42号 東近江市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
条例第43号 東近江市職員の定年等に関する条例
条例第44号 東近江市職員の再任用に関する条例
条例第45号 東近江市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
条例第46号 東近江市職員の服務の宣誓に関する条例
条例第47号 東近江市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
条例第48号 東近江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
条例第49号 東近江市職員の育児休業等に関する条例
条例第50号 東近江市職員互助会条例
条例第51号 東近江市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
条例第52号 東近江市職員団体の登録に関する条例
条例第53号 東近江市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
条例第54号 東近江市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
条例第55号 東近江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
条例第56号 東近江市証人等の実費弁償に関する条例
条例第57号 東近江市特別職報酬等審議会条例
条例第58号 東近江市特別職の職員の給与に関する条例
条例第59号 東近江市長職務執行者の給与等に関する条例
条例第60号 東近江市教育長の給与及び旅費に関する条例
条例第61号 東近江市職員の給与に関する条例
条例第62号 東近江市職員の特殊勤務手当に関する条例
条例第63号 東近江市職員の退職手当に関する条例
条例第64号 東近江市職員等の旅費に関する条例
条例第65号 東近江市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
条例第66号 東近江市財政事情の作成及び公表に関する条例
条例第67号 東近江市特別会計条例
条例第68号 東近江市税条例
条例第69号 東近江市都市計画税条例
条例第70号 東近江市行政財産使用料条例
条例第71号 東近江市手数料条例
条例第72号 東近江市分担金等の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例
条例第73号 東近江市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
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条例第74号 東近江市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
条例第75号 東近江市財政調整基金条例
条例第76号 東近江市職員退職手当基金条例
条例第77号 東近江市減債基金条例
条例第78号 東近江市物品調達基金条例
条例第79号 東近江市公共施設整備基金条例
条例第80号 東近江市ふるさと創生基金条例
条例第81号 東近江市こども未来夢基金条例
条例第82号 東近江市医学奨学基金条例
条例第83号 東近江市図書館本の森基金条例
条例第84号 東近江市地域福祉基金条例
条例第85号 東近江市国民健康保険財政調整基金条例
条例第86号 東近江市国民健康保険診療所管理運営基金条例
条例第87号 東近江市介護保険財政調整基金条例
条例第88号 東近江市布引山霊苑管理基金条例
条例第89号 東近江市水源対策基金条例
条例第90号 東近江市ふるさと・水と土保全基金条例
条例第91号 東近江市電源立地地域整備基金条例
条例第92号 東近江市土地開発基金条例
条例第93号 東近江市下水道事業減債基金条例
条例第94号 東近江市農業集落排水処理施設管理基金条例
条例第95号 東近江市営住宅建設整備基金条例
条例第96号 東近江市簡易水道施設基金条例
条例第97号 東近江市木地師村整備基金条例
条例第98号 東近江市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
条例第99号 東近江市立小・中学校条例
条例第100号 東近江市心身障害児教育推進協議会条例
条例第101号 東近江市立学校の県費負担教職員の服務に関する条例
条例第102号 東近江市立幼稚園条例
条例第103号 東近江市医学生奨学金貸付条例
条例第104号 東近江市奨学金貸付条例
条例第105号 東近江市学校給食センター条例
条例第106号 東近江市社会教育委員条例
条例第107号 東近江市公民館条例
条例第108号 東近江市図書館条例
条例第109号 東近江市視聴覚ライブラリー条例
条例第110号 東近江市教育集会所条例
条例第111号 東近江市高屋集会所条例
条例第112号 東近江市八日市駅ホール条例
条例第113号 東近江市子育てふれあいセンター結の家条例
条例第114号 東近江市てんびんの里文化学習センター条例
条例第115号 東近江市泰山閣条例
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条例第116号 東近江市西堀榮三郎記念探検の殿堂条例
条例第117号 東近江市西堀公園条例
条例第118号 東近江市すこやかの杜キャンプ場条例
条例第119号 東近江市ことうヘムスロイド村条例
条例第120号 東近江市みすまの館条例
条例第121号 東近江市子どもセンター条例
条例第122号 東近江市青少年問題協議会条例
条例第123号 東近江市体育施設条例
条例第124号 東近江市学校体育施設開放条例
条例第125号 東近江市文化財保護条例
条例第126号 東近江市文化財保護審議会条例
条例第127号 東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例
条例第128号 東近江市伝統的建造物群保存地区防災施設条例
条例第129号 東近江市近江商人博物館条例
条例第130号 東近江市湖東歴史民俗資料館条例
条例第131号 東近江市史編さん委員会条例
条例第132号 東近江市福祉事務所条例
条例第133号 東近江市社会福祉法人の助成に関する条例
条例第134号 東近江市福祉センター条例
条例第135号 東近江市八日市ふれあいビレッジ条例
条例第136号 東近江市湖東リハビリステーション条例
条例第137号 東近江市福祉資金貸付及び基金に関する条例
条例第138号 東近江市福祉医療費助成条例
条例第139号 東近江市ホームヘルパー派遣手数料に関する条例
条例第140号 東近江市災害弔慰金の支給等に関する条例
条例第141号 東近江市犯罪被害者等支援条例
条例第142号 東近江市児童福祉法に基づく居宅生活支援に関する条例
条例第143号 東近江市保育所条例
条例第144号 東近江市保育の実施に関する条例
条例第145号 東近江市児童館条例
条例第146号 東近江市こどもの家条例
条例第147号 東近江市重度心身障害児育成福祉年金条例
条例第148号 東近江市遺児福祉年金条例
条例第149号 東近江市母子家庭等の児童入学祝金の支給に関する条例
条例第150号 東近江市老人福祉センター条例
条例第151号 東近江市高齢者生活福祉センター条例
条例第152号 東近江市老人生きがい福祉施設条例
条例第153号 東近江市老人憩いの家条例
条例第154号 東近江市愛東いきいき元気館条例
条例第155号 東近江市老人福祉医療費助成条例
条例第156号 東近江市敬老祝い及び百歳祝いに関する条例
条例第157号 東近江市身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する条例
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条例第158号 東近江市知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に関する条例
条例第159号 東近江市湖東障害者生活ホーム条例
条例第160号 東近江市隣保館・人権啓発センター条例
条例第161号  東近江市設置による八日市市同和地区結婚資金貸付及び基金に関する条例の失効に伴

う経過措置を定める条例
条例第162号 東近江市国民健康保険条例
条例第163号 東近江市国民健康保険診療所条例
条例第164号 東近江市介護保険条例
条例第165号 東近江市保健センター条例
条例第166号 東近江市廃棄物の処理及び環境の美化に関する条例
条例第167号 東近江市一般廃棄物最終処分場条例
条例第168号 東近江市布引山霊苑条例
条例第169号 東近江市あいとうエコプラザ菜の花館条例
条例第170号 東近江市水道水源保護に関する条例
条例第171号 東近江市八日市いきものふれあいの里条例
条例第172号  東近江市八日市地区・永源寺地区・五個荘地区・愛東地区・湖東地区農業委員会の選

挙による委員の定数及び選挙区設定に関する条例
条例第173号 東近江市トレーニングセンター条例
条例第174号 東近江市五個荘農村環境改善センター条例
条例第175号 東近江市永源寺地域産業振興会館条例
条例第176号 東近江市ふるさと文化体験学習館条例
条例第177号 東近江市政所生活改善センター条例
条例第178号 東近江市あいとうマーガレットステーション条例
条例第179号 東近江市湖東味咲館条例
条例第180号 東近江市永源寺特産物加工施設条例
条例第181号 東近江市中山間地域総合整備事業分担金徴収条例
条例第182号 東近江市地域用水機能増進事業分担金徴収条例
条例第183号 東近江市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
条例第184号 東近江市県営土地改良事業分担金等徴収条例
条例第185号 東近江市土地改良事業に係る災害復旧事業分担金条例
条例第186号 東近江市団体営土地改良事業分担金徴収条例
条例第187号 東近江市林業センター条例
条例第188号 東近江市愛郷の森条例
条例第189号 東近江市木地師資料館条例
条例第190号 東近江市林道開設及び改良事業分担金徴収条例
条例第191号 東近江市火入れに関する条例
条例第192号 東近江市猟区設置条例
条例第193号 東近江市猟区入猟承認料徴収条例
条例第194号 東近江市八日市公設地方卸売市場条例
条例第195号 東近江市五個荘近江商人屋敷条例
条例第196号 東近江市世界凧博物館八日市大凧会館条例
条例第197号 東近江市勤労者余暇利用施設条例
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条例第198号 東近江市勤労青少年ホーム条例
条例第199号 東近江市勤労者総合福祉センター条例
条例第200号 東近江市勤労福祉会館条例
条例第201号 東近江市道路占用料徴収条例
条例第202号 東近江市土木工事等分担金徴収条例
条例第203号 東近江市都市計画審議会条例
条例第204号 東近江市地区計画の案の作成に関する条例
条例第205号 東近江市モーテル類似施設の規制に関する条例
条例第206号 東近江市都市公園条例
条例第207号 東近江市万葉の森船岡山条例
条例第208号 東近江市親水公園条例
条例第209号 東近江市布引台地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
条例第210号 東近江市建築協定条例
条例第211号 東近江市建築審査会条例
条例第212号 東近江市営住宅条例
条例第213号 東近江市小集落改良住宅条例
条例第214号  東近江市設置による八日市市持家住宅建設資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定め

る条例
条例第215号  東近江市設置による八日市市住宅新築資金等貸付条例の失効に伴う経過措置を定める

条例
条例第216号 東近江市下水道条例
条例第217号 東近江市公共下水道使用料条例
条例第218号 東近江市公共下水道事業審議会条例
条例第219号 東近江市都市下水路条例
条例第220号 東近江市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例
条例第221号 東近江市農業集落排水処理施設条例
条例第222号 東近江市農業集落排水処理施設使用料条例
条例第223号 東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例
条例第224号 東近江市農業リソースセンター条例
条例第225号 東近江市水道事業の設置等に関する条例
条例第226号 東近江市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
条例第227号 東近江市水道事業給水条例
条例第228号 東近江市簡易水道の設置等に関する条例
条例第229号 東近江市簡易水道給水条例
条例第230号 東近江市簡易水道事業分担金徴収条例
条例第231号 東近江市簡易給水施設条例
条例第232号 東近江市消防団条例
条例第233号 東近江市消防団運営管理に関する条例
条例第234号 東近江市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
条例第235号 東近江市消防団員等公務災害補償条例
条例第236号 東近江市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
条例第237号 東近江市の暫定条例を廃止する条例
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専決第２号

平成16年度東近江市一般会計暫定予算 12,537,128千円
平成16年度東近江市住宅新築資金等貸付金特別会計暫定予算 195,204千円
平成16年度東近江市早期療育事業特別会計暫定予算 12,004千円
平成16年度東近江市国民健康保険(事業勘定)特別会計暫定予算 1,723,959千円
平成16年度東近江市国民健康保険(施設勘定)特別会計暫定予算 127,805千円
平成16年度東近江市老人保健特別会計暫定予算 1,661,433千円
平成16年度東近江市介護保険特別会計暫定予算 1,129,141千円
平成16年度東近江市介護保険認定審査事業特別会計暫定予算 12,744千円
平成16年度東近江市簡易水道事業特別会計暫定予算 26,159千円
平成16年度東近江市下水道事業特別会計暫定予算 2,967,984千円
平成16年度東近江市農業集落排水事業特別会計暫定予算 420,684千円
平成16年度東近江市公設地方卸売市場特別会計暫定予算 47,335千円
平成16年度東近江市水道事業会計暫定予算　　
 収益的収入　　　472,994千円
 支出　　　719,027千円
 資本的収入　　　330,768千円
 支出　　　497,688千円

市長選挙・市長初登庁
　初めての東近江市長選挙が平成17年２月27日に行われ、前八日市市長の中村功一氏が当選された。

　開票結果

投票者数 投票総数 持ち帰りその他 有効投票 無効投票

30,816 30,816 0 30,585 　231

届出番号 候補者名 年齢 党派 新現元の別 得票数

１
　中　村　功　一

（なかむら　こういち）
72 無所属 新 16,120

２
　西　沢　久　夫
（にしざわ　ひさお）

52 無所属 新 14,465

　市長選挙の翌日2月28日に中村功一新市長が初登庁され、久田市長職務執行者から事務を引き継ぎ、
職務を開始されました。




