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            午前１０時００分 開会 

○議長（木村松雄君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成２７年第３回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、議員研修についてご報告申し上げます。 

 ７月２３日に、新潟県立大学の田口准教授を講師にお招きし、議会議員政治倫理条例に

ついて研修会を開催いたしました。講師からは、政治倫理に関して検討すべき視点など詳

しく説明があり、有意義な研修となりました。 

 次に、議長関係会議の報告を申し上げます。 

 ６月１７日に東京都において全国市議会議長会定期総会が開催され、出席いたしまし

た。また、８月７日に香川県三木市のトレスタ白山において第１５回四国土砂防災ネット

ワーク議員連盟定期総会があり、出席いたしました。活動報告や決算報告等の後、砂防行

政の新たな展開についてなど、貴重な講演を受けました。 

 次に、組合関係、その他についてご報告申し上げます。 

 ７月７日に徳島中央広域連合議会臨時会、７月３１日に市町村議会議員公務災害補償等

組合議会臨時会に出席をしております。 

 その他といたしまして、７月４日に美馬市制１０周年記念式典及び総合落成式が穴吹農

村環境改善センターで開催され、出席いたしました。また、７月１４日は阿波市緑と森づ

くり委員会総会、２８日には後期高齢者医療広域連合議会全員協議会に出席をいたしまし

た。また、８月６日は西条大橋沿線・国道３１８号改良促進期成会、１０日には後期高齢

者医療広域連合議会定例会、１９日には四国横断線改良促進期成同盟会通常総会、２０日

には阿波市地域公共交通会議、２１日には第十堰対策促進期成同盟会通常総会、２２日に

は阿波市納涼祭に出席いたしました。そのほかにも各種会議等に出席しております。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に保管していますので、ご高覧ください。 

 次に、教育委員会から平成２６年度の教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の

状況についての点検及び評価に関する報告書の提出がありましたので、お手元に配付して

おります。詳細につきましては、議会事務局に保管していますので、ご高覧ください。 

 次に、監査委員から平成２７年５月、６月、７月分の例月現金出納検査及び監査結果報
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告書が議長宛てに提出されています。関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高

覧ください。 

 次に、５月２８日より８月２５日に開催された議会運営委員会までに受理いたしました

陳情書については、既に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり、議案等の提出通知がありましたので、ご報告し

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（木村松雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１番谷美知代さん、２番笠井一司

君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（木村松雄君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、８月２５日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 原田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（原田定信君） おはようございます。 

 議長より指名がございましたので、議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上

げます。 

 平成２７年第３回阿波市議会定例会の運営協議のため、８月２５日午前１０時から委員

会室において、議長及び委員８名、理事者側から市長、副市長、政策監、企画総務部長ほ

か担当職員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日９月１日から

９月２５日までの２５日間に決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付をしてあります日割り表のとおり、本日は行政報告、提

出議案の説明、決算審査特別委員会設置を予定いたしております。 

 ９月９日の本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定いたし
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ております。９月１０日の午前１０時に開会し一般質問、９月１１日も午前１０時に開会

し一般質問、その後、議案に対しての質疑、各委員会へ付託を予定いたしております。 

 次に、９月１４日午前９時３０分から決算審査特別委員会、９月１５日午前１０時から

総務常任委員会、９月１６日午前１０時から文教厚生常任委員会、９月１７日は午前１０

時から産業建設常任委員会を予定いたしております。 

 次に、９月２５日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定いたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、明日９月２日の正午となってお

ります。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしくお願いい

たしまして、報告といたします。 

○議長（木村松雄君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から９月２５日までの２５日間とすることにご異議ご

ざいませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から９月２５日までの

２５日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（木村松雄君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 本日は、平成２７年第３回阿波市議会定例会を招集させていただきましたところ、議員

各位には、大変お忙しい中ご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。ま

た、日ごろは市行政全般にわたり、格別のご支援、ご協力を賜りまして、心から厚くお礼

申し上げます。 

 それでは、開会に当たり、市政の重要課題等についてご報告申し上げます。 

 初に、阿波市制施行１０周年記念事業阿波市フェスタの開催についてであります。 

 来る１０月２４日、２５日の２日間にわたり、市役所及びアエルワにおいて、将来を担

う子どもたちを育成し、地域の活性化を図るための五感で感じる体験型イベント阿波市フ

ェスタを開催いたします。 
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 庁舎１階で行う、市内の中学生音楽部ととくしま国民文化祭記念管弦楽団によるオープ

ニング演奏を皮切りに、市内産の農産物を生かした阿波ベジマルシェ、阿波ベジカフェ、

吉野川高校生による押し花体験、四国大学生による書道体験、またオープンガーデンクラ

ブ会員と市内小学校１０校の児童が丹精込めて育てた花を飾る、未来に花咲くプロジェク

トなど、阿波市の持つ魅力を見る、聞く、味わう、嗅ぐ、触れるといった五感で楽しんで

いただくイベントとなっております。 

 また、徳島県との共催によりまして、四国三郎吉野川や阿波藍などで代表される青き国

徳島を 新の４Ｋ映像とオーケストラの生演奏で表現する、プロジェクションマッピン

グ・コンサート青のシンフォニーをアエルワで開催いたしますとともに、その模様をアス

ティとくしまで同日開催されます、全国少年少女発明クラブ創作展に光ケーブルを使って

ライブ中継するなど、まさに全国初の新感覚体感型イベントとしております。 

 県内外から多くの方が阿波市へお越しいただき、阿波市の魅力を情報発信できるものと

考えておりますので、ご理解、ご協力賜りますようお願いいたします。 

 次に、阿波市まち・ひと・しごと総合戦略についてであります。 

 全国的な課題であります人口減少、超高齢化社会に対し、本市の地域特性を十二分に生

かし、市を挙げての取り組みを強力に進めていくため、去る７月２日に産・官・学・勤・

労・言の各界を代表する委員で構成する阿波市まち・ひと・しごと創生本部有識者会議を

新たに設置し、人口減少対策を初め、地域産業の振興、活力ある地域づくりなどに関して

ご提言をいただいたところであります。 

 また、市民の方々を対象にアンケートを実施し、結婚や出産・育児に関する意向を調査

するなど、幅広く意見をいただいたところであり、現在、これらのご意見、ご提言を踏ま

え、本市における人口減少対策や地域活性化の方向性や具体的施策を盛り込んだ、阿波市

まち・ひと・しごと創生総合戦略の素案を取りまとめているところであります。 

 今後、今月８日に第２回の有識者会議を開催し、素案に対するご意見をいただき、今議

会開催中に市議会に対して素案をお示しし、ご意見をいただいた上、１０月中に策定した

いと考えております。 

 次に、阿波スマートインターチェンジ準備会設立についてであります。 

 徳島自動車道の有効活用と地域活性化のため、阿波市内における新たなスマートインタ

ーチェンジの設置が強く望まれてきたところであります。これまでも、私自身何度も国や

県、西日本高速道路株式会社に要望を行うなど、その具現化に向けて努めてまいりまし
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た。また、市議会におかれましても、地域活性化インターチェンジ調査特別委員会を設置

いただき、関係各方面へ要望いただくなど、多大なご尽力をいただいたところでありま

す。 

 その結果、去る６月３０日に国土交通省から、スマートインターチェンジについて国と

して必要性が確認できる準備段階調査箇所として選定された全国１７カ所の中に阿波市が

採択をいただいたところであります。この機会を逃すことなく、インターチェンジの早期

整備に向け、計画的かつ効率的に準備、検討を進めるため、去る８月２６日には国、県、

西日本高速道路株式会社及び阿波市で構成いたします、阿波スマートインターチェンジ準

備会を設立したところであります。今後、国の直轄事業として実施される準備段階調査と

あわせ、準備会での協議、検討を進め、スマートインターチェンジ早期設置の実現に努め

てまいりますので、市議会におきましても引き続きご理解、ご協力を賜りますよう切にお

願いいたします。 

 次に、阿波市消防操法競技大会及び阿波市予選会が、７月１９日市役所駐車場において

開催され、日ごろの訓練の成果を発揮された結果、ポンプ自動車の部は土成方面第４分団

が、小型ポンプの部は土成方面第１分団と阿波方面第７分団が、来年７月に開催されます

第３０回徳島県消防操法競技大会に出場が決定したところであります。県大会におきまし

ても、訓練の成果を十分発揮していただきますようご期待申し上げております。 

 次に、熱中症予防対策についてであります。 

 近年、異常気象などによる気温の上昇が見られており、今年の夏につきましても、７月

末から８月上旬にかけて記録的な猛暑日が続くなど、全国的な猛暑となったところであり

ます。こうした状況のもと、特に高齢者の方々における熱中症の発症が懸念されることか

ら、去る７月２５日アエルワにおいて、市民の健康保持をサポートするための熱中症予防

対策講演会を開催いたしました。講演会には３００名ほどの市民の方がご参加をいただ

き、熱中症のメカニズムを初め、効果的な予防法や対処法などなどについて啓発を行った

ほか、あわせて１階ロビーにおきまして健康相談ブースを設置し、多くの市民の皆様から

ご相談をいただいたところであります。 

 次に、四国地域福祉実践セミナーin徳島・阿波市が、８月１日アエルワにおいて開催さ

れました。 

 このセミナーでは、四国４県から地域福祉の実践者が集い、人口減少、高齢化が進む

中、新たな生活課題や福祉課題について協議が行われたところであります。誰もが安心し
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て暮らし続けることができる住民力、地域力の再構築が図られ、意義深い会議であったと

考えております。 

 次に、被爆アオギリの苗木の植樹及び映画「アオギリにたくして」の上映会についてで

あります。 

 去る８月２１日、庁舎東側の緑地帯及びアエルワにおきまして、戦後７０年という大き

な節目の年に、さきの戦争により多数の尊い命を失ったことについて改めて考えるために

開催したところであります。 

 昭和２０年８月６日の原爆投下により広島市内が焼野原となった際、翌年春に新芽を出

し、市民に生きる希望を与えたアオギリの苗木をもらい受け、市内中学生とともに記念植

樹を行いましたので、大切に育てていきたいと思います。 

 また、映画「アオギリにたくして」の上映会では、戦争を知る世代の高齢化が進み、戦

争体験の風化が危惧される中、市民一人一人が戦争の悲惨さや原爆の恐ろしさ、あるいは

平和の尊さ、命の大切さを再認識し、次世代にしっかりと受け継いでいくとともに、郷土

を愛する心を育んでいくことを願ったところであります。 

 次に、去る８月２０日、温泉施設御所の郷の利用者が３００万人を超え、記念品を授与

させていただきました。この日、３００万人目となったのは、堺市から訪れたご夫婦であ

りまして、帰省したときは必ず利用されているとのことでありました。 

 次に、阿波市納涼祭についてであります。 

 去る８月２２日に、阿波市商工会青年部の主催により、アエルワ周辺におきまして第４

回阿波市の納涼祭が、市内外の子どもから大人まで約５，０００人に及ぶ来場により、盛

大に開催されたところであります。大好評のレーザー花火ショーを初め、熱気球２基によ

る搭乗体験で盛り上がり、夏の一夜をいろどる華やかなイベントとして、市民の一体感の

醸成や地域の活性化に大いに貢献できたものと考えております。商工会青年部の皆様の熱

意とご努力のたまものであると、改めて敬意を表する次第であります。 

 次に、終戦７０周年記念徳島県戦没者追悼式及び平成２７年度徳島県戦没者遺族大会に

ついてであります。 

 昨日、阿波銀ホールにおきまして、飯泉徳島県知事初め、県議会議長、関係市町村長、

戦没者遺族が多数出席のもと開催されたところであります。終戦７０年という記念すべき

大会として、大戦の記憶を風化させず、平和の尊さを忘れないよう、また戦没者遺族を二

度と出さないよう、世界の恒久平和の実現に向け、たゆまぬ努力を続けていくことを決議
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したところであります。 

 次に、関係行政機関などへの要望についてご報告いたします。 

 去る７月９日には、四国治水期成同盟連合会通常総会並びに四国河川協議会総会が石井

町において開催されました。 

 総会では、地球温暖化に伴う気候変動による豪雨が激化傾向にあり、洪水被害の拡大が

懸念されていることから、予防的な治水対策に充てる投資を確保し、洪水被害を未然に防

止するため、治水事業費の必要額を確保することを国に対し強く要望することを決議した

ところであります。また、この決議に基づき、８月３日から国土交通省及び県選出国会議

員に対し、河川改修に対する要望活動を行ってまいりました。 

 次に、地方創生コンシェルジュの交流会についてであります。 

 去る８月６日、東京におきまして、国の関係省庁に配置されております徳島県担当地方

創生コンシェルジュとの意見交換会が開催され、本県からは、飯泉知事を初め、県議会議

長、県幹部職員及び県内市町村長が参加して、県版及び市町村版の人口ビジョン、総合戦

略の策定推進に向け、徳島県担当創生コンシェルジュとの意見交換を行ったところであり

ます。コンシェルジュから全国で取り組まれている事例等について意見交換を行うことが

でき、大変意義深いものとなったところであります。 

 次に、全国徳島県人会連合会意見交換会についてであります。 

 去る８月１０日、ホテルクレメント徳島におきまして、徳島県人会連合会意見交換会が

開催され、本県への観光誘客、県産品の振興、定住促進などについて意見交換を行ったと

ころであります。各県人会会員の方におきましては、本県の広告塔としてさまざまな場面

においてふるさと徳島をアピールしていただいており、地方創生に向けたご意見をいただ

いたところであります。 

 次に、徳島自動車道４車線化促進期成同盟会総会についてであります。 

 去る８月２７日、美馬市におきまして徳島自動車道の４車線化に向けた協議が行われた

ところであります。総会では、徳島自動車道の現状について、ＮＥＸＣＯ西日本より報告

を受け、４車線化に向けた今後の取り組みについて協議を行ったところであります。 

 今後、４車線化の早期実現に向け、国土交通省を初め、県選出国会議員、また西日本高

速道路株式会社等、関係機関へ粘り強く要望を行うとともに、利用者の拡大に向けたキャ

ンペーンの実施などを決議したところであります。市議会におかれましても、今後より一

層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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 以上、ご報告申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第４８号 平成２６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ５ 議案第４９号 平成２６年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ６ 議案第５０号 平成２６年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第 ７ 議案第５１号 平成２６年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決 

               算認定について 

  日程第 ８ 議案第５２号 平成２６年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第 ９ 議案第５３号 平成２６年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 

               入歳出決算認定について 

  日程第１０ 議案第５４号 平成２６年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１１ 議案第５５号 平成２６年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第１２ 議案第５６号 平成２６年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１３ 議案第５７号 平成２７年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につい 

               て 

  日程第１４ 議案第５８号 平成２７年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               １号）について 

  日程第１５ 議案第５９号 平成２７年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について 

  日程第１６ 議案第６０号 平成２７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

  日程第１７ 議案第６１号 阿波市手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第１８ 議案第６２号 阿波市個人情報保護条例の一部改正について 

  日程第１９ 議案第６３号 平成２６年度板野郡西部学校給食組合一般会計歳入歳出 

               決算認定について 
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  日程第２０ 報告第 ４号 平成２６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率に 

               ついて 

○議長（木村松雄君） 日程第４、議案第４８号平成２６年度阿波市一般会計歳入歳出決

算認定についてから日程第２０、報告第４号平成２６年度阿波市健全化判断比率及び資金

不足比率についてまでの計１７件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案しております議案に

ついて提案理由の説明を申し上げます。 

 提案しております議案は、決算認定１０件、予算案件４件、条例案件２件、報告案件１

件の計１７件であります。 

 初に、議案第４８号平成２６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案

第５５号平成２６年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８件の

決算認定につきましては、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、監査委員の審査

に付しましたので、同法第２３３条第３項の規定により、議会の認定をお願いするもので

あります。 

 次に、議案第５６号平成２６年度阿波市水道事業会計決算認定については、地方公営企

業法第３０条第２項の規定に基づき、監査委員の審査に付しましたので、同法第３０条第

４項の規定により、議会の認定をお願いするものであります。 

 次に、議案第５７号平成２７年度阿波市一般会計補正予算（第３号）については、追加

補正予算額６億２，５３０万円であります。主なものといたしましては、個人番号カード

交付事業費、道路新設改良費などであります。 

 次に、議案第５８号平成２７年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いては、追加補正予算額２，７０８万円であります。 

 次に、議案第５９号平成２７年度阿波市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついては、追加補正予算額５００万円であります。 

 次に、議案第６０号平成２７年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）について

は、追加補正予算額４，２８２万２，０００円であります。 

 次に、議案第６１号阿波市手数料徴収条例の一部改正について及び議案第６２号阿波市

個人情報保護条例の一部改正については、行政手続における特定の個人を識別するための
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番号の利用等に関する法律の施行に伴い一部改正をするものであります。 

 次に、議案第６３号平成２６年度板野郡西部学校給食組合一般会計歳入歳出決算認定に

ついては、地方自治法第２９２条及び地方自治法施行令第５条第３項の規定により議会の

認定をお願いするものであります。 

 次に、報告第４号平成２６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率については、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づ

き、監査委員の審査に付しましたので、報告するものであります。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては担当部長等より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 三木会計管理者。 

○会計管理者（三木利彦君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、ただいま市長からご提案申し上げました議案のう

ち、議案第４８号平成２６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第５５

号平成２６年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８議案につき

まして補足説明いたします。 

 資料といたしましてお手元に配付しておりますＡ３の用紙１枚物、平成２６年度阿波市

一般会計歳入歳出決算表によりまして決算の概要をご説明申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

 説明中、表の中の収入済額、支出済額をそれぞれ決算額と読みかえさせていただきま

す。 

 それでは 初に、一般会計の決算についてであります。 

 歳入決算額は、総額で２５８億９，１８０万８，３１９円であり、前年度と比較して、

率にして１４．７％、金額にして３３億１，１４７万７，６５６円の増額となっておりま

す。 

 続いて、歳出決算額は、総額で２５２億２，０８４万５，２６３円であり、前年度と比

較して、率にして１６．５％、金額にして３５億６，３４２万５，８６４円の増額となっ

ております。 
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 歳入歳出差し引き額は６億７，０９６万３，０５６円となっており、平成２７年度への

繰越事業の合計が、強い農業づくり交付金事業や地方道整備事業、地域住宅支援事業など

１０億８，２８６万２，０００円であり、その事業に要する一般財源額が翌年度に繰り越

すべき財源であり、２億６，４４５万１，０００円となっております。 

 歳入歳出差し引き額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた金額が実質収支額であ

り、４億６５１万２，０５６円の黒字となっております。 

 続きまして、歳入の主なものについて説明いたしますと、自主財源の根幹をなす１款市

税につきましては、市たばこ税、入湯税は減少したものの、固定資産税などの増収によ

り、前年度と比較して、率で１．０％、金額にして３，６６５万２，１３２円増収の３５

億２，９６１万１，７１１円となっております。 

 次に、１０款地方交付税につきましては、前年度に比較して、率で０．７％、金額で

５，９４８万３，０００円増収の８４億３，７４４万２，０００円となっております。 

 次に、２１款市債につきましては、庁舎等施設整備事業債や給食センター施設等整備事

業債など合併特例債の増額などにより、前年度に比較して、率にして８２．４％、金額で

２６億５５０万円増額の５７億６，７２０万円となっております。 

 続きまして、歳出について主なものを申し上げますと、２款総務費につきましては、新

庁舎の完成年度であったため、前年度に比較して、率にして１０５．４％、金額で３３億

５，７０８万１，９８０円増額の６５億４，２００万６，８９４円となっております。 

 次に、８款土木費につきましては、社会資本整備交付金事業の増加により、前年度に比

較して、率にして２．４％、金額で３，５１８万４，１５５円増額の１５億２，６５１万

９，７０６円となっております。 

 次に、１０款教育費につきましては、給食センター新築事業費の増加によりまして、前

年度に比較して、率にして３．４％、金額で９，０９３万４，８４５円増額の２７億９，

２３５万９，７５２円となっております。 

 また、一般会計における平成２６年度末の基金残高は、前年度に比較して３億９，２１

７万６，１０３円増加し、１２１億３９２万４，９４９円となっております。 

 財政の健全化法における実質公債費比率や将来負担比率についても、前年度に引き続

き、健全な状態を維持しているものと思われます。 

 続きまして、表の下側の平成２６年度阿波市特別会計歳入歳出決算表についてでありま

す。 
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 この表には、阿波市の国民健康保険特別会計を初め、７つの特別会計の決算状況を記載

しております。その総額を申し上げますと、歳入決算額が９９億３，９８６万８，９６８

円、歳出決算額９７億８４２万１，４０５円、歳入歳出差し引き額は２億３，１４４万

７，５６３円となっており、７会計とも、平成２７年度への繰越事業がございませんの

で、翌年度に繰り越すべき財源は０円であります。よって、実質収支額も、歳入歳出差し

引き額と同額の２億３，１４４万７，５６３円の黒字となっております。 

 特別会計のうち、決算額の多いものを申し上げますと、一番上の国民健康保険特別会計

の歳入決算額５１億６７５万６，５２０円、歳出決算額４９億４，８２７万６，２６４

円、歳入歳出差し引き額１億５，８４８万２５６円となっております。 

 ７つの特別会計についても、公有財産や基金を保有しているものにつきましては、一般

会計と同様に、決算書に掲載しておりますので、参考にしてください。 

 以上、簡単でございますが、議案第４８号から議案第５５号の補足説明とさせていただ

きます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 塩田水道課長。 

○水道課長（塩田英司君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５６号について補

足説明をさせていただきます。 

 議案第５６号平成２６年度阿波市水道事業会計決算認定について。 

 地方公営企業法第３０号第４項の規定により、平成２６年度阿波市水道事業会計決算を

別冊のとおり監査委員の意見をつけて議会の認定に付す。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 決算書の２ページ、３ページをお願いいたします。 

 １、収益的収入及び支出の決算概要でございますが、まず収入の第１款水道事業収益が

６億９，０３６万６，００５円、次に支出の第１款水道事業費用が６億２，３６６万８，

６１０円で、差し引き６，６６９万７，３９５円の収益となっております。 

 次に、４ページ、５ページをお願いいたします。 

 ２、資本的収入及び支出でございますが、まず収入の第１款資本的収入が３億１，０４

６万１，６４１円、次に支出の第１款資本的支出が５億６，９６０万６，８２０円で、資

本的収入が資本的支出に不足する額２億５，９１４万５，１７９円は、当年度消費税資本

的収支調整額３，４４８万３，８９０円、当年度損益勘定留保資金１億８，６４９万９，

４７５円及び建設改良積立金３，８１６万１，８１４円で補填しております。 
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 以上、簡単でございますが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、認定いただ

けますようお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第５７号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第５７号平成２７年度阿波市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億２，５３０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８４億７，０６０万円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正による。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第３号）につきましては、今年度の普通交付税が決定したことに伴う

補正と当初予算編成からの半年が経過し、この間に生じた事由に対応するための補正予算

といたしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、 初に５ページをお願いします。 

 第２表地方債補正についてであります。 

 今回追加をお願いするのは、農林水産事業債のうち農地債で、限度額が１，３５０万円

で、県営土地改良事業負担金に係るものであります。また、災害復旧事業債では、限度額

６６０万円となっており、内容につきましては、公共土木施設に係るものでございます。 

 また、変更をお願いするのは、臨時財政対策債など３件で、合わせて補正前の限度額が

７億４，３５０万円、補正後の限度額は８億７，１６０万円で、１億２，８１０万円の増

額となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 

 初に、歳入についてであります。 

 １０款地方交付税が１億３，１３４万２，０００円の追加で６８億１，４６８万円に、

１３款使用料及び手数料が２，１３６万２，０００円の減額で５億７，６５４万５，００

０円に、１９款繰越金が２億５，６５１万２，０００円の追加で４億６５１万２，０００
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円に、２１款市債が１億４，８２０万円の追加で１３億６，６３０万円となっており、補

正額の合計は６億２，５３０万円の追加で、補正後の歳入合計額は１８４億７，０６０万

円となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いします。 

 歳出につきましては、２款総務費が４，８９８万３，０００円の追加で２２億５，０９

３万３，０００円に、６款農林水産業費が５，８４８万７，０００円の追加で６億６，９

６３万円に、８款土木費が１億８，２７２万６，０００円の追加で１６億９，７７０万

２，０００円に、１３款諸支出金が２億３，７６５万円の追加で２億５，８１８万８，０

００円となっており、補正額の合計は６億２，５３０万円の追加で、補正後の歳出合計額

は１８４億７，０６０万円となっております。 

 次に、歳入歳出の詳細についてご説明いたします。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 初に歳入についてでありますが、１０款１項１目の地方交付税が１億３，１３４万

２，０００円の追加となっており、これにつきましては普通交付税であります。 

 １３款１項使用料の３目民生使用料の１，８７７万４，０００円の減額、１０目の教育

使用料の２５８万８，０００円の減額は、徳島県の多子世帯補助金を活用して、第３子以

降の児童の保育所、認定こども園、幼稚園の使用料を無料にするためのものであります。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 一番上段の１４款１項１１目の災害復旧費国庫負担金が１，３３４万円の追加となって

おり、内容につきましては、公共土木施設災害復旧事業費負担金であります。 

 その下、１４款２項８目の土木費国庫補助金が１，２７６万５，０００円の追加となっ

ており、この主なものは、防災・安全社会資本整備交付金となっております。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いします。 

 中ほどの１５款２項６目の農林水産業費県補助金が１，８７８万７，０００円の追加

で、主なものは、とくしま明日の農林水産業づくり補助金８６４万４，０００円、県単土

地改良事業補助金７４５万５，０００円であります。 

 次に、１８ページ、１９ページをお願いします。 

 一番下段の２１款１項の市債は、１億４，８２０万円の追加となっております。この主

なものは、２目の総務債の臨時財政対策債１億５６０万円の追加であります。 

 次に、２０ページ、２１ページをお願いします。 
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 続いて、８目土木債が１，５７０万円の追加で、内容は、道路橋りょう債であります。 

 次に、歳出についてでございます。 

 ２４ページ、２５ページをお願いします。 

 ２款３項１目の戸籍住民基本台帳費が２，８８３万８，０００円の追加となっており、

主なものは、２６ページ、２７ページをお願いいたします、一番上の段の個人番号カード

交付事業費のうち、マイナンバー制度に移行するための個人番号カード交付事業委託料が

１，３８６万６，０００円などとなっております。 

 次に、３６ページ、３７ページをお願いします。 

 中段の６款２項１目の農地総務費が５，４１５万９，０００円の追加となっており、こ

の主なものは、県単土地改良事業に係る工事請負費２，２９１万円や県営土地改良事業負

担金２，４０８万５，０００円であります。 

 次に、４０ページ、４１ページをお願いいたします。 

 ８款２項３目の道路新設改良費が７，９０６万円の追加となっており、主な内容は、市

道の修繕、新設改良に伴うものとなっております。 

 その下側、４目の地方道整備事業費が４，２４６万５，０００円の追加となっており、

国土交通省の補助事業により市内の幹線道路整備事業に係るものでございます。 

 次に、４２ページ、４３ページをお願いいたします。 

 ８款３項２目河川改良費が２，９００万円の追加となっており、内容につきましては、

阿波町の築堤工事に係る補償費でございます。 

 次に、４８ページ、４９ページをお願いします。 

 一番上段であります１１款災害復旧費が２，６６０万円の追加で、その内容につきまし

ては台風１１号に係るもので、１項１目農林水産施設災害復旧費が５６０万円、箇所数は

４カ所であります。 

 ２項の１目土木施設の災害復旧費が２，１００万円の追加でございます。 

 その下、１３款２項１目基金費が２億３，７６５万円の追加となっていますが、この内

容につきましては、一般廃棄物中間処理施設対策基金積立金でございます。 

 次に、 終５２ページをお願いいたします。 

 この地方債に関する調書は、５ページの地方債補正の追加、変更に基づき調製したもの

です。 

 当該年度末現在見込み額の合計額は２４４億９，６９５万３，０００円となっておりま
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す。 

 以上、議案第５７号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認く

ださいますようよろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 瀬尾市民部長。 

○市民部長（瀬尾勇雄君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、議案第５８号、５９号について補足説明させていた

だきます。 

 議案第５８号平成２７年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，７０８万円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５億４，７２８万７，０００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 ６、７ページ、歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。 

 歳入につきましては、９款繰入金の補正額が５６９万３，０００円の減額、内容として

は、人事異動に伴う職員給与費と一般会計繰入金の減額でございます。また、１０款繰越

金の補正額が３，２７７万３，０００円の増額でございます。補正額の合計は２，７０８

万円の増額で、補正後の歳入合計額は５５億４，７２８万７，０００円となっています。 

 次に、８、９ページ、歳出についてでございます。 

 １款総務費の補正額が５６９万３，０００円の減額です。１１款諸支出金が３，２７７

万３，０００円の増額となっております。この増額補正は、前年度の退職被保険者医療交

付金確定による返還金でございます。補正額の合計は２，７０８万円の増額で、補正後の

歳出合計額は５５億４，７２８万７，０００円となっています。 

 続きまして、議案第５９号について補足説明させていただきます。 

 議案第５９号平成２７年度阿波市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５００万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億４，５９６万３，０００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
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の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算は、後期高齢者医療保険料の過年度還付金の増加によるものでございま

す。増加の理由といたしましては、年金特別徴収被保険者の死亡による保険料還付に 大

５カ月間程度期間を要するため、現年度還付を留保したことによる還付未済分が発生した

ことによるものでございます。 

 ６、７ページ、第１表歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。 

 歳入につきましては、６款諸収入の補正額が５００万円の増額で、補正後の歳入合計は

４億４，５９６万３，０００円となっています。 

 続きまして、８、９ページの歳出につきましては、３款諸支出金が５００万円の増額

で、補正後の歳出合計額は４億４，５９６万３，０００円となっております。 

 以上、議案第５８号、５９号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（木村松雄君） 補足説明の途中ですが、暫時休憩いたします。 

            午前１１時００分 休憩 

            午前１１時１５分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き補足説明を続行いたします。 

 高島健康福祉部長。 

○健康福祉部長（高島輝人君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、議案第６０号について補足説明をさせていただきま

す。 

 議案第６０号平成２７年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，２８２万２，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億４，８４４万５，０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

 歳入歳出予算事項別明細書で説明をさせていただきます。 
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 まず、歳入についてご説明を申し上げます。 

 ３款国庫支出金が５６９万３，０００円の減額で１０億９，９８６万２，０００円に、

５款県支出金が２８４万６，０００円の減額で６億３７９万９，０００円に、８款繰入金

が１，２８０万８，０００円の増額で６億７，６７１万８，０００円でございます。この

３款、５款、８款につきましては、国、県の低所得者保険料軽減負担金の予算の組み替え

や異動に伴う人件費の調整によるものでございます。９款繰越金が３，８５５万３，００

０円の増額で３，８５５万４，０００円でございます。これにつきましては、平成２６年

度介護保険特別会計の決算に伴う繰越金でございます。補正額の合計額は４，２８２万

２，０００円の増額で、補正後の歳入合計額は４３億４，８４４万５，０００円となって

おります。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出についてでございます。 

 歳出の主なものにつきましては、１款総務費が４９３万８，０００円の増額で１億３，

５２４万２，０００円に。これにつきましては、異動に伴う人件費の調整による増額でご

ざいます。７款諸支出金が３，９０５万９，０００円の増額で４，１２６万７，０００円

となっております。これにつきましては、平成２６年度分の介護給付費等の実績額の確定

に伴う、国などへの負担金の返還金でございます。補正額の合計は４，２８２万２，００

０円の増額で、補正後の歳出合計額は４３億４，８４４万５，０００円となっておりま

す。 

 以上、議案第６０号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいま

すようよろしくお願いをいたします。 

○議長（木村松雄君） 瀬尾市民部長。 

○市民部長（瀬尾勇雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６１号について補

足説明させていただきます。 

 議案第６１号阿波市手数料徴収条例の一部改正について。 

 阿波市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、行政手続における特定個人を識別するための番号の利

用等に関する法律、通称マイナンバー法または番号法と称されています法律が平成２５年

５月３１日に公布されたことに伴い、阿波市手数料徴収条例の一部を改正するものでござ
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います。主な改正内容につきましては、第１条では、番号法附則第１条関係の個人番号の

指定、通知等に関する規定が平成２７年１０月５日施行されることにより、個人番号通知

カードが１０月より世帯単位で送付されます。通知カードの紛失等に伴う再交付手数料を

定めるための条例改正でございます。 

 第２条では、番号法附則第１条第４号関係の個人番号カード並びに個人番号利用に関す

る規定が平成２８年１月１日施行されることにより、現在の住民基本台帳カードにかわ

り、新たな個人番号カードの交付が平成２８年１月より実施され、カードの紛失等に伴う

再交付手数料を定めるとともに、住民基本台帳カードの交付手数料を廃止するための条例

改正でございます。 

 施行日につきましては、第１条の規定が平成２７年１０月５日、第２条の規定が平成２

８年１月１日となっています。 

 以上、議案第６１号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認く

ださいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６２号につい

て補足説明をさせていただきます。 

 議案第６２号阿波市個人情報保護条例の一部改正について。 

 阿波市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 平成２５年５月に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、略称がマイナンバー法でございますが、制定されたことに伴い、今年の１０月か

ら国民一人一人に個人番号が付番されます。マイナンバー制度は、全ての国民に対して１

２桁の個人番号を指定し、法人については１３桁となります。その個人番号を社会保障、

税、災害対策の事務等に共通して利用するものであります。これにより、国、県、市町村

が別々に持っている情報を連携させることが可能となり、事務の効率化や住民の利便性の

向上が期待されております。 

 個人情報保護条例の改正が必要となる理由として、特定個人情報、一言で言いますと、

個人番号を含む個人情報のことであり、その取り扱いについてはマイナンバー法に従うこ

ととなります。マイナンバー法では、法律を直接適応する場合と地方公共団体の条例に特

定個人情報に係る内容を盛り込むものとに区分されます。そこで、市の個人情報保護条例
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におきまして、一般法よりもさらに厳格な個人情報保護措置を講じる必要が出てきて、条

例の一部改正が必要となりました。 

 主な改正内容といたしましては、定義規定の変更及び追加を第２条第１号、２号、３号

において、特定個人情報の目的外利用の制限を第８条の２において、特定個人情報の提供

の制限を第８条の３において、個人情報の開示、訂正、利用請求者を第１２条２項におい

て、情報提供等、記録の訂正の通知を第３０条で、利用停止等の請求を第３１条第２項に

おいてそれぞれ変更、追加するものでございます。 

 施行日は、番号法附則第１条第４号に掲げる既定の施行の日、平成２８年１月１日から

施行します。 

 ただし、特定個人情報の提供の制限の改正規定は、番号法の施行の日、平成２７年１０

月５日となります。また、情報提供等記録の訂正通知の改正規定については、番号法附則

第１条第５号に掲げる規定の施行の日となります。 

 以上、議案第６２号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認く

ださいますようよろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 吉田教育次長。 

○教育次長（吉田一夫君） 議長の許可をいただきましたので、議案第６３号について補

足説明いたします。 

 議案第６３号平成２６年度板野郡西部学校給食組合一般会計歳入歳出決算認定につい

て。 

 地方自治法施行令第５条第３項の規定により、平成２６年度板野郡西部学校給食組合一

般会計歳入歳出決算を、別冊のとおり、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 板野郡西部学校給食組合につきましては、平成２７年３月３１日をもって解散をいたし

ました。この解散に伴い、決算認定については、地方自治法施行令第５条第３項の規定に

より、組合の構成市町である阿波市、上板町、板野町、それぞれ監査委員の審査に付し、

議会の認定に付するものであります。 

 それでは、一般会計の決算概要について説明をいたします。 

 歳入歳出普通予算現額３億８，１１１万１，０００円に対して、歳入決算額は３億７，

４５７万８，７４９円、歳出決算額は３億４，４２９万８４３円、歳入歳出差し引き残額

は３，０２８万７，９０６円となっております。 
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 歳入決算の主なものは、分担金及び負担金で３億５２０万５，９６２円、繰入金５，６

７６万２，４７８円、歳出決算の主なものは、総務費６，３９１万６，５７１円、教育費

２億８，０１８万９，１６９円となっております。 

 なお、歳入歳出差し引き残額の３，０２８万７，９０６円につきましては、当組合が３

月３１日で解散したために、平成２６年度の出納整理期間がございませんでした。このた

め、未払金等の清算を上板町に委任しているところでございます。 

 以上、議案第６３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、認定いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（木村松雄君） 町田企画総務部長。 

○企画総務部長（町田寿人君） 議長の許可をいただきましたので、報告第４号について

補足説明をさせていただきます。 

 報告第４号平成２６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定によ

り、平成２６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつ

けて報告する。 

 平成２７年９月１日提出、阿波市長。 

 初に、一般会計等に係る健全化判断比率についてであります。 

 健全化判断比率には、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率の４指標がございます。 

 １番目の実質赤字比率につきましては、一般会計等で４億７７３万９，０００円の黒字

決算でありますので、実質赤字比率の数値はございません。 

 次に、２番目の連結実質赤字比率につきましても、対象となる全会計の収支合計が１７

億２，２８５万９，０００円の黒字決算でありますので、連結実質赤字比率の数値もござ

いません。 

 ３番目の実質公債費比率につきましては、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利

償還金の標準財政規模に対する比率であり、平成２６年度決算に係る実質公債費比率は

６．４％で、早期健全化基準２５％の範囲内となっております。参考でございますが、こ

の数値が低いほど財政は健全であるとされており、前年度に比べ１．２ポイント改善され

ております。 

 ４番目の将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標
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準財政規模に対する比率であります。平成２６年度決算に係る将来負担比率は、資金不足

額が生じておりませんので、昨年度に引き続き、数値はございません。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてでありますが、この比率につきまして

も、全ての公営企業で資金不足額が生じておりませんので、資金不足比率の数字はござい

ません。 

 このように、平成２６年度決算において、全ての項目において健全化基準の範囲内であ

り、本市の財政の健全度は、昨年に引き続き、維持できているものと考えております。 

 以上、報告第４号についての補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（木村松雄君） 補足説明が終わりました。 

 ここで、議案第４８号平成２６年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案

第５６号平成２６年度阿波市水道事業会計決算認定についてまでの決算認定９件と報告第

４号平成２６年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について、代表監査委員の報告

を求めます。 

 上原代表監査委員。 

○代表監査委員（上原正一君） 代表監査委員の上原でございます。 

 決算審査報告を行います。 

 平成２６年度一般会計、特別会計、水道会計及び財政健全化法にかかります各比率につ

きまして審査を行いました結果、会計及び決算処理は正確に実施されております。また、

諸帳簿等、証憑書類につきましても、適正かつ確実に整理されておりました。財政健全化

法にかかります各比率につきましては、各比率とも健全化基準の範囲内でございまして、

財政が健全であることを示唆しております。結果といたしまして、阿波市の財政運営は、

現在のところ、市民の期待に沿うよう健全に推移しております。 

 内容につきましては、お手元の議案書の中に、我々委員から意見提示してございますの

で、ごらんいただけたらと思います。 

 以上でございます。 

○議長（木村松雄君） 以上で報告が終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第４８号平成２６年度阿波市一般会計歳入

歳出決算認定については、８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第４８号は、８人の委員をも

って構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたし

ました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名いたします。 

 委員に、出口治男君、阿部雅志君、松永渉君、森本節弘君、藤川豊治君、樫原伸君、笠

井一司君、谷美知代さん、以上８人を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（木村松雄君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました８人の

諸君を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。 

 選任された委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正副委員長を決定していた

だきますようお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時３４分 休憩 

            午前１１時４１分 再開 

○議長（木村松雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に出口治男君、副委員長に阿部雅志

君が選任されましたので、ご報告いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、９日午前１０時から代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午前１１時４２分 散会 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


