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            午前１０時００分 開会 

○議会事務局長（那須啓介君） 失礼いたします。議会事務局長の那須でございます。 

 ただいまより臨時会を始めさせていただきます。 

 本臨時会は、選挙後初めての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自

治法第１０７条の規定によりまして、年長議員が臨時に議長の職務を行うこととなってお

ります。 

 出席議員の中、出口治男議員が年長の議員でございますので、ご紹介申し上げます。 

 出口治男議員、議長席によろしくお願いいたします。 

○臨時議長（出口治男君） ただいま紹介されました出口治男でございます。地方自治法

第１０７条の規定により、臨時に議長の職務を行います。 

 このたびご当選されました議員の皆様、私からともにお喜びのご挨拶を申し上げます。

私たち２０名、阿波市民の皆様方の負託に応え、市議会議員としての職責を全うすべく、

日々研さんしてまいりたいと思います。 

 現在の出席議員は２０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３０年第１回阿波市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程に入ります。 

 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。 

 ここで初議会に当たり、藤井市長からご挨拶がございます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） おはようございます。 

 開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議員の皆様におかれましては、去る３月２５日に執行されました阿波市議会議員一般選

挙におきまして、はえあるご当選をされたこと、まずもって心よりお喜びを申し上げま

す。 

 また、本日は平成３０年第１回阿波市議会臨時会を招集しましたところ、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。 

 現在の地方を取り巻く社会情勢は非常に厳しいものがございますが、市民の皆様の大き

な負託を受け、ご当選された議員各位の今後のご活躍を心よりご祈念申し上げます。私

も、いま一度気持ちを新たに、市民の皆様や市議会議員を初めとする議員各位のご意見を
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お聞きしながら、職員とともに市民と歩む輝くまちづくりに向け取り組んでまいりたいと

考えておりますので、ご支援、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、何点か行政報告をさせていただきます。 

 厳しい財政状況の中、より効果的で市民ニーズに的確に対応できる組織体制を構築する

ため、４月１日付で組織機構の見直しと人事異動を行いました。具体的には、さらなる地

方創生各種施策の推進のため企画総務部企画総務課内へ地方創生推進室を、公共施設利活

用の効率的推進に向け建設部内に営繕課を、こども園整備構想の実現に向け健康福祉部内

へこども園推進室を、教育環境の充実を図るため教育委員会事務部局内に教育部を、市議

会運営の円滑化、効率化を図るべく議会事務局内に議事総務課を、それぞれ新たに設置し

たところでございます。 

 職員につきましては、３月末の退職者数は１８名、新規採用者は１５名となっておりま

して、これにより４月１日現在の職員数は３名減の３７６名となっております。 

 そうした中、農地等の利用の最適化を推進するため、新たに発足した農地利用最適化推

進委員との連携強化を図るため、農業委員会事務局職員を増員するなど、新たな政策に対

し、限られた人材の適正配置を行ったところでございます。 

 加えて、市民の多様化するニーズに柔軟かつ的確に対応し、政策立案や部局間の調整機

能の強化を図るために、各課に政策担当リーダーを任命配置したところでございます。 

 今後におきましても、さまざまな課題に対しまして職員の英知を結集し、創意工夫を凝

らしながら、各部局が連携してソフト、ハードの両面から施策を推進するとともに、効果

的な事務執行に努めてまいります。 

 次に、３月４日は、阿波山麓沿いの市道に設定しました県下初の日本陸連のハーフマラ

ソン公認コースにおきまして、阿波シティマラソンを開催いたしました。遠くは宮城県、

福岡県から、また過去最高の総勢８８０名の方々のご参加をいただきました。ハーフマラ

ソン、チャレンジマラソンの入賞者には、阿波市特産認証品を詰め合わせた市のお墨つき

ブランドなどを贈呈させていただくとともに、全ての参加選手に御所のたらいうどんを味

わっていただきました。 

 また、アエルワでは、認証品の展示や試食販売、ランの展示販売を行い、阿波市の認証

品や阿波市産洋ランのＰＲも行いました。 

 本大会は、今回で１３回目を迎え、認知度も増してきておりまして、本市を代表するイ

ベントの一つとして、今後ますます盛会な大会になるよう取り組んでまいります。 
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 次に、第２次阿波市農業振興計画についてであります。 

 本市では、平成２３年に県下一の農業地帯で育まれる活力ある阿波市農業を将来像とし

た第１次阿波市農業振興計画を策定し、計画の実現に向けてさまざまなきめ細やかな農業

施策を進めてまいりました。 

 一方、計画策定から７年が経過し、この間の農業者の高齢化による担い手不足の深刻

化、耕作放棄地の増加など、農業を取り巻く環境の変化などを踏まえ、阿波市農業を持続

的に発展させるため計画の見直しを行い、このたび第２次阿波市農業振興計画を策定いた

しました。 

 この計画では、厳しい時代背景のもと、今まで培われてきた伝統ある農業と新たな活力

ある阿波市農業の構築に向けてチャレンジする体制づくりが重要であるため、伝統と挑戦

が築く活力ある阿波市農業を将来像として掲げ、農業情勢の変化にも柔軟に対応できる施

策を展開してまいります。 

 次に、３月７日に、阿波市特産品認証制度の認証品として認められた産品の生産者、販

売者に対し、特産品認証書の授与式を行いました。今年度に認証された産品はトマトの加

工品など７産品で、特産品認証数は１９産品となりました。 

 今後も、阿波シティマラソンを初めとする市のイベントはもとより、徳島県や他自治体

と連携して参加する県内外でのイベントで特産品をＰＲするとともに、ふるさと納税の返

礼品として積極的に活用し、本市のイメージアップを図ってまいります。 

 次に、阿波市総合戦略の基本目標を達成するため、新規就農をパッケージ化した移住促

進事業として、全国から農業女子を募集し、４月２日に地域おこし協力隊員として２名の

方を任命いたしました。協力隊員は、土成町の三木洋一氏経営の御所ブドウ農園と阿波町

の影山輝信氏経営の影山養蜂研究所に入りまして、活動を開始しております。 

 この事業は、農家で研修を行い、技術継承後に就農や６次産業化を目指すもので、協力

隊員の活躍により、本市の主産業である農業を活性化させるだけでなく、将来的には加工

品の開発やワインショップの開店を見据え、新しい人の流れや従業員の雇用なども生むな

ど、商業や観光面にも効果が生まれる事業に育つことを期待しているところでございま

す。 

 次に、観光振興についてでございます。 

 行政、民間が一体となって戦略的に取り組む一般社団法人イーストとくしま観光推進機

構が、いよいよこの４月よりスタートすることになりました。本市を含む徳島県東部地域
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の魅力が国内外を問わず多くの観光客に認知され、そして選択される地域となるよう、本

市からも職員１名を派遣しまして、本市独自の観光振興に加え、広域的な観光振興を強化

してまいりたいと考えております。 

 また、４月４日には、台湾から小松島港へ寄港しましたクルーズ船の乗客に対しまし

て、阿波市の魅力を伝えるため、たらいうどんなどの物産販売を行い、一部商品が完売

し、大きな手応えを得ることができました。引き続き、外国人の観光客誘客に向けた取り

組みを進めてまいります。 

 次に、消費者行政についてでございます。 

 近年、環境や社会に配慮して消費するエシカル消費行動への関心が高まる中、その認知

度をさらに向上するため、３月１２日、「とくしまエシカルアカデミーｉｎ阿波市」がア

エルワで開催されました。エシカル消費に対する関心を高めるとともに、意識の醸成につ

ながる有意義なイベントとなりました。 

 最後に、４月５日、春の全国交通安全運動の一環として、阿波吉野川警察署阿波庁舎に

おきまして、「快適ドライブ県道鳴池キャンペーン」を実施しました。 

 最近は、あおり運転や運転中のスマートフォン操作といった危険運転が全国的に問題と

なる一方で、シートベルト着用の徹底というこれまでの課題を残しているのが現状でござ

います。こうした中、４月６日から春の全国交通安全運動が実施されております。この運

動を通じまして、市民の皆様一人一人の交通安全意識の向上や交通ルールの遵守、正しい

交通マナーの実践が図られるよう関係団体と一致団結し、啓発活動に努めてまいります。 

 以上、報告を申し上げ、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 仮議席の指定について 

○臨時議長（出口治男君） 日程第１、仮議席の指定をいたします。 

 仮議席は、ただいまご着席の議席と指定いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議長選挙について 

○臨時議長（出口治男君） 次に、日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙の方法についてお諮りいたします。 

 選挙は指名推選といたしますか、それとも単記無記名投票とすることにいたしますか。 
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 原田定信君。 

○１９番（原田定信君） 指名推選によりまして森本節弘君をお願いしたいと思います。 

○臨時議長（出口治男君） ほかにありませんか。 

 中野厚志君。 

○７番（中野厚志君） 選挙で投票でお願いしたいと思います。 

○臨時議長（出口治男君） 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により指

名推選は全会一致のみとなっておりますので、投票で行います。 

 選挙は単記無記名投票で行います。 

 執行部の退席を求めます。 

            〔執行部 退席〕 

○臨時議長（出口治男君） 議場の出入り口を閉じます。 

            〔議場閉鎖〕 

○臨時議長（出口治男君） ただいまの出席議員数は２０名であります。 

 投票用紙を配付させます。 

            〔投票用紙配付〕 

○臨時議長（出口治男君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○臨時議長（出口治男君） 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

            〔投票箱点検〕 

○臨時議長（出口治男君） 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

 事務局長、点呼を命じます。 

            （「あれ開票、投票立会人言わな」「投票立会人、開票だけ」

「投票はなかったんかな」「開票だけかいな、ほんま、失礼し

ました」と呼ぶ者あり） 

            〔事務局長点呼、投票〕 

○臨時議長（出口治男君） 投票漏れはありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○臨時議長（出口治男君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

            〔議場開鎖〕 

            〔執行部 入場〕 

○臨時議長（出口治男君） 開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１番武澤豪君、２番北上正弘君を指名

いたします。よって、両名の立ち会いを願います。 

 投票箱を開き、投票の点検をさせます。 

            〔開  票〕 

○臨時議長（出口治男君） 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 ２０票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち 

  有効投票 ２０票 

  無効投票  ０票 

 有効投票中 

  森本節弘君  １９票 

  中野厚志君   １票 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よって、森本節弘君が議長に当選されまし

た。（拍手） 

 ただいま議長に当選されました森本節弘君が議場におられますので、会議規則第３２条

第２項の規定により告知をいたします。 

 それでは、森本節弘君に当選の挨拶をいただきたいと思います。 

○１３番（森本節弘君） ただいまの議長選挙におきまして、不肖森本節弘、多数の議員

各位のご推挙により、第１２代阿波市議会議長に決定していただき、まことに身に余る光

栄と存じ、衷心より深く感謝申し上げます。 

 地方分権改革が進み、地方自治に関する制度等が改正され、議会の果たす役割はますま

す重要となっており、阿波市におきましても、広域行政等の問題も含め例外ではございま

せん。その責務を全うすべく日々研さんする覚悟はもちろんのこと、今後とも市民の皆さ
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んのご意見を市政に反映し、活発な議会活動を目指すとともに、議長として円滑な議会運

営を行ってまいりたいと存じます。どうぞ議員の皆様、市長を初め理事者の皆様におかれ

ましても、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げ、簡単ではございますが、挨拶

といたします。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

（拍手） 

○臨時議長（出口治男君） 以上のとおり、森本節弘君が議長に当選されましたので、臨

時議長としての役をこれで終了いたしたいと思います。 

 ご協力ありがとうございました。 

 森本議長、議長席にお願いいたします。 

 暫時休憩をいたします。 

            午前１０時３１分 休憩 

            午前１０時３４分 再開 

            〔議長交代〕 

○議長（森本節弘君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまから議長役を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 議事日程についてお諮りいたします。 

 ただいまお手元に配付いたしております追加議事日程のとおり、本日の日程に追加し、

議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、議事日程を追加することに決定い

たしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議席の指定について 

○議長（森本節弘君） 追加日程第１、議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定により、現在の仮議席番号を本議席といたしま

す。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○議長（森本節弘君） 追加日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１９番原田定信君、２
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０番三浦三一君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第３ 会期の決定について 

○議長（森本節弘君） 追加日程第３、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、４月９日に議会運営委員会が内定者により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。 

 江澤信明議会運営委員長。 

○議会運営委員長（江澤信明君） 森本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ご報告申し上げます。 

 平成３０年第１回阿波市議会臨時会の運営協議のため、４月９日午前１０時から委員会

室において、委員８名、理事者側から市長、副市長、政策監、企画総務部長のほか担当職

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、今臨時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４月１３日の

１日限りと決定いたしました。 

 議事日程については、既に配付してあります日程表のとおりであり、正副議長選挙、委

員会等の組織構成、市長提出議案の説明、質疑、討論、採決を行い、閉会を予定しており

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、ご報告といたします。 

○議長（森本節弘君） お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りと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〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は本日１日限り

と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第４ 副議長選挙について 

○議長（森本節弘君） 追加日程第４、副議長の選挙を行います。 

 選挙の方法についてお諮りいたします。 

 選挙は指名推選にいたしますか、それとも単記無記名投票とすることにいたしますか。 
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 江澤信明君。 

○１４番（江澤信明君） 指名推選でお願いいたします。 

 樫原伸君を推選いたします。 

○議長（森本節弘君） よろしいでしょうか。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選といた

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（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によるこ

とに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま江澤信明議員より指名いたしました樫原伸議員を阿波市議会副議長の当選人と

定めることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名されました樫原伸

君が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました樫原伸君が議場におられますので、会議規則第３２条

第２項の規定により告知をいたします。 

 それでは、樫原伸君に当選挨拶をいただきたいと思います。 

○１０番（樫原 伸君） ただいま副議長選、指名推選いただきました樫原伸でございま

す。選挙と思ってましたので、指名推選いただきまして本当にありがとうございます。大

変名誉なことと存じ、心から皆さん方に感謝を申し上げます。 

 私もまだ２期８年、まだまだ議員としては未熟でございますけども、議長の補佐をしっ

かりと務めながら市勢発展に向けて、また開かれた議会、市民の皆さんから信頼される議

会を目指して取り組んでまいりますので、皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し

上げます。本日は大変ありがとうございました。（拍手） 

○議長（森本節弘君） それでは、暫時休憩いたします。 

            午前１０時４１分 休憩 

            午前１０時５０分 再開 

○議長（森本節弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第５ 常任委員会委員の選任について 

  追加日程第６ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（森本節弘君） 追加日程第５、常任委員会委員の選任について及び追加日程第

６、議会運営委員会委員の選任についてを一括して議題といたします。 

 常任委員の選任及び議会運営委員の選任につきましては、委員会条例第８条第１項の規

定により、議長において指名いたします。 

 総務常任委員会委員に出口治男君、江澤信明君、川人敏男君、笠井一司君、中野厚志

君、坂東重夫君、そして私森本節弘でお願いします。 

 文教厚生常任委員会委員に阿部雅志君、木村松雄君、吉田稔君、松村幸治君、藤本功男

君、後藤修君、北上正弘君でお願い申し上げます。 

 産業建設常任委員会委員に三浦三一君、原田定信君、樫原賢二君、樫原伸君、笠井安之

君、武澤豪君にお願いします。 

 議会運営委員会委員に三浦三一君、原田定信君、樫原賢二君、江澤信明君、吉田稔君、

川人敏男君、笠井一司君、坂東重夫君でよろしくお願い申し上げます。 

 以上、それぞれ指名いたします。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君

をそれぞれの常任委員及び議会運営委員に選任することに決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第 ７ 発議第１号 議会広報特別委員会設置について 

  追加日程第 ８ 発議第２号 観光開発特別委員会設置について 

  追加日程第 ９ 発議第３号 公営施設（事業）民営化特別委員会設置について 

  追加日程第１０ 発議第４号 地域活性化インターチェンジ設置特別委員会設置につ 

                いて 

○議長（森本節弘君） 次に、追加日程第７、発議第１号議会広報特別委員会設置につい

てから追加日程第１０、発議第４号地域活性化インターチェンジ設置特別委員会設置につ

いてを一括議題といたします。 

 提出議員江澤信明君の説明を求めます。 

 江澤信明君。 
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○１４番（江澤信明君） それでは、特別委員会設置についてですが、阿波市議会委員会

条例第６条及び阿波市議会会議規則第１４条の規定により、４つの議案を提出いたしま

す。 

 まずは、議会広報特別委員会設置に関する決議ですが、目的は議会広報紙の編集、発行

及びその他の議会広報に関する調査研究で、委員定数は６名で、開かれた議会づくりを目

指すものであります。 

 次に、観光開発特別委員会設置に関する決議ですが、目的は観光開発に関する調査研究

で、委員定数は７名です。 

 次に、公営施設（事案）民営化特別委員会設置についてですが、目的は市財政の強化、

市民サービスの向上です。委員の定数は７名です。 

 次に、地域活性化インターチェンジ設置特別委員会設置についてですが、目的は地域活

性化インターチェンジに関する研究で、委員の定数は８名です。 

 全ての調査期限は、調査が終了するまで、閉会中の継続調査といたします。 

 以上、４つの特別委員会設置を求めます。ご賛同をお願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 説明が終わりました。 

 発議第１号から発議第４号については、事前に協議をいたしておりますので、質疑、討

論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、質疑、討論を省略し、直ちに採決

いたします。 

 発議第１号議会広報特別委員会設置についてから発議第４号地域活性化インターチェン

ジ設置特別委員会設置についてを原案どおり決定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（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、発議第１号から発議第４号は原

案のとおり可決されました。 

 ただいま設置されましたそれぞれの特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

８条第１項の規定により、議長により指名いたします。 

 まず、議会広報特別委員会委員に出口治男君、吉田稔君、笠井一司君、中野厚志君、藤

本功男君、後藤修君、以上６名の委員を指名いたします。 

 次に、観光開発特別委員会委員に原田定信君、阿部雅志君、樫原伸君、川人敏男君、中
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野厚志君、藤本功男君、武澤豪君、以上の７名の委員を指名いたします。 

 次に、公営施設（事業）民営化特別委員会委員に三浦三一君、樫原賢二君、樫原伸君、

笠井一司君、坂東重夫君、後藤修君、北上正弘君、以上７名の委員を指名いたします。 

 次に、地域活性化インターチェンジ設置特別委員会委員に出口治男君、木村松雄君、江

澤信明君、樫原伸君、吉田稔君、松村幸治君、笠井安之君、武澤豪君、以上８名の委員を

指名いたします。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君

をそれぞれの特別委員会の委員に選任することに決定いたしました。 

 ここで、休憩中に各常任委員会、議会運営委員会、各特別委員会それぞれを開会し、正

副委員長の互選を行うよう、委員会条例第１０条第１項の規定により招集いたします。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時００分 休憩 

            午前１１時０１分 再開 

○議長（森本節弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩中に互選いただきました各常任委員会、議会運営委員会、各特別委員会の正副委員

長を報告いたします。 

 総務常任委員会委員長に笠井一司君、副委員長に坂東重夫君、文教厚生常任委員会委員

長に吉田稔君、副委員長に藤本功男君、産業建設常任委員会委員長に樫原賢二君、副委員

長に笠井安之君、議会運営委員会委員長に江澤信明君、副委員長に川人敏男君、議会広報

特別委員会委員長に出口治男君、副委員長に中野厚志君、観光開発特別委員会委員長に原

田定信君、副委員長に武澤豪君、公営施設（事業）民営化特別委員会委員長に樫原賢二

君、副委員長に後藤修君、地域活性化インターチェンジ設置特別委員会委員長に江澤信明

君、副委員長に笠井安之君がそれぞれ選任されました。 

 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１１ 徳島中央広域連合議会の議員選出について 

○議長（森本節弘君） 次に、追加日程第１１、徳島中央広域連合議会の議員選出につい

てを議題といたします。 

 お諮りいたします。 
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 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選とすること

とし、議長において指名することにいたしたいが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

 それでは、直ちに議長において指名をいたします。 

 徳島中央広域連合議会の議員に新議長の森本節弘、新副議長の樫原伸君、そして木村松

雄君、江澤信明君、以上４名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名いたしました徳島中央広域連合議会の議員を当選人と定めることにご異議

ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました４名

の方が徳島中央広域連合議会の議員に当選されました。 

 ただいま当選されました議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定

によって当選の告知をいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１２ 中央広域環境施設組合議会の議員選出について 

  追加日程第１３ 阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員選出について 

  追加日程第１４ 阿北環境整備組合議会の議員選出について 

  追加日程第１５ 阿北火葬場管理組合議会の議員選出について 

○議長（森本節弘君） 次に、追加日程第１２、中央広域環境施設組合議会の議員選出に

ついてから追加日程第１５、阿北火葬場管理組合議会の議員選出についてまでの計４件を

一括議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 それぞれの組合規約によって、議会の議長並びに議会の議員の中から互選された者をも

って充てることとなっております。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項

の規定により指名推選とすることにし、議長において指名することにいたしたいと思いま

す。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 
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 それでは直ちに指名いたします。 

 中央広域環境施設組合議会の議員には、三浦三一君、出口治男君、阿部雅志君、木村松

雄君、松村幸治君、樫原伸君、そして私森本節弘、以上７名を指名いたします。 

 阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員には、吉田稔君、笠井一司君、中野厚志君、笠

井安之君、坂東重夫君、後藤修君、そして私森本節弘、以上７名を指名いたします。 

 阿北環境整備組合議会の議員には、原田定信君、樫原賢二君、笠井一司君、中野厚志

君、藤本功男君、北上正弘君、そして私森本節弘、以上７名を指名いたします。 

 阿北火葬場管理組合議会の議員には、原田定信君、江澤信明君、川人敏男君、武澤豪

君、そして私森本節弘、以上５名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名いたしました議員を当選人と定め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（森本節弘君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君

が中央広域環境施設組合議会の議員、阿北特別養護老人ホーム組合議会の議員、阿北環境

整備組合議会の議員、阿北火葬場管理組合議会の議員にそれぞれ当選されました。 

 当選された議員が議場におられますので、会議規則第３２条第２項の規定により当選の

告知をいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１６ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年 

                 度阿波市一般会計補正予算（第９号）について） 

  追加日程第１７ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年 

                 度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

                 について） 

  追加日程第１８ 承認第 ３号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年 

                 度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２ 

                 号）について） 

  追加日程第１９ 承認第 ４号 専決処分の承認を求めることについて（平成２９年 

                 度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

                 いて） 

  追加日程第２０ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市国民 
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                 健康保険条例の一部改正について） 

  追加日程第２１ 承認第 ６号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市特別 

                 職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す 

                 る条例の一部改正について） 

  追加日程第２２ 承認第 ７号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市後期 

                 高齢者医療に関する条例の一部改正について） 

  追加日程第２３ 承認第 ８号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市税条 

                 例等の一部改正について） 

  追加日程第２４ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市国民 

                 健康保険税条例の一部改正について） 

  追加日程第２５ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市特定 

                 教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関 

                 する基準を定める条例の一部改正について） 

  追加日程第２６ 承認第１１号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市放課 

                 後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

                 定める条例の一部改正について） 

  追加日程第２７ 承認第１２号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市指定 

                 居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 

                 を定める条例の制定について） 

  追加日程第２８ 承認第１３号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市指定 

                 地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事 

                 項を定める条例の一部改正について） 

  追加日程第２９ 承認第１４号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市指定 

                 地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

                 関する基準を定める条例の一部改正について） 

  追加日程第３０ 承認第１５号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市指定 

                 地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

                 び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係 

                 る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

                 準を定める条例の一部改正について） 
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  追加日程第３１ 承認第１６号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市指定 

                 介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介 

                 護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援 

                 の方法に関する基準を定める条例の一部改正につい 

                 て） 

  追加日程第３２ 承認第１７号 専決処分の承認を求めることについて（阿波市包括 

                 的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部 

                 改正について） 

○議長（森本節弘君） 追加日程第１６、承認第１号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第９号）について）から追加日程第３２、承

認第１７号専決処分の承認を求めることについて（阿波市包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例の一部改正について）までの計１７件を一括議題といたします。 

 市長から提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております承認第１号から承認第１７号の１７件の議案につきましては、地

方自治法第１７９条第１項の規定によりまして専決処分を行ったものでございます。その

内容につきましては、予算案件４件、条例案件１３件であり、それぞれこれを報告し承認

をお願いするものでございます。 

 最初に、承認第１号につきましては、平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第９号）

についてであります。歳入歳出それぞれ３億５９０万円を追加し、歳入歳出予算それぞれ

の総額を２０７億１，８２０万円とするものでございます。 

 次に、承認第２号につきましては、平成２９年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についてでございます。歳入歳出それぞれ５，５２５万円を減額し、歳入歳出

予算それぞれの総額を５９億４，９８０万３，０００円とするものであります。 

 次に、承認第３号につきましては、平成２９年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正

予算（第２号）についてであります。歳入歳出それぞれ２３４万円を減額し、歳入歳出予

算それぞれの総額を１億４，１５４万円とするものであります。 

 次に、承認第４号につきましては、平成２９年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第
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３号）についてでございます。歳入歳出それぞれ１億１，５３８万円を減額し、歳入歳出

予算それぞれの総額を４３億５，０７５万円とするものであります。 

 次に、承認第５号につきましては、阿波市国民健康保険条例の一部改正について及び承

認第６号につきましては、阿波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

る条例の一部改正についてであります。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健

康保険法等の一部を改正する法律が施行され、都道府県及び市町村にそれぞれ国民健康保

険事業の運営に関する協議会を置くとされたことによりまして、条例の一部を改正するも

のでございます。 

 次に、承認第７号につきましては、阿波市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につ

いてでございます。持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令等が公布され、後期高齢者医療の

住所地特例が見直されたことによりまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、承認第８号につきましては、阿波市税条例等の一部改正についてであります。個

人住民税の非課税の範囲の見直しなど、地方税法の改正を受け、関係する条文について阿

波市税条例の規定整備を行うものでございます。 

 次に、承認第９号につきましては、阿波市国民健康保険税条例の一部改正についてでご

ざいます。中間所得層の保険税負担に配慮するため、地方税法施行令の一部を改正する政

令が公布されたことによりまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、承認第１０号につきましては、阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が改正され、関係する条文につい

て規定整備を行うものでございます。 

 次に、承認第１１号につきましては、阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正についてであります。放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準省令の改正により、放課後児童支援員の基礎資格等が見直されたこ

とによりまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、承認第１２号につきましては、阿波市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営

に関する基準を定める条例の制定についてでございます。 

 介護保険法の一部改正に伴いまして、指定居宅介護支援に関する基準については、市町

村の条例で定めることとされたことから、当該基準に関する条例を制定するものでござい
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ます。 

 次に、承認第１３号につきましては、阿波市指定地域密着型サービス事業者等の指定に

関し必要な事項を定める条例の一部改正についてでございます。介護保険法の一部改正に

伴いまして、新たに共生型サービスの特例が設けられることによりまして、条例の一部を

改正するものでございます。 

 次に、承認第１４号につきましては、阿波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、共生型地域密着型サービスに

関する基準などの規定が追加されたことによりまして、条例の一部を改正するものでござ

います。 

 次に、承認第１５号につきましては、阿波市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてでございます。指定居宅サ

ービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正され、ユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員などの

規定が追加されたことによりまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、承認第１６号につきましては、阿波市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の一部改正についてでございます。指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準が改正されまして、医療と介護の連携の強化に関する規定が追加された

ことによりまして、条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、承認第１７号につきましては、阿波市包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例の一部改正についてでございます。介護保険法施行規則が改正され、主任介護支援

専門員の更新時に研修が導入されたことによりまして、条例の一部を改正するものでござ

います。 

 以上、提案理由のご説明を申し上げましたけども、議案内容等の詳細につきましては、

この後、担当部長等より説明させていただきますので、十分ご審議をいただき、承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 
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 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。 

 安丸企画総務部長。 

○企画総務部長（安丸 学君） 議長の許可をいただきましたので、承認第１号の補足説

明をさせていただきます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２９年度阿波市一般会計補正予算（第９号）を別冊のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いをいたします。 

 専決第１号平成２９年度阿波市の一般会計補正予算（第９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３億５９０万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０７億１，８２０万円とする。 

 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、繰越明許費の変更は、第２表繰越明許費補正による。 

 第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 平成３０年３月３０日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、歳入面では地方交付税や国県支出金などの確定に伴う

補正と、歳出面では不用額についての減額補正や平成２９年度に作成をいたしました公共

施設個別管理計画に基づき、教育施設整備基金等への積み立てを行うなど、予算の最終予

算を講じたものでございます。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表繰越明許費補正についてであります。 

 この補正につきましては、都市再生整備事業及び道路新設改良事業などの６事業につい

て変更をお願いするものでございます。 

 補正前の金額は、総額で２億２，１６２万７，０００円となっており、全体で６，２６

３万４，０００円を減額し、補正後の総額は１億５，８９９万３，０００円となってござ

います。 

 次に、第３表地方債補正についてであります。 
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 この補正につきましては、公共施設等整備事業債や道路橋りょう債、学校教育施設等整

備事業債など、７事業について変更をお願いするものであります。補正前の限度額は総額

で９億６，２６０万円となっており、全体で７，１６０万円を減額して、補正後の限度額

は８億９，１００万円となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお願いをいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で主なものについて説明をさせていただきます。 

 まず、歳入につきましては、１款市税が７，２３２万９，０００円の追加で計３４億

７，０７７万９，０００円に、６款地方消費税交付金が４，９２９万８，０００円の追加

で計５億７，９７９万８，０００円に、１０款地方交付税が２億３，４７６万５，０００

円の追加で計８２億７，２３７万円に、１７款寄附金が１，０００万円の追加で計５，０

７７万３，０００円に、２１款市債が７，１６０万円の減額で計１４億６，８３０万円と

なっており、補正後の歳入合計額は２０７億１，８２０万円となっております。 

 次に、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。 

 歳出につきましては、２款総務費で５，１８２万５，０００円の減額で計２７億６，２

３６万６，０００円に、３款民生費で８，６８４万５，０００円の減額で計６５億４，６

３２万円に、８款土木費で４，６７８万６，０００円の減額で計１２億５，４２０万７，

０００円に、１３款諸支出金で６億１，４６９万９，０００円の追加で計１６億７，１４

８万７，０００円となっており、補正後の歳出の合計額は２０７億１，８２０万円となっ

てございます。 

 続いて、歳入歳出の詳細につきまして説明をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお願いをいたします。 

 まず、歳入についてであります。 

 １款市税７，２３２万９，０００円の追加となっております。主なものといたしまして

は、２項固定資産税が５，２６４万円の追加となっております。これにつきましては、決

算見込みによるものでございます。 

 次に、１４ページ、１５ページをお願いをいたします。 

 ６款地方消費税交付金が４，９２９万８，０００円の追加となっております。これにつ

きましては、交付金が確定したことによるものでございます。 

 次に、１６ページ、１７ページをお願いをいたします。 

 １０款地方交付税が２億３，４７６万５，０００円の追加となっております。これにつ
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きましては、特別交付税の確定に伴うものであります。 

 次に、２４ページ、２５ページをお願いを申し上げます。 

 １７款寄附金１，０００万円の追加であります。こちらにつきましては、ふるさと寄附

金によるもので、今年度の決算額といたしましては、５，０００万円を少し上回る見込み

でございます。 

 続いて、２６ページ、２７ページをお願いをいたします。 

 ２１款市債７，１６０万円の減額につきましては、主に旧吉野、土成及び金清自然環境

活用センターの解体費の請負差額に伴う合併特例債の減額によるものでございます。 

 次に、歳出についてでございます。 

 ３０ページ、３１ページをお願いをいたします。 

 ２款総務費５，１８２万５，０００円の減額で、主なものといたしまして、１項総務管

理費４，６０６万５，０００円の減額でありますが、財産管理費１，６９０万円、一般管

理費６３０万円のそれぞれ減額が主なものでございます。 

 続いて、３６ページ、３７ページをお開きください。 

 ２項老人福祉費２，９６６万５，０００円の減額でありますが、主なものといたしまし

て、介護保険特別会計繰出金２，２６９万５，０００円の減額であります。 

 老人福祉費の下段、３項児童福祉費につきましては３，８５５万９，０００円の減額で

あります。主なものといたしましては、久勝保育所指定管理委託料２，１２６万９，００

０円の減額でございます。 

 続いて、４４ページ、４５ページをお願いをいたします。 

 ２項道路橋りょう費３，４２０万円の減額でありますが、主なものといたしましては、

周辺対策事業費２，０３０万円の減額であります。 

 続いて、５４ページ、５５ページをお願いをいたします。 

 １３款２項１目基金費で６億１，４６９万９，０００円の追加となっており、教育施設

整備基金３億円、情報システム施設整備基金２億円などの積み立てをお願いするものでご

ざいます。 

 次に、最終５８ページをお願いをいたします。 

 この調書は、６ページの地方債補正の変更に基づき調製をしたものでございます。合計

欄の最終当該年度末現在高見込み額は２１７億４，７６４万８，０００円となってござい

ます。 
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 以上、承認第１号の補足の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認をいただき

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 三浦市民部長。 

○市民部長（三浦康雄君） 議長の許可をいただきましたので、承認第２号及び承認第３

号について補足説明をさせていただきます。 

 承認第２号をお願いいたします。 

 承認第２号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２９年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第２号平成２９年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第４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５，５２５万円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９億４，９８０万３，０００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３０年３月３０日専決、阿波市長。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算に関しましては、歳入面では実績見込みにより増減を行うとともに、歳

出面では決算見込みにより増減額の調整を行ったものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、１款国民健康保険税が３，４４２万１，０００円の追

加で計８億６，５９８万５，０００円に、３款国庫支出金が５，９８８万２，０００円の

追加で計１３億２７５万５，０００円に、４款療養給付費交付金が１，１３９万９，００

０円の減額で計８，５７１万３，０００円に、６款県支出金が２，１１４万１，０００円

の減額で計２億１，９８２万５，０００円に、７款共同事業交付金が７，８８１万５，０

００円の減額で計１２億８，９５８万９，０００円に、９款繰入金が４，２１９万８，０

００円の減額で計８億１，９３２万２，０００円などとなっており、補正額の合計は５，

５２５万円の減額で、補正後の歳入合計額は５９億４，９８０万３，０００円となってお

ります。 
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 次に、３ページ、歳出についてでございます。 

 歳出の主なものについては、２款保険給付費が１億２，２９９万円の減額で計３２億

１，２６２万円に、７款共同事業拠出金が４，７１８万６，０００円の減額で計１３億

７，７５２万５，０００円に、９款基金積立金が１億２，０００万円の追加で計１億２，

０２７万１，０００円などとなっており、補正額の合計は歳入と同額の５，５２５万円の

減額で、補正後の歳出合計額は５９億４，９８０万３，０００円となります。 

 以上、承認第２号の補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、承認第３号をお願いいたします。 

 承認第３号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２９年度阿波市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第３号平成２９年度阿波市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２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２３４万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４，１５４万円とする。 

 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、繰越明許費の変更は、第２表繰越明許費補正による。 

 平成３０年３月３０日専決、阿波市長。 

 ２ページ、第１表歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

 今回の補正予算の主なものにつきましては、一条西地区及び柿原東地区の農業集落排水

施設管理費について不用額が生じるものにつきまして減額補正の措置を行い、一般会計か

らの繰入金を減額するものでございます。 

 歳入については、５款繰入金が２３４万円の減額で計１億３１９万２，０００円となっ

ており、補正額の合計は２３４万円の減額で、補正後の歳入合計額は１億４，１５４万円

となります。 

 次に、３ページ、歳出についてでございます。 

 歳出については、１款総務費が６４万円の減額で計３３９万７，０００円に、２款事業
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費が１７０万円の減額で計５，７３３万２，０００円となっており、補正額の合計は歳入

と同額の２３４万円の減額で、補正後の歳出合計額は１億４，１５４万円となります。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正でございます。 

 事業名地方創生汚水処理施設整備事業の補正前の金額８００万円を１９３万３，０００

円減額し、６０６万７，０００円に変更するものでございます。 

 以上、承認第２号及び承認第３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いたします。 

○議長（森本節弘君） 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） 議長の許可をいただきましたので、承認第４号について

補足説明をさせていただきます。 

 承認第４号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、平成２９年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 専決第４号平成２９年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（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から歳入歳出それぞれ１億１，５３８万円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３億５，０７５万円とする。 

 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。 

 平成３０年３月３０日専決、阿波市長。 

 今回の補正予算につきましては、歳入面では国庫支出金や交付金の額の決定に伴い調整

を行うとともに、歳出面では不用額が生じる予算について減額を行うものです。 

 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。 

 ６ページ、７ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものにつきましては、１款介護保険料が１，２９２万５，０００円の追加で

８億７８１万３，０００円に、３款国庫支出金が５，０００万８，０００円の減額で１０

億３，５８３万２，０００円に、４款支払基金交付金が３，９１６万６，０００円の減額
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で１１億２，９３９万３，０００円に、５款県支出金が１，６４３万６，０００円の減額

で５億９，２４１万２，０００円に、８款繰入金が２，２６９万５，０００円の減額で６

億８，０３３万９，０００円となっており、補正額の合計は１億１，５３８万円の減額

で、補正後の歳入合計は４３億５，０７５万円となっております。 

 続きまして、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものにつきましては、１款総務費が２７０万円の減額で１億４，２４４万

６，０００円に、２款保険給付費が１億５６０万円の減額で３９億８，７４４万４，００

０円に、５款地域支援事業費が６５８万円の減額で１億３，４６２万３，０００円となっ

ており、補正額の合計は１億１，５３８万円の減額で、補正後の歳出合計額４３億５，０

７５万円となっております。 

 減額の主な要因につきましては、高齢者人口の増加により、介護サービスの利用実績は

全体的に拡大し、推移する傾向にありますが、総合事業が始まったことや制度改正により

居宅介護サービスの利用が想定以上に減少し、また地域包括支援センターが実施している

予防事業により施設サービスの利用も減少したため、減額補正となったものであります。 

 以上、承認第４号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（森本節弘君） 三浦市民部長。 

○市民部長（三浦康雄君） 議長の許可をいただきましたので、承認第５号から承認第９

号までの５件につきまして、補足説明をさせていただきます。 

 承認第５号をお願いいたします。 

 承認第５号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、国民健康保険法等の一部を改正する法律が施行され、

都道府県及び市町村にそれぞれ国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くこととなり

ました。これに伴い、阿波市国民健康保険条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容といたしましては、第１条中、「国民健康保険」の次に、「の事務」を加え、

第２条中、「国民健康保険運営協議会」を、「市の国民健康保険事業の運営に関する協議

会」に語句を改めるものでございます。 
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 施行期日は、平成３０年４月１日でございます。 

 以上、承認第５号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第６号をお願いいたします。 

 承認第６号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波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の一部を改

正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、先ほどの承認第５号の改正に伴いまして、本条例の別

表中の「国民健康保険運営協議会」を、「国民健康保険事業の運営に関する協議会」に語

句を改めるものでございます。 

 施行期日は、平成３０年４月１日です。 

 以上、承認第６号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第７号をお願いいたします。 

 承認第７号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行及び高

齢者の医療の確保に関する法律等の一部改正に伴い、阿波市後期高齢者医療に関する条例

の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容といたしましては、後期高齢者医療の住所地特例が見直され、国民健康保険の

住所地特例を引き継ぐこととなります。 

 施行期日は、平成３０年４月１日でございます。 

 以上承認第７号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第８号をお願いいたします。 

 承認第８号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 
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 今回の条例改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が本年３月３１日

に公布されたことに伴い、関係する条文について阿波市税条例の一部改正を行うものでご

ざいます。 

 主な改正点といたしましては、大きく分けて２点ございます。 

 １点目は、個人住民税についての改正でございます。 

 まずは、非課税範囲の見直しでございます。障害者、未成年者等に対する個人住民税の

非課税措置の合計所得金額が、１２５万円以下から１０万円引き上げ、１３５万円以下と

なります。 

 次に、基礎控除の見直しでございます。前年の合計所得金額が２，５００万円を超える

場合は基礎控除の適用がなくなり、２，５００万円以下の場合は基礎控除が調整されま

す。 

 施行期日は、平成３０年４月１日でございます。 

 ２点目は、たばこ税の見直しでございます。 

 たばこ税の税率が平成３０年１０月１日から平成３３年１０月１日まで３段階で、１本

当たり１円ずつ引き上げます。また、加熱式たばこについては、現在は重量１グラムを紙

巻きたばこ１本に換算して課税されておりますが、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換

算することとして、平成３０年１０月１日から５年間かけて段階的に移行します。 

 以上、承認第８号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第９号をお願いいたします。 

 承認第９号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規定

により、阿波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年３月３

１日に公布されたことに伴い、阿波市国民健康保険税条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 今回の改正は、限度額が引き上げられるとともに、５割軽減及び２割軽減の軽減判定所

得が改正されることとなりました。課税限度額につきましては、国保税の医療分の基礎課

税分に係る課税限度額は４万円引き上げられ、医療分、支援分、介護分の合計で、課税限

度額は現行の８９万円から９３万円となります。 
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 次に、５割軽減については、対象となる世帯の軽減判定において、被保険者に乗ずる金

額を２７万円から２７万５，０００円に、また２割軽減については４９万円から５０万円

に、それぞれ軽減が拡大されます。 

 施行期日は、平成３０年４月１日です。 

 なお、承認第５号から承認第９号までの改正はいずれも全国一律の改正となっておりま

す。 

 以上、承認第５号から承認第９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（森本節弘君） 野﨑健康福祉部長。 

○健康福祉部長（野﨑圭二君） 議長の許可をいただきましたので、承認第１０号から承

認第１７号について補足説明をさせていただきます。 

 初めに、承認第１０号をお願いいたします。 

 承認第１０号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこ

れを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律、いわゆる認定こども園法の一部改正により、幼保連携型認定こども

園以外の認定こども園等に係る事務権限が、都道府県から市町村に移譲されることとなっ

たため、条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容といたしましては、本条例第１５条第１項第２号中、引用条項の同条第９

項を同条第１１項に改めるものです。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１０号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１１号をお願いします。 

 承認第１１号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 
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 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、児童福祉法の規定に基づき、放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が平成３０年３月３０日に公布された

ことに伴い、本条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容といたしましては、事業を行う事業者は、事業の支援単位ごとに放課後児

童支援員を２名以上置くこととされており、基準省令の改正に伴い、放課後児童支援員の

基礎資格等について、教員免許の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にし、有効な

教員免許を取得した者を対象といたしました。また、一定の実務経験があり、かつ市町村

長が適当と認めた者に対象を拡大することを追加いたしました。 

 施行日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１１号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１２号をお願いします。 

 承認第１２号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例の制定につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い、指定居宅

介護支援に関する基準を市町村の条例で定めることとされたことから、当該基準に関する

条例を制定するものです。 

 主な内容といたしましては、高齢者の自立支援に向け重要な役割を担う居宅介護支援事

業所の介護支援専門員の支援を充実することを目的として、居宅介護支援事業所の指定権

限が徳島県から阿波市に移譲されたところです。また、独自基準といたしまして、指定介

護予防支援事業者の介護支援提供記録の保存期間を５年間に義務づける基準を規定いたし

ました。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１２号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１３号をお願いします。 

 承認第１３号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例
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の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、同じく介護保険法の一部改正に伴い、指定地域密着型

サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定について、新たに共生

型サービスの特例を設けられるため、条例の一部を改正するものです。 

 主な改正内容といたしましては、訪問看護、通所介護等の居宅サービス等に係る事業所

について、児童福祉法の指定を受けているものから指定の申請があった場合において、都

道府県または市町村の条例で別途定める基準を満たしているときは、当該基準に照らして

指定を行うことができるものです。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１３号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１４号をお願いします。 

 承認第１４号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、介護保険法の規定により、市の条例で定められている

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生労働省令で定

める基準に従い定めており、厚生労働省令の改正に伴い、条例の一部改正を行うもので

す。 

 主な改正内容といたしましては、１点目として、共生型地域密着型サービスに関する基

準についての規定を追加。 

 ２点目として、共用型指定認知症対応型通所介護の利用定員の規定を追加。 

 ３点目として、事業者等に対して身体的拘束の適正化を図るために必要な措置の規定を

追加しております。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１４号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１５号をお願いします。 
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 承認第１５号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定に

よりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、介護保険法の規定により、市の条例で定められている

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生労働

省令で定める基準に従い定めており、厚生労働省令の改正に伴い、条例の一部改正を行う

ものです。 

 主な改正内容といたしましては、１点目として、共用型指定介護予防認知症対応型通所

介護の利用定員の規定を追加しております。 

 ２点目として、事業者の身体的拘束等の適正化を図るため、必要な措置を講じる規定を

追加しております。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１５号についての補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１６号をお願いします。 

 承認第１６号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求め

る。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、介護保険法の規定により、市の条例で定められている

指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、厚生労働省令で定める

基準に従い定められており、厚生労働省令の改正に伴い、条例の一部を改正するもので

す。 

 主な改正内容といたしましては、介護予防のための効果的な支援を行うため、医療介護

の連携の強化に関する規定を追加しております。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 
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 以上、承認第１６号の補足説明とさせていただきます。 

 次に、承認第１７号をお願いいたします。 

 承認第１７号専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第１７９条第１項の規

定により、阿波市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 平成３０年４月１３日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、介護保険法施行規則の一部改正に伴い、条例の一部改

正を行うものです。 

 主な改正内容といたしましては、主任介護支援専門員の更新時期に研修が導入されたこ

とから、研修の受講に係る経過措置として、経過措置期間が終了するまで主任介護支援専

門員とみなす規定を加えております。 

 施行期日につきましては、平成３０年４月１日となります。 

 以上、承認第１０号から承認第１７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、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（森本節弘君） 以上で補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 承認第１号から承認第１７号までの計１７件を、会議規則第３７条第３項の規定により

委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認め、承認第１号から承認第１７号までの計１７件に

ついては委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについて（平成２９年度阿波市一般会計補正予

算（第９号）について）から承認第１７号専決処分の承認を求めることについて（阿波市

包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部改正について）までの計１７件を

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、承認第１号から承認第１７号まで

の計１７件は原案どおり承認されました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後０時０２分 休憩 

            午後０時１０分 再開 

○議長（森本節弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第３３ 議案第３１号 監査委員（議会選出）の選任について 

○議長（森本節弘君） 次に、追加日程第３３、議案第３１号監査委員（議会選出）の選

任についてを議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定によって、木村松雄君の退席を求めます。 

            （１６番 木村松雄君 退席 午後０時１１分） 

○議長（森本節弘君） 市長からの提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３１号監査委員（議会

選出）の選任について提案理由のご説明を申し上げます。 

 次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定によりまし

て、議会の同意をお願いするものでございます。 

 住所につきましては阿波市土成町土成字大木８９番地２、氏名は木村松雄、生年月日は

昭和２６年２月２０日でございます。 

 木村氏は、阿波市議会議員として経験豊富で、行政運営に関しすぐれた識見を有してお

りまして、議会議員より選出の監査委員として適任者であると考えますので、ご同意を賜

りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上、提案理由の説明とさせていただきます。 

○議長（森本節弘君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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 議案第３１号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略い

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（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、議案第３１号は委員会の付託を省

略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 議案第３１号監査委員（議会選出）の選任についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森本節弘君） 異議なしと認めます。よって、議案第３１号は原案のとおり同意

することに決定いたしました。 

            （１６番 木村松雄君 入場 午後０時１３分） 

○議長（森本節弘君） ここで監査委員に選任されました木村松雄君のご挨拶がありま

す。ご登壇をお願いいたします。 

○１６番（木村松雄君） 木村でございます。 

 ただいま監査委員の選任につきましては、議員の皆様方のご同意賜りまことにありがと

うございました。 

 地方自治体の監査という役割の重要性を痛感しております。今後におきましては、公正

不偏の姿勢を保持しながら鋭意努力してまいる所存でございますので、議員の皆様方、ま

た理事者の皆様方のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いを申し上げ、まことに簡単でご

ざいますが、就任のご挨拶とさせていただきます。本日はまことにありがとうございまし

た。（拍手） 

○議長（森本節弘君） これをもちまして本臨時会に付議された案件の審議は全部終了い

たしました。 

 閉会に当たりまして、市長から挨拶があります。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 
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 本臨時会は、阿波市議会議員改選後最初の議会でありましたが、先ほど議長に森本節弘

議員、副議長に樫原伸議員が選任され、各常任委員会等の委員長、副委員長を初め委員構

成も決定されました。また、広域連合議会の議員並びに組合議会の議員、議会選出の監査

委員に木村松雄議員が選任されました。森本議長初め選任されました皆様には、ご就任を

心からお祝い申し上げ、市政運営への変わらぬご協力をお願い申し上げますとともに、今

後のご活躍をご期待申し上げる次第でございます。 

 また、本臨時会に提案いたしました議案につきましては、全議案、原案どおり承認いた

だき、まことにありがとうございました。 

 最後になりましたが、議員各位におかれましては健康には十分ご留意されまして、引き

続き市勢発展のためご活躍いただきますようお願いを申し上げまして、閉会に当たりまし

てのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（森本節弘君） これで本日の会議を閉じます。 

 平成３０年第１回阿波市議会臨時会を閉会いたします。 

            午後０時１７分 閉会 

 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 

 

            臨 時 議 長 

 

            議     長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 

 

 



<<
  /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


