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            午前１０時００分 開議 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日、午前９時より議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員会委員長の

報告を求めます。 

 阿部雅志君。 

○議会運営委員長（阿部雅志君） おはようございます。 

 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。 

 令和２年第２回阿波市定例会の運営協議のため、本日６月３０日午前９時から委員会室

において、正副議長及び委員８名出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 本日の請願第１号徳島県主要農作物種子条例制定を求める請願の採択については、起立

採決と決定をいたしました。 

 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お願いをいたしまして、

報告といたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第４２号 令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）について 

  日程第２ 議案第４８号 阿波市老人ルーム条例の一部改正について 

  日程第３ 議案第４９号 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 

  日程第４ 議案第５１号 阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につ 

              いて 

  日程第５ 議案第５３号 徳島中央広域連合規約の変更について 

  日程第６ 議案第５４号 令和２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）について 

  日程第７ 請願第 １号 徳島県主要農作物種子条例制定を求める請願 

○議長（松村幸治君） 日程第１、議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第

３号）についてから日程第７、請願第１号徳島県主要農作物種子条例制定を求める請願ま

での計７件を一括議題といたします。 
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 以上の案件につきましては、各常任委員会に付託してありますので、各委員長の報告を

求めます。 

 まず初めに、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長後藤修君。 

○総務常任委員長（後藤 修君） おはようございます。 

 総務常任委員会の審査結果と経過についてご報告申し上げます。 

 当委員会は、去る６月２３日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についての所管部分、議案第４８号

阿波市老人ルーム条例の一部改正について、議案第５３号徳島中央広域連合規約の変更に

ついて、議案第５４号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）についての所管部分

の市長提出議案４件について、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についての所管部分で、企

画総務部関係では、委員から、阿波地域交流センターの駐車場用地購入について質疑があ

りました。理事者から、３月に阿波地域交流センターが完成し、４月から運転免許センタ

ーや子育て支援センター等開設している。現在駐車揚として２３０台程度確保している

が、県道志度山川線整備事業に伴い、２１５台程度となる。今後、駐車場不足が懸念され

ることから、新たに用地を取得し、３５台程度の駐車場整備をすることで、阿波地域交流

センターや近隣の阿波支所、阿波図書館などの施設利用者が不便なく利用できるようにし

たい。場所は、現在の阿波図書館のすぐ東側で、面積は約１，１１０平米となっていると

の答弁がありました。 

 市民部関係では、理事者から、吉野町旭集会所の新築工事に伴う施工監理委託料、吉野

庄境老人ルーム、吉野井ノ元老人ルームの２館の老朽化による解体工事費及び吉野町柿原

ふれあい会館の浄化槽漏水修繕費など、計上されている予算について説明がありました。 

 次に、議案第４８号阿波市老人ルーム条例の一部改正についてでは、理事者から、吉野

庄境老人ルーム及び吉野井ノ元老人ルームについて、両館とも建物の老朽化が進んでいる

ため、阿波市公共施設個別管理計画に基づき用途廃止するため、条例の一部改正を行うも

のであるとの説明がありました。 
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 次に、議案第５３号徳島中央広域連合規約の変更についてでは、理事者から、構成する

旧８力町村の出資金及び県補助金を財源に造成したふるさと市町村圏基金、現在の中央地

区広域振興基金について、約２５年が経過し、当初の事業目的等について一定の効果を達

成したと判断し、当該基金の廃止に伴い、規約の一部を改正するものであるとの説明があ

りました。 

 次に、議案第５４号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）についての所管部分

で、企画総務部関係では、委員から、所管部分は教育施設整備基金繰入金の歳入のみだ

が、教育費に充てるパソコン整備についての概要と、リースになるのか購入するのか、ま

た費用については国からの補助金で全額賄えるのかなどの質疑がありました。理事者か

ら、児童・生徒に１人１台のパソコンを購入するもので、充当先は教育費の教育ＩＣＴ環

境整備事業となる。補助金は１０分の１０で全額補助となるが、補助金だけでは買いきれ

ないため、大体１台当たり２５％程度余分に一般財源が必要になる。事業にかかる国庫補

助金が確定次第、財源の見直しを行う予定であるとの答弁がありました。 

 以上、総務常任委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで総務常任委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長木村松雄君。 

○文教厚生常任委員長（木村松雄君） 文教厚生常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る６月２４日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についての所管部分、議案第４９号

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、議案第５４号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）についての所管部分の

市長提出議案３件について、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 
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 以下、審査の過程でありました質疑内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げま

す。 

 議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についての所管部分に関し

て、健康福祉部関係から、大俣認定こども園開園に当たり、園庭に設置する遊具の購入に

ついて説明がありました。園庭遊具は受注生産であること、また新型コロナウイルス感染

症の影響から早期に発注しなければ開園に納品が間に合わないおそれがあるため、今回補

正予算に計上したとの説明がありました。 

 教育委員会関係では、委員から、学校施設長寿命化計画について質疑がありました。理

事者からは、学校施設長寿命化計画は、コンクリートの中性化対策、鉄筋の腐食対策等を

行う事業の計画となっている。建築後５０年以上経過している学校施設があるため、この

施設を７０年から８０年使用できるようにするための事業計画であるとの答弁がありまし

た。 

 また、委員から、児童・生徒数の減少も勘案しながら、計画の中で古い施設の見きわめ

も一緒にしたらどうかとの要望がありました。 

 市民部関係では、理事者から、中央広域環境施設組合内に施設整備局を配置するため、

１市２町で人口割と均等割により算出した予算を計上しているとの説明がありました。 

 次に、議案第５４号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）についての所管部分

に関して、健康福祉部関係では、委員から、新型コロナウイルス感染症の影響による対策

としての事業である子育てと仕事を１人で担う低所得者のひとり親世帯臨時特別給付金支

給事業について質疑がありました。理事者から、対象者については、児童扶養手当受給世

帯へ１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円支給。また、児童扶養手当受給世帯で家

計の収入が大きく減少していると申告があった世帯へ１世帯５万円を支給する事業の説明

がありました。申告制になっているため、ＡＣＮ、広報阿波等を通して広報する。令和３

年２月末が申告の締め切りであるとの答弁がありました。 

 教育委員会関係では、委員から、教育ＩＣＴ環境整備事業費で児童・生徒１人１台のタ

ブレットを導入することにより、学校の先生への指導はどのようにするのかとの質疑があ

りました。理事者から、教育委員会内にＩＣＴ研究員と学力向上推進講師の２名を配置し

ている。この２名体制で援業支援や導入ソフトの操作支援や情報セキュリティーに関する

校内研修支援等で技術面、運用面できめ細やかな支援を行っている。また、ＧＩＧＡスク

ール構想の実現に向け、さらなるサポート体制の必要性を認識している。臨時交付金を活



- 159 - 

用して実施する緊急時に対応した学校ＩＣＴ環境整備運用計画策定事業において、ＩＣＴ

に関する研修を教職員を対象として実施したいと考えているとの答弁がありました。 

 以上、文教厚生常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長笠井安之君。 

○産業建設常任委員長（笠井安之君） 産業建設常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る６月２５日、委員６名が出席して会議を開き、付託されました議案第

４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についての所管部分、議案第５１号

阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について、請願第１号徳島県主要農

作物種子条例制定を求める請願の市長提出議案２件及び請願１件について、詳細な説明を

求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託されました議案は全て原案のとおり可決及び採択すべきものと決定いた

しました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についての所管部分に関し

て、産業経済部関係では、委員から、強い農業担い手づくり総合支援交付金事業補助金２

億２，３６９万５，０００円の国、県、市の補助割合について質疑がありました。理事者

からは、本事業は国の全額補助金となっていると答弁がありました。 

 また、委員から、農山漁村未来創造事業補助金の対象が６件あるが、どのような方法や

条件により選定されているのかと質疑がありました。理事者からは、徳島県の単独事業で

あり、農業の担い手育成及び農業機械等の導入を目的としている。最近では、プレゼンテ

ーションにより点数評価を行い、よい取り組みが選ばれるような仕組みとなっていると答
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弁がありました。 

 また、委員から、補助金を申請するに当たり制限があるのかと質疑がありました。理事

者からは、農業法人、認定農業者、個人事業者を問わず申請することができると答弁があ

りました。 

 建設部関係では、理事者から、今回の補正予算により計画している事業が１２カ所あ

り、主なものとして、道路新設改良費では、阿波町の伊沢小学校の進入路である南柴生１

号線の延長７１メートルの改良工事、地方道整備事業費では、土成町のトマトパーク徳島

の西面の主要地方道鳴門池田線から一般県道船戸切幡上板線のバイパスを結ぶ二級市道で

ある矢松田中線の総延長約８５０メートルのうち、南工区の一部である延長１２０メート

ルの改良工事、また周辺対策事業費では、吉野町藤原地区は中央広域環境センター南側に

あり、赤線で幅員が狭く、石積み等が老朽化により崩れて車両などが通行できない状況で

あるため、延長３００メートルの改良工事を予定している。 

 スマートインターチェンジ整備事業費に関する山麓東西１号線については、徳島自動車

道のスマートインターチェンジアクセス工事に係るゼロ次アクセスと、山麓東西１号線道

路改良工事に関する一次アクセスに分かれており、ゼロ次アクセスに関しては、ボーリン

グ調査による１０カ所の地質調査等を実施、一次アクセスに関しては、山麓東西１号線部

分でスマートインターチェンジランプ単一区間と市道との接合部分を中心とした東西に延

長６４０メートルの道路改良と、主要地方道津田川島線との接合部分の交差点改良を計画

していると詳細な説明がありました。 

 以上、産業建設常任委員会の審査の結果と経過の報告をさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） マスクを外して質問させていただきます。 

 産業建設常任委員会の採択事項について質問をさせていただきます。 

 産業建設常任委員会において請願である徳島県主要農作物種子条例制定を求める請願に

ついて話し合いをされ、可決されています。その中で、１点目の質問として、可決内容の

出席者数、賛成数、反対数をお願いするとともに、反対された方々の反対意見の内容をお

教えください。 
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○議長（松村幸治君） 産業建設常任委員長笠井安之君。 

○産業建設常任委員長（笠井安之君） 武澤議員の種子法廃止に伴う徳島県主要農作物種

子条例制定を求める意見書の採択に関する審査結果についての質問にお答えいたします。 

 まず、可決の内容でありますが、当日出席者、委員６名全員の出席のもと、委員長を除

く５名の起立による採択を行った結果、賛成３名、反対２名の結果となり、可決されまし

た。 

 また、お尋ねの反対意見の内容につきましては、議員全員で勉強会を開催した上で、種

子法並びに今後の農業に対する影響等について、議員全員が情報の共有に努めてはどうか

という意見がありました。また、このように大切な種子法であるなら、県条例の制定では

なく国が対処すべきではないのかというような意見もございました。 

 以上でございます。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） ただいまの答弁の中で、反対された意見の中でも議員全員で勉強

会を開催した上で種子法並びに今後の農業に対する影響等について、議員全員が情報の共

有に努めてはどうかという意見があったようです。今回の種子法、そして国会でも継続審

議となっている種苗法など、専門知識が必要となる請願が今後出てくるおそれがありま

す。今後、今回の請願を踏まえ、議員の勉強会の開催を産業建設常任委員会主導で検討さ

れてはいかがでしょうか。答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 産業建設常任委員長笠井安之君。 

○産業建設常任委員長（笠井安之君） ただいまの質問でございますが、農業立市を目指

す阿波市の市議会議員として議員各位が同じ知識や問題意識を共有することは非常に大事

なことだと考えております。松村議長とも十分に相談しながら、有識者のご意見をお伺い

する勉強の場を設けることができるよう検討したいと思っておりますので、議員各位のご

理解とご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（松村幸治君） 武澤豪君。 

○１番（武澤 豪君） 答弁いただきました。 

 今回の請願に対して、私は決して反対するわけではありません。どちらかといえば賛成

です。しかし、請願では、市議会で賛成、もしくは反対そして継続審査という手法がある

ことは議員の皆様にはご承知であることとは思います。請願である以上、最終的には白黒

はつけなければなりませんが、白黒をつけるということはあくまでも内容に対するメリッ
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ト、デメリットをはっきりと把握し判断するべきことであると思います。農業立市と語ら

れている以上は最低限の知識は必要です。また、周りの議会や他の県が承認をしたから阿

波市がすぐに答えを出さなければいけない必要性も私は感じません。農業立市だからこ

そ、より深い知識と議論が必要だと考えます。 

 我々市議会議員という立場は、市民の皆様から投票をいただいた上で成り立ち、市民の

皆様の代表者の立場でもあります。今回の請願は、市民の皆様から出されたものである以

上、知識をつけ、阿波市がよりよい選択ができるように、また市民の皆様から質問された

場合に答えられるようにしなければ失礼なことだと考えます。 

 長くなりましたが、今後の種苗法に関して、先ほど委員長にもお願いしたとおり、勉強

会の開催により、よりよい議員としての答えが出せることを強く望みます。 

 以上で質疑を終わります。 

            （「ええ質問じゃ」と呼ぶ者あり） 

○議長（松村幸治君） ただいま武澤豪君の質問が終わりました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで産業建設常任委員長の報告に対する質疑を終結いたします。 

 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。 

 議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）についてを採決いたしま

す。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４２号は原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第４８号阿波市老人ルーム条例の一部改正についてから議案第５１号阿波市

営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正についてまでの計３件を一括して採決いた

します。 
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 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第４８号から議案第５１号

の計３件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５３号徳島中央広域連合規約の変更についてを採決いたします。 

 委員長の報告は可決です。 

 委員長の報告のとおり決定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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５３号は原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第５４号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）についてを採決いた

します。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５４号は原案のとおり可

決されました。 

 次に、請願第１号徳島県主要農作物種子条例制定を求める請願を採決いたします。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 委員長の報告のとおり採択することに賛成の方は起立願います。 

            〔賛成者起立〕 

○議長（松村幸治君） 起立多数です。よって、請願第１号は採択とすることに決定いた

しました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時３２分 休憩 

            午前１１時０８分 再開 

○議長（松村幸治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま市長から追加議案として、お手元に配付のとおり、議案第５５号教育委員会教

育長の任命についてから議案第６２号固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの
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人事案件８件及び発委第２号徳島県主要農作物種子条例制定を求める意見書についてが提

出されました。 

 お諮りいたします。 

 以上９件を日程に追加し、追加日程第１から追加日程第９までの計９件を直ちに議題と

いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  追加日程第１ 議案第５５号 教育委員会教育長の任命について 

  追加日程第２ 議案第５６号 教育委員会委員の任命について 

  追加日程第３ 議案第５７号 公平委員会委員の選任について 

  追加日程第４ 議案第５８号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第５ 議案第５９号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第６ 議案第６０号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第７ 議案第６１号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第８ 議案第６２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

  追加日程第９ 発委第 ２号 徳島県主要農作物種子条例制定を求める意見書につい 

                て 

○議長（松村幸治君） 追加日程第１、議案第５５号教育委員会教育長の任命についてか

ら追加日程第８、議案第６２号固定資産評価審査委員会委員の選任についてまでの計８件

を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日追加提案いたしております議案第５５号から議案第６２号ま

での人事案件８件について提案理由の説明を申し上げます。 

 まず最初に、議案第５５号教育委員会教育長の任命についてでございます。 

 令和２年６月３０日をもって任期が満了する教育委員会教育長について、次の者を任命

したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の

同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市吉野町西条字町口１５３番地１、氏名は髙田稔、生年月日
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は昭和３４年３月２０日生まれでございます。 

 任期につきましては、令和２年７月１日から令和５年６月３０日までの３年間となりま

す。 

 髙田氏は、人格が高潔で、教育行政に関し幅広い見識を有しており、教育委員会教育長

として適任者でありますので、議会のご同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、議案第５６号教育委員会委員の任命についてでございます。 

 令和２年６月３０日をもって任期が満了する教育委員会委員について、次の者を任命し

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同

意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市吉野町西条字大西１３５番地、氏名大戸井美生でございま

す。生年月日は昭和３９年３月２７日生まれでございます。 

 任期につきましては、令和２年７月１日から令和６年６月３０日までの４年間でありま

す。 

 大戸井氏は、地域住民からの信望も厚く、教育に対する見識が高く、誠実な人柄で教育

委員会委員として適任者であると考えますので、議会のご同意を賜りますようよろしくお

願いを申し上げます。 

 次に、議案第５７号公平委員会委員の選任についてでございます。 

 令和２年６月３０日をもって任期が満了する公平委員会委員について、次の者を選任し

たいので、地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 住所につきましては、阿波市阿波町北原１２８番地、氏名は井内俊助、生年月日は昭和

２８年１０月１９日生まれでございます。 

 任期につきましては、令和２年７月１日から令和６年６月３０日までの４年間となりま

す。 

 井内氏は、人格高潔で見識高く、公平委員会委員として適任者であると考えますので、

議会の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、議案第５８号から議案第６２号までの固定資産評価審査委員会委員の選任につき

ましては、令和２年６月３０日をもって任期が満了する委員５名の選任について同意をお

願いするものでございます。 
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 初めに、議案第５８号につきましては、次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任し

たいので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 住所につきましては、阿波市阿波町大道北２０番地３、氏名は影山輝信、生年月日は昭

和１９年６月２２日生まれでございます。 

 次に、議案第５９号につきましては、次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任した

いので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市阿波町本町１７０番地１、氏名は枝澤昌範でございます。

生年月日は昭和２３年３月１９日生まれでございます。 

 次に、議案第６０号につきましては、次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任した

いので、地方税法第４２３条第３項の規定によりまして議会の同意を求めるものでござい

ます。 

 住所につきましては、阿波市吉野町五条１０８７番地１、氏名は姫田均でございます。

生年月日は昭和２９年７月２日生まれでございます。 

 次に、議案第６１号につきましては、次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任した

いので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市土成町郡４５２番地、氏名は稲井政人、生年月日は昭和２

７年１１月２日生まれでございます。 

 次に、議案第６２号につきましては、次の者を固定資産評価審査委員会委員に選任した

いので、地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市市場町上喜来字岡１５５８番地１、氏名は宮本正治、生年

月日は昭和３０年２月８日生まれでございます。 

 固定資産評価審査委員会委員の任期につきましては、令和２年７月１日から令和５年６

月３０日までの３年間となり、いずれの方におかれましても、地域の実情に精通し、見識

高く、固定資産評価審査委員会委員として適任者であると考えますので、議会の同意を賜

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。どうぞよろしくお願いをいたします。 

○議長（松村幸治君） 説明が終わりました。 

 これより議案第５５号教育委員会教育長の任命についてから議案第６２号固定資産評価

審査委員会委員の選任についてまでの質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 議案第５５号から議案第６２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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５５号から議案第６２号

は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 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（松村幸治君） 討論なしと認めます。 

 これより議案ごとに採決いたします。 

 議案第５５号教育委員会教育長の任命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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５５号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 教育長の入場を許可いたします。 

            （教育長 髙田 稔君 入場 午前１１時１７分） 

○議長（松村幸治君） ここで教育委員会教育長に任命されました髙田稔教育長のご挨拶

を頂戴したいと思います。 

 ご登壇お願いいたします。 

○教育長（髙田 稔君） ただいまご紹介いただきました髙田稔でございます。 

 ただいまは、名誉ある阿波市教育委員会教育長の選任にご同意いただきまして、まこと

にありがとうございます。身に余る光栄なことであるとともに、その職責の重さに身の引

き締まる思いでいっぱいでございます。何分行政経験も浅く、また人間的にも未熟ではご

ざいますが、全身全霊を込めてその職務を全うしたいと考えております。 

 これまで築いてこられた阿波市の教育行政は、市内外の教職員には好評でございます。
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その教育行政また行政施策をしっかりと継承しつつ、さらに阿波市の子どもたち、阿波市

民のために学校教育、社会教育が一層充実、発展しますよう全力で取り組む覚悟でござい

ます。今後とも皆様方にはご指導、ご鞭撻をいただきますようお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手） 

            （教育長 髙田 稔君 退場 午前１１時２０分） 

○議長（松村幸治君） 次に、議案第５６号教育委員会委員の任命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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５６号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第５７号公平委員会委員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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５７号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第５８号固定資産評価審査委員会委員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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５８号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第５９号固定資産評価審査委員会委員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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第５９号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６０号固定資産評価審査委員会委員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〕 
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○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６０号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６１号固定資産評価審査委員会委員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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６１号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第６２号固定資産評価審査委員会委員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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６２号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、発委第２号徳島県主要農作物種子条例制定を求める意見書についてを議題といた

します。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 笠井安之君。 

○６番（笠井安之君） それでは、発委第２号徳島県主要農作物種子条例制定を求める意

見書について、趣旨説明をさせていただきます。なお、意見書を読み上げまして説明とさ

せていただきます。 

 徳島県主要農作物種子条例制定を求める意見書（案）でございます。 

 主要農作物種子法が平成３０年４月１日をもって廃止されたことにより、各県が行って

きた種子の改良や安定供給の取り組みに法的な裏づけがなくなり、今後稲などの種子価格

の高騰や地域条件に適合した品種の生産普及などが衰退するのではないかとの不安が広が

っております。 

 つきましては、主要農作物種子法のもとで行われてきた主要作物、米、麦、大豆の公的

な種子生産の存続ができ、優良で安全な種子の確保のために原種、原原種の生産と保存、

圃場指定、圃場審査、生産物審査を県が責任を持って行い、主要作物の生産を継続できる

ものとして、主要農作物種子法のもとで行われてきた主要作物の種子生産が今後も円滑に

かつ持続的に行われる内容を盛り込んだ主要農作物種子法にかわる施策が必要です。 

 徳島県では、法廃止後、徳島県稲、麦類及び大豆種子生産実施要綱により、本県におけ
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る主要農作物の稲、麦類及び大豆の種子の安定的な生産及び普及を継続していますが、法

的拘束力のない要綱は当面の間という不安定な措置であり、気候変動に左右される栽培条

件において、種子の安定供給、安定価格維持、食料安定生産のためには条例制定が不可欠

です。 

 よって、徳島県においては、今後も現行の種子生産、普及体制を生かし、本県農業の主

要農作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることなく、さらには

農業者や消費者の不安を払拭させるため、主要農作物種子法にかわる徳島県条例の制定を

求めます。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 令和２年６月３０日、徳島県阿波市議会。 

 提出先でございますが、徳島県知事飯泉嘉門殿、徳島県議会議長寺井正邇殿。 

 以上でございます。議員各位の賛同をいただけますようお願い申し上げまして、説明と

させていただきます。 

○議長（松村幸治君） 説明が終わりました。 

 これより発委第２号について質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで発委第２号に対する質疑を終結いたします。 

 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（松村幸治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 発委第２号徳島県主要農作物種子条例制定を求める意見書についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、発委第２号は原案のとおり可決

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 
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○議長（松村幸治君） 次に、日程第８、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続

調査についてを議題といたします。 

 お手元に配付いたしました申出書のとおり、各委員長から閉会中の継続調査の申し出が

ありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査と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（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたします。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 ここで、坂東教育長からの発言の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 坂東教育長。 

○教育長（坂東英司君） マスクを外させていただきます。 

 退任に当たり、一言お礼を申し上げます。 

 阿波市に生まれ育ち、この地で教育に携わってまいりました私にとりまして、教育長の

職を務めさせていただきましたのは大変光栄なことでございました。就任以来７年が過ぎ

ました。この間、私たちの阿波市におきましては、歴代の市長や職員、市議会議員皆様の

連携、協力のもとに大きく変化をいたしました。市庁舎や給食センター、土成公民館、図

書館などの建設や、認定こども園の開園、その他各種施設の改修、改築、加えて企業の誘

致やスマートインター建設も決定いたしました。安全・安心のまちづくり、活力あふれる

まちづくり、子育て応援のまちづくりに向けましての取り組みが休む間もなく力強く進め

られております。 

 学校教育、社会教育におきましても、全小・中学校の耐震大規模改修やエアコンの設

置、ＩＣＴ教育の環境整備、社会教育各種施設の改修、改築等を積極的に進めていただい

ております。さらに、学力向上推進、英語教育や特別教育支援などの充実のためにご配慮

をいただき、以前とは見違えるような学校教育環境となりました。子どもたち、保護者、

市民の皆様は大変喜んでおります。また、毎年多額の学校運営の教育予算につきまして

も、子どものことだから、学校のことだからと温かくお認めをいただいております。こう

したことにつきましては、ひとえに市長を初め、議員の皆様方のご理解、ご支援のたまも

のであると常々感謝をいたしているところでございます。 
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 ７年間にはいろんなことがありました。平穏な日々ばかりでなく、厳しい局面もござい

ました。そうした折には、市長を初め議員の皆様の温かいご指導、そして何よりも教育委

員会職員の支援がありました。改めて全ての皆様に深く感謝し、心からお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

 現在、新型コロナウイルスの先行きは誰にもわかりません。誰もが心のどこかに不安な

気持ちを持ちながら日々の生活を営んでおります。こうした状況の中で、私たちの励みに

なるのは、希望となるのは、未来に向かってひたむきに努力している子どもたちの元気な

声と笑顔でありましょう。どうか今後とも阿波市の子どもたちの将来を見据えた本市教育

委員会の取り組みに対しまして、変わりなきご指導、ご支援をいただきますようお願いを

いたします。 

 最後に、「あすに向かって人の花咲くやすらぎと感動の郷土・阿波市」のますますの発

展並びに皆様方のご活躍、ご健勝を祈念して、退任のご挨拶といたします。長い間、本当

にありがとうございました。（拍手） 

            （「お疲れでした。ご苦労さまでした」と呼ぶ者あり） 

○議長（松村幸治君） ご苦労さまでした。 

 閉会に当たり、市長からご挨拶がございます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 令和２年第２回定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 初めに、政府は今月１９日から全ての都道府県をまたぐ移動自粛を解除し、徳島県にお

いても県をまたぐ移動や繁華街への外出を大幅に緩和する取り組みが示されましたが、今

月２６日、徳島保健所管内において２０代女性が新型コロナウイルスに感染したことが発

表されました。市といたしましては、同日、第１１回新型コロナウイルス対策本部会議を

開催し、情報収集や今後の対策を指示したところでございます。市民の皆様に対しまして

は、徐々に社会経済活動が再開されますが、感染拡大のリスクを減らすための新しい生活

様式を取り入れていただくようお願いをしたいと考えております。 

 次に、今議会開会日に新型コロナウイルス感染症に関連する予算案件、条例案件７件を

全て原案どおりご審議いただきました。まことにありがとうございました。今後におきま

しても、国、県の施策を注視し、新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波の流行に備

え万全を期するとともに、市内における経済活動や市民生活の着実な回復にしっかりと取
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り組んでまいります。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策を柱とした国の第２次補正予算が成立したことか

ら、これに関連する補正予算案を速やかに議会へ提案できますよう現在作業を進めている

ところでございます。引き続き、スピード感を持った対応に努めてまいりますので、今後

とも議員各位のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、今月２０日、美波町の新鮮なイセエビやアワビなどを販売する四国の右下産品応

援フェアがＪＡ夢市場において開催されました。この催しは、農林水産業の相互連携によ

る地域活性化に関する協定書に基づき開催されたものでございまして、７月１８日と１９

日には、美波町の道の駅日和佐で阿波市の特産品を販売する催しが開催されます。本市自

慢の農産物や県南地域の海産物など、地域の特産品を相互販売することで、それぞれの地

域の活性化につなげていく新たな試みに大きな期待を寄せているところでございます。今

後とも、農業を初めとする産業の活性化に努めてまいりたいと考えております。 

 結びとなりましたけども、本定例会は６月８日の開会以来、本日まで２３日間にわたり

まして慎重なご審議を賜り、提案いたしました各議案につきまして、全て原案どおりご賛

同いただき、まことにありがとうございました。本定例会において賜りました貴重なご意

見、ご提言につきましては、十分に検討を行い、今後の市政運営に反映してまいりたいと

考えております。 

 なお、本日をもって勇退されます坂東教育長におかれましては、平成２５年７月に教育

長に就任されて以来、７年間にわたりまして本市教育の発展のためご尽力を賜ったことに

対しまして、この場をおかりしまして厚くお礼を申し上げます。今後ともご自愛ください

まして、今後におきましても阿波市教育発展のためお力添えを賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

 さて、本格的な夏を間近に控え蒸し暑い日が続きますが、議員各位におかれましては体

調には十分ご留意され、引き続き市政発展のため格別のご支援、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。大

変ありがとうございました。お世話になりました。 

○議長（松村幸治君） これで本日の会議を閉じます。 

 令和２年第２回阿波市議会定例会を閉会いたします。 

            午前１１時３７分 閉会 
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 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。 

 

            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 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


