
- 1 - 

        令和２年第２回阿波市議会定例会会議録（第１号） 

招集年月日  令和２年６月８日 

招集場所   阿波市議会議場 

出席議員（１９名）        

  １番 武 澤   豪         ２番 北 上 正 弘 

  ３番 後 藤   修         ４番 坂 東 重 夫 

  ５番 藤 本 功 男         ６番 笠 井 安 之 

  ７番 中 野 厚 志         ８番 笠 井 一 司 

  ９番 川 人 敏 男        １０番 樫 原   伸 

 １１番 松 村 幸 治        １２番 吉 田   稔 

 １４番 江 澤 信 明        １５番 樫 原 賢 二 

 １６番 木 村 松 雄        １７番 阿 部 雅 志 

 １８番 出 口 治 男        １９番 原 田 定 信 

 ２０番 三 浦 三 一 

欠席議員（１名） 

 １３番 森 本 節 弘 

会議録署名議員 

  ７番 中 野 厚 志         ８番 笠 井 一 司 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席したものの職氏名 

 市    長 藤 井 正 助     副  市  長 町 田 寿 人 

 副  市  長 春 木 尚 登     教  育  長 坂 東 英 司 

 企画総務部長 野 﨑 圭 二     市 民 部 長 矢 田 正 和 

 健康福祉部長 妹 尾 浩 子     産業経済部長 岩 佐 賢 二 

 建 設 部 長 川 野 一 郎     水 道 部 長 藤 野 芳 大 

 会 計 管 理 者 藤 川 靖 人     教 育 部 長 阿 部 仁 子 

 危機管理局長 吉 川 和 宏 



- 2 - 

職務のため出席したものの職氏名 

 議会事務局長 猪 尾   正     事務局議事総務課長 笠 井 久美代 

 事務局議事総務課長補佐 藤 岡 知 寛 

議事日程        

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 行政報告 

 日程第 ４ 議案第４１号 令和２年度阿波市一般会計補正予算（第２号）について 

 日程第 ５ 議案第４３号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第 ６ 議案第４４号 阿波市税条例の一部改正について 

 日程第 ７ 議案第４５号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第 ８ 議案第４６号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

 日程第 ９ 議案第４７号 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 

 日程第１０ 議案第５０号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

 日程第１１ 議案第５２号 大俣公民館改築工事請負契約の締結について 

 日程第１２ 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１３ 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１４ 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１５ 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１６ 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１７ 報告第 ２号 令和元年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 日程第１８ 報告第 ３号 令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書について 

 日程第１９ 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 

 

  



- 3 - 

            午前１０時００分 開会 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 開会に先立ちまして、第８２回四国市議会議長会定期総会において表彰を受けられまし

た議員に対しまして、表彰状の伝達を行いたいと思います。 

 事務局長がお名前を申し上げますので、演台までお越しくださいますようお願いを申し

上げます。 

○議会事務局長（猪尾 正君） それでは、四国市議会議長会被表彰者のお名前を申し上

げます。 

 特別表彰２０年以上議員として出口議員、一般表彰３年以上正副議長として森本議員が

表彰をされました。 

 出口議員、演台の前までお越しください。 

 出口議員、前にお進みください。 

○議長（松村幸治君） 表彰状。阿波市、出口治男殿。あなたは市議会議員在職２０年の

長きにわたってよく市政の発展に尽くされ、その功績は特に顕著なものがあるので、ここ

に本会表彰規程により特別表彰として表彰します。令和２年４月３０日、四国市議会議長

会会長、松山市議会議長清水宣郎。 

 おめでとうございます。（拍手） 

 今回表彰されました議員の皆様の長年のご活動に対しまして深甚なる敬意を表しますと

ともに心よりお祝いを申し上げます。今後とも健康に留意され、市政発展のため、ますま

すご活躍されますことをご期待申し上げます。 

 以上で表彰状の伝達を終わります。 

 ただいまから令和２年第２回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 なお、本日の定例会の開催に際しましては、先日開催されました議会運営委員会で協議

した結果、新型コロナウイルス対策として密閉、密集、密接の３密を避けるため、議場の

ドアは風が通るだけあけて行い、理事者においては三役及び各部長級の出席とし、次長級

については別室待機とさせていただいております。また、前回に引き続きマスクの着用及

び消毒液の利用をお願いいたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 



- 4 - 

 まず初めに、議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 去る４月８日に阿南市において開催予定でありました第１６０回徳島県市議会議長会定

期総会及び先ほどの表彰状の伝達にも申しましたとおり、４月３０日に松山市において開

催予定でありました第８２回四国市議会議長会定期総会、また５月２７日に東京都におい

て開催予定でありました第９６回全国市議会議長会定期総会が、新型コロナウイルス感染

症の拡大状況を踏まえ、書面での開催となっております。 

 続いて、組合関係、その他についてご報告申し上げます。 

 組合関係では、３月２４日に徳島中央広域連合議会、３月２５日に中央広域環境施設組

合議会、阿北特別養護老人ホーム組合議会、阿北環境整備組合議会、阿北火葬場管理組合

議会に出席をしています。 

 その他といたしましては、３月４日に土成図書館・公民館落成式、３月７日に伊沢認定

こども園落成式、３月１６日に御所放課後児童クラブ落成式、３月１７日にヘンロ小屋５

７号土成落成式典及び三木武夫実家跡地記念碑除幕式、３月２０日にかきはら子ども園、

はやし子ども園新築工事落成記念式典、３月２６日に阿波市阿波地域交流センター落成

式、３月２７日に市場かもめこども園落成式などの式典に出席しております。 

 なお、４月以降例年開催されております各種団体の総会等につきましては、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により中止となっております。 

 次に、監査委員から、令和２年１月から４月分の例月現金出納検査及び監査結果報告書

が議長宛てに提出されています。 

 以上の件の詳細については、関係書類を議会事務局に保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、受理いたしました陳情書については、既に配付のとおりでありますので、よろし

くお願いをいたします。 

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

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりです。 

 これより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てあります日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 
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○議長（松村幸治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、７番中野厚志君、８番笠井一司君

の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（松村幸治君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、６月１日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果につ

いて委員長の報告を求めます。 

 阿部議会運営委員長。 

○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回阿波市議会定例会の運営協議のため、６月１日午前９時３０分から委員

会室において、正副議長及び委員７名、理事者側から市長、副市長、企画総務部長ほか担

当職員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日６月８日から

６月３０日までの２３日間に決定をいたしました。 

 議事日程につきましては、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は諸般の報

告、行政報告、提出議案の説明を予定しております。 

 なお、議案第４１号、議案第４３号から議案第４７号、議案第５０号及び議案第５２号

については、先議を予定しております。 

 ６月１７日の本会議は午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を予定して

おります。６月１８日午前１０時に開会し一般質問、６月１９日午前１０時に開会し一般

質問、その後、議案に対しての質疑、各委員会への付託を予定しております。 

 次に、６月２３日午前１０時から総務常任委員会、６月２４日午前１０時から文教厚生

常任委員会、６月２５日午前１０時から産業建設常任委員会を予定しております。 

 次に、６月３０日は午前１０時から本会議を開会し、各常任委員会委員長の報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、明日６月９日の正午となってお

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

たしまして、報告といたします。 
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○議長（松村幸治君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から６月３０日までの２３日間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、会期を本日から６月３０日まで

の２３日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（松村幸治君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） おはようございます。 

 本日は、令和２年第２回阿波市議会定例会を招集しましたところ、松村議長、笠井一司

副議長初め議員各位におかれましては、大変お忙しい中ご出席をいただきましてまことに

ありがとうございます。また、日ごろは市行政全般にわたりまして格別のご支援、ご協力

をいただいておりますことに心から厚くお礼を申し上げます。 

 まずは、先ほど四国市議会議長会から表彰の伝達を受けられました出口治男議員、森本

節弘議員におかれましては、長年のご功績に対しまして心から敬意を表するとともに、お

祝いを申し上げます。 

 それでは、開会に当たりまして、市政の重要課題等についてご報告を申し上げます。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症対策についてでございます。政府は先月２５日、首

都圏１都３県と北海道で継続しておりました緊急事態宣言を、感染状況や医療体制が改善

したと判断したことから全面解除をいたしました。本市では、感染拡大の予防対策や生活

の支援など、引き続き市民生活に大きな影響が生じないよう努めますとともに、第２波の

発生に備え、万全の対策を講じてまいります。今後、徐々に社会経済活動が再開されるこ

とから、市民の皆様に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

だきますよう、情報発信の強化に努めてまいります。 

 次に、３月２６日、阿波市阿波地域交流センター及びあわむすびの落成式をとり行いま

した。式典には、全国知事会会長、徳島県知事飯泉嘉門様代理、後藤田博副知事を初め、

徳島県議会議長寺井正邇様、徳島県議会議員大塚明廣様、徳島県警察本部長根本純史様、

市議会議員各位や工事関係者など、多くの方にご出席をいただきまして完成を祝いまし
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た。この施設には、県西部を主な管轄とした阿波運転免許センターが４月１日から供用を

開始しておりました。新たな交流を創出するにぎわいの拠点として、有効に活用してまい

ります。 

 また、先月２１日には、公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワークによる阿波子育て

支援センターあおぞらの開所式が挙行されました。阿波市阿波地域交流センター内のこの

施設は、児童と保護者の皆様が自由に集い、打ち解けた雰囲気で語り合い、遊び、交流で

きる子育て支援の拠点であります。さらには、この施設内には子育て世代が気軽に相談や

情報を共有できるファミリー・サポート・センターを併設しております。阿波子育て支援

センターあおぞらが、子どもたちの社会性や思いやりなど、コミュニケーションを培う場

所になるよう、そして多くの皆様方から愛される場所になるよう、より一層尽力してまい

ります。 

 次に、４月１３日、大塚製薬株式会社との間におきまして、健康増進に関する連携協定

の調印を行いました。トータルヘルスケアカンパニーとして事業展開を行っている大塚製

薬株式会社と連携し、健康に関する正しい知識の普及や取り組みを推進することによりま

して、市民の皆様の健康増進につながるよう努めてまいります。 

 次に、４月２２日、地域防災体制の充実・強化を目的として、従業員の消防団への入団

促進や勤務時間中の消防団活動への協力、災害時における資機材の提供など、消防団活動

にご協力をいただける事業者として吉野清掃社様に対しまして、阿波市消防団協力事業所

の表示証を交付いたしました。事業者にご協力いただくことによりまして、従業員の方が

消防団員として活動しやすい環境が整うことになり、消防団の活性化や市民生活の安全・

安心につながるものと期待をしているところでございます。今後、さらに消防団協力事業

所の増加に努め、地域一丸となった防災体制の充実強化に取り組んでまいります。 

 次に、先月１９日、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の自粛や消費低迷

などによりまして厳しい状況に直面している県内農林水産業の維持及び地域活力の早期回

復を図るため、本市の阿波郡東部農業協同組合と県南地域にある道の駅日和佐など、３団

体との間におきまして、飯泉徳島県知事様立ち会いのもと、相互連携による農林水産業と

地域活性化の維持・回復に関する協定書を締結いたしました。本協定は、本市の農産物や

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により、新たな需要の創出や県

内の消費喚起、また観光ＰＲや交流促進を目的としておりまして、お互いの地域を豊かに

する新たな試みであることから、大きな期待を寄せているところでございます。 
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 次に、先月２０日、阿波農村環境改善センターにおきまして阿波市消費者協会設立総会

が開催され、旧４町の消費者協会が合併し、阿波市消費者協会が発足いたしました。近年

の消費者を取り巻く環境は、高齢化の進行や情報化の進展など大きく変化しており、新型

コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法や給付金に関する詐欺が多々発生しておりま

す。このような中、阿波市消費者協会が設立し、消費生活センターとの協働による消費者

被害防止キャンペーンや啓発活動など、消費者行政の重要な役割を担っていただけるもの

と大きな期待を寄せているところでございます。 

 続いて、国等に対する要望関係でございます。 

 去る４月２４日、私が会長を務める国営吉野川北岸二期土地改良事業推進協議会におい

て、徳島県知事飯泉嘉門様に対しまして、国営事業の早期完成、関連事業の推進に必要な

農業農村整備事業の予算確保について要望活動を行いました。本事業における市町村の負

担割合につきまして、これまでの要望活動が実を結び、６％とするご配慮をいただいたと

ころでございます。 

 また、国営の事務所、（仮称）中国四国農政局吉野川北岸二期農業水利事務所が、令和

２年８月ごろ、阿波市内に開設が予定されております。当初は９人体制で事業に着手し、

進捗状況に応じまして順次職員が増員されることになります。本市といたしましても、あ

わむすび内の阿波市阿波地域交流センターを国営事務所として使用していただけるよう、

一日も早い事務所の開設と事業の着手に向けて、引き続き積極的に要望してまいります。 

 次に、第１４８回四国市長会議は書面表決となりましたが、国への要望事項として全国

市長会議に提出する議案１０件を取りまとめました。本市から提案いたしました緊急防

災・減災事業債の期限延長について、地域公共交通確保維持事業の十分な予算の確保と、

補助事業の採択要件の緩和について及び鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業の上限単価の

引き上げの３件については、採択されたところでございます。 

 次に、６月１日、知事・市町村長会議が県庁で行われ、飯泉知事様を初め県幹部職員と

２４市町村長の意見交換が行われました。知事からは、新型コロナウイルス感染症対策な

ど重要施策の説明があり、市町村に協力の依頼がございました。一方、市町村長からは、

地域の諸課題について意見が述べられたところでございます。 

 今後におきましても、機会あるたびに国等への要望活動を積極的に行ってまいりたいと

考えております。 

 以上、報告を申し上げ、開会に当たりましての行政報告とさせていただきます。よろし
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くお願いいたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第４１号 令和２年度阿波市一般会計補正予算（第２号）について 

  日程第 ５ 議案第４３号 令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

               号）について 

  日程第 ６ 議案第４４号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第 ７ 議案第４５号 阿波市国民健康保険税条例の一部改正について 

  日程第 ８ 議案第４６号 阿波市国民健康保険条例の一部改正について 

  日程第 ９ 議案第４７号 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 

  日程第１０ 議案第５０号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

  日程第１１ 議案第５２号 大俣公民館改築工事請負契約の締結について 

○議長（松村幸治君） 日程第４、議案第４１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第

２号）についてから日程第１１、議案第５２号大俣公民館改築工事請負契約の締結につい

てまでの計８件を一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日提案させていただいております議案につきまして、先議をお

願いしたいので、提案理由の説明を申し上げます。 

 初めに、議案第４１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第２号）につきましては、

国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億９，０２５万円及び財政調整

基金１億３０万７，０００円などを財源とする追加補正予算額２億９，０８０万円でござ

います。 

 主なものといたしましては、市内に住所を有する１８歳以下の子どもさんがいる世帯に

対しまして、子ども１人当たり１万円を支給するあわっ子応援特別給付金事業や、徳島県

と協調し、経営状況の厳しい農業者の方に融資額に応じた一時金を支給する新型コロナ対

策農業者応援給付金事業、さらにはセーフティーネット保証制度等によりまして融資を受

けられました事業者の方に対しまして、融資額に応じて 高５０万円を支給する新型コロ

ナ対応！がんばる企業応援給付金事業、加えて家庭において児童・生徒さんがオンライン

学習できるようタブレット端末等の貸し出しを行う家庭学習のための通信機器整備支援事

業等の事業費を計上しております。 
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 次に、議案第４３号令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、追加補正予算額１００万円でございます。 

 次に、議案第４４号阿波市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正

する法律の公布に伴いまして、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４５号阿波市国民健康保険税条例の一部改正につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の影響によりまして、収入の減少が見込まれる場合などに保険税を減免す

る要件を規定するため、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４６号阿波市国民健康保険条例の一部改正につきましては、新型コロナウ

イルス感染症に感染するなどした被用者に対しまして傷病手当を支給するため、条例の一

部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第４７号阿波市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につきましては、徳

島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、条例の一部改正

を行うものでございます。 

 次に、議案第５０号阿波市介護保険条例の一部改正につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の影響によりまして、収入の減少が見込まれる場合などに保険料を減免できる要

件を規定するため、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、議案第５２号大俣公民館改築工事請負契約の締結につきましては、地方自治法第

９６条第１項第５号及び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第２条の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、本日先議をお願いいたします予算案件２件、条例案件５件、その他案件１件の計

８件につきましての提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきましては

担当部長より説明いたしますので、ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申し上げ

まして、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いたします。 

○議長（松村幸治君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております議案について補足説明を求めます。 

 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） おはようございます。 

 それでは、議案第４１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第２号）について補足説

明をさせていただきます。 

 令和２年度阿波市の一般会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。 
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 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９，０８０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３２億９，８７０万円とする。 

 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。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第２号）につきましては、新型コロナウイルス感染症に対し、感染拡

大防止に係る対策や、市民の生活支援など緊急的に取り組むべき事業を主とした予算編成

としております。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書で主なものについて説明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。 

 まず、歳入につきましては、１６款国庫支出金が１億９，０４９万３，０００円の追加

で計６１億４，３３７万９，０００円に、２０款繰入金が１億３０万７，０００円の追加

で計１８億９，７９７万６，０００円となっており、補正後の歳入合計額は２３２億９，

８７０万円となっています。 

 次に、８ページ、９ページをお願いいたします。 

 歳出といたしまして、３款民生費が６，７７３万５，０００円の追加で計７８億７，４

００万５，０００円に、４款衛生費が３１４万２，０００円の追加で計１９億３４５万

４，０００円に、６款農林水産業費が３，０００万円の追加で計７億７，１４２万２，０

００円に、７款商工費が１億１，８３９万円の追加で計３億８，０４５万６，０００円

に、９款消防費が２，６９９万８，０００円の追加で計７億２，５８０万円に、１０款教

育費が４，４５３万５，０００円の追加で計１９億８５０万８，０００円となっており、

補正後の歳出合計額は２３２億９，８７０万円となっています。 

 それでは、歳入歳出予算の主なものについて説明させていただきます。 

 まず、歳入予算といたしましては、１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １６款２項国庫補助金の補正額１億９，０４９万３，０００円の追加につきましては、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを見込むものでございます。 

 続いて、２０款１項基金繰入金、補正額１億３０万７，０００円の追加につきまして

は、財政調整基金を繰り入れるものでございます。 

 次に、歳出予算の主なものについて説明させていただきます。 

 １２、１３ページをお願いします。 
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 ３款１項社会福祉費、補正額２００万円、２項老人福祉費、補正額６４４万２，０００

円の追加で、障害者施設や介護保険施設に対し、感染症予防のため衛生用品購入等に係る

経費を従業員数に応じ、助成する事業でございます。 

 ３款３項児童福祉費、補正額５，９２９万３，０００円の追加で、主に市内に住所を有

する１８歳以下の子どもがいる世帯に対し、１人当たり１万円を支給するあわっ子応援特

別給付金事業でございます。 

 次に、１４、１５ページをお願いいたします。 

 ４款１項保健衛生費、補正額３１４万２，０００円の追加で、妊婦の方の育児用品への

支援のため、給付金を支給します。 

 ６款１項農業費、補正額３，０００万円の追加で、経営状況の厳しい農業者に対し、融

資額に応じた給付金を支給する新型コロナ対策農業者応援給付金事業でございます。 

 続いて、７款１項商工費、補正額１億１，８３９万円の追加で、主なものとしてセーフ

ティーネット保証制度等による融資を受けられた事業者に対し、融資を受けた金額に応じ

て 大５０万円を支給する新型コロナ対応！がんばる企業応援給付金事業などでございま

す。 

 続いて、９款１項消防費、補正額２，６９９万８，０００円の追加につきましては、１

６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 主なものとして、指定避難所のパーティションなど購入する指定避難所感染症対策事業

などでございます。 

 次に、１０款１項教育総務費、補正額４，４２０万９，０００円の追加で、主にパソコ

ンがないご家庭でもオンライン学習ができるよう、タブレット端末を貸し出しする家庭学

習のための通信機器整備支援事業などでございます。 

 以上、議案第４１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第２号）についての説明とさ

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（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 議案第４３号から議案第４７号までの市民部関連の５件につ

いて、続けてご説明させていただきます。 

 初に、議案第４３号の１ページをお開きください。 

 議案第４３号令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）。 

 令和２年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は次に定めるところによ
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る。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出予算それぞれ１００万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億１，０５３万３，０００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。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の補正は、新しく新型コロナウイルス対策として傷病手当金の支給がされることに

伴い、予算の補正を行うものでございます。 

 それでは、予算書の１０ページをお開きください。 

 歳入について説明をいたします。 

 ４款県支出金の県負担金・補助金の１目、保険給付費等交付金において１００万円の追

加補正額となっております。新しく新型コロナウイルス感染者へ傷病手当金の支給が開始

されることに伴い、国の特別調整交付金にて財政措置されるためでございます。補正後の

予算の総額は４５億１，０５３万３，０００円となっております。 

 次に、１２ページをお開きください。 

 歳出につきましても、２款保険給付費の傷病手当諸費の１目にて、傷病手当金１００万

円の追加補正額となっております。阿波市における傷病手当金の支給見込み額でございま

す。補正後の予算の総額は４５億１，０５３万３，０００円となっております。 

 以上が議案第４３号の説明でございます。 

 続きまして、議案第４４号をお開きください。 

 議案第４４号阿波市税条例の一部改正について。 

 阿波市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、新型コロナウイルス感染症及び蔓延防止のための措置

が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が４月３０日

に公布されたことを受け、阿波市税条例の一部を改正するものでございます。 

 主な改正点につきまして、４点説明させていただきます。 

 まず、第１条におきましては、１点目として、生産性向上に向けた中小企業の新規投資

促進のため、固定資産税の特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加し、適用期限を２

年間延長いたします。 
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 ２点目につきましては、軽自動車税の環境性能割特例措置適用期限を６カ月延長いたし

まして、令和３年３月３１日までに取得されるものを対象といたします。 

 ３点目といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し

た場合において、無担保かつ延滞金なしで１年間徴収猶予できる特例を設けます。 

 次に、第２条関連におきましては、４点目として、新型コロナウイルス感染症の影響に

よりイベントを中止等した主催者に対して、チケットなどの払い戻し請求権を放棄した者

に個人住民税における寄附金控除の適用を行います。 

 施行日につきましては、１条関係については公布の日といたしまして、２条関係につい

ては令和３年１月１日といたします。 

 以上が議案第４４号の説明でございます。 

 続きまして、議案第４５号をお開きください。 

 議案第４５号阿波市国民健康保険税条例の一部改正について。 

 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ように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 こちらの改正につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見

込まれる場合等に国民健康保険税の減免を行えるようにするため、条例の一部を改正する

ものでございます。 

 主な改正点につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により国保税の支払いが

難しくなった次の条件を満たす世帯を国保税の減免の対象といたします。 

 新型コロナウイルス感染症の影響において、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または

重篤な傷病を負った場合において、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込ま

れ、事業収入等の減少額が前年の１０分の３以上であり、その事業収入等による所得以外

の前年の所得合計金額が４００万円以下であることが条件となっており、令和２年２月１

日から令和３年３月３１日までに納期限が定められている国保税を対象としております。 

 施行日につきましては公布の日からの施行とし、令和２年２月１日から適用いたしま

す。 

 以上が議案第４５号の説明でございます。 

 次に、議案第４６号をお開きください。 

 議案第４６号阿波市国民健康保険条例の一部改正について。 

 阿波市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
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 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 こちらの改正につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に

対して傷病手当金を支給することから、条例の一部を改正するものでございます。国民健

康保険、後期高齢者医療保険に傷病手当金はございませんでしたが、このたびの改正によ

り支給されることになります。 

 主な改正点につきましては、阿波市国民健康保険の被保険者で次の条件を満たす者に対

して、傷病手当金の支給を行う規定を追加するものでございます。 

 対象者といたしましては、被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者また

は発熱等の症状があり、感染が疑われる者です。 

 支給要件といたしましては、労務に服すことができなくなった日から起算して３日を経

過した日から、労務に服することができない期間となります。 

 適用期間は、令和２年１月１日から９月３０日の間で、療養のために労務に服すること

ができない期間となります。 

 施行日は公布の日からといたします。 

 以上が議案第４６号の説明でございます。 

 次に、議案第４７号をお開きください。 

 議案第４７号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。 

 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ように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 この改正につきましては、このたび徳島県後期高齢者医療広域連合におきまして、新型

コロナウイルスに感染した被保険者へ傷病手当金を支給するため、徳島県後期高齢者医療

広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部が改正されました。本市においても、傷病手

当金の申請の受け付けを可能とするために、条例の一部を改正するものでございます。 

 手当金の支給につきましては広域連合が行いまして、阿波市は申請の受け付け事務を受

け持つことから、条例に傷病手当金の支給申請に関する受け付けを追加するものです。 

 施行日は公布の日からとなります。 

 以上で議案第４３号から議案第４７号までの説明を終わらせていただきます。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（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 議案第５０号について補足説明をさせていただきま
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す。 

 議案第５０号阿波市介護保険条例の一部改正について。 

 阿波市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込

まれる場合などに、令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間の納期限が定めら

れている介護保険料の減免を行うための条例改正でございます。 

 減免の対象となる被保険者は、新型コロナウイルス感染により世帯の生計を主として維

持する者が死亡または重篤な傷病を負った場合、または感染により世帯の生計を主として

維持する者の事業収入などの減少額が例年の１０分の３以上であり、減少することが見込

まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得合計額が４００万円以下である方が対象

となっております。 

 施行日につきましては公布の日から施行し、令和２年２月１日から適用といたしており

ます。 

 以上、議案第５０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（松村幸治君） 阿部教育部長。 

○教育部長（阿部仁子さん） 先議をお願いしております議案第５２号につきまして補足

説明をさせていただきます。 

 議案第５２号をお開き願います。 

 議案第５２号大俣公民館改築工事請負契約の締結について、下記のとおり工事請負契約

を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿波市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 契約の目的につきましては、大俣公民館改築工事でございます。契約の方法は入札後審

査方式一般競争入札、契約の金額は１億９，００１万７，３００円、契約の相手方は徳島

県阿南市富岡町内町２１１番地、株式会社八千代組、代表取締役森本則明でございます。 

 本工事につきましては、４月２７日に開札を行い、５月１１日に仮契約を締結いたしま

した。 

 以上、議案第５２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



- 17 - 

ただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 以上で補足説明が終わりました。 

 これより議案第４１号、議案第４３号から議案第４７号、議案第５０号及び議案第５２

号の８件について質疑に入ります。 

 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。 

 ただいま議題になっております８件については、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、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、８件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。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結をいたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第４１号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第２号）について及び議案第４３号

令和２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についての２件を一括して採

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、議案第４１号及び議案第４３号

の２件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４４号阿波市税条例の一部改正についてから議案第４７号阿波市後期高齢

者医療に関する条例の一部改正について及び議案第５０号阿波市介護保険条例の一部改正

についての計５件を一括して採決いたします。 

 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、議案第４４号から議案第４７号

及び議案第５０号の計５件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５２号大俣公民館改築工事請負契約の締結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。 
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            〔「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５２号は原案のとおり可

決されました。 

 ここで、暫時休憩いたします。 

            午前１０時５０分 休憩 

            午前１１時０５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。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 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１３ 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１４ 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１５ 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１６ 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１７ 報告第 ２号 令和元年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につい 

               て 

  日程第１８ 報告第 ３号 令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書について 

○議長（松村幸治君） 日程第１２、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１８、報告第３号令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越

計算書についてまでの計７件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日提案させていただいております令和２年第２回阿波市議会定

例会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 今定例会でご審議をお願いするのは、予算案件１件、条例案件３件、その他案件１件、

報告案件２件の計７件でございます。 

 初めに、議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３号）につきましては、

追加補正予算額５億１，８６０万円でございます。 

 主なものといたしましては、県補助金を活用した高度環境制御栽培施設の整備のための
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強い農業担い手づくり総合支援交付金事業や、スマートインターチェンジ整備事業などに

伴う事業費等を計上しております。 

 次に、議案第４８号阿波市老人ルーム条例の一部改正につきましては、阿波市公共施設

個別管理計画に基づきまして、吉野庄境老人ルーム、吉野井ノ元老人ルームを用途廃止す

ることから、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、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きましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

の改正に伴いまして、条例の一部改正を行うものでございます。 

 次に、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きまして

は、大野神団地建てかえ事業の完了に伴いまして、条例の一部改正を行うものでございま

す。 

 次に、議案第５３号徳島中央広域連合規約の変更につきましては、中央地区広域振興基

金を廃止することから、規約の変更を行うものでございます。 

 次に、報告第２号令和元年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、繰

越事業２０事業で繰越額合計は１４億７，１４６万７，０００円となっております。主な

繰越明許費の事業といたしましては、国の補助事業としまして、学校教育ネットワーク整

備事業の２億５２０万円、学校教育施設等整備事業の１億４，７８０万円、地方道整備事

業の１億３，４２２万１，０００円でございます。 

 次に、報告第３号令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書につきましては、配水

給水管布設替工事におきまして１億２９１万５，０００円を、土成連絡管布設工事におき

まして７，３００万円を、小倉高区配水池築造関連工事において８，５０６万３，０００

円を繰り越すものでございます。 

 以上、議案等の提案理由の説明を申し上げましたけども、議案内容の詳細につきまして

はこの後担当部長より説明させていただきますので、十分ご審議の上、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

○議長（松村幸治君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） 議案第４２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第３
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号）について補足説明をさせていただきます。 

 令和２年度阿波市の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億１，８６０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３８億１，７３０万円とする。 

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

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方債の変更は、第２表地方債補正による。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の補正予算（第３号）につきましては、当初予算の成立後の追加変更によるもの

や、国県補助金の内示があったものについて追加計上をするものです。 

 まず、４ページをおあけください。 

 第２表地方債補正についてであります。 

 公共施設等整備事業債など３事業について限度額の変更をお願いするものであります。

補正前の限度額総額１９億円から７，２５０万円を増額し、補正後の限度額総額は１９億

７，２５０万円としております。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書で主なものについて説明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。 

 まず、歳入の主なものにつきましては、１２款地方交付税が９，９５８万５，０００円

の追加で計６５億５，５４９万４，０００円に、１６款国庫支出金が５，８７５万９，０

００円の追加で計６２億２１３万８，０００円に、１７款県支出金が２億７，６９０万

６，０００円の追加で計１８億４，８８２万６，０００円に、２３款市債が７，２５０万

円の追加で計１９億７，２５０万円となっており、補正後の歳入合計額は２３８億１，７

３０万円となっています。 

 次に、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、２款総務費が２，８１５万２，０００円の追加で計６

１億５，１３５万６，０００円に、４款衛生費が２，２７４万２，０００円の追加で計１

９億２，６１９万６，０００円に、６款農林水産業費が２億８，０９３万２，０００円の

追加で計１０億５，２３５万４，０００円に、８款土木費が１億６，１３３万円の追加で

計１０億９，４４８万円に、１０款教育費が１，２６７万４，０００円の追加で計１９億

２，１１８万２，０００円となっており、補正後の歳出合計額は２３８億１，７３０万円
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となっています。 

 次に、歳入歳出予算の詳細につきまして説明させていただきます。 

 １０ページ、１１ページをおあけください。 

 まず、歳入についてであります。 

 １２款１項１目地方交付税、補正額９，９５８万５，０００円の追加とし、普通交付税

を見込むものであります。 

 続いて、その下段、１６款２項８目土木費国庫補助金、補正額５，８７５万９，０００

円の追加で、主なものといたしましては、道路メンテナンス事業費補助金として３，２３

６万７，０００円などでございます。 

 続いて、その下段、１７款２項６目農林水産業費県補助金、補正額２億７，６５５万

３，０００円の追加で、主なものといたしましては、農山漁村未来創造事業補助金４，９

９７万７，０００円や、民間企業が実施します高度環境制御栽培施設整備のための強い農

業担い手づくり総合支援交付金２億２，３６９万５，０００円などでございます。 

 続いて、１２、１３ページをお願いいたします。 

 ２３款市債、補正額７，２５０万円の追加で、主なものといたしましては、阿波地域交

流センター駐車場用地購入に伴う総務債１，６８０万円や、地方道整備やスマートインタ

ーチェンジ整備事業に伴う道路橋りょう債４，０９０万円などであります。 

 次に、歳出についてであります。 

 １４、１５ページをお願いします。 

 ２款１項総務管理費、補正額２，８１５万２，０００円の追加につきましては、主に２

目財産管理費、阿波地域交流センター用地購入費１，７７６万円でございます。 

 続いて、３款３項１０目認定こども園費、補正額７１８万円の追加で、認定こども園施

設整備事業に係る備品購入費であります。 

 続いて、４款２項１目清掃総務費、補正額２，２７４万２，０００円の追加で、中央広

域環境施設組合が準備を進めております新ごみ処理施設の施設整備局設置に伴う職員の人

件費や事務費に対する負担金でございます。 

 続いて、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ６款１項５目農業振興費、補正額２億８，０４６万１，０００円の追加で、主なものと

いたしまして、民間企業が阿波町に整備を予定しておりますＬＥＤを利用した植物工場に

対する補助事業である強い農業担い手づくり総合支援交付金事業２億２，３６９万５，０
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００円などでございます。 

 続いて、８款２項道路橋りょう費、補正額１億４，５０５万円の追加で、内訳につきま

しては、３目道路新設改良費として補正額８００万円。 

 １８、１９ページをお願いいたします。 

 ４目地方道整備事業費、補正額１億７３０万円の追加で、主なものとして、市内橋りょ

う点検委託料５，８００万円や、市場町奈良坂東西線改良工事のほか３路線の工事請負費

３，８００万円でございます。 

 次に、６目周辺対策事業費、補正額１，１７５万円の追加で、主なものは設計監理委託

料６００万円でございます。 

 次に、７目スマートＩＣ整備事業費、補正額１，８００万円の追加で、地質調査業務や

アクセス道路設計業務費などを計上しております。 

 ８款４項住宅費、補正額１，６０６万円の追加で、国の交付金を活用した吉野町旭団地

長寿命改善事業費であります。 

 ２０、２１ページをお願いします。 

 １０款１項教育総務費、補正額７９８万６，０００円につきましては、学校施設長寿命

化計画策定業務委託料、５項社会教育費、補正額４６８万８，０００円につきましては、

大俣公民館駐車場用地購入費などであります。 

 次に、２２ページをお願いいたします。 

 この調書は、４ページの地方債補正の変更に基づき調製したものであります。表の右

下、当該年度末現在高見込み額については、合計額は２０９億６，７０２万３，０００円

であります。 

 以上、議案第４２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（松村幸治君） 矢田市民部長。 

○市民部長（矢田正和君） 議案第４８号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第４８号阿波市老人ルーム条例の一部改正について。 

 阿波市老人ルーム条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、吉野庄境老人ルームと吉野井ノ元老人ルームが老朽化した

ことによりまして、２館を年度内に解体することから、別表の吉野庄境老人ルームの項及
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び吉野井ノ元老人ルームの項を削らせていただきます。 

 施行日は公布の日からとなります。 

 以上で議案第４８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（松村幸治君） 妹尾健康福祉部長。 

○健康福祉部長（妹尾浩子さん） 議案第４９号について補足説明をさせていただきま

す。 

 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。 

 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

する条例を次のように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 改正内容といたしましては、放課後児童支援員認定資格研修について、都道府県知事ま

たは指定都市の長が行う研修に加え、中核市の長が行う研修も対象となります。 

 施行日につきましては公布の日といたしております。 

 以上、議案第４９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（松村幸治君） 川野建設部長。 

○建設部長（川野一郎君） 議案第５１号について補足説明をさせていただきます。 

 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。 

 阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の改正につきましては、阿波市営住宅ストック総合活用計画に基づき、大野神団地

建てかえ事業が完了したことに伴い、大野神団地の位置の改正が必要となることから、条

例の一部改正をお願いするものでございます。 

 改正内容といたしましては、別表の１、表中大野神団地の位置について、阿波市吉野町

西条字大野神３３番地を阿波市吉野町西条字大野神３９番地１に改めるものでございま

す。 

 施行日につきましては公布の日から施行し、令和２年４月１日からの適用としておりま

す。 
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 以上、議案第５１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（松村幸治君） 野﨑企画総務部長。 

○企画総務部長（野﨑圭二君） 議案第５３号徳島中央広域連合規約の変更についてと、

報告第２号令和元年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書について補足説明をさせてい

ただきます。 

 初めに、議案第５３号徳島中央広域連合規約の変更について。 

 徳島中央広域連合の中央地区広域振興基金を廃止するため、徳島中央広域連合規約を次

のとおり変更することについて、地方自治法第２９１条の３第１項及び第２９１条の１１

の規定により、議会の議決を求める。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 今回の規約の変更につきましては、これまで中央地区広域振興基金の運用益を財源とし

てさまざまなソフト事業を実施してきました。現在、事業開始から２５年が経過し、当初

の事業目的及び役割について一定の効果を達成したと判断し、令和２年度末に当該基金を

廃止するものです。当該基金の原資分及び運用益分は案分率に応じて構成市に返還されま

す。 

 施行日につきましては令和３年４月１日でございます。 

 以上、議案第５３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 次に、報告第２号について補足説明をさせていただきます。 

 報告第２号令和元年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書について。 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 令和元年度阿波市一般会計繰越明許費繰越計算書につきましては、学校教育ネットワー

ク整備事業を初め、２０事業の繰越明許費について記載をさせていただいております。 

 翌年度繰越額の合計は１４億７，１４６万７，０００円で、財源内訳につきましては、

国県支出金５億９，３７５万４，０００円、地方債６億５，７２０万円、その他７，１４

１万２，０００円、一般財源といたしまして１億４，９１０万１，０００円となっていま

す。 

 次に、国の補助事業として、主な繰越事業といたしましては、学校教育ネットワーク整
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備事業費２億５２０万円、屋外トイレを整備するため、学校教育施設等整備事業費１億

４，７８０万円や、地方道整備事業費１億３，４２２万１，０００円、県補助事業として

トマトパーク徳島への補助、強い農業担い手づくり総合支援交付金事業費３億６，４００

万円などです。そのほか、認定こども園整備事業費１億７，１７６万１，０００円、庁舎

北側公園整備事業費１億２４０万円、上水道出資事業費６，４８０万円となっておりま

す。 

 地域インフラの整備や住民福祉を充実させ、市民生活の向上を図るため、これらの事業

を早期竣工に努めてまいります。 

 以上、報告第２号の補足説明とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 藤野水道部長。 

○水道部長（藤野芳大君） 報告第３号について補足説明をさせていただきます。 

 報告第３号令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書について。 

 地方公営企業法第２６条第３項の規定により、次のとおり報告する。 

 令和２年６月８日提出、阿波市長。 

 次のページをお願いいたします。 

 令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書につきましては、地方公営企業法第２６

条第１項の規定による建設改良費の繰越額が２億６，０９７万８，０００円となっており

ます。 

 その概要は、１款資本的支出１項建設改良費の配水施設費に予算計上しておりました工

事請負費の計３億４，６８８万円のうち、支払い義務発生額を除いた２億６，０９７万

８，０００円を繰り越すものでございます。 

 内訳でございますが、事業名、配水給水管布設替工事として、支払い義務発生額を除い

た翌年度繰越額が１億２９１万５，０００円でございます。財源につきましては、企業債

４，８８０万円、当年度損益勘定留保資金５，４１１万５，０００円を予定しておりま

す。 

 次に、事業名、土成連絡管布設工事として、翌年度繰越額が７，３００万円でございま

す。財源につきましては、出資金３，１６０万円、企業債１，９６０万円、当年度損益勘

定留保資金２，１８０万円を予定しております。 

 次に、事業名、小倉高区配水池築造関連工事として、支払い義務発生額を除いた翌年度

繰越額が８，５０６万３，０００円でございます。財源につきましては、出資金３，３２
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０万円、企業債２，４５０万円、当年度損益勘定留保資金２，７３６万３，０００円を予

定しております。 

 繰り越しの理由につきましては、関係機関との協議、調整の結果等でございます。 

 以上、令和元年度阿波市水道事業会計予算繰越計算書についての報告とさせていただき

ます。 

○議長（松村幸治君） 以上で補足説明が終わりました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１９ 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） 次に、日程１９、請願第１号徳島県主要農作物種子条例制定を求

める請願を議題といたします。 

 紹介議員であります出口治男議員に説明を求めます。 

 出口治男君。 

○１８番（出口治男君） それでは、請願第１号徳島県主要農作物種子条例制定を求める

請願について、紹介議員として説明をさせていただきます。 

 朗読いたします。 

 請願趣旨。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ました。種子法の

基本にあるのは、その法律制定時の理念、国民を二度と飢えさせないということでした。

その法のもと、今まで私たちは安価で安心しておいしいお米を食べることができ、麦類、

大豆類の主要穀物の安定的な供給の恩恵を受けてきました。しかし、主要農作物種子法の

廃止により、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います。主食であるこれらの種子の安定供給は、国の食糧

安保のために確保されなければならないと思います。 

 全国で種子条例を求める声は大きくなっています。４月現在、制定順に言いますと、兵

庫、新潟、埼玉、山形、富山、北海道、岐阜、福井、宮崎、鳥取、熊本、石川、長野、宮

城、栃木、茨城、愛知、鹿児島の１８道県が制定され、条例制定に向けて準備をしている

のが、岩手、島根、三重、広島、群馬、滋賀の６県あり、国内半数以上の県で条例制定や

検討をしております。さらに、徳島、高知、福岡、沖縄、千葉県においても農業団体や県

民から条例制定を求める動きがあります。 

 徳島県においては、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
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における主要農作物の稲、麦類及び大豆の種子の安定的な生産及び普及を継続されている

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、食糧安定生産のためには、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県条例の制定が必要です。 

 以上の趣旨から、地方自治法第９９条に基づき、徳島県主要農作物種子条例を制定する

ことを求める意見書を決議していただけるよう請願いたします。 

 以上でございます。ご審議いただきまして、採択されますようよろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（松村幸治君） 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております請願第１号については、会議規則第１４１条の規定によ

り、お手元に配付の請願文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、６月１７日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午前１１時３６分 散会 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 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


