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平成３０年第１回防府市議会定例会会議録（その１） 

 

○平成３０年２月２６日（月曜日） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議事日程 

平成３０年２月２６日（月曜日）   午前１０時 開会 

   １ 開  会 

   ２ 会期の決定 

   ３ 議席の変更 

   ４ 会議録署名議員の指名 

   ５ 総合交通体系調査特別委員会の中間報告 

庁舎建設調査特別委員会の中間報告 

   ６ 推薦第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

   ７ 選任第 １号 防府市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

   ８ 報告第 １号 専決処分の報告について 

     報告第 ２号 専決処分の報告について 

     報告第 ３号 専決処分の報告について 

   ９ 報告第 ４号 契約の報告について 

   10 報告第 ５号 変更契約の報告について 

   11 報告第 ６号 変更契約の報告について 

   12 議案第 １号 防府市自治基本条例中改正について 

   13 議案第 ２号 非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等中改

正について 

   14 議案第 ３号 防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等中改正に

ついて 

   15 議案第 ４号 防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例及び防府市留守

家庭児童クラブ設置及び管理条例中改正について 

   16 議案第 ５号 防府市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する

基準を定める条例中改正について 

   17 議案第 ６号 防府市都市公園設置及び管理条例中改正について 

   18 議案第 ７号 平成２９年度防府市一般会計補正予算（第８号） 

   19 議案第 ８号 平成２９年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号） 
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     議案第 ９号 平成２９年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

     議案第１０号 平成２９年度防府市青果市場事業特別会計補正予算（第２号） 

     議案第１１号 平成２９年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第３号） 

     議案第１２号 平成２９年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

     議案第１３号 平成２９年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 

   20 議案第１４号 平成２９年度防府市水道事業会計補正予算（第１号） 

     議案第１５号 平成２９年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

     議案第１６号 平成２９年度防府市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 
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○本日の会議に付した事件 

目次に記載したとおり 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席議員（２３名） 

       １番  和 田 敏 明 君      ２番  藤 村 こずえ 君 

       ３番  宇多村 史 朗 君      ４番  河 村   孝 君 

       ５番  清 水 力 志 君      ６番  山 田 耕 治 君 

       ７番  三 原 昭 治 君      ８番  山 本 久 江 君 

       ９番  髙 砂 朋 子 君     １０番  橋 本 龍太郎 君 

      １１番  牛 見   航 君     １２番  曽 我 好 則 君 

      １３番  石 田 卓 成 君     １４番  清 水 浩 司 君 

      １５番  田 中 敏 靖 君     １６番  久 保 潤 爾 君 

      １７番  田 中 健 次 君     １８番  今 津 誠 一 君 

      ２１番  上 田 和 夫 君     ２２番  河 杉 憲 二 君 

      ２３番  安 村 政 治 君     ２４番  山 根 祐 二 君 

      ２５番  松 村   学 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○欠席議員（１名） 

      ２０番  行 重 延 昭 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○説明のため出席した者 

  市 長 松 浦 正 人 君  教 育 長 杉 山 一 茂 君 

  代 表 監 査 委 員 中 村 恭 烋 君  総 務 部 長 末 吉 正 幸 君 
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  総 務 課 長 松 村 訓 規 君  総 合 政 策 部 長 熊 野 博 之 君 

  生 活 環 境 部 長 岸 本 敏 夫 君  生 活 環 境 部 理 事 大 田   稔 君 

  健 康 福 祉 部 長 林   慎 一 君  産 業 振 興 部 長 神 田 博 昭 君 

  土木都市建設部長 友 廣 和 幸 君  入 札 検 査 室 長 内 田 和 男 君 

  会 計 管 理 者 山 内 博 則 君  農業委員会事務局長 中 谷 純 一 君 

  監査委員事務局長 平 井 信 也 君  選挙管理委員会事務局長 賀 谷 一 郎 君 

  消 防 長 田 中   洋 君  教 育 部 長 原 田 みゆき 君 

  上 下 水 道 局 長 河 内 政 昭 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長 岩 田 康 裕 君  議 会 事 務 局 次 長 栗 原   努 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前１０時    開会 

○議長（松村  学君）  ただいまから、平成３０年第１回防府市議会定例会を開会いた

します。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 欠席の届け出のありました議員は、行重議員であります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  会期の決定   

○議長（松村  学君）  会期についてお諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から３月２８日までの３１日間としたいと思いますが、これ

に御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、今期定例会の会期は、本

日から３月２８日までの３１日間と決定いたしました。 

 議事日程につきましては、お手元に配付しております日程に基づいて進行したいと思い

ますので、よろしく御協力のほどお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議席の変更   

○議長（松村  学君）  議席の変更を議題といたします。 

 さきの議会運営委員会において、議席の変更についてお諮りし決定を見ましたので、議

席番号及び氏名を局長から報告いたさせます。 
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○議会事務局長（岩田 康裕君）  それでは、御報告申し上げます。 

       １番  和 田 議 員     ２番  藤 村 議 員 

       ３番  宇多村 議 員     ４番  河 村 議 員 

       ５番  清水力志議 員     ６番  山 田 議 員 

       ７番  三 原 議 員     ８番  山 本 議 員 

       ９番  髙 砂 議 員    １０番  橋 本 議 員 

      １１番  牛 見 議 員    １２番  曽 我 議 員 

      １３番  石 田 議 員    １４番  清水浩司議 員 

      １５番  田中敏靖議 員    １６番  久 保 議 員 

      １７番  田中健次議 員    １８番  今 津 議 員 

      ２０番  行 重 議 員    ２１番  上 田 議 員 

      ２２番  河 杉 議 員    ２３番  安 村 議 員 

      ２４番  山 根 議 員    ２５番  松 村 議 長 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  それでは、恐れ入りますが、ただいま決定しました議席にそれ

ぞれ御着席いただきますようお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時 ２分 休憩 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

午前１０時 ３分 開議 

○議長（松村  学君）  会議を再開いたします。御静粛によろしくお願いいたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  会議録署名議員の指名   

○議長（松村  学君）  本日の会議録署名議員を御指名申し上げます。２３番、安村議

員、２４番、山根議員、御両名にお願い申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  総合交通体系調査特別委員会の中間報告   

  庁舎建設調査特別委員会の中間報告   

○議長（松村  学君）  この際、総合交通体系調査特別委員会及び庁舎建設調査特別委

員会から、審査の過程について中間報告をしたい旨の申し出がありましたので、これを許

します。 

 なお、質疑につきましては、各特別委員会の中間報告の後、一括で受けたいと思います。 
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 まず、総合交通体系調査特別委員会の中間報告を受けます。山田特別委員長。 

        〔総合交通体系調査特別委員長 山田 耕治君 登壇〕 

○６番（山田 耕治君）  おはようございます。 

 昨年の暮れ、平成２９年１２月２７日及び本年１月２２日に総合交通体系調査特別委員

会を開催しましたので、その概要について御報告申し上げます。 

 はじめに、１２月２７日の委員会について御報告いたします。この日は２つの項目を協

議事項といたしました。 

 まず、１項目めの防府市地域公共交通網形成計画（素案）については、執行部から、本

市の公共交通の課題を踏まえた上で定めようとする、公共交通ネットワークの形成に関す

る基本理念や基本方針、さらに基本方針の実現に向けた各種事業等の説明がございました。 

 執行部の説明に対する主な質疑等を申し上げますと、「地域の実情に応じた公共交通

サービスを検討するため、地域ごとに検討エリアが示されている。しかし、例えば富海地

域では、隣接する牟礼の末田や江泊地区の住民が富海駅を利用することも多い。今後、各

地域で協議を進める際には、エリア内の住民だけでなく、生活圏等も考慮し、周辺の方々

にも声をかけていただきたいが、いかがか」との質疑に対し、「地域によって、要望され

る交通モードがそれぞれ異なりますので、まずは想定地域としてお示ししている検討エリ

アごとに御希望をお聞きしてまいります。財源の問題もございますことから、徐々にでは

ございますが進めてまいりたいと考えております」との答弁がございました。 

 これに対し、「どこの地域でどのような取り組みが進んでいるか、市民がわかるように

情報の提供、周知をしていただきたい」との要望がございました。 

 また、「公共交通に関する市民アンケートでは、乗り継ぎの改善を求める声が大きい。

乗り継ぎが必要な場合であっても、１回で済むように検討していただきたい。また、乗り

継ぎのたびに運賃を支払う煩わしさや、複数の路線を経由することに伴う割高感について

も、負担が軽減されるよう検討していただきたいが、いかがか」との質疑に対し、「乗り

継ぎのワンストップ化や運賃支払いの煩わしさや割高感などにつきましても、協議会や議

会の特別委員会等でしっかりお話をし、検討してまいります」との答弁がございました。 

 さらに、「今後、地域ごとにさまざまな公共交通サービスを導入していくと思うが、概

算事業費の算出は行っているのか。また、財源はどうするのか」との質疑に対し、「さま

ざまな交通手段、システムについて、現在、事業費を試算し、データを蓄積しているとこ

ろでございます。財源につきましては、一般財源と運賃収入が主になりますので、公共交

通を利用する機運を醸成し、運賃収入を増やしてまいりたいと考えております」との答弁

がございました。 
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 これに対し、「路線バスを維持するため、毎年、市の一般財源がどれだけ使われている

か市民に広報してはいかがか。実状を知ってもらい、協力を求めるほうが公共交通の利用

増につながることも考えられるので、御検討いただきたい」との要望がございました。 

 次に、２項目めの市街地循環ワゴン実証運行調査結果については、執行部から、実証期

間中の利用者数や収支状況、乗降調査の結果等について説明がございました。なお、説明

に対する質疑につきましては、特段、御報告申し上げるものはございませんでした。 

 以上が、昨年暮れに開催しました委員会の御報告となります。 

 次に、これを受けて開催した１月２２日の委員会では、前回、素案の段階で検討を加え

た防府市地域公共交通網形成計画の 終案が提出され、協議しましたので、その概要を御

報告いたします。 

 まず、執行部から、本特別委員会及び外部委員会からこれまでに出された計画案に対す

る意見や指摘について、また、市街地循環ワゴンの実証運行結果を踏まえて整理した今後

の課題等について、どのように計画案に盛り込んだのか説明がございました。 

 執行部の説明に対する主な質疑等を申し上げますと、「市街地循環ワゴンについて、高

齢者等外出支援助成事業の助成券が利用可能となるよう、課題の中に含めていただきたい

が、いかがか。また、その他の外出支援事業とも連携することで、よりサービスが充実す

るのではないか」との質疑に対し、「将来的に市街地循環線の本格導入が決定し、公共交

通の一つとして位置づけられることになれば、助成券が適用できるものと考えております。

また、高齢福祉課の「幸せます健康くらぶ」事業のように、福祉施設の車両を御提供いた

だき、月に数回ですが外出支援を行っております。このように、公共交通施策とは別に、

福祉施策とも連携しながら移動手段を確保してまいります」との答弁がございました。 

 また、「昨年１０月から２カ月間実施した市街地循環ワゴンの実証運行調査は、防府駅

の北側のみで行われた。今後、本格導入に際しては、駅の南側での実施も検討しているの

か」との質疑に対し、「計画では、市街地循環線の検討エリアを防府駅の南側も含め、設

定しております。ルートにつきましては、市民の要望をお聞きし、外部委員会にお諮りを

しながら検討してまいります」との答弁がございました。 

 以上をもちまして、総合交通体系調査特別委員会の中間報告とさせていただきます。 

○議長（松村  学君）  次に、庁舎建設調査特別委員会の中間報告を受けます。河杉特

別委員長。 

        〔庁舎建設調査特別委員長 河杉 憲二君 登壇〕 

○２２番（河杉 憲二君）  それでは、去る２月１６日に庁舎建設調査特別委員会を開催

いたしましたので、その概要について御報告を申し上げます。 
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 今回、執行部からは「新庁舎建設比較検討」の資料が提示され、それに沿って、今後の

スケジュールや新市庁舎の建設にあわせて検討する公共施設再配置の主な類型イメージに

ついての御説明を受けました。 

 これに対する主な質疑等を申し上げますと、「今回、市庁舎の移転にあわせ、文化福祉

会館の生涯学習機能及び福祉機能を移転する案が初めて示されたが、利用される方々との

協議はどのようになっているのか」との質疑に対し、「文化福祉会館の移転については、

昨年の秋ごろから検討を始めております。利用等関係者の方には一つの案として検討し、

実際に移転することとなる場合には、必要な機能を保全するということで御説明させてい

ただいております」との答弁がございました。 

 また、「駅北公有地エリアの配置案では、市有地以外の用地が多く含まれている。今ま

では事業費を抑えるため、用地の取得は必要 小限という説明であったが、今回なぜ、今

までの経緯を翻す案となったのか」との質疑に対し、「現在の計画には、必要 小限の用

地を取得するＢ案と、民間活力を導入し、Ｂ案より広い用地を取得するＢ’案という計画

がございます。今回の配置案は、これに沿ったものであり、方向性は外れてないと考えて

おります」との答弁がございました。 

 これに対し、「取得する用地が増えた場合、事業費や事業期間が大幅に変わってくる。

用地を取得する場合は、区画整理や再開発などの手法が考えられるが、非常に長い期間が

必要となる。現庁舎の耐震不足により、新庁舎の建て替えを急ぐ必要がある。地権者の同

意も不明な現状においてこの計画は現実性がないと思われるが、どのように考えるか」と

の質疑に対し、「御懸念の件につきましては、今後、協議の中で、実現に向けた方向性を

見出したいと考えております。今後の予定では、７月までに事業手法や事業期間などの課

題を整理し、候補地の比較検討に入りたいと思いますので、それまでに御意見や御要望を

いただきたいと考えております」との答弁がございました。 

 また、「現庁舎敷地での庁舎配置案では、議会棟を解体し、新庁舎の中に配置されるよ

うになっている。議会棟は耐震性があるため、事業費も考慮してそのまま使用するという

方向もあると思われるが、どうか」との質疑に対し、「今回の資料では、議会棟をそのま

ま使用する案がございませんが、事業費なども違ってまいりますので、議会棟を残す案も

作成させていただきます」との答弁がございました。 

 これに対し、「新しい案を作成する際、あわせて事業期間や事業費も提示してほしい」

との要望がございました。 

 以上をもちまして、庁舎建設調査特別委員会の中間報告とさせていただきます。 

○議長（松村  学君）  ただいまの各特別委員会の中間報告に対し、一括して質疑を求
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めます。１３番、石田議員。 

○１３番（石田 卓成君）  庁舎特別委員会、比較検討資料を今回示されたわけなんです

けど、委員会の中で、ホームページでの公表について、さまざまな御意見が当日なされた

わけなんですけど、結局、執行部からは、閉会するまでの間にはっきりとした回答がなか

ったわけなんですよね。明確な、いついつ、じゃあ公表は取りやめますとか、例えば、い

つ公表をするかとか、その辺の明確な回答がその時点ではなされなかって、当日マスコミ

も取材に入られていたんですけど、結局、公表についてはどうなったのかと、その後ちょ

っと聞かれて、そういえばなかったですねということでお話したんですけど、その辺はど

うなっていますでしょうか。 

○議長（松村  学君）  河杉委員長。 

○２２番（河杉 憲二君）  その辺につきましては、これはあくまでも調査研究の特別委

員会でありまして、その辺を執行部に対して要望はできますけれども、そのようにすべき

だということはできません。あくまでもこれは執行部の取り組み方、考え方に沿うものを

優先される、このように思っております。 

○議長（松村  学君）  ほかにございますか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、各特別委員会の中間報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  推薦第１号人権擁護委員候補者の推薦について   

○議長（松村  学君）  推薦第１号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  推薦第１号人権擁護委員候補者の推薦について、御説明申し上

げます。 

 本案は、人権擁護委員のうち、岩城克枝氏の任期が６月３０日をもって満了となります

ので、引き続き推薦いたすことにつきまして、人権擁護委員法の規定により、議会の御意

見をいただくため、提案するものでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本件に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本件については委員会付託

を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 
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        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りします。本件については、これに同意す

ることに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、推薦第１号については、

これに同意することに決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  選任第１号防府市固定資産評価審査委員会委員の選任について   

○議長（松村  学君）  選任第１号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  選任第１号防府市固定資産評価審査委員会委員の選任について、

御説明申し上げます。 

 本案は、防府市固定資産評価審査委員会委員のうち、石谷毅氏が３月２４日をもって任

期満了となりますので、引き続き委員としてお願いするものでございます。 

 石谷委員は、専門的な知識と経験が豊富であり、固定資産評価審査委員会委員として適

任であると考えております。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本件に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りします。本件については、委員会付託を

省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本件については、これに同

意することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、選任第１号については、

これに同意することに決しました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  報告第１号専決処分の報告について   

  報告第２号専決処分の報告について   

  報告第３号専決処分の報告について   

○議長（松村  学君）  報告第１号から報告第３号までの３議案を一括議題といたしま

す。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  報告第１号から報告第３号までの専決処分の報告について、一

括御説明申し上げます。 

 本案は、議会の委任による専決処分をすることができる事項に基づき、防府市営住宅の

明渡し等請求に関する訴えの提起について、専決処分したものでございます。 

 専決処分の内容でございますが、お手元にお示ししておりますとおり、本市の再三の催

告にもかかわらず家賃等を納付しない入居者について、本年２月８日に山口地方裁判所へ

市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起したものでございます。 

 市営住宅の家賃等の収納につきましては、平素から努力いたしておるところでございま

すが、今後、より一層適正な管理に努め、完納を目指してまいりたいと存じます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（松村  学君）  ただいまの補足説明に対し、これより質疑に入ります。まず、

報告第１号に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、報告第１号を終わります。 

 次に、報告第２号に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、報告第２号を終わります。 

 次に、報告第３号に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、報告第３号を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  報告第４号契約の報告について   

○議長（松村  学君）  報告第４号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 
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        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  報告第４号契約の報告について、御説明申し上げます。 

 本案は、議決事件に該当しない契約及び財産の処分についての報告に関する条例第３条

第１項の規定により、防府市市税等コールセンター管理運営業務委託契約ほか、３契約に

つきまして、御報告申し上げるものでございます。 

 報告いたします契約は、お手元にお示しいたしておりますとおりでございますが、防府

市市税等コールセンター管理運営業務委託契約につきましては、企画競争である公募型プ

ロポーザル方式の手続により、参加のありました事業者について審査を行いました結果、

委託候補者として特定いたしました相手方とさらに協議を行い、契約を締結したものでご

ざいます。 

 また、防府市立牟礼小学校及び佐波小学校のそれぞれの給食調理等一部業務委託契約並

びに防府市学校給食配送業務委託契約につきましては、入札により落札者と決定いたしま

した事業者とそれぞれ契約を締結したものでございます。 

 これをもちまして、報告にかえさせていただきます。 

○議長（松村  学君）  本件に対する質疑を求めます。１７番、田中健次議員。 

○１７番（田中 健次君）  今、報告がありました中の２件目と３件目、牟礼小学校給食

調理等一部業務委託契約、それから佐波小学校給食調理等一部業務委託契約についてお尋

ねをいたしますが、これは 初は３年ごと、それからその後は５年ごとに委託契約という

形で民間委託契約をしておるわけですが、前回の契約のケース、前回の契約のときには、

牟礼小学校と佐波小学校をまとめて１つの形で入札をするという形でいたしました。そう

いうふうに２校まとめて１つにしたのは、このケースだけでありますけれども、それにつ

いては、私は例えば委員会などで２校ずつ委託契約という形で募集をすると、２つの業者

が１つずつそれぞれとるというのか、ちょうどそれに入札金額が合うような形でなると、

これは業者がある意味では住み分けをしているんではないかと、競争性が保てない形にな

っているんじゃないかと、１つにして競争性を保つようにすべきではないかということで、

５年前にそういう形で入札をしていただきました。 

 今回の金額を見ますと、５年前の２校合わせて１億５，５５５万円ぐらいになっている

わけですが、前回５年前では１億７１０万円という形になっております。金額的に１．

５倍の金額であります。こうなってまいりますと、やはり適切な入札の事務が行われたん

でありましょうけれども、入札の競争性ということはちょっと問題があるんではないかと、

現状のやり方ではですね。こういうふうに思いますが、金額が１．５倍にもなるというの

はちょっと極端な例になると思います。この辺についてどういうふうにお考えになってお
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るのか、お答え願いたいと思います。 

○議長（松村  学君）  教育部長。 

○教育部長（原田みゆき君）  御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、前回の牟礼小学校、佐波小学校の給食調理等の一部業務委託にお

きましては、２校一括という形で入札のほうを実施いたしております。このたびは、それ

ぞれ学校ごとにということで入札を行ったわけでございますが、前回のときの入札金額、

こちらは御指摘のとおり金額は前回よりも下回ってはおりますが、業者のほうの入札され

た入札金額の内訳を市が把握することはできませんが、市といたしましては、まず、この

委託業者の業務内容、募集要項から要求水準書、それから選定基準等は、選定委員会を開

きましてそこで決定いたしております。 

 その後、市の登録業者７者に御案内をいたしまして、そして受託の希望業者につきまし

ては、説明会及び現場見学会を行っております。そういった流れの中で、 終的に参加表

明をいただいて、その後プレゼンテーションにおきまして、こちらの選定委員会の場でプ

レゼンテーションいただくわけですけれども、こちらの業者の提案書、こちらを説明いた

だくことによって、さまざまな、市が要求するところの水準の確認をいたします。その後、

金額におきましては入札という形で行っております。 

 ですので、それと、もう一つには、平成２６年度に牟礼南小学校は１校だけ実施をして

おりますが、こちらのときと一括で行いました牟礼小と佐波小、こちらのほうのプレゼン

の参加の業者数は、それぞれ同じ４者でございます。参画の機会をできるだけ多くという

ことで行う必要があろうかと思いますが、結果的には、一括した場合と学校ごとに行った

場合と、その機会に差はございません。 

 それと傾向ですけれども、学校の規模、ほぼ食数が同程度の規模の学校につきましては、

これまで業者によって委託金額に大きく差はないと見受けられますので、前回の牟礼小学

校と佐波小学校のときは確かに金額は前回を下回っておりますけれども、この業者の選定

の方法につきましては、おおむね現状におきましては２から３者の入札の状況になってお

ります。できるだけ多くの業者に参加をという考え方に変わりはございませんが、現状と

いたしましてはこのような状況の中で業者を選んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １７番、田中健次議員。 

○１７番（田中 健次君）  民間委託あるいは一つ前のコールセンターの場合も似たよう

なところがあると思うんですけれども、コールセンターの場合には、随意契約という形で

結局入札が不調に終わったという形になると思いますが、この給食の民間委託についても
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２年前の年度になるものについては、入札が不調に終わって随意契約という形でありまし

た。 

 そういう形で業者の競争性がずっと保たれておるんであれば何ですけれども、今もうほ

とんど、１者ないし２者が固定的にとるというような形で決まっとるわけですね。決まっ

ておるということは、ある意味では、業者が同じ業者ということで安定性ということもあ

るわけですけれども、価格については、そういう形でむしろ高値で安定していくという形

になるということになっていくだろうと思うんです。 

 そういうふうになると、当初、直営でやることとの比較という形で、民間委託が有利と

いうような形でいっておりましたけれども、今回、退職金の下げる議案も出てまいります

けれども、今の時点で直営と比較して本当に民間委託が有利なのかどうか、むしろ高値で

安定していくような形になりゃせんか。それから、消費税が８％から１０％に今度上がり

ますけれども、上がれば、当然入札の確定した金額プラス１．０８が今度１．１０になる

と、消費税が上がれば、もっと市が払う契約金額が増えるというようなことにもなってい

くわけですから、もう一度この辺でそういったあり方について、今の時点であればまだ直

営の職員もおるわけですから、若干そういうことを引き戻すということも考えられるわけ

でありますので、そういったことについても、今の時点での検討というものを進めていた

だきたいということだけ要望して終わります。 

○議長（松村  学君）  ほかにございますか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、報告第４号を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  報告第５号変更契約の報告について   

○議長（松村  学君）  報告第５号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  報告第５号変更契約の報告について、御説明申し上げます。 

 本案は、議決事件に該当しない契約及び財産の処分についての報告に関する条例第３条

第１項の規定により、平成２９年６月の市議会定例会において報告いたしました、防府市

公会堂改修設計業務委託契約に係る変更契約につきまして、御報告申し上げるものでござ

います。 

 報告いたします契約は、お手元にお示しいたしておりますとおり、平成２９年４月７日

に株式会社佐藤総合計画九州事務所と締結いたしました防府市公会堂改修設計業務委託契
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約について、契約期間を延長したものでございます。 

 これをもちまして、報告にかえさせていただきます。 

○議長（松村  学君）  本件に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、報告第５号を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  報告第６号変更契約の報告について   

○議長（松村  学君）  報告第６号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  報告第６号変更契約の報告について、御説明申し上げます。 

 本案は、議決事件に該当しない契約及び財産の処分についての報告に関する条例第３条

第１項の規定により、平成２０年９月２日に議会の議決を得て締結いたしました公共下水

道勝間ポンプ場建設事業に係る勝間ポンプ場建設工事の事業協定の変更協定につきまして、

御報告申し上げるものでございます。 

 御報告いたします協定は、お手元にお示しいたしておりますとおり、平成２０年９月

２日に山口県と締結いたしました公共下水道勝間ポンプ場建設事業に係る勝間ポンプ場建

設工事の事業協定について、契約期間を延長したものでございます。 

 これをもちまして、報告にかえさせていただきます。 

○議長（松村  学君）  本件に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  以上で、報告第６号を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第１号防府市自治基本条例中改正について   

○議長（松村  学君）  議案第１号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第１号防府市自治基本条例中改正について、御説明申し上

げます。 

 本案は、地方自治法の改正により、基本構想の策定義務が撤廃されたことに伴い、総合

計画の策定義務を定め、及び同計画を本市における 上位の計画として位置づけようとす

るものでございます。 
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 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第１号については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第２号非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等中改正について   

○議長（松村  学君）  議案第２号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第２号非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する

条例等中改正について、御説明申し上げます。 

 本案は、職員等の給与の改定についてお願いするものでございます。 

 改正の内容につきましては、お手元の参考資料にお示ししておるとおりでございますが、

人事院の国家公務員給与の改定の勧告に準じ、一般職の職員の今年度分の給与について給

料月額を引き上げるもの、及び昨年１２月に支給した勤勉手当について、一般職の職員に

ついては０．１カ月分、再任用職員については０．０５カ月分支給割合を増額するもの、

並びに職員の勤勉手当の改定に伴い、議員、市長等の特別職及び教育長の昨年１２月に支

給した期末手当について支給割合の改正を行い、昨年４月１日にさかのぼり適用するもの

でございます。 

 また、新年度以降につきましては、職員の勤勉手当並びに議員、市長等の特別職及び教

育長の期末手当の支給割合を変更するものでございます。 

 なお、今年度分の改正に伴う所要額につきましては、別途補正予算をお願いいたしてお

ります。 
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 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第２号については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第３号防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等中改正について   

○議長（松村  学君）  議案第３号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第３号防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

等中改正について、御説明申し上げます。 

 本案は、国家公務員退職手当法等の改正により、国家公務員の退職手当について退職手

当の額に乗じる調整率が引き下げられたことに伴い、本市職員の退職手当についてもこれ

に準じて、退職手当の基本額に乗じる調整率を現在の１００分の８７から１００分の８３．

７に引き下げようとするものでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。１７番、田中健次議員。 

○１７番（田中 健次君）  出ておりますので間違いないと思いますが、いわゆる組合と

の合意、こういったものができとるのか、そこだけ確認をさせてください。 

○議長（松村  学君）  総務部長。 

○総務部長（末吉 正幸君）  お答えします。 

 年末から年始にかけまして、組合交渉等数回行いまして、労使合意をいたして上程して

おります。 
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 以上です。 

○議長（松村  学君）  よろしいですか。ほかにございますか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第３号については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第４号防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例及び防府市留守家庭児童ク

ラブ設置及び管理条例中改正について   

○議長（松村  学君）  議案第４号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第４号防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例及び

防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例中改正について、御説明申し上げます。 

 本案は、学校教育法施行令の改正に伴い、本市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例

及び留守家庭児童クラブ設置及び管理条例について、所要の条文整備を行おうとするもの

でございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りします。本案については、委員会付託を

省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第４号については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第５号防府市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例中改正について   

○議長（松村  学君）  議案第５号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第５号防府市地域包括支援センターの包括的支援事業の実

施に関する基準を定める条例中改正について、御説明申し上げます。 

 本案は、介護保険法施行規則の改正に伴い、本市地域包括支援センターの包括的支援事

業の実施に関する基準を定める条例について、所要の条文整備を行おうとするものでござ

います。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第５号については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第６号防府市都市公園設置及び管理条例中改正について   

○議長（松村  学君）  議案第６号を議題といたします。 
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 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第６号防府市都市公園設置及び管理条例中改正について、

御説明申し上げます。 

 本案は、都市公園法施行令の改正に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。 

 改正の内容でございますが、都市公園法施行令の改正に伴い、これまで政令で定められ

ておりました都市公園内に設置する運動施設の敷地面積の割合の基準に関する規定が改正

され、今後は、政令で定める基準を参酌して、市の条例で定めることとされましたので、

政令において示された参酌すべき基準を本市においてもその基準とするものでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本案については、委員会付

託を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、討論を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  討論を終結してお諮りいたします。本案については、これを可

決することに御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第６号については、

原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第７号平成２９年度防府市一般会計補正予算（第８号）   

○議長（松村  学君）  議案第７号を議題といたします。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第７号平成２９年度防府市一般会計補正予算（第８号）に

ついて、御説明申し上げます。 

 まず、第１条におきまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億７，

５６２万円を増額し、補正後の予算総額を４３３億６，５６８万６，０００円といたして

おります。 
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 次に、第２条の継続費の補正につきましては、７ページの第２表にお示ししております

ように、勝間小学校改築事業及び大道小学校改築事業を追加するとともに、中関小学校改

築事業及び海洋民俗資料収蔵庫整備事業につきまして、総額及び年割額を変更するもので

ございます。 

 第３条の繰越明許費につきましては、８ページから１０ページまでの第３表にお示しし

ておりますように、社会福祉施設整備補助事業ほか３３件について、翌年度へ予算を繰り

越すものでございます。 

 第４条の債務負担行為の補正につきましては、１１ページの第４表にお示ししておりま

すように、野島学校給食配送等業務委託を追加するものでございます。 

 第５条の地方債の補正につきましては、１２ページの第５表にお示ししておりますよう

に、体育施設整備事業ほか１４件にかかわる限度額を、決算見込み及び国の補正予算等に

よりまして変更するものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算の内容につきまして、事項別明細書により御説明申し上げ

ます。 

 まず、歳出につきましては、そのほとんどが人事院勧告によります給与改定等並びに決

算見込み等に基づく補正でございますが、順次その主なものを御説明申し上げます。 

 ４４ページをお開きください。 

 ４４ページ上段の１款議会費につきましては、決算見込み等に伴う補正でございます。 

 同ページ下段から５９ページ中段までの２款総務費につきましては、そのほとんどが決

算見込み等による補正でございますが、特に、４６ページの２目人事管理費の職員給与費

につきましては、定年前退職者による退職手当の増額を計上いたしております。 

 次に、４８ページの７目財政調整基金費の財政調整基金積立金につきましては、市有地

売払収入等の基金への積立金を計上しております。 

 また、歳入におきましては、不動産売払収入の増額等をあわせて計上しております。 

 次に、４８ページの９目企画費のふるさと寄附金推進事業につきましては、返礼品の見

直し等に伴う消耗品費の減額を計上するとともに、ふるさと寄附金のうち、市長が定める

事業に対して使途の指定があった寄附金について、ＮＰＯ等への支援補助金及びふるさと

応援基金への積立金の増額を計上いたしております。 

 また、歳入におきましては、ふるさと寄附金の決算見込みによりまして、一般寄附分を

減額するとともに指定寄附分の増額を計上しております。 

 次に、５８ページ下段から７９ページ上段までの３款民生費、４款衛生費、５款労働費

につきましては、そのほとんどが決算見込み等による補正でございます。 
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 次に、７８ページ下段から８７ページ上段までの６款農林水産業費につきましては、そ

のほとんどが決算見込み等による補正でございますが、特に、８２ページ上段の１項農業

費６目地籍調査費の地籍調査事業につきましては、国の補正予算を活用いたしまして、事

業進捗を図るための調査委託料を計上いたしております。 

 また、歳入におきましては、この経費に係る県支出金をあわせて計上いたしております。 

 次に、８６ページ下段から１０３ページ上段までの７款商工費、８款土木費、９款消防

費につきましては、そのほとんどが決算見込み等による補正でございます。 

 次に、１０２ページ下段から１１７ページ上段までの１０款教育費につきましても、そ

のほとんどが決算見込み等による補正でございますが、特に、１０６ページの２項小学校

費２目教育振興費の小学校パソコン等管理事業及び、１０８ページ下段の３項中学校費

２目教育振興費の中学校パソコン等管理事業につきましては、三田尻化学工業株式会社様

から御寄附をいただきました、小・中学校用のＩＣＴ関係備品充実のための指定寄附金を

活用いたしました機械器具の購入費を計上いたしております。 

 また、１０６ページから１０９ページ上段の２項小学校費３目学校建設費及び、

１０８ページ下段の３項中学校費３目学校建設費につきましては、国の補正予算や追加採

択を受けまして、平成３０年度に予定しておりました事業を前倒しして実施するものでご

ざいます。 

 まず、１０６ページから１０９ページ上段の２項小学校費３目学校建設費につきまして

は、中関小学校、勝間小学校、大道小学校の改築事業、玉祖小学校の屋内運動場天井等落

下防止対策事業及び華城小学校の校舎等外壁改修事業並びに、新田小学校の校舎整備事業

に係る経費を計上いたしております。 

 また、歳入におきましては、この経費に係る国庫支出金及び地方債をあわせて計上いた

しております。 

 次に、１０８ページ下段の３項中学校費３目学校建設費につきましては、国府中学校及

び、桑山中学校の屋内運動場天井等落下防止対策事業に係る経費を計上いたしております。 

 また、歳入におきましては、この経費に係る国庫支出金及び地方債をあわせて計上いた

しております。 

 次に、１１４ページ上段の４項社会教育費７目図書館費の図書館運営事業につきまして

は、市民の方から御寄附をいただきました、図書館の図書充実のための指定寄附金を活用

いたしました図書整備に係る経費を計上いたしております。 

 次に、１１６ページ中段の１２款公債費につきましては、決算見込み等により、元金を

増額するとともに、利子及び一時借入金利子の減額を計上いたしております。 
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 次に、下段の１４款予備費につきましては、今回の補正を収支いたしまして、補正後の

予備費を２億４，５０３万円といたしております。 

 次に、歳入につきまして、御説明申し上げます。 

 そのほとんどが決算見込み等による補正でございますが、歳出で御説明申し上げました

以外の補正につきまして、その主なものを御説明申し上げます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 上段の１款市税１項市民税２目法人の現年課税分につきましては、企業業績の回復が当

初見込みを下回ったため、３億４，１３９万７，０００円の減額を計上いたしております。 

 次に、同じページの２段目の２項固定資産税につきましては、土地、家屋、償却資産の

決算見込み等により、２億３１１万１，０００円の増額を計上いたしております。 

 後に、３６ページ２段目の１９款繰入金の１項基金繰入金１目財政調整基金繰入金に

つきましては、補正の収支により、繰入金の減額を計上いたしております。 

 以上、よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  本案に対する質疑を求めます。１番、和田議員。 

○１番（和田 敏明君）  済みません。４１ページなんですが、スポーツ施設整備事業費

９，５８０万円なんですが、こういった大きく削られたお金というのはどこに行くんでし

ょうか。お尋ねいたします。 

○議長（松村  学君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（熊野 博之君）  御質問にお答えします。 

 今、補正で削られた分は予備費のほうで収支して処理しております。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  １番、和田議員。 

○１番（和田 敏明君）  人工芝多目的グラウンドの整備事業なんですが、この件に関し

ては、 初は約７億円ぐらいが計上されておりまして、思ったより随分安く済んだという

ことで５億円程度まで下がりました。そこで、私は以前から何度もお願いしておいた屋根

つき観客席を、じゃあつけようかという経緯で約６億円という数字になったと思うんです

が──そこで余った金額じゃないかと思うんですが、確認です。そういったことでよろし

いでしょうか。 

○議長（松村  学君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（熊野 博之君）  今、議員がおっしゃるとおりでございます。 

○議長（松村  学君）  １番、和田議員。 

○１番（和田 敏明君）  こういったことは以前から申し上げておるんですが、細かい金
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額までとは言いませんが、例えば、屋根つき観客席をどれだけつけようとかいうことで、

ある程度の金額というのは早くからわかっていたと思うんですが、これ早ければ、例えば、

新年度に削られた事業に対して組み込めたんではないかと思うんですが。 

 それこそ、以前から私は、口を酸っぱくして申し上げております区画線であったり、い

ろんなことに活用できたのではないかと思うんですが、常に予算がないから、予算がない

からという答えが返ってきております。こういった対応というのは非常に不誠実というふ

うに感じておりますが、その辺のとこだけお答えいただけますでしょうか。 

○議長（松村  学君）  総合政策部長。 

○総合政策部長（熊野 博之君）  御質問にお答えいたします。 

 今回、さっき 初に議員言われたように、まず７億２，０００万円程度の当初予算を持

っておりました。その中には、変更で、ちょっと言われましたが観客席等は入ってござい

ません。入ってなかったです。 

 それから、設計して入札に移り、たしか５億円ちょっとぐらいの金額になりました。そ

れで、そこで予算との開きがかなりございました。そういうこともあり、当初からいろん

な観客席等の御要望もございましたので、追加で変更契約ということで、観客席並びに看

板等を変更でつくらせていただきました。その結果、 終的に６億円程度を使いまして、

その差額の余りを今回補正で落としたという格好になっております。 

 議員が言われますように、当初からそういうのをある程度見込んでということを今言わ

れていましたが、今回、入札設計のほうで、人工芝とこちらが設計で考えた額と、実際入

札等で出た額との開きがかなりございまして、かなり予算との開きが出ました。 

 そういうこともあって、観客席等をつくらせていただいたわけでございますが、その時

点では、可能な限り工期等がありまして、今回ｔｏｔｏ等の補助も受けることもあって工

期は延ばされないということで、その時点では、変更でできる限りのことはしたつもりで

ございます。まだ不十分な点が、御要望の中に全ての御要望をその変更で入れられなかっ

た部分もございますが、その時点では可能な限りの変更契約をしたつもりでおります。 

 以上でございます。 

○議長（松村  学君）  ほかにございませんか。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。本件については、なお、審

査の要があると認めますので、所属常任委員会に付託したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第７号については、

予算委員会に付託と決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第 ８号平成２９年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号）   

  議案第 ９号平成２９年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）   

  議案第１０号平成２９年度防府市青果市場事業特別会計補正予算（第２号）   

  議案第１１号平成２９年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第３号）   

  議案第１２号平成２９年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）   

  議案第１３号平成２９年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）   

○議長（松村  学君）  議案第８号から議案第１３号までの６議案を一括議題といたし

ます。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第８号から議案第１３号までの６議案について、一括して

御説明申し上げます。 

 まず、１ページの議案第８号平成２９年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号）、

次に、１７ページの議案第９号平成２９年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）、３３ページの議案第１０号平成２９年度防府市青果市場事業特別会計補正予

算（第２号）、４３ページの議案第１１号平成２９年度防府市交通災害共済事業特別会計

補正予算（第３号）、５１ページの議案第１２号平成２９年度防府市介護保険事業特別会

計補正予算（第３号）、８９ページの議案第１３号平成２９年度防府市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第３号）の計６会計につきましても、今回の補正は、そのほとんど

が、先ほどの一般会計と同様に、給与改定等並びに決算見込み等に基づく補正を行い、そ

の収支差につきましては、予備費や一般会計からの繰入金等で調整いたしておるものでご

ざいます。 

 それでは、給与改定と決算見込みに基づく補正以外の補正につきまして、主なものを御

説明申し上げます。 

 防府市競輪事業特別会計補正予算につきましては、６ページをごらんください。 

 ミッドナイト競輪の売り上げ等に係ります、車券発売金収入の増額を計上いたしており

ますとともに、歳出におきましては、車券発売金収入の増額に係ります、払戻金の増額及

び競輪場施設整備基金の積立金を計上いたしております。また、歳入歳出の収支差を、

１０ページの予備費で調整いたしております。次に、４ページの継続費の補正につきまし
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ては、競輪場競争路改修工事の年割額を変更するものでございます。 

 次に、防府市介護保険事業特別会計補正予算につきましては、５６ページをごらんくだ

さい。 

 繰越明許費につきましては、介護保険システム改修事業について、翌年度へ予算を繰り

越すものでございます。 

 以上、議案第８号から議案第１３号までの６議案について、御説明申し上げました。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  ただいまの補足説明に対し、一括して質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。ただいま議題となっており

ます６議案については、なお、審査の要があると認めますので、所属常任委員会に付託し

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第８号及び議案第

１０号の２議案については産業建設委員会に、議案第９号及び議案第１１号から議案第

１３号までの４議案については教育民生委員会に、それぞれ付託と決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

  議案第１４号平成２９年度防府市水道事業会計補正予算（第１号）   

  議案第１５号平成２９年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第２号）   

  議案第１６号平成２９年度防府市公共下水道事業会計補正予算（第１号）   

○議長（松村  学君）  議案第１４号から議案第１６号までの３議案を一括議題といた

します。 

 理事者の補足説明を求めます。市長。 

        〔市長 松浦 正人君 登壇〕 

○市長（松浦 正人君）  議案第１４号、議案第１５号及び議案第１６号につきまして、

一括して御説明申し上げます。 

 まず、議案第１４号平成２９年度防府市水道事業会計補正予算（第１号）について、御

説明申し上げます。 

 今回の補正は、決算見込みに基づき、収入及び支出の増減を計上するものでございます。 

 はじめに、予算第２条に定めております業務の予定量につきましては、それぞれお示し

しておりますとおり、変更するものでございます。 

 予算第３条に定めております収益的収入及び支出の予定額のうち、収入につきましては、
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給水収益の増額等を見込んでおり、収益的収入全体において４，２０７万４，０００円の

増額を計上いたし、支出におきましては、消費税及び地方消費税納付額の増額を見込む一

方、維持管理経費の減額等により、収益的支出全体では４，７６６万６，０００円の減額

を計上いたしております。 

 次に、予算第４条に定めております資本的収入及び支出の予定額のうち、収入につきま

しては、企業債借入額の減額等により、資本的収入全体では１億３０５万９，０００円の

減額を計上いたし、支出におきましては、入札差金等に伴う建設改良費及び企業債償還金

の減額を見込んでおり、資本的支出全体では１億９，３２７万円の減額を計上いたしてお

ります。なお、資本的収支不足額の補痾財源につきましても、それぞれ変更するものでご

ざいます。 

 第５条につきましては、予算第５条に定めております、企業債の限度額を変更するもの

でございます。 

 次に、議案第１５号平成２９年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第２号）につい

て、御説明申し上げます。 

 補正予算書１３ページにお示しいたしておりますように、本会計につきましても、決算

見込みに基づく補正をするものであり、予算第２条に定めております業務の予定量につき

ましては、それぞれお示ししておりますとおり変更するものでございます。 

 予算第３条に定めております収益的収入及び支出の予定額のうち、収入につきましては、

給水収益の増額等により、収益的収入全体では２０８万１，０００円の増額を計上いたし、

支出につきましては、委託料の減額により、収益的支出全体では５８万７，０００円の減

額を計上いたしております。 

 次に、議案第１６号平成２９年度防府市公共下水道事業会計補正予算（第１号）につい

て、御説明申し上げます。 

 補正予算書２１ページにお示ししておりますように、本会計につきましても、決算見込

みに基づく補正をするものであり、予算第２条に定めております業務の予定量につきまし

ては、それぞれお示ししておりますとおり変更するものでございます。 

 予算第３条に定めております収益的収入及び支出の予定額のうち、収入につきましては、

消費税及び地方消費税還付金の減額等を見込む一方、一般会計負担金の増額等により、収

益的収入全体では４９９万円の増額を計上いたし、支出におきましては、減価償却費の減

額等を見込む一方、固定資産除却費の増額等により、収益的支出全体では５，０３８万４，

０００円の増額を計上いたしております。 

 次に、予算第４条に定めております資本的収入及び支出の予定額のうち、収入につきま
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しては、企業債借入額の減額や国庫補助金の減額等により、資本的収入全体では１１億１，

５３９万５，０００円の減額を計上いたし、支出におきましては、国の交付金の内示及び

入札差金により、建設改良費の減額等を見込んでおり、資本的支出全体では１１億６，

８６５万円の減額を計上いたしております。なお、資本的支出不足額の補痾財源につきま

しても、それぞれ変更するものでございます。 

 第５条につきましては、予算第５条に定めております債務負担行為のうち、お示しして

いる２件について廃止し、第６条につきましては、予算第６条に定めております企業債の

限度額を変更するものでございます。 

 以上、御説明申し上げました各会計における平成２９年度補正予算の詳細につきまして

は、補正予算実施計画以下の附属書類でお示しいたしているところでございます。 

 よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。 

○議長（松村  学君）  ただいまの補足説明に対し、一括して質疑を求めます。 

        〔「進行」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  質疑を終結してお諮りいたします。ただいま議案となっており

ます３議案については、なお、審査の要があると認めますので、所属常任委員会に付託し

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村  学君）  御異議ないものと認めます。よって、議案第１４号から議案第

１６号までの３議案については、産業建設委員会に付託と決しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（松村  学君）  以上で、本日の日程は全て議了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は３月２日午前１０時から開催いたします。その間、各常任委員会におかれ

ましては、よろしく御審査のほどお願いいたします。 

 なお、お疲れのところ大変申し訳ございませんが、ただちに予算委員会全体会が本議場

にて開催されますので、お知らせいたします。議員の皆様はそのままお残りください。執

行部の皆様につきましては、総務分科会に関係する職員のみお残りください。お疲れさま

でした。 

午前１１時１７分 散会 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成３０年２月２６日 
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             防府市議会議長    松 村   学 

 

             防府市議会議員    安 村 政 治 

 

             防府市議会議員    山 根 祐 二 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 平成３０年２月２６日 

 

             防府市議会議長    

 

             防府市議会議員    

 

             防府市議会議員    

 
 


	このページのトップ
	推薦第１号人権擁護委員候補者の推薦について
	選任第１号防府市固定資産評価審査委員会委員の選任について
	報告第１号専決処分の報告について
	報告第２号専決処分の報告について
	報告第３号専決処分の報告について
	報告第４号契約の報告について
	報告第５号変更契約の報告について
	報告第６号変更契約の報告について
	議案第１号防府市自治基本条例中改正について
	議案第２号非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等中改正について
	議案第３号防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等中改正について
	議案第４号防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例及び防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例中改正について
	議案第５号防府市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例中改正について
	議案第６号防府市都市公園設置及び管理条例中改正について
	議案第７号平成２９年度防府市一般会計補正予算（第８号）
	議案第 ８号平成２９年度防府市競輪事業特別会計補正予算（第３号）
	議案第 ９号平成２９年度防府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４ 号）
	議案第１０号平成２９年度防府市青果市場事業特別会計補正予算（第２号）
	議案第１１号平成２９年度防府市交通災害共済事業特別会計補正予算（第３ 号）
	議案第１２号平成２９年度防府市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）
	議案第１３号平成２９年度防府市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）
	議案第１４号平成２９年度防府市水道事業会計補正予算（第１号）
	議案第１５号平成２９年度防府市工業用水道事業会計補正予算（第２号）
	議案第１６号平成２９年度防府市公共下水道事業会計補正予算（第１号）


<<
  /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 1.6
  /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
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <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 <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




