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文教福祉委員会会議録 

 

平成３０年１２月１２日 水曜日 

  午前１０時２０分開議 

  午前１１時５６分閉議（実時間８６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１３１号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第１３２号・平成３０年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第３号 

１．議案第１３３号・平成３０年度八代市後期

高齢者医療特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１３４号・平成３０年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１３９号・平成３０年度八代市診療

所特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１５５号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第１２号（関係分） 

１．議案第１５６号・平成３０年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第４号 

１．議案第１５７号・平成３０年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第３号 

１．議案第１４４号・指定管理者の指定につい

て（八代市泉地域福祉センター、八代市泉

憩いの家、八代市五家荘デイサービスセン

ター、八代市柿迫生きがいセンター） 

１．議案第１５４号・八代市介護保険条例の一

部改正について 

１．所管事務調査 

 ・教育に関する諸問題の調査 

 ・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （八代市立白島ぎんが保育園の民営化に向け

た取り組み状況について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  橋 本 幸 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       桑 田 謙 治 君 

  教育部次長     和久田 敬 史 君 
 
  首席審議員兼 
            有 馬 健 一 君 
  教育施設課長 
 
 
 健康福祉部長兼 
            丸 山 智 子 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            小 林 眞 治 君 
  福祉事務所次長 
 

  理事兼こども未来課長 田 中 かおり 君 

  国保ねんきん課長  岩 瀬 隆 敏 君 

  長寿支援課長    鶴 田 洋 明 君 

  健康福祉政策課長  續   良 彦 君 
 
  健康福祉政策課泉健 
            吉 田 幸 生 君 
  康福祉地域事務所長 
 
 

                              

○記録担当書記     鶴 田 直 美 君 

 

（午前１０時２０分 開会） 

○委員長（上村哲三君） それでは、定足数に

達しておりますので、ただいまから文教福祉委

員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付託してあります案件は、さ

きに配付してあります付託表のとおりでありま

す。 

                              

◎議案第１３１号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１１号（関係分） 
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○委員長（上村哲三君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１３１号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１１号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それではまず、歳出の第９款・教育費につい

て、教育部から説明願います。 

○教育部長（桑田謙治君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部でございます。 

 教育部では、１２月定例市議会に一般会計補

正予算・第１１号と７日に追加させていただき

ました一般会計補正予算・第１２号の２つの部

関連の予算を提案させていただいております。 

 それでは、文教福祉委員会に付託されました

教育部関連の予算のうち、まず、平成３０年度

八代市一般会計補正予算・第１１号でございま

すが、今回、学校、幼稚園のブロック塀の改修

に係る経費を計上いたしております。 

 この予算は、学校等施設の安全管理に必要な

ものでございますので、御審議の上、御承認い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 詳細につきましては、和久田教育部次長が説

明いたします。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○教育部次長（和久田敬史君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）議案第１３１号・平成３０年度八代市一般

会計補正予算・第１１号について着座にて説明

をさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。３ページをお願いいたします。 

 歳出の第９款・教育費に１０５３万７０００

円を追加し、補正後の額を４８億９６０９万５

０００円とするものでございます。具体的な歳

出内容について説明いたします。２０ページを

お願いいたします。 

 款９・教育費、項２・小学校費、目３・学校

建設費に５７３万２０００円を計上いたしてお

ります。小学校２５校のうち、コンクリートブ

ロック塀等の改修が必要とされた１５校につい

て、安全性を確保する観点から必要となる設計

業務の委託経費を補正するものでございます。 

 国の平成３０年度第１次補正予算案におい

て、文部科学省が臨時特例的な措置として新た

な交付金であるブロック塀・冷房設備対応臨時

特例交付金を創設したことに伴い、本市といた

しましては、これを活用してブロック塀等の改

修を行うものでございます。 

 なお、平成３１年度中の事業を完了するため

にはスケジュールが厳しく、今年度内に小中学

校、特別支援学校、幼稚園のブロック塀改修設

計に着手する必要があるため、今回、設計業務

の委託経費の予算を計上させていただくもので

ございます。 

 小学校の事業費５７３万２０００円は、小学

校１５校のブロック塀等の改修設計業務委託料

で、財源内訳として５４０万円は市債で、合併

特例債を充てております。なお、事業完了を３

１年５月末に予定しておりますことから、事業

費５７３万２０００円は繰り越しを予定してお

ります。 

 続きまして、款９・教育費、項３・中学校

費、目３・学校建設費に３１６万４０００円を

計上いたしております。 

 中学校１５校のうち、ブロック塀等の改修が

必要とされた８校について、安全性を確保する

観点から必要となる設計業務の委託経費を補正

するものでございます。 

 事業費３１６万４０００円は、中学校８校の

ブロック塀等の改修設計業務委託料で、財源内

訳として３００万円は市債で、合併特例債を充

てております。なお、事業費３１６万４０００

円は繰り越しを予定しております。 

 続きまして、款９・教育費、項４・特別支援

学校費、目３・学校建設費に３８万４０００円

を計上いたしております。特別支援学校のコン
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クリートブロック塀等の改修が必要とされたた

め、安全性を確保する観点から必要となる設計

業務の委託経費を補正するものでございます。 

 事業費３８万４０００円は、特別支援学校ブ

ロック塀等の改修設計業務委託料で、財源内訳

は３０万円は市債で、合併特例債を充てており

ます。なお、事業費３８万４０００円は繰り越

しを予定いたしております。 

 続きまして、款９・教育費、項５・幼稚園

費、目１・幼稚園費に１２５万７０００円を計

上いたしております。 

 幼稚園６園のうち、コンクリートブロック塀

等の改修が必要とされた３園について、安全性

を確保する観点から必要となる設計業務の委託

経費を補正するものでございます。 

 事業費１２５万７０００円は、幼稚園３園の

ブロック塀等の改修設計業務委託料で、財源内

訳として１１０万円は市債で、合併特例債を充

てております。なお、事業費１２５万７０００

円は繰り越しを予定いたしております。 

 以上が、教育部が提案いたしております補正

予算の内容でございます。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で第９款・教育

費についてを終了します。（｢どうもありがと

うございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午前１０時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）本日は大変お世話になります。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１３１号・平成３０年度八

代市一般会計補正予算・第１１号のうち、第３

款・民生費及び第４款・衛生費の健康福祉部所

管部分につきまして、小林次長から御説明申し

上げますので、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞治

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）よろしくお願いいたし

ます。それでは、失礼いたしまして、着座にて

説明させていただきます。 

 それでは、別冊になっております議案第１３

１号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・

第１１号をお願いいたします。 

 文教福祉委員会付託分のうち、健康福祉部所

管分について御説明申し上げます。まず、補正

予算書の３ページをお願いいたします。 

 第１表の歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、まず、款３・民生費の項１・社会福祉費

で補正額８６万９０００円を追加し、補正後の

予算額は１０８億１０６万５０００円に、また

項２・児童福祉費で１４６万３０００円を追加

し、補正後の予算額は９２億２３１８万５００

０円とし、民生費の総額は２つ上になります

が、２３１億９９０３万８０００円としており

ます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で５

００万円を追加し、補正後の予算額は１８億８

５１７万６０００円とし、衛生費の総額は１つ

上になりますが、３９億９５７７万８０００円

としております。 

 それでは、歳出の具体的内容につきまして
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は、１７ページをお願いいたします。 

 まず、中段の表になります。款３・民生費、

項１・社会福祉費、目５・国民年金費で８６万

９０００円を計上しております。 

 これは、平成３１年４月から、国民年金第１

号被保険者の産前産後の期間について保険料が

免除されることとなったことなどに伴いまし

て、システムの改修が必要となったものでござ

います。なお、特定財源として、国庫支出金が

１０分の１０あります。 

 次に、下の段の表になりますが、項２・児童

福祉費、目１・児童福祉総務費で１１３万７０

００円を計上しております。 

 これは、八代定住自立圏共生ビジョンに基づ

く連携事業として氷川町で実施されます病児・

病後児保育事業につきまして、現在施設を整備

されている八代北部地域医療センターに対する

氷川町からの施設整備補助金の一部を負担する

ものでございます。なお、特定財源はありませ

ん。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 項２・児童福祉費、目３・保育所費で３２万

６０００円を計上しております。 

 これは、平成３２年４月に民営化を予定して

おります公立保育所白島ぎんが保育園につきま

して、移管法人の公募に当たり、本年度内に実

施する必要がある不動産鑑定評価や選定委員会

の設置に要する費用を補正するものです。な

お、特定財源はありません。 

 次に、中段の表になりますが、款４・衛生

費、項１・保健衛生費、目１・保健衛生総務費

で５００万円を計上しております。 

 これは、泉地区集落簡易水道浄水場の浄水設

備修理に必要な経費について、一般会計から簡

易水道事業特別会計に繰り出すものでございま

す。なお、特定財源はありません。 

 以上で議案第１３１号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第１１号のうち、健康福祉

部所管分の説明とさせていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 病児・病後児保育事業

ということで、今回、施設整備について一部負

担ということで支出があっておりますけれど

も、今後、これ、八代市からそこに利用された

方についての利用料とかっていうのはどういっ

たぐあいになるんでしょうか。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 失

礼します。よろしくお願いいたします。 

 利用料につきましても、それぞれ八代市、氷

川町で利用者の割合に応じて負担するようにな

っております。 

○委員（野﨑伸也君） 具体的な内容というの

はない、それは多分わかっているんですよ。多

分せんばんとやろうなというのはわかっている

んで、割合とかそういうものが何か。小中学校

とかっていうのはですね、何かいろいろあるわ

けなんで、それと同じような形なのかどうなの

かっていう、割合、詳しいところはまだ部長わ

からんとですかね。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 氷

川町さんと協定を結びまして相互に負担をする

ということになってまいります。で、この負担

金のときもですね、２割が均等割で、８割が利

用度合いに応じてということの負担割合になっ

ておりまして、今回、その８割部分は今から始

まる事業なので、氷川町さんで持っていただく

ということで、２割の均等割のうちの１割とい

うことでですね、今回の負担金の設定をしてお

ります。 

 ですので、そのような負担割合というものを

ベースにしたところでですね、その８割部分に

当たるところをですね、相互に負担して、利用

者数に応じてというところで負担していくとい

うことになります。 
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○委員（野﨑伸也君） これからですね、いろ

いろ多分まだちょっと……。（健康福祉部長兼福

祉事務所長丸山智子君「協定のほうは、はい」と

呼ぶ）だろうというふうに思いますんで、ま

た、そういったとこをきちっと決められたとこ

ろでですね、また御紹介いただければなという

ふうには思います。はい、終わります。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） この予算は整備の負担

金です、これ。利用も同じ割合の負担って、取

り決めさるっですか──それ、違うでしょう。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 利

用につきましては、利用があった分、御本人た

ちからも利用料をいただきますけれども、その

ほかの部分の公費で負担する部分についての負

担割合って、今後の協議ということにはなって

おりますけれども、一応その利用料部分のとこ

ろについてはですね、相互で利用者数に応じて

負担をするということで。 

○委員（橋本幸一君） 今のは、あくまで整備

の２割の負担であって、利用はまだこれから協

議ということで理解してよかですか。今の話で

は、整備も利用も２割負担というふうな……。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 整

備費につきましては、均等割２割のうちの１割

と言っているんですよね。（委員橋本幸一君

「うん、その点わかってるんですよ。今、利用

料でしょう」と呼ぶ）（委員野﨑伸也君「私

は、利用料」と呼ぶ）利用料。（委員橋本幸一

君「だから、私も、今、そこをちょっと誤解を

招くような答弁だったなと、私は思ったもんで

すから。一緒じゃないわけでしょう。利用料と

整備は。そこ、ちょっともっと詳しくしとかん

と」と呼ぶ） 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） 今

回の施設整備につきましての負担の割合としま

しては、均等割をやはり２割と……。（委員橋

本幸一君「整備のこれはもう理解したです。だ

から、今、利用についてはどうなんですかとい

うことで、同じような負担割合と言われたか

ら、そうじゃないでしょうって。ちょっと誤解

を招くんじゃないですかって。利用と整備は全

然違うわけでしょう」と呼ぶ）はい。（委員橋

本幸一君「うん。で、そこはもうちょっとしっ

かり分けて説明しとかんと」と呼ぶ）（｢小会

しましょうか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 小会します。 

（午前１０時３８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４０分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 先

ほど御質問をいただきました負担金につきまし

ては、ただいま氷川町と協議を行っているとこ

ろですので、詳細につきましては、今後また決

まりましてから御報告させていただければと思

います。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３１号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１１号中、当委員会関係分につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 全員賛成と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため小会します。 

（午前１０時４１分 小会） 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４３分 本会） 

◎議案第１３２号・平成３０年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第３号 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１３２号・平成３０年度八代市

国民健康保険特別会計補正予算・第３号を議題

として、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第１３２号・平成３０年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第３号につきまして、国

保ねんきん課の岩瀬課長が御説明申し上げます

ので、よろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）国保ねんきん課、岩瀬でございます。

よろしくお願いをいたします。失礼しまして着

座にて説明させていただきます。 

 それでは、お手元にございます議案第１３２

号・平成３０年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第３号について御説明いたします。 

 補正予算書の１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条

のとおり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３０

０万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ１８２億３８８９万９０００円とするもので

ございます。 

 また、第２条で債務負担行為を追加しており

ます。その内容は３ページになりますが、第２

表債務負担行為の補正の表でございます。 

 平成３１年度国民健康保険証作成経費、国民

健康保険税コンビニ収納事務委託、特定健康診

査業務委託につきましては、いずれも新年度初

日から履行を開始するもので、予算執行の事前

準備として、新年度開始前に契約相手方の選定

などを行う必要がありますので、記載している

期間と限度額の設定をするものでございます。 

 次に、歳入歳出予算の補正の内容としまして

は、６ページをお願いいたします。 

 下段の歳出から御説明いたします。 

 款６・諸支出金、項１・償還金及び還付加算

金、目２・一般被保険者還付加算金で、節２

３・償還金利子及び割引料３００万円でござい

ます。 

 これは、一般被保険者が納付しました国保税

について、国保資格を遡って喪失した場合など

過誤納付の還付金について、不足する費用を補

正するものでございます。主な要因としまして

は、被保険者の国保資格脱退手続の遅延による

もの、所得の修正申告によるもの等が、今年度

上半期で年間見込み額の９割に達していること

から補正増額をお願いするものでございます。 

 次に、上段の歳入でございます。 

 款１・項１・国民健康保険税、目１・一般被

保険者国民健康保険税の３００万円は、歳出の

補正財源とするものでございます。 

 以上、議案第１３２号・平成３０年度八代市

国民健康保険特別会計補正予算・第３号につい

ての説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 済いません。今、過誤

徴収の理由ば、ちょっと今言われたんですが、

済いません、ちょっと聞き逃したかもしれん

で、もう一回そこだけよかですか、教えていた

だいて。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 繰り返し

となりますが、還付金に至る主な要因でござい

ますが、被保険者が国保資格を脱退する際です

ね、手続が必要となりますが、その手続がおく

れたことなどによるもの、あるいは所得の修正

申告がその後行われたもの、そういったものに

ついて、今まで納めていただいた国保税をお返

しすると、そういったものがこの内容になりま

す。 
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○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、わかりました。

ありがとうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにございません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３２号・平成３０年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第３号については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３３号・平成３０年度八代市後期高

齢者医療特別会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１３３

号・平成３０年度八代市後期高齢者医療特別会

計補正予算・第１号を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第１３３号・平成３０年度八代市後期高齢者

医療特別会計補正予算・第１号につきまして、

引き続きまして、国保ねんきん課の岩瀬課長か

ら御説明申し上げます。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課、岩瀬でございます。引き続きよろしく

お願いいたします。着座にて説明させていただ

きます。 

 お手元の議案第１３３号・平成３０年度八代

市後期高齢者医療特別会計補正予算・第１号に

ついて御説明いたします。 

 八代市後期高齢者医療特別会計補正予算の１

ページをお願いいたします。 

 第１条のとおり、債務負担行為を設定するも

のでございます。債務負担行為の内容につきま

しては、２ページをお願いいたします。 

 第１表債務負担行為の表のとおり、後期高齢

者医療保険料コンビニ収納事務委託、後期高齢

者健康診査業務委託──医科・歯科の分でござ

いますが──につきまして、いずれも新年度初

日から履行を開始するもので、予算執行の事前

準備として新年度開始前に契約相手方の選定な

どを行う必要がありますので、記載しておりま

す期間と限度額の設定を行うものでございま

す。 

 以上で、議案第１３３号・平成３０年度八代

市後期高齢者医療特別会計補正予算についての

説明を終わらせていただきます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３３号・平成３０年度八代市後期高

齢者医療特別会計補正予算・第１号について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決しました。 

                              

◎議案第１３４号・平成３０年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第２号 
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○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１３４

号・平成３０年度八代市介護保険特別会計補正

予算・第２号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第１３４号・平成３０年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第２号につきまして、長寿支

援課の鶴田課長が御説明申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 長寿支援課の

鶴田でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、失礼して着座にて御説明申し上

げます。 

 議案第１３４号・平成３０年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第２号について、別冊の

補正予算（第２号）にて御説明を申し上げま

す。よろしくお願いいたします。よろしいでし

ょうか。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたし

ます。 

 第１条において、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ３億２１７６万９０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

４９億１３７０万６０００円といたしておりま

す。 

 第２条においては、債務負担行為を追加して

おります。 

 それでは、内容につきまして御説明をさせて

いただきます。恐れ入りますが、５ページをお

願いいたします。 

 ５ページの下の段、歳出の款５・諸支出金、

項１・償還金及び還付加算金、目１・償還金及

び還付加算金に補正額３億２１７６万９０００

円を追加しております。内訳は、説明欄の償還

金事業で、これは平成２９年度の介護給付費及

び地域支援事業費の確定に伴い、超過交付とな

りました負担金及び交付金につきまして、国・

県へ返還を行うために必要な費用を補正するも

のでございます。 

 財源につきましては、上の段、歳入の款９・

繰越金、項１・繰越金、目１・繰越金で、歳出

と同額の３億２１７６万９０００円を計上いた

しております。 

 次に６ページをお願いいたします。これは、

介護保険料をコンビニエンスストアで納めてい

ただく場合の事業委託にかかる費用について、

来年度の契約に当たり、債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 以上で議案第１３４号・平成３０年度八代市

介護保険特別会計補正予算・第２号の説明を終

わります。御審議のほどをよろしくお願いいた

します。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分につい

て、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３４号・平成３０年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第２号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１３９号・平成３０年度八代市診療所

特別会計補正予算・第１号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１３９

号・平成３０年度八代市診療所特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ

れでは、議案第１３９号・平成３０年度八代市

診療所特別会計補正予算・第１号につきまし

て、健康福祉政策課の續課長から御説明申し上
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げますので、よろしくお願いいたします。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）健康福祉政策課の續でございます。そ

れでは、失礼して着座にて御説明をいたしたい

と思います。 

 それでは、別冊となっております議案第１３

９号・平成３０年度八代市診療所特別会計補正

予算・第１号について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 今回、第１条で債務負担行為の設定を行って

おります。その内訳につきましては、２ペー

ジ、第１表債務負担行為に記しております。こ

れは、医薬品購入経費といたしまして、来年度

にかけまして限度額２２８０万円の債務負担行

為を設定するものでございます。 

 これは、泉町にございます椎原診療所及び下

岳診療所で使用いたします医薬品の購入につき

まして、新年度予算で購入するに当たり、４月

１日の事業開始前に購入相手方の決定等の事前

準備が必要になりますことから、今回、債務負

担行為を設定するものでございます。 

 説明のほうは以上となります。よろしく御審

議のほどお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 債務負担行為の件なん

ですが、薬を買う分ということです。ここ数年

と、推移ですね。変わらないぐらいの金額なの

かどうかということと、来年度消費税増税分は

ここに入っているということですか。 

○健康福祉政策課泉健康福祉地域事務所長（吉

田幸生君） 泉健康福祉地域事務所の吉田でご

ざいます。 

 まず、医薬品の購入につきまして、過去５年

度の経緯を、まず椎原診療所からでございます

けれども、医薬品だけの、血液とか尿の実施件

数ではなく、医薬品の購入という金額で申しま

すと、２５年度が１２７５万１０００円、２６

年度１２９９万５０００円、２７年度１５３２

万７０００円、２８年度１３１７万２０００

円、それから昨年度が１３４２万８０００円で

ございます。 

 下岳診療所につきまして、過去５年分をお答

え申し上げます。２５年度７０６万２０００

円、２６年度７５２万３０００円、２７年度７

９３万５０００円、２８年度７２２万６０００

円、２９年度７３０万５０００円でございま

す。 

 以上、お答えといたします。（｢消費税」と

呼ぶ者あり）消費税につきましては、来年度１

０月から消費税１０％に変わることから、今回

の債務負担にもお願いしておりますし、また、

そのようなことで、来年度の予算で準備進めて

ございます。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 医薬品費、今、薬価

が結構変わってきてるんでですね、卸の金額が

実際上がってきてるっていうふうに聞いてるん

ですけど、そういった部分は影響はないです

か。 

○健康福祉政策課泉健康福祉地域事務所長（吉

田幸生君） 今の御質問にお答えいたします。 

 医薬品につきましては、診療報酬と薬価納入

金額というのは必ずしも一致するものではござ

いません。診療報酬は下落傾向にございますけ

れども、薬価といいますのは、その製薬会社の

製造過程、それからマージン等を含めた中で卸

価格等決まるものですので、それぞれの薬価に

つきましては、それぞれの企業において努力

し、薬価を設定されます。その納入金額につき

ましても、それぞれ納入金額が決定されますこ

とから、４月１日の所要の準備に向けまして、
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納入していただく業者において最も、一つ一つ

の金額において安価に納めていただく、そうい

う業者を、所要の準備を進めたいということ

で、今回お願いするものでございます。 

○委員（橋本徳一郎君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１３９号・平成３０年度八代市診療所

特別会計補正予算・第１号については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り） 

（午前１１時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０１分 本会） 

◎議案第１５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１２号（関係分） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１５５号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第１２号中、当委員会関係

分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第９款・教育費について、教育

部から説明願います。 

○教育部長（桑田謙治君） 引き続きよろしく

お願いいたします。 

 議案第１５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１２号でございます。教育部関

連予算としまして、中学校及び幼稚園等の普通

教室等へのエアコン設置に要する経費を計上い

たしております。 

 これは、子供たちの学びの環境の向上に必要

なものでございますので、御審議の上、御承認

いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 また、人事院勧告に伴う人件費の補正予算も

計上いたしておりますので、予算の内容につき

ましては、和久田教育部次長が説明いたしま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○教育部次長（和久田敬史君） 議案第１５５

号・平成３０年度八代市一般会計補正予算・第

１２号の教育委員会関係分について、着座にて

説明いたします。よろしくお願いいたします。 

 今回の補正予算につきましては、本年度の人

事院勧告による給与改定等に基づき、人件費補

正も行われておりますので、まず、この給与改

定の内容につきまして説明をさせていただきま

す。 

 本年度の人事院勧告等に準じた給与改定につ

きましては、本市におきましては、２年連続の

引き上げとなっております。 

 今回の改定では、給料表、期末勤勉手当が対

象となっており、まず、給料表につきまして

は、水準を平均０.１６％引き上げるものでご

ざいます。若年層に重点を置いた引き上げ改定

となっており、この改定による引き上げ対象者

は全会計で９２０名となっております。 

 次に、期末勤勉手当につきましては、年間支

給月数を４.４月分から４.４５月へと０.０５

月引き上げるものでございます。 

 その他給与改定以外の補正の増減の要因とい

たしましては、人事異動に伴う職員数の変動や

会計・費目間での異動の影響、退職者や休職

者、育児休業者、市町村職員共済組合負担金の

率改定の影響によるものでございます。 

 それでは、予算書の２０ページをお願いいた
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します。 

 款９・教育費、項１・教育総務費、目２・事

務局費は、教育長と教育部の職員５３人分の補

正として、２３３万６０００円の増額となって

おり、給与改定による影響のほか、人事異動等

に伴う扶養手当、児童手当等の増額が主な理由

でございます。 

 次に、款９・教育費、項１・教育総務費、目

３・教育サポートセンター費は、職員３人分の

補正として１６４万２０００円の減額となって

おり、給与改定による影響よりも、人事異動に

伴う給与、手当等の減額が大きいことによる減

額補正でございます。 

 次に、款９・教育費、項２・小学校費、目

３・学校建設費に１９８２万６０００円を計上

しております。小学校空調設備設置事業でござ

いますが、国の補正に伴い、平成３１年度に予

定していた事業を前倒しし、早期に子供たちの

健康維持と学習しやすい教育環境を確保するた

め、空調設備の設置に必要な経費を補正するも

のでございます。 

 具体的には、小中一貫校であるため、泉中学

校と同時に工事を行う泉小学校の工事監理業務

委託料と空調設備設置工事の工事請負費でござ

います。財源内訳として、特定財源の２４０万

７０００円は、国のブロック塀・冷房設備対応

対応臨時特例交付金、１６５０万円は市債で、

学校教育施設等整備事業債と合併特例債を充て

ております。なお、事業完了を平成３１年９月

末に予定しておりますことから、事業費１９８

２万６０００円は繰り越しを予定いたしており

ます。 

 次のページ、２１ページをお願いいたしま

す。款９・教育費、項３・中学校費、目３・学

校建設費に７億２９９６万２０００円を計上い

たしております。中学校空調設備設置事業でご

ざいますが、小学校と同様に事業を前倒しして

空調設備の設置に必要な経費を補正するもので

す。 

 具体的には、市内全中学校の工事監理業務委

託料及び空調設備設置工事の工事請負費でござ

います。財源内訳として、特定財源の１億４４

７万５０００円はブロック塀・冷房設備対応臨

時特例交付金で、６億３８０万円は市債で、学

校教育施設等整備事業債と合併特例債を充てて

おります。なお、事業完了を３１年９月末に予

定いたしておりますことから、事業費７億２９

９６万２０００円は繰り越しを予定しておりま

す。 

 次に、款９・教育費、項５・幼稚園費、目

１・幼稚園費でございますが、こちらは幼稚園

教諭２３人の人件費補正分では、人事異動や休

職、育休等による不用額など３５７万８０００

円の減額となっておりますが、幼稚園空調設備

設置事業として全幼稚園の工事監理業務委託料

及び空調設備設置工事の工事請負費１億７１５

６万６０００円を計上いたしておりますので、

合わせまして１億６７９８万８０００円の増額

となっております。 

 幼稚園空調設備設置事業の財源内訳として、

特定財源の１５１４万２０００円はブロック

塀・冷房設備対応臨時特例交付金、１億４９７

０万円は市債で、学校教育施設等整備事業債と

合併特例債を充てております。なお、事業完了

を３１年９月末に予定しておりますことから、

事業費１億７１５６万６０００円は繰り越しを

予定いたしております。 

 次に、２２ページをお願いします。款９・教

育費、項６・学校給食費、目１・学校給食費で

ございますが、学校給食調理員９人分の補正と

して、主に給与改定の影響により１７万６００

０円の増額となっております。 

 次に、下段の表、款９・教育費、項７・社会

教育費、目１・社会教育総務費及び目２・公民

館費は、生涯学習課職員２０人分の人件費でご

ざいます。社会教育総務費で１５４６万２００
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０円の減額、公民館費で１３６７万円の増額と

なっておりますが、これは、給与改定による影

響のほか、職員２名の課内における人員配置の

変更により、その２名分の人件費の所属費目が

変わったことによる補正でございます。 

 最後に、款９・教育費、項７・社会教育費、

目５・博物館費でございますが、こちらは職員

９人分の補正として、１５８万円の減額となっ

ており、給与改定による影響よりも、人事異動

による給与、手当等の減額が大きいことによる

減額補正でございます。 

 以上が今回の概要でございます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） エアコンの関係ですけ

れども、かなり広範囲で非常に大がかりな事業

ということになると思うんですけれども、事業

者の関係は、前からも市内のほうですね、業者

さん使ってほしいなというような思いがあった

んですけれども、どのような選び方っていう

か、されておるんですか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 

施工業者につきましては、市内の業者というこ

とで、今のところ予定しております。これにつ

きましては、契約検査課のほうと打ち合わせ協

議しながら進めていきたいというふうには考え

ております。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） あと設置後のですよ、

管理ですよね。というのも、多分一体的にまた

お願いしていくというふうに思うんですよね。

連携というかですね、その中で。そういったと

ころもやっぱり市内業者さんにっていう考えな

んでしょうか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 

メンテナンスのほうも市内業者ということで、

今のところ考えておるところです。 

 以上です。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。ありが

とうございます。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） こういうのについては

普通教室が普通、当初の予算だったと思います

が、特別教室も可能であるというようなことに

なりましたが、これも含まっておりますか。 

○首席審議員兼教育施設課長（有馬健一君） 

文部科学省にこの事業計画をことし８月に提出

しておりますけれども、その内容としまして

は、普通教室と特別教室、それと管理諸室です

ね。校長室とか、職員室等も含まれますけど

も、それを含めて、事業計画を提出しておりま

す。 

 それとあわせまして、既に設置してあります

空調ですね──の更新、大体空調の耐用年数が

大体１３年ぐらいを考えておりますけども、約

１３年を迎えてるものにつきましても更新を、

今回計画の中に含めておりましたけれども、今

回１２月４日に文部科学省のほうから、この交

付金の内定通知が来ました内容につきまして

は、普通教室と特別教室の新設のみということ

での内定があっておりまして、それにあわせた

今回の事業計画ということでしております。 

 以上でございます。 

○委員長（上村哲三君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で、第９款・教

育費についてを終了します。（｢どうもありが
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とうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、しばらく小会しま

す。 

（午前１１時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１５分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ

れでは、議案第１５５号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第１２号のうち、第３款・

民生費及び第４款・衛生費の健康福祉部所管分

につきまして、小林次長から御説明申し上げま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小林眞治

君） 健康福祉部、小林です。それでは、失礼

して着座にて説明させていただきます。 

 議案第１５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１２号のうち、文教福祉委員会

付託分のうち、健康福祉部所管分について御説

明申し上げます。 

 まず、今回の補正の内容ですけれども、先ほ

ど教育費で説明がありましたとおり、給与改定

によるものを初め、人事異動や休職、育児休業

などの影響による人件費の増減額を補正するも

のでございます。それでは、補正予算書の２ペ

ージをお願いいたします。 

 第１表歳入歳出予算補正の下の表、歳出でご

ざいます。 

 まず、款３・民生費の項１・社会福祉費で補

正額４万９０００円を追加し、補正後の予算額

は１０８億１１１万４０００円に、項２・児童

福祉費で１２７万８０００円を減額し、補正後

の予算額は９２億２１９０万７０００円に、項

３・生活保護費で４万１０００円を減額し、補

正後の予算額は３１億６９５２万３０００円と

し、民生費の総額は３つ上になりますが、２３

１億９７７６万８０００円としております。 

 次に、３ページです。款４・衛生費、項１・

保健衛生費で７４１万９０００円を減額し、補

正後の予算額は１８億７７７５万７０００円と

し、衛生費の増額は１つ上になりますが、４０

億４３６万円としております。 

 それでは、歳出の具体的な内容について説明

をいたします。１１ページをお願いいたしま

す。 

 一番下の表です。款３・民生費、項１・社会

福祉費、目１・社会福祉総務費で４６２万８０

００円を追加しております。主な要因といたし

ましては、給与改定による影響のほか、長寿支

援課の係の新設に伴い、職員が２名増員となっ

たため、その増額分として一般会計から繰出金

を補正するものでございます。 

 １２ページをお願いいたします。 

 目２・老人福祉対策費で１８７万２０００円

を減額、次の目４・障害福祉対策費で１２０万

５０００円を減額、次の目５・国民年金費で１

５０万２０００円を減額しております。これら

減額の主な要因は、人事異動の影響によるもの

です。 

 次に、下の表になりますが、項２・児童福祉

費、目１・児童福祉総務費で３７万３０００円

を増額しております。これは、主に給与改定や

人事異動の影響によるものです。 

 次に目３・保育所費で１６５万１０００円を

減額しております。これは、人事異動や育児休

業者３名及び退職者１名の影響によるもので

す。 

 次に、１３ページをお願いします。 

 項３・生活保護費、目１・生活保護総務費で

４万１０００円を減額しておりますが、これは

人事異動の影響によるものです。 

 次の表、款４・衛生費、項１・保健衛生費、

目１・保健衛生総務費で７４１万９０００円を
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減額しております。これは、人事異動や育児休

業者４名の影響によるものでございます。 

 以上で議案第１５５号・平成３０年度八代市

一般会計補正予算・第１２号のうち、健康福祉

部所管分の説明とさせていただきます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５５号・平成３０年度八代市一般会

計補正予算・第１２号中、当委員会関係分につ

いては、原案のとおり決するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５６号・平成３０年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第４号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１５６

号・平成３０年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第４号を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第１５６号・平成３０年度八代市国民健康保

険特別会計補正予算・第４号につきましては、

国保ねんきん課の岩瀬課長から御説明申し上げ

ますので、御審議よろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（岩瀬隆敏君） 国保ねん

きん課、岩瀬でございます。よろしくお願いい

たします。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、お手元にございます議案第１５６

号・平成３０年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第４号について説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条

のとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ１８５万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１８２億４０７４万９００

０円とするものでございます。 

 内容につきましては、５ページをお願いいた

します。まず、下段の３、歳出から説明させて

いただきます。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費で１８５万円の追加補正をお願いして

おります。これは、給与改定と対象職員１９名

のうち７名の人事異動等に伴うものでございま

す。 

 次に、上段の歳入でございます。款４・繰入

金、項１、目１・一般会計繰入金の１８５万円

は、今回の補正財源とするものでございます。 

 以上、議案第１５６号・平成３０年度八代市

国民健康保険特別会計補正予算・第４号につい

ての説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５６号・平成３０年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第４号については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本
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案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１５７号・平成３０年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号 

○委員長（上村哲三君） 次に、議案第１５７

号・平成３０年度八代市介護保険特別会計補正

予算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第１５７号・平成３０年度八代市介護保険特

別会計補正予算・第３号につきましては、長寿

支援課の鶴田課長が御説明いたしますので、御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 長寿支援課の

鶴田でございます。引き続きよろしくお願いい

たします。それでは、着座にて御説明させてい

ただきます。 

 議案第１５７号・平成３０年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号につきまして、別

冊の補正予算書（第３号）にて御説明をさせて

いただきます。よろしいでしょうか。それで

は、予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条におきまして、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ１２１４万８０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１

４９億２５８５万４０００円といたしておりま

す。 

 それでは、内容につきまして御説明申し上げ

ます。恐れ入りますが、５ページをお願いいた

します。 

 ５ページの下の段、歳出の款１・総務費、項

１・総務管理費、目１・一般管理費において、

給与、職員手当等、共済費を合わせて１２１４

万８０００円を追加しております。 

 これは、一般職３１人分で、補正の理由は本

年度の人事院勧告に準じた給与改定のほか、本

年４月、県からの権限移譲に伴い、長寿支援課

に新たに設置いたしました事業所指導係の職員

２名の増員に伴う職員数の変動などが主なもの

で、補正後の予算は２億２２３９万８０００円

といたしております。財源につきましては、上

の段、歳入の款８・繰入金、項１・一般会計繰

入金、目１・一般会計繰入金で、歳出と同額の

１２１４万８０００円を計上いたしておりま

す。 

 以上で議案第１５７号・平成３０年度八代市

介護保険特別会計補正予算・第３号の説明を終

わります。御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５７号・平成３０年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１４４号・指定管理者の指定について

（八代市泉地域福祉センター、八代市泉憩いの

家、八代市五家荘デイサービスセンター、八代

市柿迫生きがいセンター） 

○委員長（上村哲三君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 議案第１４４号・八代市泉地域福祉センタ

ー、八代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサー

ビスセンター、八代市柿迫生きがいセンターに

係る指定管理者の指定についてを議題とし、説

明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ
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れでは、議案第１４４号・指定管理者の指定に

つきまして、泉地域にございます健康福祉部所

管の施設につきまして、来年度以降の指定管理

者の指定につきまして御審議をお願いするもの

でございます。 

 健康福祉政策課の續課長が詳細につきまして

御説明を申し上げますので、御審議よろしくお

願いいたします。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 健康福祉

政策課、續でございます。引き続き御審議のほ

どよろしくお願いいたします。それでは、失礼

して着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第１４４号・指定管理者の指

定につきまして御説明をいたします。議案書の

１４ページをお開きください。 

 今回御提案いたしましたのは、健康福祉政策

課のほうで所管をいたしております八代市泉地

域福祉センター、八代市泉憩いの家、八代市五

家荘デイサービスセンター及び八代市柿迫生き

がいセンターの４施設に係ります指定管理者の

指定についてでございます。 

 別途、お手元に本日、右上のほうに平成３０

年１２月１２日、文教福祉委員会議案第１４４

号関係資料と記しました指定管理者候補者の選

定結果についてというＡ４版の紙のほうを配付

をさせていただいておりますので、今回そちら

のほうで御説明をさせていただきたいと思いま

す。よございますでしょうか。（発言する者あ

り） 

 それでは、説明のほう、引き続き行いたいと

思います。今回、これらの４施設におきまして

は、現在、社会福祉法人八代市社会福祉協議会

を指定管理者として、指定管理委託を行ってい

るところでございますが、平成３１年３月３１

日をもちまして、期間のほうが満了となりま

す。新たに指定管理を行うに際しましては、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定によりま

して、指定管理者の指定について議会の御承認

をいただく必要がございますので、今回その指

定管理者の候補者を選定いたしましたことか

ら、提案させていただいているものでございま

す。 

 指定管理の期間につきましては、平成３１年

４月１日から、平成３４年、西暦２０２２年の

３月３１日までの３年間となり、提案価格は７

５０３万２０００円でございます。 

 今回の指定管理者の候補者につきましては、

現在の４施設の指定管理者である社会福祉法人

八代市社会福祉協議会で、所在地は、八代市本

町１丁目９番１４号でございます。 

 裏面のほうをごらんください。この指定管理

者の候補者選定につきましては、９月の２８日

から１０月１９日までの間に公募のほうを行っ

ております。その結果、八代市社会福祉協議会

１者のみから申請がございまして、これを受け

まして、１１月６日に選定委員会を開催いたし

たとこでございます。 

 審議の結果につきましては、８番の選定結果

のほうに記しておりますが、選定基準を満たし

ていることから、候補者に選定をいたしたとこ

ろでございます。 

 以上、議案第１４４号・指定管理者の指定に

ついての御説明となります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 前回からすると、デイ

サービスセンターとかなくなってきたというこ

とで、今回４施設のみの提案ということになっ

てますけれども、このうち、金額ですよね。毎

年度金額というのを出してありますけれども、

こちらについては前回の４施設のものと比較し

てどのような状況になってますか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） 今回の選

定につきましては、過去の決算状況等推移を見

まして、それに応じたところで３年間の平均で
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あったり、あるいは３年間の直近の収入状況等

を鑑みまして、設定のほうをさせていただきま

した。 

 泉におきましては、現在、デイサービスにつ

きましては、比較的介護収入等が、利用者のほ

うがふえておりますので、少し収入のほうがふ

えておりますので、若干その分の影響は、逆に

委託料のほうは少なくなってるというところは

ございます。ただ、柿迫生きがいセンターだっ

たり、そのほかのとこにつきましては、やはり

燃料費の高騰であるとか、そういったことの影

響もございますので、トータルで見ますと、余

り変わらないぐらいの金額になってきているか

というところで設定のほうをさせていただいて

おります。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

 あともう一つなんですけど、前回までは１年

更新で、指定管理のほうですね、やられてたん

ですけど、今回３年とした理由は何ですか。 

○健康福祉政策課長（續 良彦君） これにつ

きましては、これまでもずっと３年間で大体し

ていたところなんですが、昨年度につきまし

て、やはり今回廃止をいたしましたデイサービ

スセンター等も含めたところでの一括の委託と

いうことで、受託業者のほうがやはり３年間を

受けるということは非常に抵抗があるというこ

とで、どうしてもそれはできないというような

条件がありましたもんですから、昨年度だけが

ちょっと１年間というとこで特別にいたしまし

た。今回は、そのあたりの課題が整理されたも

んですから、３年間ということで受託をしてい

ただくということになりましたもんです。 

○委員（野﨑伸也君） わかりました。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４４号・八代市泉地域福祉センタ

ー、八代市泉憩いの家、八代市五家荘デイサー

ビスセンター、八代市柿迫生きがいセンターに

係る指定管理者の指定については、可決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１５４号・八代市介護保険条例の一部

改正について 

○委員長（上村哲三君） 次に、条例議案の審

査に入ります。 

 議案第１５４号・八代市介護保険条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） 議

案第１５４号・八代市介護保険条例の一部改正

につきましては、長寿支援課の鶴田課長から御

説明申し上げますので、御審議よろしくお願い

いたします。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 長寿支援課の

鶴田です。引き続きよろしくお願いいたしま

す。それでは、着座にて御説明させていただき

ます。 

 議案第１５４号・八代市介護保険条例の一部

改正について、議案書のほうは２９ページと３

０ページでございますが、説明につきましては

事前にお配りさせていただいております別紙の

Ａ４版の関係資料をお願いいたします。よろし

いでしょうか。済いません。 

 １、改正の趣旨でございますが、保険給付に

おける市町村特別給付として、介護用品購入費

の支給を実施するに当たり、所要の改正を行う
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ものでございます。 

 次に、改正の概要でございますが、現在、介

護用品の支給につきましては、地域支援事業の

任意事業として実施しております。それが厚生

労働省において、介護給付サービスの横出しサ

ービスとなるものであり、実施する場合には、

市町村特別給付として実施されるべきものであ

ると見直され、地域支援事業の対象外となった

ことに伴い、今後、市町村特別給付として介護

用品購入費の支給を行うものでございます。 

 その下の枠内の※印をごらんください。この

事業の説明をさせていただきます。 

 この事業は、要介護３以上と認定された高齢

者を在宅にて常時介護している家族などの介護

者への経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ

などの介護に必要な用品の購入費を支給するも

のでございます。 

 その下の表、（参考）介護保険の給付の種類

をごらんください。 

 まず、表の左側、保険給付と右側の地域支援

事業に大きく分かれております。 

 保険給付のうち、介護給付と予防給付につき

ましては、全国一律に実施されます介護保険サ

ービスでございます。これに対し、地域支援事

業の任意事業につきましては、地域の実情に応

じ、市町村が必要と判断して実施するサービス

でございます。 

 今回、介護保険条例を改正して実施するサー

ビスは、保険給付のうちの市町村特別給付でご

ざいまして、これは、要介護状態の軽減、また

は悪化の防止、介護予防に資するものとして、

市町村が条例を定めて独自に保険給付を行うも

のでございます。 

 財源につきましては、地域支援事業の場合に

は、国・県からの交付金などの公費負担がござ

いますが、市町村特別給付は全額介護保険の第

１号被保険者の保険料で賄うこととされており

ます。 

 施行日につきましては、平成３１年４月１日

といたしております。 

 以上で、議案第１５４号・八代市介護保険条

例の一部改正についての説明を終わります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（上村哲三君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑はありませんか。 

○委員（野﨑伸也君） 今度から、この支給す

るに当たってですね、財源が必要となってくる

かというふうに思うんですけれども、これ、こ

れまでも横出しというふうな言い方でされたん

ですけど、これまでも何かその出していた部分

というのがあったっでしょうか。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 先ほど御説明

しましたように、これまでは地域支援事業の中

の任意事業ということで、地域支援上の場合は

第１号被保険者の保険料のほかに、国・県・市

町村でそれぞれ割合が決まっておりまして、そ

の公費の負担がございました。今回は、それが

公費がなくなって、全額を保険料で賄うという

ことでございます。 

○委員（野﨑伸也君） 今回、例というか、挙

げられとっとで、紙おむつとかって、介護に必

要なものとなっとっとですけれども、大体どれ

ぐらい金額的に出よったっですかね。 

○長寿支援課長（鶴田洋明君） 済いません、

ちょっと申しわけございません。ちょっと正確

にはちょっと押さえてないんですが、大体８０

０万ぐらいだったと記憶しておりますが。済い

ません、後でまた、金額のほうを報告させてい

ただくということでよろしいでしょうか。 

○委員長（上村哲三君） いいですか。 

○委員（野﨑伸也君） はい、大丈夫です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で質疑を終了し

ます。 
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 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１５４号・八代市介護保険条例の一部

改正については、原案のとおり決するに賛成の

方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（上村哲三君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（上村哲三君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

 このうち、保健・福祉に関する諸問題の調査

に関連して１件、執行部から発言の申し出があ

っておりますので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

（八代市立白島ぎんが保育園の民営化に向けた

取り組み状況について） 

○委員長（上村哲三君） それでは、八代市立

白島ぎんが保育園の民営化に向けた取り組み状

況について説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（丸山智子君） そ

れでは、このたび所管事務調査ということで、

白島ぎんが保育園の民営化に向けて、昨年度か

ら取り組んでまいっておりまして、昨年度も委

員会のほうに御報告はさせていただきまして、

また、今年度、実際に園のほうも管内調査のほ

うで視察いただいたところでございますけれど

も、その後の説明会の状況、それから、今後の

進め方のスケジュールというものに関しまして

御説明をさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、説明はこども未来課の田中課長の

ほうから申し上げます。御審議よろしくお願い

します。 

○理事兼こども未来課長（田中かおり君） こ

ども未来課、田中です。よろしくお願いいたし

ます。着座にて説明させていただきます。 

 資料は、Ａ４、１枚のレジュメと、それと右

肩に資料１とあります３枚つづりと右肩に資料

２とあります１枚ものになります。よろしくお

願いいたします。 

 レジュメの１にありますように、これまで保

護者に対して４回、地域に対して２回の説明会

を実施しております。 

 第１回の地域・保護者説明会につきまして

は、昨年１２月の委員会の中で報告させていた

だいておりますので、今回はその後の説明会の

状況と今後のスケジュールについて御説明いた

します。 

 レジュメ２の保護者・地域への説明会の内容

につきましては、別とじの資料１をごらんくだ

さい。これは、説明会時に用いた資料になりま

すが、（１）で、白島ぎんが保育園の民営化の

方針について、（２）で民営化の時期につい

て、平成３２年４月の予定と説明しておりま

す。（３）では、民営化後の運営費や、次のペ

ージになりますけれども、保育料、施設整備に
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ついて、それから（４）では、民営化に当たっ

ての不安などは、保護者や地域と話し合いなが

ら解消していくということで、民営化後につい

ても保育園・保護者・市で３者協議会を設置

し、協議していくことを説明しております。 

 また、３ページの（５）で、移管先の法人に

ついては、保護者や地域の代表者、学識経験者

などで構成する選考委員会で協議し、選考決定

していくこと。（６）では、選考基準のイメー

ジを示しております。①に、応募資格につきま

しては、公益性の高い法人である社会福祉法人

や、また実績の良好な学校法人とすること。②

では、保育所の運営については、現行を維持、

向上させる内容であること。 

 ４ページになりますが、③延長保育や一時保

育事業を実施すること。また、④職員について

は、保育士等の配置基準以上であること。⑤６

カ月間の引き継ぎ保育を実施し円滑な移管を行

うこと。⑥適切なサービスを提供するため、福

祉サービス第三者評価を実施すること。 

 それから、５ページになりますが、⑦で保護

者・法人・市からなる３者協議会を設置するこ

となど説明しております。（７）では、移管先

法人の運営状況の確認については、３者協議会

で協議していくこと。また、定期的に実施され

る県の保育園監査や市の法人監査等により確認

していくことなど、また、民営化に向けたスケ

ジュールを説明しております。 

 資料は最初のレジュメに戻っていただいてよ

ろしいでしょうか。 

 市の説明に対しまして、保護者からは、今後

のスケジュールを聞いて安心した。また、新し

い保育園に不安があるため監査などはしっかり

してほしい。それから、応募法人のプレゼンテ

ーションは保護者全員に対してできないか。引

き継ぎ保育はしっかりしてほしい。また、民間

となると利益を得ようとして保育の質が低下す

るのではないかなどの意見がありました。 

 また、地域からは、保育サービスが低下する

のではないか。保護者にはしっかりとした説明

をお願いしたいなどの意見がありましたが、全

体としては、大きな反対の声もなく、民営化後

の運営や保育内容についての不安や意見が主な

ものでした。 

 このような意見等につきましては、保護者等

との十分な話し合いにより進めることで対応し

てまいりたいと考えております。 

 次に、今後のスケジュールについてでござい

ますが、一番最後の資料２をごらんください。 

 今回提出しております補正予算案の議決後、

１月に保護者説明会を開催し、選考委員の推薦

について、また今後の進め方についてなど説明

を行います。その後、第１回選考委員会を開催

し、選考基準の審議等を行いまして、今年度末

まで移管先法人の募集を行います。 

 ３１年度４月に第２回選考委員会を開催しま

して、選考方法の確認、書類審査を行います。 

 ５月には、保護者、地域に対しまして、応募

のあった法人の説明会等を実施しまして、その

後、第３回選考委員会でプレゼン・審査・選定

を行い、６月に移管先法人を決定し、６月議会

の本委員会においてもその報告を行う予定で

す。 

 ７月に、保護者・地域に対しまして法人の決

定報告を行いまして、その後移管準備に入りま

す。８月には、３者協議会の設置、開催、１０

月から６カ月間の引き継ぎ保育の実施を行いま

す。事務的には１２月に条例改正、１月に法人

との契約締結、また国や県への届け出等を行う

などをしまして、３２年４月より法人による運

営開始の予定となります。 

 以上がスケジュールとなりますが、今後も保

護者や地域との話し合いを重ねながら、よりよ

い民営化に向けて進めてまいります。 

 以上で報告を終わります。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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○委員長（上村哲三君） 本件について、何か

質疑、御意見等ありませんか。（委員野﨑伸也

君「質疑じゃなくて意見でよかですか」と呼

ぶ）どちらもいいです。 

○委員（野﨑伸也君） 意見ですけど。スケジ

ュール等も見せていただきましたし、これまで

のですね、いろんな説明会のほうもたくさんし

ていただいて、いろんな中でですね、丁寧にや

っていただいているなというふうなことが見え

て、非常にありがたく思ってます。 

 今後もですね、ここにも書いてありますけれ

ども、地域の方との話し合いをですね、密にし

ながらということで進めるということでありま

すんで、引き続きそれで取り組んでいただきた

いというふうに思います。 

 というのが、やっぱりこれからですね、まだ

保育園のほうの民営化ですね、まだほかにもあ

りますし、小学校の統廃合とかっていうのもあ

りますんで、１つでもですね、何かそういった

悪いようなですね、市の取り組みがちょっとい

かんというようなことが出たら、ほかのことに

もですね、影響が与える部分、非常に大きいと

思いますんで、引き続きですね、しっかりとし

た話し合いの中でですね、進めていっていただ

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

○委員（鈴木田幸一君） 意見になるかもしれ

ませんが、よかですかね。 

○委員長（上村哲三君） はい。 

○委員（鈴木田幸一君） 民営化されることに

よって、職員の先生方がですね、やっぱり非常

に不安な部分もあると思うんですよ。案外保育

園の先生というのは、保育だけできておられま

すので、その辺のですね、ケアというとも十分

に考えたところの指導をしていただきたいなと

思います。よろしくお願いします。 

○委員長（上村哲三君） ほかにありません

か。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） なければ、以上で八

代市立白島ぎんが保育園の民営化に向けた取り

組み状況についてを終了します。 

 次に、本委員会の管外行政視察について協議

のため、小会します。 

（午前１１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５４分 本会） 

○委員長（上村哲三君） 本会に戻します。 

 それでは、本委員会の管外行政視察について

お諮りいたします。 

 本委員会の管外行政視察については、平成３

１年１月８日から１０日までの３日間、千葉県

鎌ヶ谷市、浦安市、茨城県土浦市へ、教育に関

する諸問題の調査、保健・福祉に関する諸問題

の調査のため、管外行政視察を行うことといた

したいが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

（｢なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 以上で所管事務調査

２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件については、な

お調査を要すると思いますので、引き続き、閉

会中の継続調査の申し出をいたしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 最後に、本委員会の派遣承認要求の件につい
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てお諮りいたします。 

 本委員会の管外行政視察についてですが、本

委員会は、平成３１年１月８日から１０日まで

の３日間、千葉県鎌ヶ谷市、浦安市、茨城県土

浦市へ教育に関する諸問題の調査、保健・福祉

に関する諸問題の調査のため、管外行政視察を

行うこととし、議長宛て派遣承認要求の手続を

とらせていただきたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし｣と呼ぶ者あり） 

○委員長（上村哲三君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、文教福祉委員会を散会いたし

ます。 

（午前１１時５６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成３０年１２月１２日 

文教福祉委員会 

委 員 長 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages 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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


