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１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔平成23年太宰府市議会第４回（12月）定例会〕 

                                    平成23年12月19日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第54号 市道路線の認定について（建設経済常任委員会） 

 日程第２ 議案第55号 太宰府市立太宰府史跡水辺公園の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第３ 議案第56号 太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第４ 議案第57号 太宰府市立都府楼共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第５ 議案第58号 太宰府市立水城共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教常

任委員会） 

 日程第６ 議案第59号 太宰府市立長浦台共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第７ 議案第60号 太宰府市立青葉台共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第８ 議案第61号 太宰府市立大佐野共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第９ 議案第62号 太宰府市立向佐野共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第10 議案第63号 太宰府市立国分共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教常

任委員会） 

 日程第11 議案第64号 太宰府市立通古賀共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教

常任委員会） 

 日程第12 議案第65号 太宰府市立吉松共同利用施設の指定管理者の指定について（総務文教常

任委員会） 

 日程第13 議案第66号 太宰府市民図書館の指定管理者の指定について（総務文教常任委員会） 

 日程第14 議案第67号 太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について（総務文教常任委

員会） 

 日程第15 議案第68号 大宰府展示館の指定管理者の指定について（総務文教常任委員会） 

 日程第16 議案第69号 太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について（環境厚生

常任委員会） 

 日程第17 議案第70号 太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について（環境厚生常
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任委員会） 

 日程第18 議案第71号 太宰府市スポーツ推進審議会条例の制定について（総務文教常任委員

会） 

 日程第19 議案第72号 太宰府市立運動公園条例等の一部を改正する条例について（総務文教常

任委員会） 

 日程第20 議案第73号 太宰府市歴史と文化の環境税条例の一部を改正する条例について（総務

文教常任委員会） 

 日程第21 議案第74号 太宰府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい

て（環境厚生常任委員会） 

 日程第22 議案第75号 平成23年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）について（分割付託） 

 日程第23 議案第76号 平成23年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて（環境厚生常任委員会） 

 日程第24 議案第77号 平成23年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

（環境厚生常任委員会） 

 日程第25 発議第４号 太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する条例の制定について（携

帯電話中継基地局問題特別委員会） 

 日程第26 決議第１号 飲酒運転撲滅に関する決議 

 日程第27 請願第２号 ワクチン接種緊急促進事業の継続に関する請願書（環境厚生常任委員

会） 

 日程第28 意見書第９号 防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書（総務文教常任

委員会） 

 日程第29 意見書第10号 太陽光発電システム設置補助制度の創設を求める意見書（環境厚生常任

委員会） 

 日程第30 意見書第11号 「子ども・子育て新システム」に関する意見書（環境厚生常任委員会） 

 日程第31 意見書第12号 ワクチン接種緊急促進事業継続の意見書 

 追加日程第１ 再議第１号 再議書（太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛争防止条

例の制定について（平成23年12月19日議決）） 

 日程第32       議員の派遣について 

 日程第33       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（１８名）        

  １番  陶 山 良 尚 議員         ２番  神 武   綾 議員 

  ３番  上     疆 議員         ４番  芦 刈   茂 議員 

  ５番  小 畠 真由美 議員         ６番  長谷川 公 成 議員 

  ７番  藤 井 雅 之 議員         ８番   田 久美子 議員 

  ９番  後 藤  晴 議員         10番  橋 本   健 議員 
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  11番  不 老 光 幸 議員         12番  渡  美 穂 議員 

  13番  門 田 直 樹 議員         14番  小  道 枝 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  福 廣 和 美 議員         18番  大 田 勝 義 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである 

   な   し 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２０名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  木 村 甚 治 

          今 泉 憲 治        市民生活部長  古 川 芳 文 

  健康福祉部長  井 上 和 雄        建設経済部長  神 原   稔 

          三 笠 哲 生        教 育 部 長  齋 藤 廣 之 

  総 務 課 長  古 野 洋 敏        経営企画課長  石 田 宏 二 

  市 民 課 長  原 野 敏 彦        環 境 課 長  濱 本 泰 裕 

  福 祉 課 長  宮 原   仁        保健センター所長  中 島 俊 二 

  都市整備課長  今 村 巧 児        上下水道課長  松 本 芳 生 

  教 務 課 長        木 村 裕 子        監査委員事務局長  関   啓 子 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  田 中 利 雄        議 事 課 長        櫻 井 三 郎 

  書    記  白 石 康 子        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  茂 田 和 紀 

        

 

 

 

地域づくり 
担 当 部 長 

会計管理者併 
上下水道部長 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（大田勝義議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第４回定例会

を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第５４号 市道路線の認定について 

○議長（大田勝義議員） 日程第１、議案第54号「市道路線の認定について」を議題といたしま

す。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 後藤晴議員。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 

○９番（後藤晴議員） おはようございます。 

 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第54号「市道路線の認定について」、審査内

容と結果を報告いたします。 

 審査においては、まず補足説明を受けた後、現地調査を行って審査いたしました。 

 今回認定する路線は、開発により道路用地の帰属を受けた松本６号線、１路線です。 

 本議案について、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第54号は委員全員一致で可決すべき

ものと決定いたしました。 

 以上で議案第54号の報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 自席へどうぞ。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第54号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 



－181－ 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第54号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時02分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２から日程第１５まで一括上程 

○議長（大田勝義議員） お諮りします。 

 日程第２、議案第55号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園の指定管理者の指定について」から

日程第15、議案第68号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」までを一括議題にしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり一括議題とし、付託しておりま

した総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔13番 門田直樹議員 登壇〕 

○１３番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された議案第55号から議案第68号まで

について、その主な審査内容と結果を報告いたします。 

 まず、議案第55号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園の指定管理者の指定について」報告いた

します。 

 史跡水辺公園は、シンコースポーツ株式会社九州支店を指定管理者として平成21年４月１日

から施設の管理運営を行っているが、指定期間が平成24年３月末をもって満了することから、

太宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４条の規定により公募を行っ

た結果、同社１社のみの応募があり、選考委員会において過去の決算及び事業内容等を検討し

た結果、候補者としてシンコースポーツ株式会社九州支店を指定管理者として指定するもので

あります。また、指定期間は平成24年４月１日から３年間である旨、説明を受けました。 

 委員からは、平成21年度からの指定期間の中で、シンコースポーツ株式会社の管理運営に対

する市民からの苦情等の有無について質疑があり、執行部からは、特にないとの回答がありま

した。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第55号は委員全員一致で可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議案第56号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定について」報告いた

します。 

 同センターの指定期間が平成24年３月末をもって満了することから、太宰府市公の施設に係

る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者として財

団法人太宰府市文化スポーツ振興財団を選定し、引き続き指定管理者として指定するものであ

り、指定期間は平成24年４月１日から２年間とする旨、説明を受けました。 
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 委員から、指定管理者を選定する際に、特定の日に発生している駐車場不足の問題や周辺の

交通渋滞問題に対する対応、改善について財団から提案等あっているのかについて質疑があ

り、執行部からは、その問題等の対応については、指定管理という面ではなく、関係所管課で

会議を開き、協議して対応しているとの回答がありました。 

 また、駐車場満車時に太宰府中学校の駐車場を臨時的に使う際は、不審者の問題もあるた

め、学校へ事前連絡をするよう徹底してほしいとの要望がありました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第56号は委員全員一致で可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議案第57号「太宰府市立都府楼共同利用施設の指定管理者の指定について」から議案

第65号「太宰府市立吉松共同利用施設の指定管理者の指定について」までを一括して報告いた

します。 

 市内９カ所の共同利用施設は、各地元自治会を指定管理者として管理運営を行っているが、

平成24年３月末をもって指定期間が満了することから、太宰府市公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第５条に規定により、公募によらない候補者として各地元自治会を選

定し、引き続き指定管理者として指定するものであり、指定期間は平成24年４月１日から２年

間とする旨、説明を受けました。 

 委員からは、当該施設は、公募を行ったり、地元自治会以外の団体等を指定管理の候補者と

して指定することはないので、指定期間を２年ではなく、５年、10年でもいいのではないかと

の質疑があり、執行部からは、法令上２年でなければならないという規定はないが、太宰府市

においては市の実情に合わせ、公募によらない随意選定の場合の指定期間は２年としているこ

と、またこの指定期間については、今後検討していきたいとの回答がありました。 

 関連質疑を終え、討論はなく、これらについて一括して採決した結果、議案第57号から議案

第65号までについては、委員全員一致で可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第66号「太宰府市民図書館の指定管理者の指定について」及び議案第67号「太宰

府市文化ふれあい館の指定管理者の指定について」を報告いたします。 

 市民図書館及び文化ふれあい館の指定期間が平成24年３月末をもって満了することから、太

宰府市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によら

ない候補者として財団法人太宰府市文化スポーツ振興財団を選定し、引き続き指定管理者とし

て指定するものであり、指定期間は平成24年４月１日から２年間とする旨、説明を受けまし

た。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第66号、議案第67号は、いずれも委員全員一致で可決

すべきものと決定しました。 

 次に、議案第68号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」を報告いたします。 

 大宰府展示館の指定期間が平成24年３月末をもって満了することから、太宰府市公の施設に

係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条の規定により、公募によらない候補者として
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財団法人古都大宰府保存協会を選定し、引き続き指定管理者として指定するものであり、指定

期間は平成24年４月１日から２年間とする旨、説明を受けました。 

 質疑、討論はなく、採決の結果、議案第68号は委員全員一致で可決すべきものと決定しまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） これから質疑を行います。 

 議案第55号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第56号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第57号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第58号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第59号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第60号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第61号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第62号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第63号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第64号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第65号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第66号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第67号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第68号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 
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 これから討論、採決を行います。 

 議案第55号「太宰府市立太宰府史跡水辺公園の指定管理者の指定について」討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第55号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第55号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時11分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第56号「太宰府市いきいき情報センターの指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第56号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第56号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時12分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第57号「太宰府市立都府楼共同利用施設の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第57号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 
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 よって、議案第57号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時13分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第58号「太宰府市立水城共同利用施設の指定管理者の指定に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第58号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、本案は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時14分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第59号「太宰府市立長浦台共同利用施設の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第59号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第59号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時14分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第60号「太宰府市立青葉台共同利用施設の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第60号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 議案第60号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時15分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第61号「太宰府市立大佐野共同利用施設の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第61号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第61号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時16分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第62号「太宰府市立向佐野共同利用施設の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第62号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第62号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時16分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第63号「太宰府市立国分共同利用施設の指定管理者の指定に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第63号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 
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（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第63号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時17分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第64号「太宰府市立通古賀共同利用施設の指定管理者の指定

について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第64号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第64号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時18分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第65号「太宰府市立吉松共同利用施設の指定管理者の指定に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第65号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり賛成の方は起立願い

ます。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第65号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時18分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第66号「太宰府市民図書館の指定管理者の指定について」討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第66号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛成



－188－ 

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第66号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時19分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第67号「太宰府市文化ふれあい館の指定管理者の指定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第67号に対する委員長報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第67号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時19分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第68号「大宰府展示館の指定管理者の指定について」討論を

行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第68号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第68号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時20分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１６と日程第１７を一括議題 

○議長（大田勝義議員） お諮りします。 

 日程第16、議案第69号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」及び

日程第17、議案第70号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」を一括議

題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり一括議題とし、付託しておりま

した環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第69号及び議案第70号

について、審査の内容とその結果を報告いたします。 

 まず、議案第69号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」報告いた

します。 

 本議案は、女性センタールミナスの指定管理者について、現在の指定管理期間が３月末をも

って満了することから、公募によらない候補者として、財団法人太宰府市文化スポーツ振興財

団に引き続き平成24年度から２年間にわたり指定管理者の候補者に選定するものであります。 

 これについて委員からの質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第69号は委員全員一致

で可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第70号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定について」報告いたし

ます。 

 本議案は、老人福祉センターの指定管理者について、公募によらない候補者として、社会福

祉法人太宰府市社会福祉協議会を引き続き平成24年度から２年間にわたり指定管理者の候補者

に選定するものであります。 

 これについて委員から、老人福祉センターの利用者数について質疑があり、執行部からは、

平成22年度の開館日数295日で、延べ2万850人の利用があったとの回答がありました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第70号は委員全員一致で可決すべきものと決定

いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） これから質疑を行います。 

 議案第69号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第70号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第69号「太宰府市女性センタールミナスの指定管理者の指定について」討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第69号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第69号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時24分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第70号「太宰府市立老人福祉センターの指定管理者の指定に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第70号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第70号は可決されました。 

              〈可決 賛成17名、反対０名 午前10時25分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１８から日程第２０まで一括議題 

○議長（大田勝義議員） お諮りします。 

 日程第18、議案第71号「太宰府市スポーツ推進審議会条例の制定について」から日程第20、

議案第73号「太宰府市歴史と文化の環境税条例の一部を改正する条例について」までを一括議

題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり一括議題とし、付託しておりま

した総務文教常任委員会の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔13番 門田直樹議員 登壇〕 

○１３番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された議案第71号から議案第73号につ

いて、その審査内容と結果を報告いたします。 

 まず、議案第71号「太宰府市スポーツ推進審議会条例の制定について」、本案はスポーツ振
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興法の全見直しが行われ、新しくスポーツ基本法が本年８月24日に施行されたことにより、太

宰府市スポーツ振興審議会条例の全部を改正し、新たに条例を制定するものであります。この

全改正の主な内容は、基本となる法律名や審議会の名称を改め、読みかえや条文内容の整理等

を行うものとの説明を受けました。 

 委員からは、現行審議会の開催状況、委員の構成及び改正に伴う委員の任期などについて質

疑があり、執行部からは、スポーツ振興審議会の開催は、平成22年３月策定の太宰府市スポー

ツ振興基本計画の作成の際に行われ、識見を有する者７名、関係行政職員３名、合計10名の委

員で構成されていること、改正後のスポーツ推進審議会委員については、経過措置として現行

の委員としての残任期間をそのまま引き継ぐことになるとの回答がありました。 

 また、改正後の審議会の取り組みについて質疑があり、執行部からは、スポーツ振興基本計

画の施策内容や進捗状況等についてスポーツ推進審議会へ諮問し、実施計画の見直し等を行っ

ていく必要があるとの回答を得ました。 

 その他、関連質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第71号は委員全員一致で原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第72号「太宰府市立運動公園条例等の一部を改正する条例について」、本案もス

ポーツ振興法の見直しが行われ、新しくスポーツ基本法が本年８月24日に施行されたことに伴

い、３つの条例の一部改正をまとめて提案されたもので、改正内容は引用する法律名等を改め

るものなどであります。 

 委員からは、振興から推進に改正されたことにより、何か力を入れる変化はあるのかについ

て質疑があり、執行部からは、体育指導委員の活動や事業への取り組み等においても、振興か

らより一歩進んだ活動を行っていくとの回答がありました。 

 その他、質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第72号は委員全員一致で原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第73号「太宰府市歴史と文化の環境税条例の一部を改正する条例について」、本

案は、本年11月８日の税制審議会答申の意向を尊重し、歴史と文化の環境税の適用期間をさら

に３年間延長、平成27年５月22日までとするものであるとの補足説明がありました。 

 委員からは、今回の審議会の内容について質疑があり、執行部からは、９月24日から審議会

を４回開催し、歴文税の事業概要報告、みらい基金の状況報告等もなされた。その中で、歴文

税は必要である、歴文税からみらい基金へ移行すべきであるなどさまざまな意見をいただいた

中で、総括として歴文税の３年継続が望ましいとの答申をいただいたとの説明を受けました。 

 さらに委員からは、税制審議会の答申内容について説明を求めるため、本年度11月８日の答

申及び平成20年12月26日の答申の資料要求があり、執行部より答申の写しが提出されました。 

 関連質疑の中、この条例改正案が上程に至るまでの過程、税制審議会の審議内容等につい

て、もう少し協議する時間が必要であるとして、継続審査を求める動議が提出されたため、継

続審査とすることについて採決を行ったところ、議案第73号は委員大多数の賛成で継続審査と
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することに決定しました。 

 その後、12月15日に委員会を再開し、議案第73号について再度審議を行いました。 

 委員からは、次期見直しの際には議会で審議する時間をとるために、審議会の開催時期を少

し早めることは可能であるかという質疑があり、執行部からは、審議会の中で検討していきた

いとの回答がありました。 

 質疑、協議の後、討論では、今回の歴史と文化の環境税を３年間継続する条例の改正に当た

っては、太宰府古都・みらい基金制度の施行が実施されているにもかかわらず、議会に対して

事前説明やみらい基金との関連に対する執行部の見解の説明がなかったことは、市執行部に反

省を促すとともに、本税がその趣旨からして制度上の公平性に疑念を持ちながらの継続は、納

税者と特別徴収義務者の協力が前提であり、市当局は両者に協力と理解を求める努力をされる

よう要望して、賛成するとの意見がありました。 

 討論を終え、採決の結果、議案第73号は委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 以上で議案第71号から議案第73号について報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第71号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第72号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第73号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論、採決を行います。 

 議案第71号「太宰府市スポーツ推進審議会条例の制定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第71号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時32分〉 
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○議長（大田勝義議員） 次に、議案第72号「太宰府市立運動公園条例等の一部を改正する条例に

ついて」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第72号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時33分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第73号「太宰府市歴史と文化の環境税条例の一部を改正する

条例について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第73号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第73号は原案のとおり可決しました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時33分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２１ 議案第７４号 太宰府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

               について 

○議長（大田勝義議員） 日程第21、議案第74号「太宰府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第74号「太宰府市災害

弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について」、審査の内容と結果をご報告い

たします。 
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 本議案は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が本年７月29日に公布、

施行されたことに伴い、災害弔慰金を支給する遺族の範囲を拡大するものであります。 

 これについて委員からの質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第74号は委員全員一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第74号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前10時36分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２２ 議案第７５号 平成２３年度太宰府市一般会計補正予算（第３号）について 

○議長（大田勝義議員） 日程第22、議案第75号「平成23年度太宰府市一般会計補正予算（第３

号）について」を議題といたします。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員会の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔13番 門田直樹議員 登壇〕 

○１３番（門田直樹議員） 各常任委員会に分割付託された議案第75号「平成23年度太宰府市一般

会計補正予算（第３号）について」の当委員会所管分について、その審査内容と結果を報告い

たします。 

 まず、歳入としましては、19款１項１目前年度繰越金8,742万円の増額補正、これは平成

22年度の繰越一般財源8億9,618万4,000円のうち、8,742万円を今回の補正に充当するもので

す。よって、１節前年度繰越金の補正後予算額は7億6,433万円となります。 

 歳出の主なものとしましては、まず２款１項４目広聴広報関係費、13節委託料、電子掲示板

システム構築委託料1,500万円の増額補正、これは行政情報、観光情報及び駐車場の満空情報
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など、市からさまざまな情報発信を行うため、縦1.6ｍ、横2.2ｍ程度のＬＥＤビジョンを庁舎

前県道沿いに設置するための委託料であります。今回の設置が有効であれば、増設も今後検討

していきたいとの説明を受けました。 

 次に、９款１項２目非常備消防費、消防団関係費の19節公務災害補償組合負担金570万円の

増額補正、これは東日本大震災により犠牲となられた消防団員に対する公務災害補償等に要す

る経費が多額となるため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部が

改正され、平成23年度限りにおいて消防団員１人当たりの掛金が1,900円から2万4,700円に増

額したことによる差額分の補正計上であります。 

 次に、10款３項１目学校管理費、施設整備関係費、15節の各校校舎等補修工事1,890万円の

増額補正、これは市内の４中学校の音楽室に空調設備を設置するための工事費で、年度を越え

る事業となることから、第２表繰越明許費に計上されています。 

 続いて、第３表債務負担行為補正としましては、市民図書館、大宰府展示館及び文化ふれあ

い館の指定管理料などが計上されております。 

 その他審査では、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠等について質疑、確

認を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第75号の総務文教常任委員会所管分について

は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

（10番橋本 健議員「議長、暫時休憩を求めます」と呼ぶ） 

（「今の橋本副議長の休憩動議に賛成いたします。それと、ちょっ

と閉会中継続審査の申し出の資料の件でも確認したいことがありま

すので、あわせて休憩を求めます。以上です」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） それでは、暫時休憩をいたします。 

              休憩 午前10時41分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午前11時00分 

○議長（大田勝義議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、建設経済常任委員長 後藤晴議員。 

              〔９番 後藤晴議員 登壇〕 

○９番（後藤晴議員） 続きまして、議案第75号の建設経済常任委員会所管分について、その主
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な審査内容と結果を報告いたします。 

 まず、歳出の主なものとしましては、８款２項３目道路新設改良費のその他の道路改良関係

費として1,000万円が補正計上されております。これは、市営土木工事のための工事請負費

で、毎年各自治会からの市営土木工事としての要望に対応するための主に道路の舗装工事や側

溝の工事を行っておりますが、要望箇所の中でも特に優先順位の高い工事、歩行者の安全確保

のためにも工事路線の延長を必要とする工事、市営土木工事として本年度に施工する必要があ

るものなどに対応するため補正されています。 

 次に、８款４項６目地域狭隘道路拡幅事業関係費として890万円が補正計上されておりま

す。これは、五条一丁目の狭隘な道路のセットバックを行うための測量、分筆登記書類作成費

用、工事費用、補償費用として補正されています。 

 続いて、歳入の主なものとしては、14款２項３目土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付

金として445万円が増額補正されております。これは、歳出の地域狭隘道路拡幅事業関係費に

充当されるものです。 

 また、地方債補正についても審査をしました。 

 審査を終え、討論はなく、採決の結果、議案第75号「平成23年度太宰府市一般会計補正予算

（第３号）について」の当委員会所管分については、委員全員一致で原案のとおり可決すべき

ものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） 次に、議案第75号の環境厚生常任委員会所管分についてご報告申し上

げます。 

 当委員会所管分の主なものとしましては、３款１項２目老人福祉費の高齢化社会対策費、

19節負担金、補助及び交付金350万円の増額補正、これは自治体、住民組織、ＮＰＯ、福祉サ

ービス事業者等との協働により、見守り活動などの人材育成、地域資源を活用したネットワー

クの整備、先進的、パイロット的事業の立ち上げ支援など、日常的に支え合い活動をするため

の体制立ち上げに対して助成を行うもので、市内の高齢者などを対象に買い物代行や生活支援

事業の立ち上げを予定しているＮＰＯ法人に対して、その初期費用を補助するものであり、こ

の財源については高齢者等地域支え合い体制づくり事業費補助金が歳入として計上されており

ます。 
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 同じく３款１項の４目障がい者自立支援費の介護・訓練等給付関係費3,224万円の増額補

正、まず介護・訓練等給付費3,000万円、これは日常生活に必要な支援を受ける介護給付と、

それから自立した生活に必要な知識や技術を身につけていただくための訓練給付の費用であり

ますが、これらの福祉サービスの利用増加に伴う補正であります。 

 次に、身体障がい者・児補装具給付費224万円、これは補装具の交付や修理が増えたことに

よる補正であります。この3,224万円のうち2,418万円については、国、県の障がい者自立支援

給付費負担金が充当されております。 

 次に、同じく３款１項の４目後期高齢者医療費、後期高齢者医療関係費1,131万6,000円の増

額補正、これは平成22年度療養給付費の確定に伴い、不足額を補正するものであります。 

 次に、同じく３款の２項５目乳幼児医療対策費、医療費1,500万円の増額補正、これは対象

者１人当たりの給付費などが予算編成時の試算により増加しているため、不足額を補正するも

のであります。この財源としまして、補正額の２分の１が乳幼児医療費補助金として歳入に計

上されております。 

 また、債務負担行為補正として、老人福祉センター指定管理料及び女性センタールミナス指

定管理料が追加されております。 

 審査に当たっては、款項目ごとに執行部に対して説明を求め、計上の根拠などについて質疑

を行いました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第75号の環境厚生常任委員会所管分は、委員全

員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を各委員長の報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 
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              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時08分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２３と日程第２４を一括上程 

○議長（大田勝義議員） お諮りします。 

 日程第23、議案第76号「平成23年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について」及び日程第24、議案第77号「平成23年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について」を一括議題にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり一括議題とし、付託しておりま

した環境厚生常任委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第76号及び議案第77号

について、その審査の内容と結果をご報告いたします。 

 まず、議案第76号「平成23年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて」報告いたします。 

 まず、歳出の主なものを説明いたします。 

 ２款１項の１目一般被保険者療養給付費1億4,271万4,000円の増額補正、２目退職被保険者

等療養給付費1,069万9,000円の増額補正、３目一般被保険者療養費925万円の増額補正、４目

退職被保険者等療養費70万5,000円の増額補正、これは上半期の支払額が前年同期よりも高い

伸びを示していることから、今後の支払見込額に対する不足額を補正するものであります。 

 同じく２款２項１目一般被保険者高額療養費、高額療養費1,017万1,000円の増額補正、これ

は自己負担限度額を超えた医療費について助成するものでありますが、医療技術の進歩に伴い

支出が増加しており、予算編成時の見込みよりも高い伸び率を示していることから、不足額を

補正するものであります。 

 次に、３款１項１目後期高齢者支援金、後期高齢者支援金850万8,000円の増額補正、これは

現役世代の負担分を国保特別会計から拠出するもので、通知に基づき不足額を補正するもので

あります。 

 次に、11款１項２目償還金、償還金4,976万7,000円の増額補正、これは過年度交付の精算額

が確定したことによる国、県への返還金であります。 

 続きまして、歳入の主なものを説明いたします。 

 ２款１項１目療養給付費等負担金183万8,000円の増額補正、これは保険給付費に対する国の

負担金でありますが、給付費の増加に伴い補正するものであります。 

 同じく２款の２項１目財政調整交付金1,134万9,000円の増額補正、これは療養給付費等負担

金と同様に、保険給付費の支出増加に伴い補正するものであります。 
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 次に、３款１項１目療養給付費交付金2億2,242万8,000円の増額補正であります。現在、被

用者の期間が一定期間ある65歳未満の退職者が国保に加入した場合、健康保険組合、協会けん

ぽ、共済組合などから拠出金を受ける制度が経過措置として講じられております。団塊の世代

の大量退職時代を反映し、予算編成時の見込みよりも多い交付決定通知があったため、差額を

補正するものであります。 

 説明を終え、さしたる質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第76号は委員全員一致で

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第77号「平成23年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」報告いたします。 

 本補正予算は、平成22年度介護保険事業の国と県の負担金、交付金の確定に伴い、精算返還

金1,474万8,000円を増額補正するものであります。財源として基金繰入金と前年度繰越金を充

当しております。 

 これに対する委員からの質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第77号は委員全員一致

で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 議案第76号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、議案第77号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 これより討論、採決を行います。 

 議案第76号「平成23年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について」

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第76号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時16分〉 
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○議長（大田勝義議員） 次に、議案第77号「平成23年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第77号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午前11時17分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２５ 発議第４号 太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する条例の制定について 

○議長（大田勝義議員） 日程第25、発議第４号「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する

条例の制定について」を議題といたします。 

 本案は、携帯電話中継基地局問題特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求

めます。 

 携帯電話中継基地局問題特別委員会委員長 福廣和美議員。 

              〔17番 福廣和美議員 登壇〕 

○１７番（福廣和美議員） 携帯電話中継基地局問題特別委員会に審査付託されました発議第４号

「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する条例の制定について」、審査内容と結果を報

告します。 

 本案は、今定例会初日に議員提案された全13条の条文と附則から成る条例案です。12月５日

に議員全員構成による特別委員会を設置し、12月６日、８日、15日と３日間にわたって審査を

いたしました。 

 審査に当たりまして、まず最初に太宰府市が定めております太宰府市携帯電話基地局設置に

かかる住民紛争等の防止に向けた実施方針に関し、市執行部より実施方針の考え方や現在紛争

中の市の対応状況等について詳細な説明を求め、その後、太宰府市携帯電話中継基地局の設置

等に関する条例案の第１条から附則まで、条文ごとに提案者であります門田直樹委員から補足

説明を受け、それに対する質疑を行いながら、議論を重ねました。 

 議論の詳細な内容につきましては、議員全員で構成されている特別委員会でありますので、

省略をさせていただきます。 

 条例案に対する審査を行う中で、門田直樹委員から一部字句の修正を加えた条例案の修正動

議が提出されましたので、修正案を議題として審査を行いました。修正案の審査の途中、委員
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から、もう少し検討する必要があるとの理由により継続審査の動議が提出をされましたので、

修正案の質疑中ではありましたが、先決動議である継続審査を求める動議を議題とし、採決を

行いました。採決の結果、賛成少数で継続審査としないことに決定をいたしました。 

 継続審査の動議が否決されましたので、修正案の審査に戻り、中断されていた質疑を再開を

いたしました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、修正案は賛成多数で可決すべきものと決定をいたし

ました。 

 修正案が可決されたことにより、続いて修正部分を除く原案について採決を行い、修正部分

を除く原案につきましても賛成多数で可決すべきものと決定をしました。 

 修正案及び修正部分を除く原案がともに可決されたことにより、本特別委員会に付託されま

した発議第４号は賛成多数で修正可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 質疑は全議員で構成された特別委員会で審査しておりますので、省略いたします。 

 これから討論を行います。 

 まず、反対討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、賛成討論はありませんか。 

 13番門田直樹議員。 

○１３番（門田直樹議員） 発議第４号に賛成の立場から討論します。 

 携帯電話中継基地局の問題は、電磁波による健康被害を心配する住民と、安全を主張し、建

設を進める事業者との対立をどう防ぐかということであります。この問題に関しまして、市執

行部により太宰府市携帯電話基地局設置にかかる住民紛争等の防止に向けた実施方針が策定さ

れました。しかしながら、同指針の内容は、市や事業者がその責務を果たしていくための具体

的な手続や結果に対する責任と、また近隣住民がいつ計画を知るかなどの記述がなく、紛争を

防止するものとしては極めて不十分であります。今回発議されました条例案は、紛争防止を目

的としており、当事者の主な責務としては、事業者は計画書を提出し、説明会を行い、報告す

る、近隣住民は真摯に対応する、市は計画書等を公開するといった内容です。 

 この条例案を審議するために議員全員で構成されました携帯電話中継基地局問題特別委員会

では、本年12月15日に賛成多数で可決されました。内容は、賛成10、反対７ですが、反対され

た７名の委員は継続審査を主張され、その理由として、市民の声を聞くべき、議会としての研

究が十分でない、個人としても現時点で理解が十分でない等を上げておられます。 

 まず、市民の声を聞くべきというご意見ですが、平成16年に議会でこの問題が取り上げられ

て以来、多くの市民の声をいただいております。１年前には公明党の清水議員の紹介で提出さ

れ、採択された請願もその一つであり、また昨年12月21日には2,532名の署名を集めた要望書
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が市長に手渡されました。請願、要望書ともに実効性のあるルール、すなわち条例の制定を望

むと明記されております。 

 次に、議会として研究が十分でない、個人の理解が十分でない等のご意見についてですが、

先ほども述べましたとおり、平成16年から７年越し、計５回の一般質問がなされ、予算、決算

時にも繰り返しこの問題解決の必要が指摘されています。さらに、昨年12月定例会で慎重審議

を重ねて請願を採択したことを考え合わせますと、理解や研究が十分でないとの理由は理解で

きません。 

 また、議会では、議員有志で携帯電話基地局問題研究会を立ち上げ、毎月会合を行い、全議

員にご案内をし、参加を要請してまいりました。本年10月の定例議員協議会では、議長にご相

談の上、協議会の議案として説明をさせていただき、その中ではっきり条例案を発議する旨を

申しております。したがいまして、聞いてなかった、急な話だというのは心外であり、理解で

きません。 

 以上のような経緯、また特別委員会では条例の中身に対する反対意見は皆無であった事実を

申し述べ、賛成討論とします。 

○議長（大田勝義議員） ほかに討論はありませんか。 

 10番橋本健議員。 

○１０番（橋本 健議員） 発議第４号「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する条例の制

定について」意見を述べさせていただきます。 

 今回の条例は、基地局建設の反対を主張しているのではなく、事業者と市民との紛争防止を

目的としており、趣旨は市の実施方針と何ら変わるものではありません。60日前までの事業計

画書の提出や40日前までの説明会開催など、ルールをつくり、責任を明確にしただけでありま

す。かつて私は、２年間紛糾のため大変苦しい思いをした経験がございます。このような長期

にわたる紛争にならないよう、また建設過程での発覚による住民とのトラブルや過激な紛争を

未然に防ぐ意味でも必要な条例であります。 

 以上をもちまして賛成討論といたします。 

○議長（大田勝義議員） ほかにはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 発議第４号に対する委員長の報告は修正可決です。本案を委員長報告のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（大田勝義議員） 大多数起立です。 

 よって、発議第４号は修正可決されました。 

              〈修正可決 賛成10名、反対７名 午前11時28分〉 
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              （市長井上保廣「議長」と呼ぶ） 

○議長（大田勝義議員） 市長。 

○市長（井上保廣） ただいま可決されました発議第４号太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に

関する紛争防止条例に係る議決につきましては、再議に付する手続をさせていただきますの

で、暫時休憩をお願い申し上げます。 

○議長（大田勝義議員） ただいま市長から再議提出という提案がありましたので準備いたします

ので、暫時休憩いたします。 

              休憩 午前11時29分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時15分 

○議長（大田勝義議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど市長から提案がありました再議の件につきましては、日程第31の後に追加します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２６ 決議第１号 飲酒運転撲滅に関する決議 

○議長（大田勝義議員） 日程第26、決議第１号「飲酒運転撲滅に関する決議」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 １番陶山良尚議員。 

              〔１番 陶山良尚議員 登壇〕 

○１番（陶山良尚議員） 決議文をもちまして提案説明にかえさせていただきたいと思います。 

 なお、提出者は私、陶山良尚、賛成者は小道枝議員、門田直樹議員でございます。 

 飲酒運転撲滅に関する決議。 

 交通事故のない安全で安心して暮らせる社会の実現は、市民すべての切実な願いです。今か

ら５年前の平成18年８月、福岡市で起きた飲酒運転による事故で幼い３人の子供の命が奪われ

ました。この事故は大きな衝撃と深い悲しみをもたらし、私たちは飲酒運転の怖さを改めて痛

感したところでした。 

 しかしながら、その後も飲酒運転がなくなることなく、ここ筑紫野警察管内においての飲酒

運転取り締まりによる検挙件数は、平成19年が83件、平成20年が67件、平成21年が64件、そし

て平成22年が76件と、後を絶たない状況です。そして、本年２月には、粕屋町で２人の高校生

が飲酒運転による乗用車によって死亡するという痛ましい事故が起こりました。 

 このような悲劇を二度と繰り返さないためには、私たち一人一人が飲酒運転による交通事故

の悲惨さを深く認識し、運転者の交通安全意識の向上はもとより、家庭や職場、さらには地域

が一体となって、飲酒運転は絶対にしない、させない、許さないという強い意志を示さなけれ

ばなりません。 

 よって、本市議会は交通安全意識の徹底を強く呼びかけるとともに、関係機関、団体との連

携を強化し、市民一丸となって飲酒運転撲滅に向けて全力を挙げて取り組むことをここに宣言
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します。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大田勝義議員） 説明は終わりました。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決をいたします。 

 決議第１号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、決議第１号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午後１時18分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２７ 請願第２号 ワクチン接種緊急促進事業の継続に関する請願書 

○議長（大田勝義議員） 日程第27、請願第２号「ワクチン接種緊急促進事業の継続に関する請願

書」を議題とします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました請願第２号「ワクチン接種

緊急促進事業の継続に関する請願書」について、その審査の内容と結果を報告いたします。 

 本請願については、各委員に意見を求める形で審査を進めました。 

 意見では、国内で年間1万5,000人が発症し、そのうち2,500人が死亡しており、これが若年

化している。副作用はあるものの、予防できるワクチンとしてぜひ接種を進めていきたい。ワ

クチンを接種することによって医療費の削減効果があり、費用対効果の面からもぜひ採用して

いただきたいなど賛成する立場からの意見がある一方で、反対の立場から、強い痛みを伴う副

作用の指摘がありました。 
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 これに対しては、ワクチンを常温に戻すことによって痛みを軽減できるとされており、こう

した医師のちょっとした工夫でクリアできる問題であるとの意見がありました。 

 協議を終え、討論はなく、採決の結果、請願第２号は委員多数の賛成で採択すべきものと決

定しました。 

 なお、本請願は厚生労働大臣あて意見書の提出を求めるものであり、委員会で協議した結

果、本日、委員会提出議案として意見書案を本会議に提案することといたしております。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

 12番渡美穂議員。 

○１２番（渡美穂議員） ただいまの委員長報告の中で反対の立場からご意見が出て、結果とし

ては賛成多数で採択をされたということだったんですが、反対討論は出なかったということな

んですけれども、この反対されたその理由というのは何か、どういった形でか、述べられたん

でしょうか。 

○議長（大田勝義議員） 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

○１４番（小道枝議員） 質問者の中からあったのは、痛みが伴うので、それはどうなのかとい

う質問でございました。その中で、賛成者のほうから、常温に戻すとその痛みも軽減できるの

ではないかというふうにお答えがありました。 

 以上です。 

○議長（大田勝義議員） 12番渡美穂議員。 

○１２番（渡美穂議員） ということは、反対された方のその反対理由としては、強い痛みがあ

るから、このワクチン接種には反対だというふうに理解してよろしいわけですね。 

○議長（大田勝義議員） 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

○１４番（小道枝議員） そういうふうにもとれると思いますが、本人の意見はそこでございま

したので、それ以上は委員会としては問うておりません。 

○議長（大田勝義議員） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第２号に対する委員長報告は採択です。本案を委員長報告のとおり採択とすることに賛

成の方は起立願います。 
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（大多数起立） 

○議長（大田勝義議員） 大多数起立です。 

 よって、請願第２号は採択することに決定いたしました。 

              〈採択 賛成16名、反対１名 午後１時23分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２８ 意見書第９号 防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書 

○議長（大田勝義議員） 日程第28、意見書第９号「防災会議に女性の視点を取り入れることを求

める意見書」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 門田直樹議員。 

              〔13番 門田直樹議員 登壇〕 

○１３番（門田直樹議員） 総務文教常任委員会に審査付託された意見書第９号について、その審

査内容と結果を報告いたします。 

 意見書第９号「防災会議に女性の視点を取り入れることを求める意見書」について審議した

結果、質疑、討論はなく、採決の結果、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行いたいと思います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第９号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、意見書第９号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午後１時25分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２９と日程第３０を一括上程 
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○議長（大田勝義議員） お諮りします。 

 日程第29、意見書第10号「太陽光発電システム設置補助制度の創設を求める意見書」及び日

程第30、意見書第11号「「子ども・子育て新システム」に関する意見書」を一括議題としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり一括議題とし、付託しておりま

した環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました意見書第10号及び意見書第

11号について、その審査の内容と結果を報告いたします。 

 まず、意見書第10号「太陽光発電システム設置補助制度の創設を求める意見書」について報

告いたします。 

 まず、賛成者となっている委員から、県内では独自の補助制度を設けている市もあるが、自

治体の財政格差もあり、導入されていない自治体もある。自然エネルギー普及の観点からも県

が率先して補助制度を創設し、県全体で取り組んでいくべきであるとの補足説明がなされまし

た。 

 これに対して委員から、さしたる質疑はなく、討論もなく、採決の結果、意見書第10号は委

員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、意見書第11号「「子ども・子育て新システム」に関する意見書」について報告いたし

ます。 

 まず、提出者となっている委員から、これについては年内に最終取りまとめを行い、来年の

通常国会に提出される予定ではあるが、幼稚園と保育園の一体化の方針はあるものの、どんな

ふうに運営されるのか決まっていない状況であるため、本意見書を提出するものであるとの補

足説明がありました。 

 委員からは、意見書中の保育現場に市場原理が持ち込まれるという点、また福祉としての保

育制度が維持されないという点について説明を求める意見が出され、提出者からは、規制緩和

によって民間の株式会社などの参入が予想されることから、これによって保育の質が下がった

りすることや、保育園に入れない子供が出てくることが懸念されているとの説明がありまし

た。 

 協議を終え、討論はなく、採決の結果、意見書第11号は委員多数の賛成で原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（大田勝義議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 
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 意見書第10号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 次に、意見書第11号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

 ７番藤井雅之議員。 

○７番（藤井雅之議員） 意見書の賛成者といたしまして、まず賛成多数という取りまとめにご尽

力をいただいたことに関しましては感謝を申し上げたいと思います。その上で、１点お伺いし

たいことは、昨年の12月議会におきましても、文言は当然違いますけども、この子ども・子育

て新システムに関する請願及びそれに付随して意見書が提出をされておりますが、そのときも

多くの委員さんの賛成多数という形で請願、それぞれ意見書も提出されておりますが、そうい

った昨年の12月の議会の、要は決定に関して、この意見書に対する内容がどうなのかというよ

うな、そういった部分の議論はございましたでしょうか。その１点だけ確認の意味で質問させ

ていただきました。 

○議長（大田勝義議員） 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

○１４番（小道枝議員） ただいまの藤井議員のご質問にお答えします。 

 昨年の12月議会の件は、今議会では議論はありませんでした。 

○議長（大田勝義議員） ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 意見書第10号「太陽光発電システム設置補助制度の創設を求める意見書」について討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第10号に対する委員長報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（大田勝義議員） 全員起立です。 

 よって、意見書第10号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成17名、反対０名 午後１時31分〉 

○議長（大田勝義議員） 次に、意見書第11号「「子ども・子育て新システム」に関する意見書」

について討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第11号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（大田勝義議員） 大多数起立です。 

 よって、意見書第11号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対１名 午後１時32分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３１ 意見書第１２号 ワクチン接種緊急促進事業継続の意見書 

○議長（大田勝義議員） 日程第31、意見書第12号「ワクチン接種緊急促進事業継続の意見書」を

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 環境厚生常任委員長 小道枝議員。 

              〔14番 小道枝議員 登壇〕 

○１４番（小道枝議員） ワクチン接種緊急促進事業継続の意見書。 

 議員の皆様にはお手元に配付しているとおりでございます。朗読をもって説明にかえさせて

いただきたいと思います。 

 提出先は厚生労働大臣、提出者は環境厚生常任委員会委員長小、私でございます。 

 ワクチン接種緊急促進事業継続の意見書。 

 我が国では、海外ではＷＨＯが推奨している予防接種で防ぐことができる疾患に使用されて

いるワクチンの多くが定期接種化されていない実情は周知の事柄です。 

 平成22年11月26日から、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業が実施されていますが、来

年度以降については予算措置が講じられておらず、現状のままでは平成24年３月31日までに本

事業が終了することになり、事業の対象者が今年度内に接種が完了できない可能性があり、短

期間で終了することは国民にとって不公平な制度となります。 

 予防接種で防ぐことができる疾患に対する予防接種については、国策として定期接種化さ

れ、国民が平等に公費で受けられる制度を恒久的に実施すべきであり、以下の点について実現

するよう強く要望いたします。 

 記。 

 海外との予防接種政策の遅れをなくするため、予防接種で防ぐことができる疾患を速やかに

定期接種化し、財政措置を行うこと。 

 ＶＰＤワクチンの定期予防接種化が実現するまでの間は、緊急促進事業を継続して実施し、

国民に公平な機会を与えること。 
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 予防接種法においては、市町村の財政面を考慮し、実費徴収も可能とされているが、すべて

の国民が費用の負担なく予防接種を受けることができ、安心して感染症の予防ができる体制を

整備し、接種に対する普及啓発を促進すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。 

 皆様方のご理解をよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（大田勝義議員） 説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第12号を原案可決することに賛成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（大田勝義議員） 大多数起立です。 

 よって、意見書第12号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成16名、反対１名 午後１時36分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（大田勝義議員） 市長から、先ほど議決されました発議第４号については、地方自治法第

176条第１項の規定により、再議に付する旨の文書が提出されました。 

 お諮りします。 

 本件を日程に追加し、議題にすることに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、再議第１号を追加日程とし、議題とすることに決定い

たしました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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  追加日程第１ 再議第１号 再議書（太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛争防止 

               条例の制定について（平成２３年１２月１９日議決）） 

○議長（大田勝義議員） 市長から、再議に付する理由の説明を求めます。 

 市長。 

              〔市長 井上保廣 登壇〕 

○市長（井上保廣） 本日修正議決されました「太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛

争防止条例の制定について」は、次の点につきまして異議がございますので、地方自治法第

176条第１項の規定に基づきまして再議に付するものでございます。 

 まず、１点目といたしまして、携帯電話基地局の問題につきましては、平成22年12月議会に

おきまして採択されました「安心安全の見地に基づく携帯電話中継基地局設置の適正化に関す

る請願」や、請願採択に基づく施策の早期実施に関する要望書を受けまして、関係する住民と

の協議や携帯電話事業者との協議、行政内部における検討などを行ってまいりました。この経

緯を総合的に判断した中で、住民と携帯電話事業者との紛争を防止することを目的といたしま

した「太宰府市携帯電話基地局設置にかかる住民紛争等の防止に向けた実施方針」を平成23年

７月19日に定めまして、これにより対応することを決定したところでございます。 

 市といたしましては、電波防護指針値を超えない強さの電波により健康に悪影響を及ぼす確

固たる証拠は認められないという国の見解や、携帯電話基地局が電波法などの法令を遵守して

設置、運営されておりますことから、携帯電話基地局の設置等についての条例を制定すること

は適切ではないと考えております。 

 しかしながら、住民の中には、携帯電話基地局から発射される電波についての不安を抱く方

もおられますので、その不安の払拭に向けまして住民と携帯電話事業者との間に立つ市の中間

的な役割を定め、必要に応じて携帯電話事業者に電波の安全性についての説明を求めるなど、

市、事業者、住民がそれぞれの立場から携帯電話基地局に関する紛争の防止に努めることを定

めているところであります。 

 今後とも、この実施方針に基づきまして携帯電話基地局に関する紛争の防止についての対応

を行うことといたしておりますので、この実施方針以外に携帯電話基地局設置に関する条例を

制定する必要はないものと考えております。 

 ２点目といたしまして、携帯電話基地局による住民紛争のほぼすべてが電磁波による健康被

害に対する不安から来るものであると考えられ、周辺住民の理解を得るまでには時間を要する

ことや、理解を得られないことも考えられます。また、携帯電話の普及や高機能携帯機器への

移行によりまして、今後も携帯電話基地局の新設や改造を行わなければ、携帯電話の円滑な使

用に障害が発生するおそれがあると思っております。 

 平成23年12月12日付で事業者から提出をされました意見書にもありますように、事業者とい

たしましては、条例の制定により携帯電話基地局の設置等が進まなくなることが想定され、そ

の結果、利用者に多大なる影響を及ぼすことを懸念されております。市といたしましても、携
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帯電話基地局の設置等ができない地域におきまして、携帯電話を使用する多くの市民の通信の

利益を害するおそれを懸念いたしますとともに、年間700万人を超える来訪者の携帯電話使用

にも影響を及ぼすものと考えております。 

 特に、現在では、携帯電話が高齢者や子供たちの安全確認に利用されておりますことや、

119番、110番などの緊急時の連絡手段として最も利用されていること、また災害時等の非常通

信手段としても各地でその威力を発揮しているところであります。このため、携帯電話がどこ

でも円滑に使用できる環境を整備するということは、住民福祉の向上や安全・安心のまちづく

りという観点からも重要であると考えております。 

 以上の理由から、今回議決されました案件につきましては、再度審議をお願いするものであ

ります。よろしくご審議賜りますようにお願いを申し上げます。 

 以上です。 

○議長（大田勝義議員） 説明は終わりました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

              休憩 午後１時44分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後３時55分 

○議長（大田勝義議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 追加日程第１、再議第１号「再議書（太宰府市携帯電話中継基地局の設置等に関する紛争防

止条例の制定について（平成23年12月19日議決））」につきましては、議員全員で構成する携

帯電話中継基地局問題に関する特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり決定いたしました。 

 お諮りします。 

 特別委員会の正副委員長は議長が指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認めます。 

 よって、特別委員会の委員長は17番福廣和美議員、副委員長には上疆議員を指名したいと思

います。 

 ここで暫時休憩いたします。 

              休憩 午後３時56分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後４時00分 

○議長（大田勝義議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３２ 議員の派遣について 

○議長（大田勝義議員） 日程第32、「議員の派遣について」を議題といたします。 

 地方自治法第100条第13項及び太宰府市議会会議規則第161条に基づき、別紙のとおり議員の

派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときは議長に一任することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３３ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（大田勝義議員） 日程第33、「閉会中の継続調査申し出について」を議題といたします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会、各特別委員会から申し出があっておりますの

で、別紙のとおり承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（大田勝義議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしまし

た。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定により、その整理を議長に委任願いたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認め、お諮りしましたとおり決定いたしました。 

 これをもちまして平成23年太宰府市議会第４回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（大田勝義議員） 異議なしと認めます。 

 よって、平成23年太宰府市議会第４回定例会を閉会いたします。 

              閉会 午後４時02分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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   上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため 

  ここに署名します。 

 

                   平成24年２月20日 

 

 

              太宰府市議会議長  大 田 勝 義 

 

 

              会議録署名議員  後 藤  晴 

 

 

              会議録署名議員  橋 本   健 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


