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            午前９時30分 開会 

○議長（三好勝利） ただいまから平成27年松前町議会第２回定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三好勝利） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、松前町議会会議規則第125条の規定により、議長が指名をし

ます。 

 ９番松本一二美議員、10番澤田登代一議員、以上両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（三好勝利） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、去る６月３日の議会運営委員会での協議の結果、本日から６月23日

までの14日間と決定をしました。これに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月23日までの

14日間と決定をいたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 町長あいさつ並びに諸般の報告 

○議長（三好勝利） 日程第３、町長あいさつ並びに諸般の報告を行います。 

 白石勝也町長。 

○町長（白石勝也） 議長の御指名によりまして御挨拶を申し上げます。 

 黄金色に輝いておりました裸麦の取り入れが終わった町内の田んぼでは、緑鮮やかな田

植えのシーズンを迎えております。この植えられた苗が順調に育ち、実り多い秋となるよ

うに願っているところであります。 

 本日、平成27年松前町議会第２回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には御

出席をいただきありがとうございました。 

 ４月の統一地方選挙では、人口減少対策を含む地域活性化や四国電力伊方原発の再稼働

問題などを争点に愛媛県会議員選挙が行われました。新しい県議会においては、厳しい地

域間競争に勝ち抜くために、県と市町の連携をさらに深め、「チーム愛媛」で一丸となっ

て総合力を発揮し、県民の期待に応えていただきたいと思います。 

 先月29日には、鹿児島県の口永良部島で爆発的な噴火が発生しました。現在も活発な火

山活動が続いており、依然として厳重な警戒が必要となっております。予期せぬ自然の猛
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威は、人々の平穏な暮らしを脅かし、大きな被害をもたらします。今回の噴火で被害を受

けられた方々に心よりお見舞いを申し上げます。 

 また、こうした災害を踏まえ、自然災害への備えについて、今できることを着実に実施

し、安全で安心なまちづくりを推進しなければならないという思いをより一層強くしてい

るところであります。今月３日には、四国地方の梅雨入りが発表をされ、大雨等に十分警

戒をしなければならない季節となりました。気象庁の予報によりますと、ことしの梅雨の

雨量は平年並みということですけれども、いつどこで発生するかわからない自然災害に備

えるため、先月17日には消防団と自主防災組織が合同で水防訓練を行い、災害発生時にお

ける連携体制を確認したところであります。 

 また、本年４月から災害や防災に関する情報を町民の皆様に広くお知らせをするため、

フェイスブックを利用した情報の発信を開始しました。松前町のホームページからもごら

んいただけますので、ぜひ御活用ください。 

 それでは、平成27年第２回定例会の開会に当たり、上程をしております各議案の説明に

先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 初めに、防災対策について申し上げます。 

 災害対策基本法の改正や愛媛県の地域防災計画の見直し等を受けて、本年３月31日付で

松前町地域防災計画を改定いたしました。 

 今回の改定では、これまで策定していた風水害編、地震編に加え、新たに津波編と原子

力災害対策編を設けました。今後は改定した地域防災計画に基づいて、資機材の整備や自

主防災組織の育成・強化等に力を入れてまいります。 

 次に、地方創生について申し上げます。 

 まち・ひと・しごと創生法の施行により、現在全国の自治体では、豊かで明るく元気な

地方の創生に向けた取り組みが進められております。本町におきましても、人口ビジョン

や総合戦略の策定に当たり、組織全体が連携協力をして検討をしていくため、５月に松前

町まち・ひと・しごと創生本部を設置し、今月８日には第１回本部会議を開催いたしまし

た。今後も引き続き本町の現状や課題を的確に捉え、実効性のある総合戦略の策定に向け

て全職員が一丸となって取り組んでまいります。 

 次に、町制施行60周年について申し上げます。 

 昭和30年３月31日に、松前町・北伊予村・岡田村が合併し、現在の松前町としての町制

が施行されて、ことしで60周年を迎えました。一年を通してさまざまな記念事業を計画を

しておりますが、去る４月21日には、特産品の裸麦をキャンパスに、約１ヘクタールの巨

大アートを完成させ、本町の60周年を広くＰＲすることができました。 

 また、28日に開催をいたしました記念式典と講演会には、議員の皆様を初め、愛媛県知

事ほか町内外から大勢の方々に御臨席をいただき、盛大に開催することができました。厚
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く御礼を申し上げますとともに、心を新たにして松前町のさらなる飛躍と未来に向けたま

ちづくりを町民の皆さんと一緒に進めていきたいと思います。 

 次に、国民体育大会について申し上げます。 

 平成29年の国体に向けて、愛顔をつなぐえひめ国体松前町実行委員会の第１回常任委員

会を３月20日に、また第２回総会を５月29日にそれぞれ開催し、基本計画等を承認をいた

しました。今後は、新たに設置された委員会で協議の準備・運営をスムーズに進めるため

の実施計画等を策定いたします。今後も実行委員会と連携しながら、町民総参加で国体を

盛り上げていけるよう準備を進めてまいります。 

 また、町民グランドホッケー場の整備につきましては、昨年度から順次工事に着手して

おり、今年度末の完成を目指し、計画的に整備を進めています。 

 次に、国民健康保険税の税率改定について申し上げます。 

 平成27年度の国民健康保険特別会計につきましては、高齢化と医療の高度化に伴う保険

給付費の増加及び療養給付費等交付金の減少などにより、平成26年度の繰越金を充当して

も財源不足になることが見込まれております。そのため、医療費分及び後期高齢者支援金

分についての税率を引き上げる必要があり、本定例会に条例の改正を提案しております。 

 以上が諸般の報告であります。 

 なお、本定例会には、報告案件２件、専決処分の承認２件、条例案件４件、予算案件６

件、その他議決を求めるもの２件の合わせて16件の議案を提案をしております。 

 各議案の詳細につきましては、提案理由の中で御説明を申し上げたいと思います。何と

ぞ慎重に御審議の上、適切な議決を賜りますようにお願い申し上げ、私の挨拶といたしま

す。ありがとうございました。 

○議長（三好勝利） 町長あいさつ並びに諸般の報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 報告第３号 平成２６年度松前町繰越明許費繰越計算書の報告について 

             （上程、報告、質疑） 

○議長（三好勝利） 日程第４、報告第３号平成26年度松前町繰越明許費繰越計算書の報

告についてを議題といたします。 

 提出者の報告を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 報告第３号平成26年度松前町繰越明許費繰越計算書について報告い

たします。 

 地方自治法施行令第146条第２項の規定により報告するものであります。 

 内容につきましては、久津那良幸財政課長と忽那俊幸上下水道課長にそれぞれ説明をさ

せます。 
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○議長（三好勝利） 久津那課長。 

○財政課長（久津那良幸） それでは、報告第３号のうち一般会計分について補足して御

説明いたします。 

 議案書の２ページをごらんください。 

 平成26年度の繰越明許費につきましては、26年度の補正予算において繰越限度額を決定

していただきましたが、27年度への繰越額が確定しましたので御報告するものです。 

 なお、繰越計算書の金額欄は、補正予算で承認いただいた限度額です。 

 まず、２款１項総務管理費の地方版総合戦略策定事業につきましては、国の補正予算に

伴い３月補正予算に計上したもので、年度内の完了が困難なことから、限度額と同額の

879万2,000円を繰り越しました。 

 また、社会保障・税番号制度システム構築事業は、総合行政システムの改修作業を行う

必要がありますが、国からの詳細なシステム情報のおくれにより、システム業者側の作業

が年度内の完了が見込めなくなったため繰り越ししたもので、限度額と同額の941万

8,000円となりました。 

 次に、３款２項児童福祉費の保育所耐震化事業については、二名保育所と白鶴保育所の

耐震診断が完了しないため繰り越しをするもので、限度額と同額の635万5,000円を繰り越

ししたものです。 

 また、保育備品購入と次の地域子育て支援センター備品購入は、国の補正予算に伴い３

月補正予算に計上したもので、年度内の完了は困難なため繰り越ししたものです。 

 続いて、４款１項保健衛生費の母子健康教育備品購入についても、３月補正予算に計上

した保健センターの備品の購入が完了しないため繰り越ししたものです。 

 次に、５款１項農業費の土地改良事業は、ＪＲ車両基地・貨物駅等周辺整備事業として

実施している鶴吉水路改修工事について、愛媛県が実施しているＪＲ車両基地造成事業と

の調整に日数を要し、年度内での完成が見込めないため2,175万円を繰り越ししたもので

す。 

 また、国土調査事業については、書類作成に当たり、国土交通省との協議の中で調査が

必要となった業務の履行が年度内での完成が見込めなくなったため限度額と同額の

1,009万8,000円を繰り越ししました。 

 続いて、６款１項商工費のプレミアム商品券発行事業は、国の補正予算に伴い３月補正

予算に計上したもので、年度内の完了は困難なため限度額と同額の4,070万円を繰り越し

したものです。 

 続きまして、７款２項道路橋梁費の橋梁長寿命化修繕事業は、河川の占用協議など関係

機関との調整に日数を要し、年度内での完成が見込めないため繰り越ししたものです。 

 また、町道整備事業については、用地交渉における相続問題や家屋等の移転に係る補償
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交渉などに時間を要し、年度内の完了が見込めないため２億909万5,000円を繰り越ししま

した。 

 次に、３項河川費の早船・土川水門、排水機場改修事業では、現地調査並びに関係機関

からの情報収集などに日数を要し、年度内の完成が見込めないため600万円が繰り越しと

なったものです。 

 続いて、５項都市計画費のダンダラ川左岸地区浸水対策事業は、愛媛県が実施している

長尾谷川改修工事との調整に日数を要し、年度内の完成が見込めないため1,452万8,000円

を繰り越ししました。 

 次に、９款４項幼稚園費の幼稚園備品購入は、国の補正予算に伴い３月補正予算に計上

したため、年度内の完了は困難なため限度額と同額を繰り越ししたものです。 

 続いて、６項保健体育費の国体施設整備事業は、ホッケー場整備に係る工事について、

工事内容の変更が必要となったことから工期延長となり、１億3,019万8,000円を繰り越し

したものです。この結果、翌年度繰越額は、繰越限度額に比べ5,370万2,000円減の４億

6,454万8,000円となりました。 

 以上で一般会計分の補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 忽那課長。 

○上下水道課長（忽那俊幸） 続きまして、公共下水道事業特別会計に係る部分について

御報告いたします。 

 報告書の３ページをお願いします。 

 ２款２項公共下水道建設費、金額2,857万8,000円、翌年度繰越額2,857万8,000円、内訳

は北黒田美居地区管渠工事及び管渠工事に係る上水道管移設工事です。昨年度の繰越工事

の完成までに多くの日数を要したことが原因で、本工事の着手が遅延したことにより繰り

越したものです。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（三好勝利） 提出者の報告を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 報告第３号についてを終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 報告第４号 平成２６事業年度松前町土地開発公社収支決算の報告につい 

             て（上程、報告、質疑） 

○議長（三好勝利） 日程第５、報告第４号平成26事業年度松前町土地開発公社収支決算
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の報告についてを議題とします。 

 提出者の報告を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 報告第４号平成26事業年度松前町土地開発公社収支決算について報

告をいたします。 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により報告をするものです。 

 内容につきましては、久津那良幸財政課長に説明をさせます。 

○議長（三好勝利）久津那財政課長。 

○財政課長（久津那良幸） それでは、報告第４号について補足して御説明いたします。 

 別冊の松前町土地開発公社収支決算書の１ページをごらんください。 

 まず、１の概要ですが、平成26事業年度は、土地造成事業は行いませんでした。 

 次の２は、理事会の議決事項、続いて２ページになりますけれども、３の役員に関する

事項、４は行政官庁認可事項で、それぞれ記載のとおりとなっています。 

 続いて、３ページからは、公社の決算状況です。 

 まず、収益的収入及び支出は、公社の事業活動に伴う収益と費用の関係になります。 

 平成26事業年度の収入では、１款事業外収益、１項受取利息の決算額は3,216円で、収

入合計も同額です。 

 次に、支出の１款１項販売費及び一般管理費の決算額４万1,828円は、理事会及び監事

会の開催経費です。 

 次の２款１項の予備費は支出がなく、支出合計は４万1,828円となりました。 

 次の４ページは、決算の収支明細書ですので、御参照願います。 

 続いて、５ページをごらんください。 

 これは26事業年度の損益計算書で、公社の経営成績を明らかにするものです。 

 まず、１の事業収益と２の事業原価は該当がなく、事業総利益はありませんでした。 

 次に、３の販売費及び一般管理費は４万1,828円で、同額が事業損失となります。 

 次に、４の事業外収益として受取利息が3,216円となりました。この結果、事業損失と

事業外収益との差額３万8,612円が経常損失となり、当期純損失も同額となりました。 

 続いて、６ページをお願いいたします。 

 これは、事業年度末における貸借対照表で、公社の財政状態を明らかにするものです。 

 まず、資産の部では、１の流動資産のうち現金及び預金が722万385円、開発中土地が

5,540万6,866円で、流動資産合計は6,262万7,251円となっています。このうち開発中土地

は、南黒田工業団地造成事業に係る支出額となっています。 

 次に、２の固定資産につきましては、長期性預金が500万円で、固定資産合計も同額で

す。この結果、資産合計は6,762万7,251円となりました。 
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 続いて、負債の部では、事業資金として借り入れしている長期借入金5,262万5,000円が

負債合計となります。 

 次に、資本の部ですが、１の資本金は、松前町からの出資金500万円が資本金合計とな

ります。 

 次に、２の準備金は、前期繰越準備金から当期純損失を差し引いた1,000万2,251円とな

っています。この結果、資本合計は1,500万2,251円、また負債資本合計は6,762万7,251円

となり、上の資産合計と一致します。 

 次の７ページは、当事業年度中におけるキャッシュフロー計算書です。 

 これは、事業年度における現金及び現金同等物の動きを活動区分ごとに整理したもの

で、期間中の現金等の増減と期末残高を示すものです。 

 なお、現金同等物は、定期預金については満期日が３カ月以内のものを対象としている

ため、貸借対照表の流動資産の現金及び預金の額とキャッシュフロー計算書の現金及び現

金同等物期末残高とは異なっています。 

 このほか、８ページの財産目録は、公社が保有する全ての資産と負債を整理したもの

で、６ページの貸借対照表にある財産の関係を再度掲載したものですので、御参照願いま

す。 

 次に、９ページから12ページの附属明細票は、これまで御説明した決算書類の参考資料

です。 

 最後の13ページには、決算審査意見書を添付しています。 

 なお、当決算につきましては、本年５月８日に土地開発公社理事会を開催し、決算認定

を受けております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提出者の報告を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 報告第４号についてを終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３９号 専決処分の承認を求めることについて（松前町税条例等の 

              一部を改正する条例）（上程、提案理由説明、質疑、討 

              論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第６、議案第39号専決処分の承認を求めることについて松前町

税条例等の一部を改正する条例を議題とします。 
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 提案者の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第39号について提案理由を申し上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたのに伴い、松前町税条例等の一部を改

正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分

をしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。 

 専決第１号平成27年３月31日専決。 

 松前町税条例等の一部を改正する条例。 

 内容につきましては、島田税務課長に説明させますので、御審議の上、御承認いただき

ますようにお願いを申し上げます。 

○議長（三好勝利） 島田課長。 

○税務課長（島田恵介） それでは、議案第39号専決第１号松前町税条例等の一部を改正

する条例について補足して説明いたします。 

 参考資料、松前町税条例等の一部を改正する条例の参考資料で御説明いたします。 

 まず、１ページ目をお開きください。 

 １ページ目から５ページには、今回の改正の概要の主なものとして12項目を上げていま

す。 

 まず、項番１の第２条第３号及び第４号から附則第８項第１号及び第９項第１号までの

改正は、行政手続における特定の個人を認証するための番号の利用等に関する法律、いわ

ゆるマイナンバー制度の関係で、個人番号や法人番号を記載するよう所要の規定の整備を

行ったものです。 

 続きまして、項番２の第23条の改正は、法人市町村民税における恒久的施設に係る規定

が、法人税法と同様に法律に規定が盛り込まれたことに伴い所要の規定を整備したもので

す。 

 次に、項番３の31条の改正は、法人市町村民税均等割の税率適用区分である資本金等の

額に係る部分について、法律が改正されたことに伴い所要の規定の整備を行ったもので

す。 

 続きまして、項番４の第33条の改正は、租税条約等の実施に伴う所得税における国外転

出時課税の創設に伴い個人住民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得につい

ては、所得税法の計算例によらないものとされたことに伴い規定の整備を行ったもので

す。 

 続きまして、項番５の附則第７条の３の２の改正は、消費税率の10％への引き上げ時期

が、平成27年10月から平成29年４月に変更されたことを受け、所得税の住宅ローン減税制

度の期限が１年半延長されることにあわせ、個人住民税の適用期限についても延長するこ
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とと所要の規定を整備したものです。 

 項番６の附則第９条、附則第９条の２につきましては、ふるさと納税ワンストップ特例

制度が法律に規定されたことにより所要の規定を整備したものです。 

 (1)で確定申告をする必要のない給与所得者等は、ふるさと納税を行った場合に、各ふ

るさと納税の納付先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、ふるさと納税の

特例について寄附金控除を受けることができることとしたものです。 

 (2)では、ふるさと納税の納付先団体は、納税者の寄附金控除に必要な情報を住所地の

市町村に通知することとしています。 

 (3)本特例が適用される場合は、所得税の還付は発生せず、翌年度の個人住民税からの

寄附金控除で税の軽減が受けられることになります。 

 なお、５団体を超える地方団体へのふるさと納税を行う場合やふるさとの納税の有無に

かかわらず確定申告を行う場合は、これまでと同様に確定申告が必要となります。 

 続きまして、項番７の附則第10条の２は、わがまち特例の創設に伴い割合を定める規定

を整備したものです。 

 (1)の改正後の附則第10条の２第６項の規定は、都市再生特別措置法に基づき、認定事

業が取得する公共施設等に係る課税標準の特例措置として、わがまち特例を導入した上で

適用期限を２年間延長するものです。 

 (2)の改正後の附則第10条の２第７項と第８項の規定は、管理協定が締結された津波避

難施設に係る課税標準の特例について、わがまち特例を導入した上で適用期間を３年延長

するものです。 

 (3)の附則第10条の２第12項の規定は、新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る

税額の減額措置について、わがまち特例を導入した上で適用期間を２年延長するもので

す。 

 続きまして、項番８の附則第11条から15条の改正は、固定資産税等の特例について、平

成27年から平成29年までの間は、現行の負担調整措置の仕組みを継続することとしたため

所要の規定を整備したものです。 

 続いて、項番９の附則第16条の改正は、軽自動車税の税率のグリーン化特例について、

法律が改正されたことにより規定を整備したものです。 

 (1)適用期間は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までに新規取得した軽四輪等

で、排ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さいものについて税の軽減を行う特

例措置を設けたものです。 

 (2)軽課年度は、平成28年度に限ります。 

 (3)対象車種及び軽課割合については、次の表を参考にしてください。 

 続いて、項番10の附則第16条の２の改正は、町たばこ税の税率の特例について、特例税
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率の廃止にあわせて所要の規定を削除したものです。 

 (1)としまして、旧三級品の製造たばこに係る国及び地方たばこ税の特例を段階的に廃

止するものとし、(2)改正は、激変緩和等の観点から、平成28年４月１日から平成31年４

月１日までに４段階で税率の引き上げを実施するものです。引き上げ割合は、次のページ

の表を参考にしてください。 

 続きまして、項番11の平成26年度改正附則第１条、第４条の改正は、平成27年度分以降

の軽自動車税について適用することとしていた原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動

車に係る税率について、適用開始時期を１年間延長し、平成28年度分以降の年度分につい

て適用することとした法律の改正により所要の規定を整備したものです。 

 続きまして、項番12の平成26年改正附則第６条の改正は、軽自動車税の税率のグリーン

化特例が、附則第16条に新設されたことに伴い所要の規定を整備したものです。 

 ６ページ以降は、改正内容を新旧対照表でお示ししておりますので、参考にしてくださ

い。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第39号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第４０号 専決処分の承認を求めることについて（松前町国民健康保 

              険税条例の一部を改正する条例）（上程、提案理由説明、 

              質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第７、議案第40号専決処分の承認を求めることについて松前町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第40号について提案理由を申し上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴い、松前町国民健康保険税条

例の一部を改正する必要が生じたため、地方自治法第179条第１項の規定により別紙のと

おり専決処分をしましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるもの

です。 

 専決第２号平成27年３月31日専決。 

 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例です。 

 内容につきましては、島田税務課長に説明させますので、御審議の上、御承認いただき

ますようにお願いいたします。 

○議長（三好勝利） 島田税務課長。 

○税務課長（島田恵介） 議案第40号専決第２号松前町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について補足して説明いたします。 

 参考資料、松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例で御説明いたします。 

 １ページをお開きください。 

 改正の概要を記載しております。 

 今回の改正は、項番１の(1)の課税限度額の引き上げと(2)の軽減措置に係る軽減判定所

得の算定方法の変更を行うこととしたものであります。 

 (1)では、アの基礎課税額を51万円から52万円に、イの後期高齢者支援金等課税額を

16万円から17万円に、ウの介護納付金課税額を14万円から16万円にそれぞれ課税限度額を

引き上げるものであります。 

 次に、(2)では、低所得者の保険税の軽減措置を拡大するため、アの５割軽減では、軽

減基準額を24万5,000円から26万円に、イの２割軽減では、軽減基準額を45万円から47万

円にそれぞれ引き上げるものであります。 

 次に、項番２では、この条例は平成27年４月１日の施行となります。 

 次に、項番３では、所得割の課税標準の算定方法について、所得税法の規定による計算

によらないこととしたことに伴い規定の整備を行ったものです。 

 次の２ページでは、改正について表で示したものです。 

 左側が現行制度で、右側が改正後制度でございます。 

 また、３ページ以降は、改正内容を新旧対照表にしておりますので、参考にしてくださ

い。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第40号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第４１号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（上程、 

              提案理由説明、質疑、委員会付託（文教厚生）） 

○議長（三好勝利） 日程第８、議案第41号松前町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第41号について提案理由を申し上げます。 

 松前町国民健康保険事業の安定的な運営を図るために所要の改正を行うものです。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどをよろしく

お願いいたします。 

○議長（三好勝利） 高橋部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、議案第41号について補足して説明いたします。 

 参考資料の１ページ、改正の概要をごらんください。 

 今回の改正は、国民健康保険税の医療分と後期高齢者支援金分について財源不足が見込

まれることから、国民健康保険事業の安定的な運営を図るため税率を引き上げるもので

す。 

 １ページの表は、区分ごとの現行と改正案を比較したものです。 

 まず、医療分についてですが、所得割の率を7.6％から8.1％に、均等割額を２万400円

から２万1,800円に、平等割額を１万9,200円から２万800円に改定しております。 

 次に、後期高齢者支援金分についてですが、所得割の率を3.4％から3.5％に、均等割額

を9,800円から１万200円に、平等割額を8,800円から9,200円に改定しております。 

 なお、介護納付金分については、改定をしておりません。 

 次に、資料の４ページ、新旧対照表をごらんください。 
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 第23条は、国民健康保険税の軽減額に関する規定となっており、第１号では７割軽減の

額、５ページの第２号では５割軽減額、６ページの第３号では２割軽減について規定して

おり、先ほど説明いたしました医療分、後期高齢者支援金分の均等割額及び平等割額の改

定に伴いそれぞれの軽減額を改定しております。 

 なお、この条例は公布の日から施行します。 

 また、改正後の国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例により

ます。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第41号を所管の文教厚生常任委員会へ付託することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の文教厚生常任委員

会へ付託しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第４２号 松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定 

              める条例の一部を改正する条例（上程、提案理由説明、質 

              疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第９、議案第42号松前町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第42号について提案理由を申し上げます。 

 児童福祉施設の最低基準の一部を改正する省令等により、家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準が改正されたことに伴い所要の改正をするものです。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどをよろしく

お願いします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、議案第42号について補足して説明いたします。 
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 このたびの改正は、厚生労働省令の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準のう

ち、乳児４人以上を入所させる保育所に係る保育士の数の算定について、当分の間当該保

育所に勤務する保健師または看護師に加え、准看護師についても１人に限って保育士とみ

なすことができるように改正されたことに伴い松前町の条例におきましても同様の改正を

行うものです。 

 参考資料の新旧対照表をごらんください。 

 １ページの第29条第３項では、小規模保育事業所Ａ型について、勤務する職に准看護師

を加えております。 

 また、２ページの第31条第３項では小規模保育事業所Ｂ型について、３ページの第44条

第３項では保育所型事業所内保育事業所について、第47条第３項では小規模型事業所内保

育事業所について、それぞれ准看護師を加える改正を行っております。 

 なお、この条例は公布の日から施行することとしております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第42号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議案第４３号 松前町母子家庭医療費助成条例の一部を改正する条例 

               （上程、提案理由説明、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第10、議案第43号松前町母子家庭医療費助成条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第43号について提案理由を申し上げます。 
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 愛媛県母子家庭医療費補助金交付要綱の一部改正に伴い助成対象となる者の範囲を父子

家庭まで拡大するよう所要の改正をするものです。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどをよろしく

お願いいたします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、議案第43号について補足して説明をいたしま

す。 

 今回の改正は、次代の社会を担う子供の健全な育成を図るための次世代育成支援対策法

等の一部を改正する法律の施行による母子及び寡婦福祉法の改正などにより、愛媛県母子

家庭医療費補助金交付要綱が改正されたことに伴い、助成対象となる者を父子家庭へ拡大

するものです。 

 参考資料の新旧対照表の１ページをごらんください。 

 まず、条例の題名を松前町ひとり親家庭医療費助成条例に改めます。 

 また、第１条にありますように、母子家庭という語句をひとり親家庭という語句に改め

ております。 

 ３ページの第２条第６号をごらんください。 

 ここでも母子家庭をひとり親家庭に改め、ひとり親家庭の用語の定義として、同一世帯

に属する配偶者のない女子または男子と、その者が扶養する児童との集まりをいうのよう

に、男子を加えております。 

 さらに、少し戻りますが、２ページの改正後の第２条第３号では、この配偶者のない男

子の定義を、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第２項に定める者ということを加えて

おります。 

 他の条文でも同様に、ひとり親家庭に改めたり男子を加えるなど、愛媛県母子家庭医療

費補助金交付要綱の表現に改めております。 

 なお、この条例は平成27年７月１日から施行し、施行日以後の診療分から適用すること

としております。 

 また、資料６ページの松前町乳幼児及び児童医療費助成条例の新旧対照表にありますよ

うに、第５条第２項中に今回改正する条例を引用している部分がありますので、新しい条

例名に改めております。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 
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 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第43号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１１ 議案第４４号 松前町介護保険条例の一部を改正する条例（上程、提案 

               理由説明、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第11、議案第44号松前町介護保険条例の一部を改正する条例を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第44号について提案理由を申し上げます。 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行うものです。 

 内容につきましては、高橋保健福祉部長に説明させますので、御審議のほどをよろしく

お願いします。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、議案第44号について補足して説明をいたしま

す。 

 参考資料の１ページをごらんください。 

 本改正は、介護保険法施行令の一部改正により、第１号被保険者、つまり65歳以上の方

の平成27年度から29年度までの第６期保険料につきまして、低所得者の保険料の軽減強化

を図るものです。 

 軽減の対象となるのは、第10段階まである所得段階のうち、一番所得の低い第１段階の

保険料率について0.05を引き下げます。 

 対象となる方は、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方、２番目とし

て、生活保護の受給者の方、３番目として、世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額

と合計所得金額が80万円以下の方です。 

 改正前の保険料は、基準額６万3,600円に0.5を掛けた年額３万1,800円ですが、改正後

の保険料は、基準額に0.05を下げた0.45を掛けた年額２万8,620円となります。 

 ２ページは、新旧対照表となっておりますので、御参照ください。 



- 21 - 

 なお、この条例は公布の日から施行し、平成27年度分の保険料から適用することとして

おります。 

 以上で補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第44号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１２ 議案第４５号 平成２７年度松前町一般会計補正予算（第１号）につい 

               て（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（予算決 

               算）） 

  日程第１３ 議案第４６号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第 

               １号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員会付 

               託（予算決算）） 

  日程第１４ 議案第４７号 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算 

               （第１号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員 

               会付託（予算決算）） 

  日程第１５ 議案第４８号 平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１ 

               号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託 

               （予算決算）） 

  日程第１６ 議案第４９号 平成２７年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算 

               （第１号）について（上程、提案理由説明、質疑、委員 

               会付託（予算決算）） 

  日程第１７ 議案第５０号 平成２７年度松前町水道事業会計補正予算（第１号）に 

               ついて（上程、提案理由説明、質疑、委員会付託（予算 

               決算）） 
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○議長（三好勝利） 日程第12、議案第45号平成27年度松前町一般会計補正予算第１号に

ついて、日程第13、議案第46号平成27年度松前町国民健康保険特別会計補正予算第１号に

ついて、日程第14、議案第47号平成27年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

について、日程第15、議案第48号平成27年度松前町介護保険特別会計補正予算第１号につ

いて、日程第16、議案第49号平成27年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算第１号に

ついて及び日程第17、議案第50号平成27年度松前町水道事業会計補正予算第１号について

を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第45号から議案第50号までについて一括して提案理由を申し上

げます。 

 地方自治法第218条第１項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 議案第45号平成27年度松前町一般会計補正予算第１号は、既定の予算に歳入歳出それぞ

れ３億8,242万8,000円を追加し、総額を96億3,859万9,000円とするものであります。 

 以下、補正予算の主要事項について説明をいたします。 

 まず、消防・防災の充実につきましては、防災行政無線による情報伝達をより確実にす

るために、自主防災組織に戸別受信機を配布いたします。 

 また、庁舎に太陽光パネルと蓄電池を設置して、災害時の非常用電源の確保を図りま

す。 

 上下水道の整備につきましては、大雨による浸水被害の軽減を図り、良好な生活環境を

確保するため、ダンダラ川左岸地区の浸水対策並びに土川排水施設の工事を実施いたしま

す。 

 子育て支援の充実につきましては、少子・高齢化や核家族化の進行など、子育て家庭を

取り巻く環境の変化に対応するため、「家族の力、まちの力」をテーマに、「まさき町 

笑顔の種 花開くプロジェクト」を実施し、町全体で子育てを応援します。 

 スポーツの振興につきましては、平成29年の国体開催に向け、愛顔つなぐえひめ国体松

前町実行委員会が行う各競技会場の設営に係る設計や啓発用チラシ等の作成に対し必要な

経費を負担いたします。国体開催までの間、実行委員会と連携しながら、町民総参加で国

体を盛り上げていけるよう準備を進めていきます。 

 文化芸術の振興につきましては、安全に施設を利用できるよう、松前総合文化センター

の広域学習ホールの電気系統改修工事を行います。 

 農水産業の振興につきましては、地域における農業の担い手の確保・育成を図るため、

農業生産組合に対し、機械購入に係る経費を支援いたします。 

 また、農業従事者の労力の軽減や経費の削減を図り、農業経営の安定に資するため、土
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地改良事業を実施いたします。 

 さらに、ＪＲ車両基地・貨物駅の整備にあわせ、農業用水の安定確保や冠水による被害

を防止するため、鶴吉水路の改修を行います。 

 道路交通網の充実につきましては、老朽化した橋梁の修繕費の増大に対応するため、橋

梁長寿命化修繕事業を行います。 

 また、安全かつ快適に通行できるよう、一般町道の歩道整備工事を行い、歩行者の安全

とスムーズな車の流れを確保してまいります。 

 幹線町道の整備につきましては、南海トラフ地震などの大災害に備え、避難路・緊急輸

送路として町道西古泉筒井線の整備の進捗を図ります。 

 さらに、物流拠点であるＪＲ車両基地・貨物駅の整備にあわせ、周辺道路を整備するこ

とにより安全で快適なまちづくりを推進するため、町道東44号線の整備を行います。 

 住宅施策の推進につきましては、町営住宅等長寿命化計画に基づき、江川住宅の屋上防

水工事及び平松住宅の外壁改修工事を行います。 

 コミュニティーの育成につきましては、地域行事に使用する備品の購入に対し助成を行

い、地域住民の主体的なコミュニティー活動を支援いたします。 

 それ以外には、人事異動に伴います職員給与等の調整及び確定している不用額等の減額

補正を行っております。 

 なお、一般会計６月補正予算の財源としましては、国県支出金等の特定財源が３億

5,290万5,000円の増、その他一般財源が2,952万3,000円の増となっております。 

 議案第46号平成27年度松前町国民健康保険特別会計補正予算第１号は、既定の予算から

歳入歳出それぞれ90万4,000円を減額し、総額を38億9,758万6,000円とするものでありま

す。 

 議案第47号平成27年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号は、既定の予算に

歳入歳出それぞれ571万3,000円を追加し、総額を４億897万1,000円とするものでありま

す。 

 議案第48号平成27年度松前町介護保険特別会計補正予算第１号は、既定の保険事業勘定

から歳入歳出それぞれ6,134万2,000円を減額し、総額を26億8,728万6,000円とするもので

あります。 

 議案第49号平成27年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算第１号は、既定の予算に

歳入歳出それぞれ1,530万4,000円を追加し、総額を６億6,858万8,000円とするものであり

ます。 

 議案第50号平成27年度松前町水道事業会計補正予算第１号は、既定の予算から収益的支

出において491万2,000円を減額し、資本的支出において７万9,000円を減額し、職員給与

費について499万1,000円を減額するものであります。 
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 以上が各会計の補正予算の概要であります。御審議のほどをよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 議案第45号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第45号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託しました。 

 議案第46号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第46号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託をしました。 

 議案第47号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第47号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託しました。 

 議案第48号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第48号を所管の予算決算委員会へ付託することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 
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○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託しました。 

 議案第49号について質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第49号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託しました。 

 議案第50号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 議案第50号を所管の予算決算常任委員会へ付託することに御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は所管の予算決算常任委員

会へ付託しました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１８ 議案第５１号 汚水（準）北黒田堅田地区管渠工事請負契約の締結につ 

               いて（上程、提案理由説明、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第18、議案第51号汚水（準）北黒田堅田地区管渠工事請負契約

の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第51号について提案理由を申し上げます。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議

会の議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、瀧本技監に説明をさせますので、御審議のほどをよろしくお願い

します。 

○議長（三好勝利） 瀧本技監。 

○財政課技監（瀧本精一） それでは、議案第51号について参考資料をもって補足説明を

いたします。 



- 26 - 

 資料の１ページをごらんください。 

 施工場所は伊予郡松前町大字北黒田、入札日は平成27年５月11日です。工期はこの契約

議決をいただきました日を本契約日といたしまして、その翌日を着工日とし、完成日は平

成28年２月29日の予定としております。契約の方法は一般競争入札で実施しました。入札

参加業者は８社でございます。入札の結果、請負金額は5,562万円、請負業者は株式会社

二神組松前営業所でございます。 

 次に、工事の概要について御説明申し上げます。 

 ２ページの位置図をごらんください。 

 施工箇所ですが、北黒田郵便局の南になります。位置図で申し上げますと、赤色で示し

た部分でございます。工事の内容といたしましては、町道西87号線と町道西74号線の交差

点から土川排水路沿いになりますが、町道西74号線に推進工法で内径250ミリの汚水管を

地下３メートルに、延長218メートル布設するものであります。 

 これで補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第51号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決をされま

した。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１９ 議案第５２号 松前町町民グランドホッケー場整備工事（その６）請負 

               契約の締結について（上程、提案理由説明、質疑、討 

               論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第19、議案第52号松前町町民グランドホッケー場整備工事その

６請負契約の締結についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 
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○町長（白石勝也） 議案第52号について提案理由を申し上げます。 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議

会の議決を求めるものであります。 

 内容につきましては、瀧本技監に説明させますので、御審議のほどをよろしくお願いし

ます。 

○議長（三好勝利） 瀧本技監。 

○財政課技監（瀧本精一） それでは、議案第52号について参考資料をもって補足説明い

たします。 

 資料の１ページをごらんください。 

 施工場所は伊予郡松前町大字鶴吉、入札日は平成27年５月11日です。工期はこの契約議

決をいただきました日を本契約日といたしまして、その翌日を着工日とし、完成日は平成

27年12月31日の予定としております。契約の方法は一般競争入札で実施しました。入札参

加業者は10社でございます。入札の結果、請負金額は１億7,388万円、請負業者は株式会

社二神組松前営業所でございます。 

 次に、工事の概要について御説明申し上げます。 

 ２ページの平面図をごらんください。 

 今回、施工する箇所は、松前町町民グランドになります。お手元の平面図で示しており

ますが、青色で着色しているところが人工芝のコートになります。 

 また、黄色で着色したところがゴムチップ舗装となり、ホッケーコート１面を整備する

ものであります。 

 工事の内容といたしましては、人工芝舗装工、面積6,388平方メートル、ゴムチップ舗

装工、面積1,740平方メートル、人工芝ライン埋め込み工、延長460メートルを施工するも

のであります。完成後は平成29年えひめ国体でのホッケー競技少年男女の会場として使用

を予定しております。 

 これで補足説明を終わります。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第52号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 



- 28 - 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２０ 研修報告 

○議長（三好勝利） 日程第20、研修報告を行います。 

 総務産業建設常任委員長寺下武議員。 

○総務産業建設常任委員長（寺下 武議員） 総務産業建設常任委員会の研修報告を行わ

させていただきます。 

 去る５月12、13日の日程で、岩手県の三陸鉄道株式会社において震災時における状況と

岩手県大船渡市において防災対策と復興整備の視察研修を行いましたので、御報告いたし

ます。 

 初めに、三陸鉄道株式会社は、ＮＨＫの連続テレビ小説の舞台になった会社でありま

す。昭和59年に操業を開始し、岩手県の東海岸線沿いに北リアス線と南リアス線に分かれ

て運行し、地元の交通手段として活躍してきました。平成23年の東日本大震災の地震・津

波で大きな被害が発生し、全線運転不能になりましたが、平成26年４月に全線復旧し、現

在は地元の交通手段として頑張っています。今回は、震災学習列車として列車に乗車し、

南リアス線を走行しながら線路沿いの震災状況や現在の復興状況などを社員から説明を受

けました。 

 震災当初は、乗務員や乗客に被害がなかったものの、津波で駅舎や高架線、路線の計

317カ所が被害を受け、全線不通となりました。存続を危ぶむ声もありましたが、直ちに

運転再開を決意し、震災５日後には、北リアス線の陸中野田久慈間を復旧させ、震災復興

列車として無料で被災者を乗せて運転を行い、震災から復興に貢献してきました。我々が

乗車した列車は、クウェートからの義援金によるものであり、世界中から温かい支援があ

ったものと感じました。 

 また、復旧費用には約90億円がかかりましたが、大部分は公費によるものであります。

研修途中、列車から下車し、議員一同で１分間の黙祷を行わさせていただきました。 

 次に、大船渡市は、岩手県の南西部に位置し、人口約３万8,700人、世帯数約１万

5,000世帯、面積は323平方キロメートルであります。岩手県陸中高田市や宮城県気仙沼市

とともに三陸海岸南部の代表的な都市の一つであり、典型的なリアス式海岸を有する市で

もあります。過去において、昭和８年に昭和三陸津波、昭和35年にチリ地震津波、そして

平成23年３月11日に東日本大震災で甚大な被害を受けました。震災当日は、３月議会の本

議会中であり、直ちに休憩をとり、その後は本議会、委員会を開くことができませんでし

た。 
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 しかし、予算などの採決が必要な議案については審議が必要であるため、３月議会最終

日の３月22日に本会議を開会し、本会議において質疑を行い採決を行いました。議員には

被災された方も多くいらっしゃいましたが、地元地区で地区単位の災害対策支部を運営し

たそうです。その経験上から議員としての役割分担を踏まえ、防災活動として自主防災運

動を展開し、相互連絡、炊き出し等に参加したとのことです。 

 復興整備においては、ＪＲ大船渡線を境に、海側で災害危険地区に指定された居住施設

は建築制限がかかるため、商業施設の土地利用を計画しています。山側は、住居系の土地

利用を基本として整備を計画しておりまして、防災・津波対策も含め、沿岸部には住居地

域を設けないことが基本になっています。道路計画は、被災後も生活物資が搬入・搬出で

るよう、南北幹線道路に幅員20メートル及び東西幹線道路に幅員15メートル道路や公園緑

地、河川水路を計画中です。 

 防災対策については、防波堤、防潮堤として大船渡湾口防波堤を総延長736.4メート

ル、2016年完成予定で復旧を行っています。高台への住居移転は、370戸が移転予定であ

ります。情報伝達手段の多様化では、コミュニティーＦＭ局を開設し、ＦＭラジオを利用

した戸別受信機の配布等が行われています。防災倉庫の整備は、日本赤十字社の支援によ

り、災害時に必要な物資等を保管する倉庫を配備しました。防災訓練の強化において市民

参加のもと避難訓練を実施し、避難経路や避難場所の確認を行い、また各自主防災組織で

炊き出しや防災訓練を実施しています。 

 今回の研修で、５月13日の早朝に東日本大震災の余震と見られる宮城県沖を震源とした

マグニチュード6.8、最大震度５強を示した地震に遭遇いたしました。揺れがおさまるま

で身動きができなかったことから、まず日ごろから訓練し、災害時には自然と体が動くよ

うにしなければならないと痛感いたしました。 

 研修で、３・11大震災の様子を大船渡市の議長、各議員から伺った内容が印象的で、顔

が見える御近所から共助を行うことの大切さを感じました。その後、災害対策本部を立ち

上げ、各地区からの情報収集、外部支援の調整、救援・救護、炊き出し等の割りつけを迅

速に行い、ボランティアを含め災害活動に従事していただくことが最重要であると感じま

した。当町においても、ハードの整備も重要でありますが、もう少し小さな単位の自主防

災組織で実践に近い防災訓練を繰り返し行い、有事のときに慌てないことが重要であると

思いました。 

 最後に、視察研修を受け入れて対応していただいた関係各位に感謝を申し上げ、今回の

研修報告といたします。 

○議長（三好勝利） 総務産業建設常任委員長の研修報告を終わります。 

 文教厚生常任委員長加藤博德議員。 

○文教厚生常任委員長（加藤博德議員） 文教厚生常任委員会の研修報告を行わせていた
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だきます。 

 去る５月20日、21日の日程で、福岡県須恵町において幼・保一体化保育についてと佐賀

県みやき町においては地域子育て支援事業について視察研修を行いましたので、御報告い

たします。 

 初めに、須恵町は、面積16.31平方キロメートル、人口は約２万7,000人で、政令指定都

市福岡市の中心部から東南へ12キロの位置にあり、ＪＲ博多駅から車で25分、福岡空港か

ら車で15分の福岡都市圏に属し、昔ながらの面影を残す自然豊かな町でありました。古来

より農業を主産業にしていましたが、明治中期から昭和30年代後半までは、石炭産業が隆

盛をきわめ、国内唯一の国営炭鉱として発展してきました。 

 しかし、昭和39年エネルギー革命とともに石炭産業が幕を閉じると、２万人近くいた人

口も１万2,000人まで激減し、商工業が衰退しました。最近では、道路、生活環境、公共

施設の整備、住宅団地や工業団地の造成と企業誘致等を実施するとともに、福岡市のベッ

ドタウンになっています。 

 幼・保一元化については、平成18年までは町立幼稚園３園、町立保育所３園、認可保育

所１園を運営していました。昨今の社会構造の変化により、結婚し子育て女性の社会進出

が顕著となり、幼稚園の定員割れ、逆に保育所における待機児童の激増が行財政に大きく

影響を及ぼすようになってきました。幼稚園は定員を大きく割り込んだ中での３園体制、

保育所は常に待機児童を抱えた状態でそれぞれの運営で、人的・財政的負担、職員の人件

費の急増及び確保、また同じ町立の施設でありながら、保育・教育内容にばらつきが見ら

れた。幼稚園児は、情緒的に安定している子が多く、保育所児は、基本的に生活能力が高

い。このような中で、町立の施設として同じ保育・教育を提供できる環境設備の必要に迫

られていました。平成12年より幼稚園・保育所一元化について、健康福祉課と教育委員会

で実質的な研究調査に入り、後にゼロ歳から高校入学に係る奨学資金貸付制度までを一貫

して取り扱う課として子ども教育課を誕生させました。そのことにより、町民は子育てに

関する手続が一つの窓口ででき、情報の共有化が図られ、命令管理系統が一本化されたた

め、実務がスムーズになりました。 

 問題点は、担当管理職の管理範囲が拡大し、柔軟な対応が要求され、職員の窓口対応が

煩雑化することでした。 

 町立の幼稚園、保育所でありながら、それぞれの保育・教育要領により子供たちの育ち

に差異が生じており、小学校入学時の生活能力や情緒面でばらつきが生じ、幼稚園の仲

間、保育所の仲間でグループ化が生まれ、クラス運営に支障を来し、小学校３年ぐらいか

ら健在化し、いじめの原因の一つと考えられることから、町立の両施設をばらばらに運営

するのではなく、同じ生活環境の中で保育・教育をしたほうが、子供たちにとって有益で

あると判断し、県内初の公立幼稚園・保育所を一体化した認定こども園アザレア幼児園と
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して平成19年４月に開設をしました。 

 園に入ると、広い運動場ではだしの子供たちが、幼・保一緒に元気に遊んでおり、先生

のお話ですと、偏平足の子供は一人もいませんということでした。園内はきれいに整理整

頓されており、園での送迎はしないため、広い駐車場を準備しておりました。 

 また、特徴の一つとして、論語の音読を毎日実施しているそうです。 

 須恵町には、ほかに２つの町立幼稚園と幼児園がありますが、各園の平準化と情報の共

有化のため、総園長制をとっており、ゼロ歳から15歳まで個人記録ガイダンスを家庭に伝

えているそうです。地域の方からは、須恵町は子育てしやすい町ですとの声もあり、また

ほとんどの子供が地元の幼児園に通っているそうです。 

 行財政改革から見た一元化は、時代のニーズに応えるべき保育所の機能を高めることと

定員の拡大や弾力的な運用、保育時間の延長などが必要不可欠な要素となっています。 

 しかし、幼稚園と保育所の運営が及ぼす財政的負担が、町全体の行財政を圧迫してきて

います。このような中で人的資源の有効活用を行うことが、統一カリキュラムによる一元

化された乳幼児保育教育の実践を考慮したときに、一元化がもたらす行財政効果は大きい

と判断したそうであります。 

 次に、佐賀県みやき町は、面積51.92平方キロメートル、人口約２万5,000人、佐賀県東

部に位置し、佐賀県の町の中では人口が最も多い町で、平成17年３つの町が合併し、県内

初の平仮名名の市町村であります。町内には、７つの保育所と１つの認定保育園と４つの

幼稚園があり、また３つの小学校と３つの中学校があります。 

 20年後のみやき町の人口は、近隣の市町村に比較して、現在より75％に減少する予測が

出されました。人口減少と両親ともに働く家庭が急増しており、延長保育、放課後児童対

策が直近の最大の課題として浮き彫りとなりました。原因は、土地利用、農振地域、民間

の土地開発などの対応のおくれなどが上げられたそうです。 

 平成24年に人口減少を食いとめるべき専門部署をつくり、議会には特別委員会で研究・

提案を出してもらい、評価委員で評価し、どれから取り組むかを検討し、急ピッチで実施

することになりました。人口の減少を食いとめる策としては、定住推進政策と町内外を含

め、若者の子育て支援事業の推進に努めたそうです。 

 まず初めに、土地有効利用から始め、300件あった空き家をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４ランク

に分け、４ランクづけを行い、Ａ、Ｂランクの空き家は登録してもらい、町が仲介し、定

住の促進を図りましたが、なかなか貸したくない人も多く、思ったように進まなかったよ

うです。Ｃ、Ｄランクの空き家は、国等の補助金制度を利用し、解体、土地の若者向け住

宅への再利用促進を図りました。 

 また、公民連携を活用した「子育て支援のまち」を平成24年９月に宣言し、６つの項目

の義務教育施設整備の事業、新婚・子育て支援住宅建設、子供医療費助成の充実、子供い
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じめ体罰防止条例、放課後児童クラブの充実、児童館の建設を掲げ取り組んでいるそうで

す。 

 町の対策としては、土地活用制度を実施するため、民間の土地を町が買い上げ、民間の

資金を利用したＰＦＩ方式を利用して、町営でありながら民間業者との30年間の賃貸契約

を結び、セキュリティーも万全なシステム導入した若者向け５階建てマンションの建設を

行ったそうです。このマンションの１階には、子育てコミュニティーホールを設置し、子

育て支援に配慮したつくりになっていました。平成26年４月に完成したこのマンション

は、24戸ありましたが、大好評ですぐに完売したそうです。現在も次のマンションを建設

中でありました。 

 そのほか、子育てに関するとっこい広場ほか４カ所の施設を見学させていただきまし

た。 

 児童館のあるところは、広い駐車場を囲むように保育所、コミュニティーセンター、町

民ホール、教育委員会、社会福祉協議会、町営老人ホームが同一敷地内にあり、それぞれ

の利便性を確保していました。 

 昨年４月にオープンしたこども未来センターに隣接して、放課後児童クラブ、保健セン

ター、福祉課があり、相互に連絡をとりながら運営していました。こども未来センター

は、月曜日から土曜日、朝９時から17時までを開館しており、利用者の99％が小さい子供

連れのお母さん方であるそうです。 

 子育て支援センター等の利用状況を分析すると、町内の方が60％、町外の方が40％であ

りますが、町外の利用者にも好印象を持ってもらい、将来みやき町内に移住してもらえる

ような方針で運営しているそうです。みやき町における子供支援政策で、人口の減少に近

年歯どめがかかったと、末安みやき町長の説明の中に、町長の熱い思いが感じ取れまし

た。 

 この２日の研修に当たりまして、委員各位におかれましては、質問等の事前準備を含め

て終始熱心に研修していただき、実り多いものがあったと思います。今回の研修を今後の

議員活動に生かせていただければ幸いです。 

 最後になりましたが、年度初めの多忙の中、私どもの研修を快く引き受けていただきま

した福岡県須恵町と佐賀県みやき町の皆様並びに各議会の皆様に心よりお礼を申し上げ、

研修報告とします。 

○議長（三好勝利） 文教厚生常任委員長の研修報告を終わります。 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了をしました。 

 これにて散会をいたします。 

            午前11時３分 散会 
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平成２７年松前町議会第２回定例会会議録 

 

平成２７年６月１６日第２回定例会は、松前町役場議場に招集された。 

 

応招議員は、次のとおりである。        

 ２番 稲 田 輝 宏    ３番 加 藤 博 德    ４番 寺 下   武 

 ５番 八 束   正    ６番 藤 岡   緑    ８番 早 瀬 武 臣 
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１２番 伊賀上 明 治   １３番 三 好 勝 利   １４番 木 下   淳 

 

不応招議員は、次のとおりである。 

 な  し 

 

出席議員は、次のとおりである。 

 出席議員は、応招議員の１２名である。 

 

欠席議員は、次のとおりである。 

 な  し 

 

 地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため本会議に出席した者は、次の 

とおりである。 

    町    長    白 石 勝 也 

    副町長（総務）   中 矢 博 史 

              岡 本   靖 

    教  育  長    本 馬   毅 

    総 務 部 長    金 子 知 芳 

    保健福祉部長    高 橋 昌 志 

    産業建設部長    升 田 年 紀 

              岡 本   明 

    財 政 課 長    久津那 良 幸 

    財政課技 監    瀧 本 精 一 

    税 務 課 長    島 田 恵 介 

    国体準備室長    塩 梅   淳 

    福 祉 課 長    大 政 哲 志 
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（保・産 ） 

教育委員 会 
事 務 局 長 



- 36 - 

    町 民 課 長    西 岡 きわ子 

    保 険 課 長    久津那 延 幸 

    健 康 課 長    山 本 有 三 

              松 岡 謙 三 

    産 業 課 長    徳 居 芳 之 

    上下水道課長    忽 那 俊 幸 

    会 計 課 長    松 岡 芳 弘 

    学校教育課長    合 田 光 隆 

    社会教育課長    冨 田   徹 

 

 本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

    議会事務局長    大 政 博 文 

              仙 波 晴 樹 

        

議会事務 局 
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平成２７年松前町議会第２回定例会 

                議 事 日 程 表    №２ 

 

   平成２７年６月１６日（火）    午前９時３０分     開議 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問（提出順位） 
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            午前９時30分 開議 

○議長（三好勝利） これから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三好勝利） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、松前町議会会議規則第125条の規定により、議長が指名をい

たします。 

 11番岡井馨一郎議員、12番伊賀上明治議員、以上両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 一般質問 

○議長（三好勝利） 日程第２、一般質問を行います。 

 質問者の順位は、通告書の提出順位のとおり行います。 

 ６番藤岡緑議員。 

○６番（藤岡 緑議員） ただいま議長から発言のお許しをいただきました６番藤岡緑で

ございます。 

 初めに、通告書に従い質問いたしますので、順次よろしくお願いいたします。 

 それでは、まず最初の質問から参ります。 

 台風シーズン到来の防災についてということで、台風シーズンを迎え、梅雨時期から夏

にかけての大雨対策、防災についてお伺いいたします。 

 ことしは、特に海面温度の上昇率も例年になく高く、エルニーニョ現象の影響もあり、

台風が頻発すると言われています。この６月の梅雨時期に入り、町としても集中豪雨や河

川の氾濫などが心配されますが、懸念される事象に対して万全の準備ができているのでし

ょうか。 

 先日の自主防災会と消防団との合同の水防訓練に参加させてもらって、非常時のロープ

ワークの技術指導や土のうづくりなど、実践的な体験もできました。ただ、ロープワーク

などは何度もやっておかないとすぐ忘れそうだし、もっと多くの人がかかわって訓練でき

ると裾野も広がるように思いました。防災意識を高めていく試みがこれからますます必要

でしょう。 

 また、防災情報についても、リアルタイムに町と住民とのやりとりができるようになっ

たのでしょうか。町のホームページに危機管理係のフェイスブックも公開されています

が、住民からの、例えば洪水で危険になりそうな現場の写真などが投稿されたり、それを

シェアして住民に伝えたりなど、双方からの情報交換までできているのでしょうか。事前

登録されている者からの情報のみをアップして、報道などに備えているのでしょうか。い

ずれにしても、住民が早目早目の準備をして、大きな被害や犠牲が出ないようにするた
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め、この時期の町の防災、減災対策を伺います。 

 ２つ目の質問です。 

 危険空き家について、国の特別措置法の施行により、町の施策も踏まえ、今後の方針を

お伺いします。 

 適切な管理が行われていない空き家等が、防災、衛生、景観などで地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしている実態が全国に広がっていて、その戸数が820万戸にも及んで

いるとの総務省の発表がありました。そして、平成26年11月末に空き家等対策に関する特

別措置法が成立し、公布されました。松前町は既に町独自の危険な空き家について条例を

作成し、除去事業を開始していますが、今回の国の法律施行によりどのように対応してい

くのかをお聞きしたいと思います。 

 この特措法によると、立入調査によって特定空き家に指定されると、空き家の所有者は

固定資産税の減免措置から除外される措置がとられることになったので、早急に対応しな

ければ経済的な負担や行政による強制的な措置を受けることが現実化してきます。そのあ

たりを町としてどう指導して、スムーズな問題解決につなげていかれるのかお伺いしま

す。 

 また、危険な特定空き家対策だけでなく、今後はまだ使える利用価値のある空き家の有

効活用についても考えていくべきではないでしょうか。空き家データベースを整備して、

空き家バンク登録制などで賃貸借契約、古民家利用やひいては定住化促進へつなげる施策

へと具体化していく先進事例もあります。町の今後の幅広い空き家対策についての考えを

お聞きしたいと思います。 

 最後の質問になりますが、子育て世代と子供を取り巻く環境に対しての重点施策につい

てお伺いします。 

 少子・高齢化が加速度的に進み、家族形態の変化、就労スタイルの多様化、その上地域

コミュニティーが希薄化していく中で、将来を担う子供や子育ての環境が大きく変化し

て、その対策が各自治体においてもまちづくり計画の大きな柱となっているのは誰もが認

めるところであります。そのため、町の将来像を考えたとき、その数値目標や財政計画な

ども修正していかざるを得ない部分もあります。 

 国からも中・長期的な人口ビジョンのもと地方創生を掲げ、この問題に重点的施策を打

ち出すような積極的な働きかけがなされています。その具体的な動きとして、子ども・子

育て関連３法の成立後、各自治体においても子ども・子育て支援法に基づく、５年をひと

くくりとする子ども・子育て支援事業計画の策定が求められ、松前町もようやく平成27年

から31年にかけての支援事業計画ができましたようで、早速中身を読ませていただき、絵

の中の餅にならないようにしっかりと実践していただければと思いました。 

 先人たちがつくり上げた町を、今私たちが受け継ぎ次の世代に渡していくとき、今の子
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供たちを育てている世代とその子供たち、これから生まれてくる子供たちに、住みやす

い、育てやすい、自分のふるさとをすてきだなと思えるものを残す環境が整っているのか

考えていきたいと思います。少なくとも、子供が安心して育てられる町にしたい、子供自

身の将来が生まれ育った家庭の事情等に左右されてしまう、特に貧困、虐待など負の連鎖

にならないように町が、地域がしっかりサポートできるような体制づくりが必要になって

くるでしょう。まだまだ課題も多くあります。できることから着実に行い、またその中か

ら問題点を見つけ、より今のニーズに近づけていくか期待をしておりますが、まずは、こ

の計画実行に当たっての町の考え、意気込みをお伺いしたいと思います。 

 また、先日研修で訪問した２つの町においては、基本子供を中心とした子育て支援課な

どを設け、徹底した子供を取り巻く環境、健康、住宅など、施策を充実させる機関運営を

行っていたのには驚きました。子育て支援という視点から捉えた今後の取り組みについ

て、町の考えをお伺いします。 

 以上３点、最初の質問とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（三好勝利） 理事者の答弁を求めます。 

 中矢副町長。 

○副町長（中矢博史） 台風シーズンの防災についてお答えをいたします。 

 ６月３日に四国地方が梅雨入りをし、これから秋の台風シーズンまで風水害に備えなけ

ればなりません。松前町は、集中豪雨や台風による浸水被害が発生しやすい地形です。そ

のため、長尾谷川最下流にある夫婦水門の内水側と海側、そして義農遊水池の３カ所に水

位計を設置し、カメラによる映像と合わせリアルタイムで現場状況がわかるようにすると

ともに、気象庁等の発表するデータが速やかに収集できるようにしております。 

 これらの情報に基づいて、状況に応じた配備体制をとることとしており、昨年度からは

早目早目に職員を動員する水防準備態勢を導入して、対策が後手に回らない活動体制を整

えております。 

 消防団と自主防災組織による合同水防工法訓練は、水防時に消防団員と地域住民が連

携、協力して迅速で適切な活動ができるように毎年梅雨入り前に実施しており、今後も続

けていきたいと考えております。 

 災害情報の伝達については、防災行政無線や広報車で呼びかけるほか、携帯電話やスマ

ートフォンに緊急速報メールを配信したり、テレビやラジオ、インターネットに本町の災

害情報を一括配信する災害情報共有システム、いわゆるＬアラートを活用するなどさまざ

まな伝達手段を使って、迅速で確実に住民の皆さんに情報が提供できるようにしておりま

す。 

 防災意識の啓発につきましては、広報まさきや自主防災組織での訓練、講座などを通じ

て行っておりますが、本年４月からは新たに危機管理情報のフェイスブックの運用を始め
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ました。今後、このフェイスブックを通じて、平常時には防災や減災に役立つ情報の提供

を行い、災害時には情報の収集や発信の手段として活用したいと考えております。 

 フェイスブックの開設については、広報まさきでお知らせしたところですが、今後住民

の皆さんの防災意識がさらに高まるようなページづくりに努めてまいりたいと考えており

ます。 

 他の質問につきましては、それぞれ担当部長よりお答えをいたします。 

○議長（三好勝利） 升田産業建設部長。 

○産業建設部長（升田年紀） それでは、空き家対策についてお答えをいたします。 

 空き家対策につきましては、松前町では平成20年度から全国に先駆けて、人口が集中し

ている地区の空き家を撤去する方に対して補助金を交付するとともに、これに加えて平成

23年度から新立、本村地区を対象に敷地を松前町に寄附することを条件に町が空き家を撤

去しております。 

 本年５月に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家がある市町村

が対策計画を定め、所有者等に対し適正な管理を求めるとともに、保安上危険となるおそ

れや衛生上有害となるおそれのある空き家については、撤去を行うよう町が指導、勧告、

命令したり、それでも撤去しない場合は、行政代執行したりすることができることとされ

ました。 

 しかしながら、松前町においてはこの法律ができる前から既に所有者と協議して空き家

の撤去を行っていることから、今後も引き続きこれまでどおり空き家の撤去を進めてまい

りたいと考えております。 

 次に、空き家バンク登録制につきましては、利用が可能な空き家については、本町も入

っているえひめ移住交流促進協議会が取り組んでいる、えひめ空き家情報バンクの活用な

ども必要に応じて検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、子育て支援でまちづくりについてお答えいたし

ます。 

 近年、少子・高齢化の急速な進行に伴い、就労環境の変化を初め地域社会の活力の低

下、結婚や子供を産み育てることに対する意識の変化など、子供や子育て家庭を取り巻く

環境が大きく変化しており、子育てを社会全体で支援することが求められていると認識し

ております。 

 このため、松前町では平成17年３月に輝きやすらぐ松前・子ども家庭応援プラン、いわ

ゆる次世代育成支援行動計画を策定し、家庭と地域、企業や行政が一体となって子供の視

点に立った施策の充実に取り組んできました。 
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 本年３月には、今年度からスタートした新たな子ども・子育て支援制度に沿って、松前

町子ども・子育て支援事業計画を策定いたしました。松前町ではこの計画に基づき、乳児

保育の受け入れをふやしたり、保育時間を従来の10時間30分から11時間に延長したり、放

課後児童クラブの受け入れも現在の小学校３年生までから６年生までに拡大するなど、支

援の量をふやしていくとともに、延長保育や土曜保育、利用者支援専門員が相談・助言を

行う利用者支援事業などの保育サービスの充実、さらには教育、保育現場での専門性の向

上を図るための研修を実施するようにしております。 

 こうしたことにより、子供と家庭、地域や社会が笑顔あふれる町となるように努めてい

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） それぞれの質問に対してお答えをいただいたんですけれども、

再度ちょっと深めていきたいところの再質問をさせていただきます。 

 まず、最初の防災に関することなんですが、時節柄非常にきめ細やかな計画とか、それ

からまたいろいろな自主防との、消防団との水防訓練を毎年これからも続けていくとか、

それからまた広報に関しても、スマホメール、Ｌアラートとか非常にきめ細やかな伝達方

法でやっていかれてるということはよくわかりました。この４月からフェイスブックもそ

れに付加されまして、またさらにより幅広い情報の入手をされるような形、あるいは伝達

をされるようなやり方になってきたと思うんですが、私自身実際にこのフェイスブックに

投稿させていただきました。それは一応公開はされてなかったようなんですが、フェイス

ブック関連で今後の活用に関して、セキュリティーについてもあると思うんですけれど

も、多分通常時と緊急時とで使い分けをされているんではないかと思うんですが、そのあ

たりもう少し詳しく説明をしていただければと思いまして、再質問させていただきます。 

○議長（三好勝利） 中矢副町長。 

○副町長（中矢博史） フェイスブックの活用の件でありますが、これは先般、４月から

運用を開始したところでございます。そういった点で試行錯誤をしながら進めておる状況

であります。先ほども申し上げましたが、平常時におきましては住民の皆さんが防災や減

災、そういったものに役立つ情報、そういったものを提供してまいりたい。また、災害時

には情報の収集、あわせてこちらからの非常情報の発信をしたいと、そのように思ってお

ります。 

 そういったことで、非常時の避難勧告あるいは避難指示につきましては、先ほどありま

したように、本庁に備えております防災行政無線あるいは広報車で呼びかけるというのが

非常に大事になっておりますので、そうした情報に係るツール、備えておるものを全て生

かしまして、情報が全て住民の皆さん方に届くようにしてまいりたいと思います。 
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○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） ですから、町から発信する分についてはきめ細かく発信されて

伝達されると思うんですけど、フェイスブックの場合こちらの、例えば自分の家の近くで

側溝が洪水状態になりそうだとか、そういう状況を非常時に自分のほうで写メを撮って、

そちらへフェイスブックでこういうところがありますよ、危険ですよということを実際に

緊急にそちらに発信する。そしたらそれが、町でわかって間違いないということでシェア

して周りの人が気をつけようとかというような形をとるとかというような双方向ですね、

そういうような発信方法というか、今後の展開として多分ガイドライン的なものが要ると

は思うんですが、そのあたりちょっとお聞きしたいなと思ったんですが。 

○議長（三好勝利） 中矢副町長。 

○副町長（中矢博史） 先ほども申し上げましたが、非常の場合は町の職員がそれぞれの

配備体制に従って職員の動員計画を立て、それにふさわしい体制でやっております。ま

た、役場の職員だけで足りない場合は、地域の消防団の皆さんにも出ていただいて、お互

い協力しながらやっていくと。その中で、フェイスブック等を通じて入った情報につきま

しては、役場の中で逐一その情報を見させていただいて、また関係する消防団あるいは役

場の中で、またそれが非常体制できちんととれるように、そういうようなことで今後やっ

ていきたいと思います。 

 なお、先ほども言いましたように、４月から始まったところでございますので、十分研

究して役立つようにしてまいりたいと思います。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） せっかくつくったツールでございますので、ぜひそれを有効利

用できるような、またそれに対するガイドラインなんかもまた課のほうでつくっていただ

きまして、より有機的に使っていただけるようなものにしていただければと思います。４

月からですから、今後に期待したいと思います。 

 それから、２つ目の質問の空き家対策のことなんですけれども、松前町は全国に先駆け

て敷地を提供条件として、地域限定ではありますけれども所有者と協議しながら、危険な

空き家については町のほうで補助金を出したりという形をとって、なるべく制御をしてい

くという方向性、それははっきりといい形ではないかなというふうに思うんですが、これ

今地域を限定して密集化したところということなんですが、最近私いろんなところで、特

定になるかどうかわからないんですけども、明らかに外から見て、限定した地域ではない

ところも私の近くのところとかいろんなところで、加速度的に草がいっぱい生えてきたり

とか、明らかに人が住んでいないとか、多分管理はされてると思うんですけれど、そうい

った家がふえつつあるような気配を感じます。こういったところのあたりを、今は地域限

定で所有者と協議しながらされてると思うんですが、今後についてそういったところをど
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ういうふうにするのか。この前私たちが先進事例でちょっと行きましたところなんかで

は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄランクをつけて、そしてＣ、Ｄとだったところに、そういったところ

になるものについては非常に積極的に、周り周辺環境等のいろんな問題をはらみそうなと

ころについては積極的に動いているような事例を視察させていただきました。その点、今

は地域限定なんですが、これからどんどんそういったところはふえていくんですが今後に

ついてそういったところ、これは特定か特定空き家になるのかどうかというあたりを町と

してどう捉えていくか、あるいはその所有者に対してどう指導していくとか、そういった

あたりをどのようにお考えなのか、それをちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（三好勝利） 升田産業建設部長。 

○産業建設部長（升田年紀） 松前町全域を対象としました空き家対策につきましては、

どうしても町内にどの程度の空き家があるか、まず確認する必要があると考えておりま

す。このため、全町でどの地区にどういった空き家があるのか、そういった部分を調査し

た上で全町的にどういった対策がとれるのか、そういった面について検討していきたいと

考えております。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） 一定の調査期間ということなんでしょうけれども、その調査期

間が余り長くなってると、今度またさらにふえていくという、イタチごっこになっていく

ような、本当に加速度的に空き家がふえていっているという状況であるということも、私

はそういうふうに危機感を感じております。ですから、調査されるのでしたら早く調査を

して一定これはというようなところが、特定空き家になりそうだなというようなところが

あれば、早目早目の空き家対策を考えていかれたほうがいいのかなというふうに思いま

す。 

 さらに、質問の中にありましたように、その特定空き家になる前の状況、また空き家で

はあるんですけど明らかにまだ使えそうなとか、いろんな空き家としてそのまま放置した

らもうどんどん特定空き家になっていくだろうけれども、人がちょっと手を加えたりリフ

ォームしたりとかして、何かそういったものを利用したい人に、またそういったニーズに

対応してそういう家を壊さずにまた使っていく、そしてさらに周りの人にとっても利用で

きる、そういう場にできないかどうかということで、先ほどのみやき町の研修先なんかで

はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの、そのＡ、Ｂのランクになったところなんかは古民家利用とか、ある

いは賃貸借の契約に行ったりとかということで、非常に壊さずして利用させていくとい

う、そういう方式にして、そういうためには実際にその調査がもとにはなるんですけれど

も、そこから空き家バンクということで、双方から要るものと、何とかしたいという側と

のマッチングをさせる、そういう状況を非常にうまく展開されていたようなんですが、今

先ほどの話では、県のデータベースを使って考えていかれると思ってるという御答弁があ
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ったんですけれども、さらに私は松前町独自でもその調査に引き続き、そういうランクづ

けとかそういったことも今後考えることができるんじゃないかというふうに思うんです

が、そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（三好勝利） 金子総務部長。 

○総務部長（金子知芳） 空き家バンクの関係につきまして、私のほうからお答えをいた

します。 

 えひめ移住交流促進協議会での取り組みという御答弁をさせていただきましたが、この

中でえひめ空き家情報バンクという取り組みがございます。松前町としましては、現在の

ところは町外からの移住と、こういった空き家バンクに対する移住というようなことにつ

きましては積極的には取り組んでいない状況にはございます。松前町の現状としまして

は、空き家バンクへの登録物件は不動産業界からの物件が登録されておるという状況でご

ざいます。自治体によりましては、市、町で取り組んでおるところもございますが、松前

町の現状としてはそういう状況でございます。今後の取り組み、町としての取り組みにつ

いては今後検討課題というふうに考えております。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） 今の現状がそういう状態であるということはわかりました。私

としては、これからどんどんふえていくし、できればただ壊していくだけという、平地に

していくというだけの方向性だけじゃなくて、県のデータを使うあるいは今後は、今課題

だとおっしゃいましたが、町としてもそういったものを積極的に考えていく方策、そうい

った方向性を私は期待したいと思っております。 

 そして、３番目の子育て支援の件なんですけれども、私自身この質問しました中身は、

この時代背景とか子育て支援をするバックが随分と、時代と就労スタイルとかコミュニテ

ィーの崩壊なんかにもつながってはいるんですけれども、それぞれが子育てをしているお

母さん、お父さん方が、非常に町に住んでいて子供たちを育てていく上で、少ない子供を

どう生かして、そういう環境とかも含めて子育てをうまくしていくことができるのかとい

うことで、随分悩まれている、一人でそういった問題を抱えておられる子供さんたちを持

っておられる方、あるいは御家庭、そういったものもよく耳にいたします。松前町は非常

に県内でも進んでいろんな形で子育て支援をされているとは思うんですけれども、非常に

少ない子供たちをいかに町としてまた地域としてどう支えていくかということに鑑みたと

きに、今の、今回出ましたこちらの松前町子ども・子育て支援事業計画というしっかりと

したアンケートをもとにした、しっかりとした町としての計画が出てることについては非

常に期待もいたしておりますし、これが実現していって、平成31年にさらに松前町が県内

でもトップクラスの子育て支援のまちであるというふうになってほしいなということは思

っております。 
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 ただ、その中で一つのやり方というか考え方の一つとして、私今回質問されたのは、基

本子供を中心とした考え方で、窓口を今の場合は子育て支援というのは福祉、そして教育

というふうに、ちゃんと課を分けてされてるんですけど、子供というものを基本にして考

えたときは、教育も子育て支援もゼロ歳から、その前から、いうたら高校生までずっと一

本化してるんじゃないかなと。そろそろ子供を中心とした課の考え方というんですかね、

そういう考え方もできないだろうかということもちょっと含めて質問をさせていただいた

んですけれども、ちょっと十分に私のほうの考え方が伝わらなかった部分もあるんですけ

れども、これはまた形を変えて、また質問させていただこうかなと思うんですけれども、

その中で今度はちょっと具体的な話として少し出していただきましたので、それに関連し

て質問したいと思うんですけれども、ちょっと学童保育なんかについても絡んで支援事業

のことについて少しお答えがありましたので、その点についてなんですけれども。 

 今、最近の新聞報道でそういった問題が取り上げられまして、県内でも204人の方が学

童保育が利用できないというようなことで大きく出ておりましたけれども、松前町は現在

３校小学校があって学童保育もあるようなんですが、今部長のほうからお答えもあったん

ですが、小学校３年生までの保護者のニーズが６年生まで広げてほしいというような声が

十分あるんですけれども、ただそのキャパの問題とかいろんな支援の先生の問題とかいろ

いろあると思うんですけれども、この方向性なんですが、この課題がこの本にも載ってた

んですけれども、３年生から６年生に広げた場合、考えられる課題というか、クリアしな

ければいけない問題とか、あるいはこのあたりまではこれぐらいでできそうだとか、ある

いは女性の起業率が高くなって時間の延長で19時以降も見てほしいとかというような声も

上がってきているこの中で、学童保育全体に対して今後どのように、そういう中身、いろ

いろな課題が出てきてると思うんですが、対応していくのか、お考えをお伺いしたいと思

います。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） 放課後児童クラブにつきましては、先ほどお答えしました

ように３年生から６年生にこの計画で受け入れ態勢を整備するように考えております。現

在、北伊予小学校の整備について設計をしておりますので、まずは北伊予小学校で６年生

まで、その施設ができれば受け入れできるようになるかと思います。 

 あと、それぞれ松前小学校、岡田小学校につきましても今後整備をして、全て５年以内

には受け入れできるように考えていきたいと思います。 

 また、時間の延長につきましても、また皆さんに需要とか希望とかを聞きながらその都

度考えていきたいと思います。 

○議長（三好勝利） 藤岡議員。 

○６番（藤岡 緑議員） 先ほども申しましたように、これには時間はかかると思うんで
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すけれども、北伊予小学校から最初にということで、松前小、岡田小学校なんかもできる

限り５年以内のこの事業計画が出てる中で、何とかそこを支援できるようになればなとい

うふうに期待いたしております。 

 また、時間の延長についてはそれぞれのニーズについてアンケート等されて、実態を把

握してからそれぞれのところでやっていくというお答えをいただきましたので、それはも

う早速始めていただきたいなと。実態がどうなのかということで、それのニーズに合わせ

てまた保護者のほうから、あれはどうなってるんだとかこうなってるのかということにつ

いての質問もあると思いますので、随時またその内容がわかりましたら、広報していただ

いたらなというふうに考えております。 

 それでは、以上、私のほうからの質問を終わらさせていただきます。 

○議長（三好勝利） ６番藤岡緑議員の一般質問を終わります。 

 ９番松本一二美議員。 

○９番（松本一二美議員） ９番、公明党の松本一二美でございます。議長の許可を得ま

したので、質問をさせていただきます。 

 初めに、浄水場について質問をいたします。 

 異常気象の影響でしょうか、災害が頻繁に起こっています。災害対策に力を入れること

は重要であり、喫緊の課題でもあります。水は、命をつなぐ上で空気とともに欠かせませ

ん。いつでもどこでも安全でおいしい水が飲めることがどれほど幸せなことかを、災害時

の体験を通して考えさせられるところであります。当町では、安心して利用できる水道施

設の防災対策を整備しています。恵久美浄水場は平成18年度に、北伊予浄水場は昨年度新

設し、運転を開始したところであります。この施設整備で岡田、北伊予地区の給水が安全

に確保されています。 

 心配するのは、西古泉水源地です。西古泉水源地は、昭和40年代に建設され既に50年が

経過しようとしています。西古泉水源地は、松前町の半数近くの住民が生活する松前地区

に水道を送っている大事な水源地です。南海トラフを震源とする災害の発生確率が30年以

内に70％と、大災害が危惧される現状となっています。災害時においては、水の確保は最

重要であります。西古泉水源地の現状は、待ったなしです。重要なこの施設の整備計画が

どのようになっているのか、理事者の考えをお伺いいたします。 

 次に、学校教育格差について質問いたします。 

 松前町は、教育の町宣言をしてから50年になります。昭和39年３月19日の宣言書には、

ここに我々町民は一体となり、相構えて教育の町たるを宣言し、行政施策の基本を教育に

置き、総力を結集して大松前町建設の理想の実現と責務の遂行に邁進することを誓うとあ

ります。具体的に何をもって教育の町というのでしょうか。 

 以前、情操教育の観点から、子供たちがじかに本物の芸術文化に触れることの必要性を
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提案しました。現在、坊っちゃん劇場での観劇が恒例となっていることは、提案者として

うれしい限りです。子供たちが率先して実施している挨拶運動や各種大会での好成績は、

対外的には誇れることでありますし、教育の一環の成果と言えます。 

 しかし、学校教育現場の設備格差をどのように考えておられますか。子供たちの努力だ

けではかなえられないこともあります。例えば、授業で使用するテレビはＳＮＳにつなげ

ようとしても使用不可能な状況であり、古過ぎて役に立たない状態で撤去したと聞いてい

ます。ＰＴＡや保護者からの要望もあり、この問題は前回議会でも質問いたしましたが、

理事者からは、現場の声を聞き対応するとの答弁でありました。予算も伴いますが、保護

者の不安を一掃することが大事と考えます。 

 教育の町を宣言する松前町の全ての子供たちが、心豊かに育つことが希望であります。

行政と教育現場の意思の疎通も大事です。そこで、教育現場の要望をどのように考え、ど

う対応するのか、要望に対する年度計画を含めた町の対応についてお伺いいたします。 

 ３番目として、保育所統廃合、建設の現状について質問いたします。 

 東日本大震災の教訓もあり、公共施設の耐震化は順次進んでいます。当町においても、

小・中学校の耐震化対策、老朽化した橋の補強工事など順調に実施しています。しかし、

保育所統廃合の計画においては二転三転状態です。松前、宗意原保育所統廃合の建設及び

運営は、理事者説明で民間委託から一転、町主導でしていくと理解しています。行き詰ま

り後、方向転換したのでしょうか。統廃合計画を示してからも、年数が経過している現状

をどのようにお考えでしょうか。老朽化は待ったなし、災害も待ったなしです。同じく現

在、耐震診断中の白鶴、二名保育所は、耐震診断後の結果を受けた後はどのような計画を

してるのでしょうか、お伺いをいたします。 

 保育所は、子供の命を預かっている重要な施設です。子供を預ける保護者に対しても、

安心・安全のためにいっときも早い段取りは必需です。保育所の統廃合及び建設の現状

と、今後の計画見通しをお伺いいたします。 

 質問の４番目として、選挙制度について３点質問いたします。 

 １点目は、18歳選挙制度についてです。 

 18歳選挙権法案は、今国会で審議されているさなかであり、法案が成立すれば来年夏の

参院選から適用されることになります。公明党は、若い世代の政治参加を進めるため日本

でも18歳選挙権を実施すべきと訴え、一貫して18歳選挙権実現に取り組んできました。児

童福祉法の児童は、18歳未満です。労働基準法は、18歳以上を実質的な成人と扱っていま

す。既に働き、納税の義務を果たしている人が18歳の３割を占めており、18歳選挙権は納

税者の当然の権利でもあります。 

 18歳からの選挙権実施で一番大きい利点は、若者の意見や考えが政治に反映されること

だと思います。また、若い世代が主体的に自覚を持ち、政治に参加することは、我が国に
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とっても重要であると考えます。ただ、20代の投票率は平均を大きく下回っており、選挙

権年齢が18歳以上に引き下げられても同様の傾向が懸念されるところであります。18歳選

挙権制度を受けて、今後早急に国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、行動する主

権者としての素養を身につける教育の充実が重要と考えます。政治的中立性を確保しなが

ら、学校でどのように政治に関する教育を行っていくのか、教育現場での政治教育の必要

性についての所見をお伺いいたします。 

 選挙制度の２点目として、主権者教育について質問をいたします。 

 選挙年齢が18歳以上になっても、政治的関心がすぐに高くなったりするとは考えにくい

ことから、政治に関心を持ち、国や地域の問題を主体的に考え、行動するようになる主権

者教育が求められます。主権者教育とは、選挙教育や政治教育だけを指すものではありま

せん。主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うという教育基本法に

のっとり、公共の精神をいかに育てるかが主権者教育の最大の眼目です。 

 イギリスでは、11歳から中等教育の中で独立した教科として政治教育を行う、シチズン

シップを必修化していますし、アメリカでは時事問題に関する教育が重要視され、実際の

選挙に合わせた模擬投票が行われています。こうした例を踏まえて、日本でも学校現場で

いかに政治的中立性を保ちながら主権者教育を行っていくか模索し、実施しているところ

もあります。 

 当町では、政治教育の一環として、子ども議会の開催は過去にありましたが、主権者教

育の具体例としては模擬投票などの実施も効果的と考えます。町の主権者教育への見解を

お伺いいたします。また、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる意義を町民に説明する必要

があると考えます。町民への広報、啓発はどのように考えているのか、町の見解をあわせ

てお伺いいたします。 

 選挙制度の質問３点目として、以前にも質問いたしましたが、町民から要望の多い投票

入場券の裏に宣誓書記入欄の取り組みについてお伺いいたします。 

 投票入場券の裏に宣誓書記入欄の取り組みは、特に高齢者の方の生の声として、緊張感

で困ったから改革をしてほしいとの要望が多いのです。事前にホームページから取り出し

て持参できるとの町の説明に対しても、パソコンを使えない、ほかのところはできている

ことが何でできないのかと苦情が多いのが実情であります。町民の再度要望もあり、改め

て町の見解をお伺いいたします。 

 最後に、女性が輝く社会について質問をいたします。 

 本年度、初めて当町で女性課長が誕生しました。国は全ての女性が輝く社会づくりを推

進しています。女性が社会で働きやすい環境づくりに力を入れており、女性の国家公務員

採用をより一層拡大するとともに、積極的な登用を推進しています。男女問わず職員が働

きやすい職場を目指して環境整備を推進していくと定義づけをしています。 
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 当町においても、女性課長誕生はその一歩前進と喜んでいます。今後も、女性がみずか

ら輝き、特性を生かした活躍を期待するところであります。女性が輝く社会とは、男女と

もに当たり前に働ける環境づくりであり、そのためには制度を整えるだけではなく、働き

方、考え方を変える必要があると考えます。女性が活躍できること、やりがいを感じるこ

とができることといった質的な面での議論や支援も必要と考えます。そこで、町として女

性が社会で働きやすい環境づくりについての見解をお伺いいたします。 

 今後数年で多くの部課長の方々が定年を迎えられると聞いております。そのことを踏ま

えて、今後の部課長などへの女性の登用についてあわせて見解をお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（三好勝利） 理事者の答弁を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 松本議員の質問にお答えをいたします。 

 女性が輝く社会をということで御質問がございましたけれども、何といっても女性が社

会で働きやすい環境をつくることが一番大事でありまして、そのためには仕事と家庭が両

立できるような、そういう環境を整えることが大事だろうというふうに基本的には考えま

す。 

 松前町では、ことし第２次男女共同参画計画・まさきを策定し、女性も男性も自分らし

く輝いて暮らせる男女共同参画のまちづくりを目指しております。そういった中で、女性

団体が中心になって男女共同参画社会の実現を目指し、いろいろな講演会とか学習会、そ

ういったことも開催をしております。今後とも、より多くの女性が就業継続や、あるいは

キャリアアップできるように積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、松前町では男女共同参画社会の形成を促進するためにも、女性職員の管理職への

登用を進めておりまして、現在課長補佐級以上の職員の中で女性の占める割合は５分の１

を超えております。そして、意欲のある職員は、キャリアやスキルアップのための研修に

積極的に参加させるなど、男女の区別なく登用を促進し、その結果として今回初めて女性

課長が誕生したわけであります。こういった女性の登用が、結果的に住民サービスの向上

にもつながるのではないかということをぜひ期待をしたいというふうに思います。 

 ただ、まさに男女が同じ立場で仕事をし、働くことが大事なことでありますけれども、

これにはさまざまな壁といいますか、規制があるわけです。企業なんかでは勤務時間とか

あるいは休みのとり方、そういったことについてかなり思い切った施策を講じているとこ

ろでありますけれども、なかなか公務員の制度の中ではまだまだいろんな規約とか制度と

か条例とか、そういったものがありますので、そういったことを一つ一つ解決をしなが

ら、最初に申し上げたように、女性が安心して仕事ができる、つまり家庭と仕事、これが
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両立できる、そういった基本的な制度改革も必要じゃないかというふうに思ってますの

で、松前町としてもそういった面に努力をしていきたいというふうに思います。 

 他の質問につきましては、教育長以下、各担当の部長、課長がお答えをいたします。 

○議長（三好勝利） 本馬教育長。 

○教育長（本馬 毅） 初めに、教育の町と施設整備についてお答えをします。 

 昭和39年に教育の町を宣言して、半世紀が経過しました。 

 宣言後は、ハード面の整備では木造校舎からコンクリート校舎、プール、体育館や武道

場、また各校区における地域活動の拠点となる地区公民館や総合文化センターなどを整備

し、近年では学校施設の耐震化工事を推進しました。 

 教育の質の面では、議員が述べられた教育の成果のほか、小学校３、４年生用副読本と

して作成した松前の暮らしで、松前町の暮らしや歴史について理解を深めています。ま

た、郷土の偉人義農作兵衛さんを学び、義農精神を継続的に伝えながら思いやりや豊かな

心を育成し、ボランティア活動を推進するなど、内容の充実を図ってきております。 

 教育現場におけるＩＣＴ環境の整備は、これまでも行っており、町内全ての学校の普通

教室には、インターネット接続のための設備や高速データ回線などの基礎的な整備は完了

しております。 

 しかし、厳しい財政状況の中、テレビ、タブレットなどの機器の導入がおくれているの

は事実です。今後、児童・生徒の豊かな学びができるよう、学校現場からの要望をもとに

整備年次計画を立て、中でもテレビの導入から努めていきたいと考えています。 

 ことし４月からの新しい教育委員会制度のもと、これから松前町の教育に関する大綱や

基本方針などを、町長と教育委員会による総合教育会議において協議、調整して、町長が

策定していきます。策定に際しては、教育の町として、学校、関係団体の意見や要望も参

考にしながら、義農精神を含めて松前町の特色が出るような大綱づくりに努力する所存で

ございます。 

 次に、18歳選挙制度についての御質問ですが、小・中学校における政治に関する学習に

ついて答弁させていただきたいと思います。 

 小・中学校では、政治、経済、歴史、文化などについて、社会科を中心に学年に応じて

学習を深めていきます。 

 政治に関する学習では、児童・生徒が社会科の学習や体験学習を通して、政治に興味、

関心を持ち、自分の知識や知り得る社会について多様な見方や考え方を身につけ、みずか

らの視野を広げ理解を深めることが重要であると考えています。 

 政治に関する学習内容について例を挙げますと、小学校６年で日本国憲法の三原則を、

中学校３年では選挙の基本原則、選挙制度、国政選挙の投票率の推移や一票の格差につい

ても学習をします。義務教育の最終段階では、国民主権という立場から国民生活と関連づ
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けたり、主権者として政治に参加する意義を自覚させたりすることを通して、政治につい

ての見方や考え方の基礎を培うことを基本的狙いとしています。 

 この狙いを達成するためには、議員御指摘のとおり、教育の政治的中立性の確保が大前

提であり、全ての教師がしっかり自覚し、指導に当たることが肝要であると考えておりま

す。 

 最後に、模擬投票についてお答えをします。 

 模擬投票の例として、現在町内全中学校では、生徒会役員選挙を年に１回ないし２回実

施しており、その際は各学校の生徒会の選挙管理委員会規則に基づき、選挙管理委員会の

設置、選挙運動期間の決定、ポスターの掲示、立候補演説や質疑、立会人のもとでの生徒

全員による投票を行っています。中には、町の選挙管理委員会から投票箱をお借りして実

施している学校もあります。 

 これらのことを通し、中学生に見合った選挙の仕組みや基本的知識を学び、適切な候補

者の選出の判断力を身につける経験を重ねています。この活動は、学校における生徒の自

治活動を促進するものであり、主権者教育に相通ずるものがあると考えております。 

○議長（三好勝利） 金子選挙管理委員会書記長。 

○選挙管理委員会書記長（金子知芳） それでは、私のほうからは18歳選挙制度の広報啓

発について、また投票入場券への宣誓書記入についてお答えをいたします。 

 選挙権年齢の18歳引き下げの広報啓発については、今後国、党において十分行われると

考えておりますが、町においても各選挙時には十分な啓発が必要というふうに考えており

ます。 

 投票所入場券の裏に宣誓書欄を追加することにつきましては、選挙に関する重要なお知

らせ等の文字が小さくなり読みにくくなる上、宣誓書の記入欄も狭くなり記入しにくいと

いうふうに考え、記載はしておりません。 

 新たな取り組みとしまして、ことし４月に行われました県議会議員選挙から、本町ホー

ムページで宣誓書をプリントアウトできるようにし、事前に自宅での宣誓書の記入を可能

にして、期日前投票を行う人の利便性の向上に努めております。 

 本町の期日前投票所では、投票される方に対し丁寧に対応しておりまして、また投票所

の外で自分一人で記入することもできますので、今までどおりのやり方で続けていきたい

というふうに考えております。 

○議長（三好勝利） 高橋保健福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） それでは、保育所統合、建設についてお答えいたします。 

 保育所の整備については、財政状況が厳しい状況の中、予算措置や将来の財政負担等を

考慮すると、公営により整備するよりも、民間の活力を生かし、民営による整備に対して

助成するほうが低コストで効率的であることから、基本的には民営化の可能性を見きわめ
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ながら検討を進めたいと考えております。 

 松前保育所と宗意原保育所につきましては、両施設とも老朽化が進み、また敷地につい

ても手狭であることなどから、別の場所に両施設を統合した施設を整備することとし、平

成25年度と26年度の２年間、民間から施設の整備、運営事業者を募集いたしましたが、応

募はあったものの、採択には至りませんでした。このため、この施設の整備に関しては、

民営化により早期に整備することは困難であると判断し、今後は松前町で設備の整備を行

いたいと考えております。 

 白鶴保育所と二名両保育所については、現在施設の耐震診断を行っているところです

が、審査機関での審査件数が多く、審査の結果が出るのがおくれております。今後は、審

査の結果を見て修繕や補強、建てかえなどの対応を行ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 忽那上下水道課長。 

○上下水道課長（忽那俊幸） 浄水場についてお答えします。 

 松前町では、平成14年度に第６次拡張事業計画を策定し、町内８カ所に分散しておりま

した浄水施設を３ブロックに分割統合し拠点化することや、新水源地を開発すること、ま

たクリプトスポリジウムに対応したろ過設備の導入などを行うこととしております。 

 この計画に基づき、平成19年度に恵久美浄水場、また平成25年度には北伊予浄水場が完

成し、主に岡田方面、北伊予方面へ良質な水を安定供給しております。さらに、計画的に

配水管等の耐震対策を行い、特に学校などの避難施設に配水している主要な水道管につい

ては耐震化を実施するなど、災害時においても安心・安全な水を供給できる環境を整えて

おります。 

 こうしたことから水道会計では、これまで建設してきた浄水場の起債の償還や減価償却

費などで多額の費用がかかる上に、平成24年度から水の販売価格が原価割れしていること

などから、単年度収支が赤字となり、これを利益剰余金で補填しながら経営してきまし

た。このような状況の中、経営の安定を図り、あわせて西古泉の浄水場を整備するため、

去年の３月に料金改定を提案しましたが、結果として計画の半分の改定しかできませんで

した。 

 西古泉の浄水場の整備につきましては、多額の費用が要るため、去年の料金改定では事

業着手は難しく、延期をしております。ただ、西古泉浄水場の配水区域内には、松前小学

校、中学校、松前公園など災害時における指定避難場所もあるため、できるだけ早く整備

が必要であると考えており、今後の料金改定も含めた財政収支の見込みを立てた上で事業

着手したいと考えております。 

○議長（三好勝利） 松本一二美議員。 

○９番（松本一二美議員） それでは、再質問をさせていただきます。 
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 順番で行きます。最初に、浄水場の建てかえというか、建設でございます。 

 水道は、命にもつなぐ大事なものでありますし、また松前町は水が豊かでおいしくて、

また安くてというのが町外の方からも松前町がうらやましがられる一つの要因であります

が、昨年等々から水道の料金に関しては議会ともいろいろありまして、それも大事な、建

てかえは大事であります。また、その建てかえに関して建設費が多額に要るということも

了解をしておりますし、建てかえをしないといけないということも理事者のほうは理解し

ておられることと思います。本当に安心して水が飲めるということが、町民の方にとって

は一番大事だと思っております。どうしてもこういうことで必要だからということで、そ

ういうことを具体的に示していただいて、何年化計画でも結構ですから、ほったらかしに

するというのが一番無責任かなという、一議員としてはそういう感じになります。 

 また、水質調査、こういうことでもきちっと町は全力で取り組んでおられますし、また

そういうことも建てかえも必要ですのでということで、町民の方の理解も得ながら、今後

水道料金も値上げをしないといけない状況は理解できるところでありますので、町民の理

解を得ながらしていかないといけないと思いますが、全然整備計画というのはされたこと

はないんですか。こういう西古泉の浄水場ですよね、そういうのは浄水場として、水源地

を浄水場としてしていく、その建設の計画というのは全然今までに上がらなかったんです

か。 

○議長（三好勝利） 忽那課長。 

○上下水道課長（忽那俊幸） 西古泉浄水場の建設計画については、去年の値上げが順調

に行ければ今年度から基本設計ということで予定できとったところです。しかしながら、

昨年８月１日から改定料金で施行をして、９月検針分、10月の分から改定料金で料金収納

をしております。本日までちょうど約８カ月ぐらいたったところですが、そういったこと

も考えて、次回の料金の値上げの時期などあわせて、今後の基本計画、基本設計を考えて

いかなければならないのではないかと考えております。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 値上げ、安いのは安いにこしたことはないですけど安全で、

大震災があっても安全な水が確保できるような施設というのは本当に大事なことでありま

すので、今後は町民の理解も得ながら、また議会とやり合うというか、意見交換しなが

ら、ぜひ具体的な施策で前向いて進むように、これは本当に待ったなしですので、担当課

にも理事者にも要望しておきます。 

 学校格差について、引き続き再質問をさせていただきます。 

 50年たって、教育の町ということで、子供たち一番うれしいのは自発的に挨拶をしっか

りしていただけますし、かわいい笑顔があふれるような松前町になっております。いろん

なものをつくっていただいとんですが、きょうの質問で取り上げさせていただいたのは、
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現場のというかＰＴＡだったり保護者から要望がある、実際に毎日授業で使ってるテレビ

等の施設の設備がほかの、例えば松山だったりほかの市町と比べるとどうなんでしょうか

ということで、御不満と要望を多くお聞きします。これまでも、例えば机だったりパソコ

ンだったりするのは、３年計画で買いかえましょうと。大きなお金が動きますので一括で

はということで、３年計画で実施して、今新しく子供も今の現状に対応したような形で設

備もしていただいたことがあります。そういう教育現場としては、例えばＰＴＡだったり

現場の保護者の要望だったりするのを具体的に捉えて実施するというのが教育現場の一番

の力の発揮するところではないかと思っております。 

 今教育長のほうから、例えばインターネットにつなげようとしてもつなげんじゃないか

ということを質問しましたら、教室までにはＬＡＮが来とるということで、そうすると扇

風機を以前要望したときに、扇風機１台普通だったら１万円もかからないのが、学校の教

室に設置していただくとしたら二十数万円かかるということでびっくりしたことがあるん

ですが、このＬＡＮが来ているということは、テレビだけ買えば、コードだけ買えばすぐ

にでも使用ができるということなので、その点に関しては、今テレビも今安価ですし、保

護者またＰＴＡの強い要望もありますので、ぜひ何年かの計画を立ててでも実施をしてい

ただきたいと思っております。 

 予算は大変醸し出すのはなかなか握って離さないという、そういうのもあるかもしれま

せんが、そういう学校教育現場の必要性、また松前町が教育の町を宣言しとる、そういう

ことにおいては必要だと思いますが、耐震化やったりいろんなことを要望する議員として

はこれもあれもということなんですが、財政課長としてはどういうふうにその点はお考え

かお伺いしてもよろしいでしょうか。そういうのは答弁は難しいですか。 

○議長（三好勝利） 財政課長。 

○財政課長（久津那良幸） 学校の耐震化について、一応は26年度で終わったというとこ

ろでございます。大きな事業でございますので、今後についても財源との兼ね合いもあり

ますけれども、すぐに手がつけられるかどうかわかりませんけれども、手がつけられると

ころから順番にやっていきたいとは考えております。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 相互連携とりながら、ぜひ実現をしていただきたいと思って

おりますし、また具体的に計画が示せれば要望をされている方々からも安心をしていただ

けると思っておりますので、ぜひ前向きな対応をよろしくお願いいたします。 

 続いて、保育所の統廃合の現状についてお伺いいたします。 

 福祉部長のほうから一定の説明がありました。民間でということが頓挫したということ

であります。具体的にも耳にはしておりますが、この問題は10年、私も議員をさせていた

だいてもう当初からこういう古くなった保育所をということであるんですが、具体的に
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二、三年前からは何とかなるんじゃないかという希望が、光が差したような状況でありま

したが、今頓挫しとるということで。今福祉部長のほうから具体的な話を何もなかったん

ですが、今後だめになって次はどうするかというのの具体的なことが少しでもわかってお

ればお伺いをいたします。 

 また、白鶴、二名保育所の耐震診断の結果を見て、また町内建てかえをということで計

画になろうかと思うんですが、先日視察研修させていただいたとこは、同じぐらいの町で

保育所の数はかなり少なかったですね。町としては、20キロ平米の町でありますし、また

山もないということで、至便性はすごいいいので、６カ所要るか、ほかの幼稚園、それか

らいろんな民間の施設も含めてどういうふうに考えておられるのか、今後のことだと思う

んですが、少しでもこの統廃合が頓挫してから何か動きがあれば、また今後早急に必要に

なってくると思うんですが、その点に関してどのようにお考えなのかお伺いをいたしま

す。 

○議長（三好勝利） 高橋福祉部長。 

○保健福祉部長（高橋昌志） まず、松前保育所と宗意原保育所につきましては、できる

だけ早く整備する必要があるというぐあいには思っております。現在位置的にもよくて環

境にもいい場所を地権者等と協議を行っているところなので、そういったのがまとまれば

また早急に準備ができるというぐあいに思っております。 

 それから、ほかの白鶴、二名保育所、それ以外の保育園もあるんですけども、そういっ

た老朽化した施設につきましては、今後診断結果にもよりますけれども、ほかの施設の絡

みあるいは保育士の確保の問題、いろいろなものがあって民営化とか統合も含めて今後検

討していきたいというように思います。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） ぜひ保護者の方の安心を得るためにも、また着工してからで

も年数がかかることから、早急な対応をお願いをいたします。 

 続いて、選挙制度について再質問をさせていただきます。 

 教育長のほうからも答弁ありましたように、来年の大きな国の選挙からなろうかとい

う、そういうことで今国会のほうでもほぼ決まりみたいな形であります。大事なのは、こ

れは有識者の言葉をかりると、若者に政治への関心を持たせるには義務教育からしっかり

主権者教育を施す必要がある。成人になっていきなり投票へと言っても遅いという方のお

話もありました。主権者教育という、その核になるというんはやっぱり選挙教育、政治教

育の流れというのをつくることだと思いますし、また投票率の上昇だけでなくて、投票に

行くその思いとか、質の向上にもつながるということで、主権者教育とは本当に大事なこ

とだと思っております。 

 例えば、東京の品川では小中一貫校の教育の中で、市民科というのを授業で実施をし
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て、その中で従来の道徳、特別活動や総合学習を統合した教科の位置づけで、広い視野で

自分と社会とのかかわりを学んでいくということでやってるところもあります。 

 一番心配するのは、先生の立場、立ち位置であろうかと思います。中立性も必要とされ

ますし、不意な言動が波紋を及ぼすということも、ちょっと心配するところではありま

す。また、文科省のほうから副教材を18歳の高校３年生だけでなく１、２年生にも配付す

るようになってるということで、主権者教育というのは現場の先生、また小・中学生の時

代から必要になってくる大事なことであります。その件は苦労もこれからあろうかと思う

んですが。 

 １点、保護者とか家庭ですよね、そのコラボレーション、そのやりとりというのも必要

かと思うんです。主権者教育を定着させるには、学校が大事な役割を果たしはしますが、

それと同時に学校だけでなく地域とか保護者との意思疎通というか連携も大事になってく

ると思いますが、これからいろんなことで子供たちに負担がかからないように、またいい

大人というか、ちょっと言葉が違うと思いますが、政治にも関心を持って主体的に社会の

形成に参画できるようないい制度を育てていっていただきたいことお願いをしておきま

す。いろんなことでこれから大変になろうかと思いますが、よろしくお願いをして、この

件は終わります。 

 入場券の裏の宣誓書記入の件です。 

 前と同じ答弁で、ホームページがあるでしょうと。私は、ホームページ使えない人はど

うするんですかということで質問しましたが、同じ部長の答弁でありました。１点、ホー

ムページが自分が出て、それはありますということなんですが、期日前投票に行ったとき

に外に出て記入できるという、具体的にはよく理解できんのですが、どういうことでそう

いうことを言われたんですか。外でというのは。 

○議長（三好勝利） 金子総務部長。 

○総務部長（金子知芳） 期日前投票所は、庁舎の場合２階の会議室でやっております。

その部屋の中に入れば職員と対面して、こういうふうにお書きくださいというふうな丁寧

な説明をして書いてもらっておるという状況でございます。その部屋の外、廊下のところ

に机を置いて宣誓書も置いて、そこで自分で書き方も記載例を置いておりますので、それ

を見ながら書くこともできます。そうすれば対面して緊張することもないというようなこ

ともあるし、スムーズに期日前投票の事務が流れるというようなことで、そういったこと

にしておりますので、職員の前で緊張して書くということはそれによって避けれるんでは

ないかなというふうには考えております。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 再確認ですが、そうすると期日前の投票所の中では、本人し

か入れませんけど、その御家族の方が車椅子等々で同行されて外で、例えばお母さんにこ
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うやって書くんやとということで、そういうことですよね。 

○議長（三好勝利） 総務部長。 

○総務部長（金子知芳） 記載例を見ながら書くことが前提ではございますが、もしわか

らない人があって一緒に来ておる人がこういうふうに書くんよというふうな指導は十分可

能というふうに考えております。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） わかりました。ほかの市町では、いろんな方法で違う用紙を

同封して送るとか、用紙を大きくするとかいろんなところがありますので、今回の答弁で

はしないということでありましたが、要望はたくさん受けておりますので、またいろんな

ところで調べていただいたらと思っております。 

 最後に、女性が輝く社会について再質問をさせていただきます。 

 町長のほうから、５分の１が課長、課長補佐ということで今後の期待ができるところで

ありますが、以前町長は、女性職員と懇談の場を持たれたり、そういう意見交換の機会を

しましょうということで期待をしております。今現状で５分の１おられるという方々も現

実にはいろんな問題を掲げながら一生懸命働いておられることと察するところであります

が、例えば町長との懇談とか、そういう女性ならではの要望とか悩みとかという、意見交

換の場はどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（三好勝利） 白石町長。 

○町長（白石勝也） これはこの問題に限らず、若い世代の人たちとかいろんな面で意見

交換の場を持っておりますけど、特に職員で今お子さんを育てながら働いている女性がた

くさんいらっしゃいますので、そういう人たちにはいろんな面でどういったことが問題に

なっているのか、そういったことをできるだけ具体的に言ってくれるとこちらとしても採

用しやすいんで、そういった場を持つのでぜひそういう意見を出してほしいということ

は、もう機会があるごとに話しておりまして、中にはいろいろ具体的に、こんなことが困

るんだとかというような声を聞きますけども、個人的なものと制度的なものがありますの

で、できるだけそういう現場の声を聞いて、それをできるだけフィードバックできるよう

な形で、例えば制度を少しでも変えていくとか、そういうふうにしないと、もう口だけで

言ってるな、この問題も前から言ってる話でして、だけども進まないのは、いろんなその

勤務条件であるとか、あるいはその他制度的なものがかなり足かせになってますから、そ

れを少しずつ変えていかないと、特に公務員の場合はなかなか難しいものがあるだろうと

いうふうに思ってます。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） ぜひ町長、生の女性の職員の方々の声をぜひ聞く機会を持っ

ていただいて、より仕事がしやすい、女性がみずからのやりがいになるような、力を発揮
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できるようなそういう松前町の職員、また今後の登用も、女性みずからがもっと努力しな

がらということで、私も感じておる次第でございます。 

 松前町は私大好きでございまして、私は３期12年議員の立場をいただいて、一人の声

を、小さな声を議会に届け形にしたいとの思いで、微力でありますが精いっぱい努めさせ

ていただきました。本当にありがとうございました。これからも松前町が魅力ある住みや

すい町への発展を期待しながら、これからは町民の一人としてできることを頑張っていき

たいと思っております。本当にありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（三好勝利） ９番松本一二美議員の一般質問を終わります。 

 11時15分まで暫時休憩をいたします。 

            午前10時54分 休憩 

            午前11時15分 再開 

○議長（三好勝利） 休憩前に引き続き議会を再開いたします。 

 ２番稲田輝宏議員の一般質問を。 

 稲田議員。 

○２番（稲田輝宏議員） ただいま議長のほうから一般質問の許可がおりましたので、２

番無所属の稲田輝宏が一般質問をさせていただきます。 

 まず最初に、現段階では唯一の新人議員でございます。この４年間、理事者の方々ある

いは議員の仲間の方々、あるいは事務員の方々の厚い御指導をいただきまして、まことに

ありがとうございます。お礼を申し上げます。 

 早速ですけども、一般質問は２項目あります。 

 まず最初に、岡田駅周辺交通混雑についての質問をさせていただきます。 

 これは、私は以前から気づいておったんですけども、任期中に１度は理事者側の考え方

について問いただしてみたいと思っておりましたので、今回質問させていただきます。 

 要旨としましては、駅南の踏切と国道間の混雑対策ということでございます。現況で

は、伊予鉄郡中線岡田駅南側の県道踏切から東の国道までは道幅が狭くて、車両の離合が

非常に困難であります。互いに譲り合って、待ち合って通っております。そのため時間が

かかり、また国道に信号機があることから、その兼ね合いからより混雑していると思われ

るのであります。距離は短いのですが、この地点は岡田校区の中心部で北公民館、郵便

局、農協、ストアなど、利用する方には欠かせない道路であります。それと、駅利用の通

勤者や通学者などもこの道路を利用しております。また、狭い歩道は小・中学生の通学路

にもなっております。この区間は狭く、自動車、自転車、それに児童を含めた歩行者にと

っては危険性の高いものと思われるのであります。早急な調査検討を実施し、前向きな整

備が必要と考えております。ただ、ここは県道ですので、愛媛県のほうに整備を行っても
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らうよう働きかけが必要と考えられます。町として整備に向けた考え方や県への要望等の

考えはあるのかどうかお尋ねいたします。 

 それと、現在ＪＲ北伊予駅周辺や郡中線松前駅周辺でも県や町が周辺整備とかを実施あ

るいは計画がされ、一部では前向きな予算化もされております。岡田校区の方々にとって

は、不公平感を感じるとの意見もございます。この不公平感を払拭するためにも、今後町

としての岡田駅前あたりの道路整備をどのように対応していくのか重ねてお尋ねいたしま

す。 

 また、もう一つお尋ねします。 

 地元からの要望は今までにあったのかどうか、これもあわせてお尋ねいたします。 

 それと２点目ですけども、これは当然この観点は先輩女性議員のほうから今回質問があ

るのではないかと思ったんですけれども、なかったので、私としては大変がっかりしてお

ります。というのが、２点目、プレミアム付商品券についてお尋ねいたします。 

 ２種類のプレミアム商品券の周知徹底の対応についてと現状はどうかという質問でござ

います。 

 このたび地域活性化のため、愛媛県では愛顔のえひめ商品券の発行を行い、松前町では

町制施行60周年を記念して、単独で恵みめぐるご縁券が発行されます。これはともに住民

１人につき３セットまで購入が可能で、３セット購入すると３万円で３万6,000円分の商

品券が購入できます。つまり、6,000円の住民利益となり、今回はプレミア率が大きいの

であります。ただ、これを購入するには手続が要りまして、往復はがきで期日までに申し

込む必要がありました。そこで懸念されたのは、独居老人あるいは高齢者への周知徹底で

あります。独居老人、高齢者への周知はどのようにしたのかをお尋ねいたします。 

 次に、町単独分のプレミア商品券についての今後、独居老人あるいは高齢者への対応は

どのようにする予定なのか、重ねてお尋ねいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三好勝利） 理事者の答弁を求めます。 

 岡本副町長。 

○副町長（岡本 靖） 岡田駅周辺の交通混雑についてお答えをいたします。 

 県道砥部伊予松山線の国道56号と交差する昌農内交差点から岡田駅の南にある踏切まで

の区間につきましては、道路幅が狭く、信号待ちの車がとまっている場合には離合も困難

な状況でございます。 

 また、この道路は子供たちの通学道路でもありますし、周辺には駅や農協などがあり、

多くの住民が利用している状況でございます。このようなことから、利用者の安全性の確

保も必要であると考えております。 

 このため、町といたしましては、昨年度地元からの道路拡幅の要望もあったことから、
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道路管理者の愛媛県に対しまして事業化に向けた検討を要望しているところでございま

す。今年度は知事への要望事項にも盛り込み、引き続き要望していきたいと考えておりま

す。 

 もう一つの質問につきましては、担当課長からお答えをいたします。 

○議長（三好勝利） 徳居産業課長。 

○産業課長（徳居芳之） プレミアム付商品券の周知について申し上げます。 

 県の愛顔のえひめ商品券につきましては、県がチラシの配布、新聞広告、テレビコマー

シャル、スーパーでのチラシ配布などによる周知を行ったほか、松前町では応募方法や往

復はがきの記入方法を広報６月号及びホームページでお知らせするとともに、郵便局でも

往復はがき購入時にはがきの書き方の説明文書を渡していただくなど、わかりやすい住民

周知に努めました。特別に独居老人や高齢者の方を対象とした周知は行っておりません。 

 ７月24日から応募が始まる、町制施行60周年を記念して発売する町の恵みめぐるご縁券

につきましても、より多くの町民の方にこの事業の情報が行き渡るように丁寧な対応を図

っていきたいと考えており、広報６月号及びホームページで県の愛顔のえひめ商品券の周

知とあわせて、応募方法や往復はがきの記入方法をお知らせしているほか、今後は関係機

関の協力を得ながらのポスターの掲示や庁舎内会議などでのチラシの配布、町のホームペ

ージへの新たな掲載とともに、応募開始前に新聞に２回折り込みチラシを入れるなどして

周知を図っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 稲田輝宏議員。 

○２番（稲田輝宏議員） まず最初に、岡田駅周辺の件ですけども、こういう対応をして

いただいとるということでございますので、大変ありがとうございました。 

 その施工についても、一日も早く実現するようにお願いをしたいと思います。安全性、

利便性、それに美観などの向上につながります。よろしくお願いします。 

 それと、プレミアム付商品券の件ですけども、今後自治体の方々は、そういうお年寄り

は細々とつつましく生活している、弱い立場の方です。不利な立場の方でもあります。手

が不自由とか、そういう方々がおられますので、もう一歩踏み込んで、社会から置いてき

ぼりにならないように担当部署の方が頑張っていただいて、住民の皆さんみんなが利益を

分かち合えるようにお願いしたいと思います。 

 短いようですけども、これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（三好勝利） ２番稲田輝宏議員の一般質問を終わります。 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了しました。 

 散会する前に、皆さんのお顔をまた９月の月には会える日を楽しみに、選挙を頑張って

いただきたいと思います。 
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 以上をもちましてこれにて散会をいたします。 

            午前11時27分 散会 
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            午前10時43分 開議 

○議長（三好勝利） ただいまから本日の会議を開きます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（三好勝利） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、松前町議会会議規則第125条の規定により、議長が指名をい

たします。 

 14番木下淳議員、２番稲田輝宏議員、以上両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第４１号 松前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（上程、 

              委員長報告（文教厚生）、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第２、議案第41号松前町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員長加藤博德議員。 

○文教厚生常任委員長（加藤博德議員） 去る６月10日の本会議において、当文教厚生常

任委員会に付託されました議案第41号について審査の内容とその結果を御報告いたしま

す。 

 今回の条例改正は、国保事業の安定的な運営を図るため、国民健康保険税の医療分と後

期高齢者支援金分について税率の改正を行うものです。 

 審査の過程において、国民健康保険運営主体の変更と町への影響に関する質疑に対し、

平成30年度から県が財政運営の主体となるが、税率は県が示す標準を勘案しながら町が決

定することになるため、当面は大きな変更はないとの答弁がありました。 

 また、国保事業の安定的な運営のためには、国民健康保険税の徴収率の向上が必要では

ないかとの質疑に対し、徴収を担当する税務課と保険課が協力しながら効果的な徴収に取

り組みたいとの答弁がありました。 

 加えて、医療費を抑え、税率を上げないようにする取り組みが必要ではないかとの質疑

に対し、生活習慣病など発症すると長期間の治療が必要となる疾患の予防に力を入れるた

めに、健診の申し込みをされたが受診されていない人に対する電話の勧奨、広報まさきや

ホームページを初め、町内医療機関でのポスターの掲示、郵便物へのチラシの同封などに

より特定健診の受診を推奨している。町民一人一人の健康づくりに対する意識を高め、医

療費の削減につなげたいとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案どおり可決いたしましたので、

御報告いたします。 
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○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第41号を委員長の報告どおり決することに御異議はありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第４５号 平成２７年度松前町一般会計補正予算（第１号）について 

              （上程、委員長報告（予算決算）、質疑、討論、採決） 

  日程第４ 議案第４６号 平成２７年度松前町国民健康保険特別会計補正予算（第１ 

              号）について（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、討 

              論、採決） 

  日程第５ 議案第４７号 平成２７年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

              １号）について（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、 

              討論、採決） 

  日程第６ 議案第４８号 平成２７年度松前町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

              について（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、討論、 

              採決） 

  日程第７ 議案第４９号 平成２７年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算（第 

              １号）について（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、 

              討論、採決） 

  日程第８ 議案第５０号 平成２７年度松前町水道事業会計補正予算（第１号）につ 

              いて（上程、委員長報告（予算決算）、質疑、討論、採 

              決） 

○議長（三好勝利） 日程第３、議案第45号平成27年度松前町一般会計補正予算第１号に

ついて、日程第４、議案第46号平成27年度松前町国民健康保険特別会計補正予算第１号に

ついて、日程第５、議案第47号平成27年度松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号

について、日程第６、議案第48号平成27年度松前町介護保険特別会計補正予算第１号につ



- 68 - 

いて、日程第７、議案第49号平成27年度松前町公共下水道事業特別会計補正予算第１号に

ついて及び日程第８、議案第50号平成27年度松前町水道事業会計補正予算第１号について

を一括議題とします。 

 予算決算常任委員長の報告を求めます。 

 予算決算常任委員長岡井馨一郎議員。 

○予算決算常任委員長（岡井馨一郎議員） 去る６月10日の本会議において、当予算決算

常任委員会に付託されました議案第45号から議案第50号までについて審査の内容とその結

果を御報告いたします。 

 まず最初に、議案第45号松前町一般会計補正予算第１号は、歳入歳出予算に３億

8,242万8,000円を増額し、総額を96億3,859万9,000円とするものです。 

 歳入予算で主なものは、国庫支出金を１億5,545万円、諸収入を3,891万6,000円、町債

を１億4,060万円を増額するものです。 

 目的別歳出予算の主なものは、土木費を３億442万5,000円、農林水産業費を4,317万

6,000円、教育費を3,592万7,000円増額し、民生費を1,357万6,000円、衛生費を1,204万

7,000円減額するものです。 

 審査の過程におきまして、総務部所管等については、防災行政無線戸別受信機の設置効

果についての質疑があり、県の補助要綱により地区ごとに１台代表者宅に設置することと

なっている。代表者宅に置くことにより、住民への情報の伝達網の構築を目的とするもの

である。情報伝達手段の多様化の一つであり、より確実に情報が伝わるものと考えてい

る。 

 また、戸別受信機は１台５万円程度であり、個人的に購入も可能であるとの答弁があり

ました。 

 また、庁舎太陽光発電システムについての質疑があり、庁舎東車庫棟の屋上に発電容量

１時間当たり約15キロワットのパネルと発電した電気を蓄える15キロワットの容量のリチ

ウム充電池を設置する。災害時の停電においては、昼間は発電を行いながら使用するた

め、パソコン15台、プリンター２台、電話、ファクス、ディスプレイなどで約10時間使用

できる。夜間は充電池のみの運用になるため、パソコン７台、プリンター１台、ディスプ

レイ等は常時使用しないことにより14時間程度使えるようになる。平常時は庁舎で使用す

る電力の一部として利用するとの答弁がありました。 

 次に、保健福祉部所管については、コミュニティ助成事業については、町内全地区に調

査を行い、７地区から要望があり、２地区が採択されたとの答弁がありました。 

 地域少子化対策強化事業の「家族で応援！赤ちゃんハイハイレースインまさき」の内容

についての質疑があり、エミフルＭＡＳＡＫＩでの開催を考えており、開催にあわせて松

前町の子育て情報コーナーや相談コーナー等を設置して、親の子育てに対する不安の解消
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につなげるものとしたい。また、昨年度の講座を受講した人たちにスタッフとして参加し

てもらい、子育てに携わってもらう。参加者募集に当たっては、広報紙やチラシでの募集

のほかに、赤ちゃん訪問事業などを通して直接案内したいとの答弁がありました。 

 次に、産業建設部所管については、経営体育成支援事業の補助金の増額について質疑が

あり、当初国の補助の上限額が300万円であったが、上限額が引き上げられ、追加補助と

なったものであるとの答弁がありました。 

 また、橋梁点検について、基本的な判断基準があるのかとの質疑に対し、判断基準はな

いが、４年から５年かけて全ての橋梁の定期的な点検を行うとの答弁がありました。 

 また、歩道整備事業において、施工箇所が通学路でもあり、工事する場合、どのような

対策を考えているのかとの質疑があり、市街地であるため夜間工事が可能かどうか、近隣

住民と相談し施工する。昼間の工事になったとしても、児童が通学するときには交通整理

員を配置して、安全な誘導を行うとの答弁がありました。 

 次に、教育委員会所管については、文化センター電気系統改修工事について、当初予算

で計上できなかったのかとの質疑があり、財政上の理由と施工時期の関係で補正予算での

計上となった。施工は、年末年始の長期休業期間で約１カ月を予定しているとの答弁があ

りました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたので、御

報告いたします。 

 続きまして、議案第46号松前町国民健康保険特別会計補正予算第１号について審査の内

容とその結果を御報告いたします。 

 今回の内容は、国民健康保険税条例の改正に伴う財源の振りかえと人事異動に伴う人件

費を補正するものであります。 

 審査においては、特に質疑はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しました

ので、報告いたします。 

 議案第47号松前町後期高齢者医療特別会計補正予算第１号について審査の内容とその結

果を御報告いたします。 

 今回の内容は、人事異動に伴う人件費を補正するものであります。 

 審査においては、特に質疑はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決されまし

たので、御報告いたします。 

 続きまして、議案第48号松前町介護保険特別会計補正予算第１号について審査の内容と

その結果を御報告いたします。 

 審査の過程において、年度初めなのに補正の減額が大きい理由について質疑があり、国

における介護報酬の改定により、介護職員の処遇改善や介護サービスの充実に要する経費

については増額し、介護事業者の経営状況等を踏まえて報酬の減額を行った結果、全体で
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2.27％の引き下げとなったことにより減額するものであるとの答弁がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたので、御

報告いたします。 

 続きまして、議案第49号松前町公共下水道事業特別会計補正予算第１号について審査の

内容とその結果を御報告いたします。 

 審査の過程において、松前公園南側の町道に埋没している管渠工事について質疑があ

り、施工時期は11月ごろから約１カ月間で、工事は夜間に行い、交通の妨げにならないよ

うに配慮するとの答弁がありました。 

 また、この工事の内容について質疑があり、平成19年に施工した箇所であるが、硫化水

素の発生により腐食したため施工するものである。管の材質がヒューム管でない箇所には

影響がない。汚水の中には硫化水素のもととなる物質が含まれており、圧送による攪拌に

より発生するとの答弁がありました。 

 また、町内の同様な影響がある箇所を把握しているのかとの質疑に対し、２年前から主

要な管についてはカメラによる調査を行っており、他の箇所については影響がない。今後

も調査を続けていくとの答弁がありました。 

 委員から、硫化水素の発生を抑える対策を考えるようにとの意見がありました。 

 以上のような審査を行い、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたので、御

報告いたします。 

 次に、議案第50号松前町水道事業会計補正予算第１号について審査の内容とその結果を

御報告いたします。 

 今回の内容は、人事異動に伴う人件費を補正するものであります。 

 審査において、特に質疑はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しましたの

で、御報告いたします。 

 以上で議案第45号から議案第50号までの審査の内容とその結果についての御報告を終わ

ります。 

○議長（三好勝利） 委員長の報告を終わります。 

 議案第45号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論ございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第45号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 
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            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決しまし

た。 

 議案第46号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第46号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第47号についての質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第47号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第48号について質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第48号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 
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            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第49号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第49号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

 議案第50号について質疑を行います。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑なしと認めます。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第50号を委員長の報告どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第５３号 平成２７年度松前町一般会計補正予算（第２号）について 

              （上程、提案理由説明、質疑、討論、採決） 

○議長（三好勝利） 日程第９、議案第53号平成27年度松前町一般会計補正予算第２号に

ついてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 白石町長。 

○町長（白石勝也） 議案第53号について提案理由を申し上げます。 

 地方自治法第218条第１項の規定により議会の議決を求めるものであります。 



- 73 - 

 議案第53号平成27年度松前町一般会計補正予算第２号は、既定の予算に歳入歳出それぞ

れ164万1,000円を追加し、総額を96億4,024万円とするものであります。 

 補正予算の概要につきましては、松前町町制施行60周年記念事業として本年10月に行わ

れます大相撲松前場所に、町内在住の80歳以上で観覧を希望する方の中から約200名の皆

さんを無料招待するためのものであります。 

 なお、一般会計補正予算第２号の財源につきましては、一般財源で充てることになって

おります。御審議のほどをよろしくお願いします。 

○議長（三好勝利） 提案理由の説明が終わりました。 

 質疑を行います。 

 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 何点かお伺いをいたします。 

 本当に松前町に国技館がやってくるということで、本当に本場所さながらのこの大相撲

松前場所でございます。今回は松前町町制施行60周年記念事業として予算計上されており

ますが、本当に先日先行販売の人気にもありますように、町民の方、本当に開催を楽しみ

にしておられますが、本当に心配するところは、80歳以上の方の観覧についてでございま

す。松前場所は、愛媛県また各テレビ局の多くの後援をいただいての開催でありますし、

町も記念事業としてお金を出そうということでございますが、本当に80歳以上の方の観

覧、本当に楽しみにしておられると思いますが、心配するところは、もう80歳以上の方、

202名の予定の席を確保しておりますが、その方が単独で入場されるということでありま

す。もう先日も実際に上がってみましたが、３階の席です。本当に元気な方を対象にとい

うことでこういう企画をされておられると思いますが、また場所は、202名の席はエレベ

ーターがありますので、上がれるのは上がれるということであります。本当につえをつい

てでも大丈夫かと思いますが、例えば体調不良が途中であった場合、また長時間の観覧に

なると考えますので、途中トイレの移動というのも本当に一人で移動されるのは心配する

ところであります。本当に町がそういう事業として運営委託をするということであります

が、お金を出すことに関しては、やっぱり責任の一端があるのではないかと思っておりま

す。この件に関して、本当に総務課が担当になっておりますが、そういう心配の点に関し

てはどういうふうな配慮等を考えておられるのかを質問をさせていただきます。 

○議長（三好勝利） 徳居課長。 

○産業課長（徳居芳之） 今回の大相撲巡業で、松前町は主催者ではなく後援という立場

になっております。 

 当日の体制としましては、実行委員会の事務局に確認いたしましたところ、町内医師１

名を最後まで待機していただくとともに、誘導員、警備員を会場に配置して、安全な運営

に努めると聞いております。 



- 74 - 

 また、チケットの裏には、会場内での事故、けが等は自己責任となりますので、御注意

してくださいと明記しております。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 無事故の開催を願うところでありますが、もう一点、申し込

みは自己申告になっております。用紙を先日見せていただきましたが、７月から申し込み

ということで、個人情報もありませんし、データも照らし合わせがないということで、町

民在住の方202名ということでありますが、その確認等々はどういうふうにお考えでしょ

うか。 

○議長（三好勝利） 徳居課長。 

○産業課長（徳居芳之） 80歳以上の方の御招待のチラシを７月の広報のときに折り込み

チラシとして入れます。下のほうに応募用紙がありまして、そこの欄に、私は80歳以上で

相違ありません。生年月日も書く欄も設けておりまして、そこで本人の自己申告で生年月

日の確認の上、応募で年齢の確認をしたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） 松本議員。 

○９番（松本一二美議員） 巡業を楽しみにしておられる方がたくさんおられるというこ

とと、また現場の担当課と実際に何回も見られてると思いますが、手すりもない、また階

段がたくさんあるということで、ぜひ事故がないようにだけはお願いをして、質問を終わ

ります。 

 以上です。 

○議長（三好勝利） ほかに質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 質疑を終わります。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 討論なしと認めます。 

 採決を行います。 

 議案第53号を原案どおり決することに御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、本案は原案どおり可決されまし

た。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１０ 議員派遣の件 
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○議長（三好勝利） 日程第10、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、会議規則第127条の規定によりお手元に配付しましたとおり

議員を派遣したいと思いますが、御異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、そのように決定をします。 

 なお、研修内容等に変更が生じた場合、議長において判断をしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、そのように決定をします。 

 お諮りします。 

 議会広報委員会が、所管事項のため閉会中に調査研究を実施することに御異議はござい

ませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、そのように決定をします。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会においては、議長の諮問に関する事項について閉会中の審査とすること

に御異議はございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（三好勝利） 異議なしと認めます。したがって、そのように決定をします。 

 以上をもちまして本日の日程は全て終了しましたので、会議を閉じたいと思います。 

 これにて平成27年松前町議会第２回定例会を閉会いたします。 

            午前11時14分 閉会 
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 地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。 

  平成  年  月  日 

            松前町議会議長   三  好  勝  利 

 

 

 

            松前町議会議員   木  下     淳 

 

 

 

            松前町議会議員   稲  田  輝  宏 

 

 


	138401_松前町Ｈ27年６Ｔ目次
	松前町Ｈ27年６Ｔ中扉_Part1
	138401_松前町Ｈ27年６Ｔ１
	松前町Ｈ27年６Ｔ中扉_Part2
	138401_松前町Ｈ27年６Ｔ２
	松前町Ｈ27年６Ｔ中扉_Part3
	138401_松前町Ｈ27年６Ｔ３〆


<<
  /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



<<
  /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



<<
  /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



<<
  /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


