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            午前１０時００分 開議 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしてあります日程表のとおりです。 

 これより本日の日程に入ります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 １ 議案第６４号 令和元年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ２ 議案第６５号 令和元年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第 ３ 議案第６６号 令和元年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に 

               ついて 

  日程第 ４ 議案第６７号 令和元年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ５ 議案第６８号 令和元年度阿波市住宅新築資金貸付事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第 ６ 議案第６９号 令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決 

               算認定について 

  日程第 ７ 議案第７０号 令和元年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第 ８ 議案第７１号 令和２年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第 ９ 議案第７２号 令和２年度阿波市一般会計補正予算（第６号）について 

  日程第１０ 議案第７３号 令和２年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

               について 

  日程第１１ 議案第７４号 令和２年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）につ 

               いて 

  日程第１２ 議案第７５号 阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について 

  日程第１３ 議案第７６号 阿波市体育施設条例の一部改正について 

○議長（松村幸治君） 日程第１、議案第６４号令和元年度阿波市一般会計歳入歳出決算

認定についてから日程第１３、議案第７６号阿波市体育施設条例の一部改正についてまで



- 129 - 

の計１３件を一括議題といたします。 

 以上の案件につきましては、各常任委員会、決算審査特別委員会に付託してありますの

で、各委員長の報告を求めます。 

 まず初めに、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長後藤修君。 

○総務常任委員長（後藤 修君） 総務常任委員会の審査結果と経過についてご報告申し

上げます。 

 本委員会は、去る９月１６日、委員７名が出席して会議を開き、付託されました議案第

６５号令和元年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第６７号

令和元年度阿波市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、議案第６８号令和

元年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７０号

令和元年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７２号令和２年

度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分の市長提出議案５件について、

理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり認定及び可決すべきものと決定しまし

た。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第６５号令和元年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、委員

から、保険給付費が約３２億円、昨年の決算も同額程度の支出があり、給付額が高額にな

っている。市民の健康推進のための活動や対策はとの質疑がありました。理事者からは、

健康推進事業として、特定健診事業や人間ドックのほか、阿波市健康ポイント事業など健

康増進に向けた事業に取り組んでいる。給付額は高額であるが、健康推進事業への取組も

あって、大幅な増額は抑えられており、ある程度の効果は出ていると認識しているとの答

弁がありました。 

 議案第７２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第６号）の所管部分について、企画

総務部関係では、委員から、総務雑入のとくしま地域づくり推進事業助成金２００万円の

使用目的などについて質疑がありました。理事者からは、財団法人徳島県市町村振興協会

による市町村振興事業として、サマージャンボ宝くじの収益金を各市町村に配分してい

る。今年度は、デマンド交通に１５０万円、備蓄食に５０万円の助成金の充当を予定して
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いる。使途については、市町村の振興関係、地方創生に関するものであれば充当は可能と

なっているとの答弁がありました。 

 また、市民部関係では、委員から、住民票及び印鑑証明書のコンビニ交付の導入につい

て質疑がありました。理事者からは、マイナンバーカードを活用したコンビニ交付導入促

進実証事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止、市民の利便性の拡大、コンビニ交付に

必要なマイナンバーカード交付の促進などを目的とし、総務省が行う実証事業で阿波市を

含め全国５１の自治体が参加する。導入費用８９６万５，０００円は総務省による１０割

助成となっており、今後システム改修を行い、２月から実証事業を実施し、検証を行う。

実証期間中は全国のコンビニで、午前６時３０分から午後１１時まで利用できるとの答弁

がありました。 

 以上、総務常任委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで総務常任委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。 

 文教厚生常任委員会委員長木村松雄君。 

○文教厚生常任委員長（木村松雄君） 文教厚生常任委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 当委員会は、去る９月１７日、委員６名が出席して会議を開き、付託されました議案第

６６号令和元年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７２号令和

２年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分、議案第７３号令和２年度

阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、議案第７６号阿波市体育施設条例

の一部改正についての市長提出議案４件について、理事者から詳細な説明を求め、慎重に

審査を行いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり、認定及び可決すべきものと決定いたし

ました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ
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ます。 

 議案第６６号令和元年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、委員か

ら、高額介護サービス等費について質疑がありました。理事者からは、要介護者・要支援

者が１か月間に受けたサービスの利用者負担額の上限額が設定されており、支払った１か

月分の利用者負担額が設定された上限額を超えた場合、その超える額について払い戻され

るものである。利用者負担額の上限額は、所得や世帯状況により変わってくるとの答弁が

ありました。 

 議案第７２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第６号）の所管部分について、健康

福祉部関係では、理事者からは、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、市内の

身体障害者手帳等保持者及び、障害福祉サービス利用者約３，２００人に対し、マスクを

１人１０枚の配付。また、災害発生時に福祉避難所における要配慮者とその家族、運営ス

タッフ等の衛生対策、感染症予防対策のため、衛生用品やパーテイション、多目的簡易ベ

ッド等を購入するための補正である。 

 また、認定こども園施設整備事業費として、大俣認定こども園の室内用備品購入費、子

育て世代包括支援センターの新型コロナウイルス感染症拡大防止事業として、衛生用品や

空気清浄機を購入するための補正であると説明がありました。 

 教育委員会関係では、理事者からは、教育総務費の事務局費の寄附金２０万円について

は、毎年寄附をいただき、今年度で５回目となる。今年度は、阿波中学校の税関係の教材

購入費として３万円、備品購入費として１７万円に使用する。 

 また、学校施設等整備事業費の５００万円の追加補正のうち２７０万円については、令

和３年度より特別支援教室の増室が必要となる土成中学校の特別支援教室の改修事業費で

あると説明がありました。 

 議案第７３号令和２年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第１号）について、理事者

からは、保険給付費の増額については、施設介護サービス給付費、地域密着型介護予防サ

ービス給付費、高額医療合算介護サービス費が予想以上に必要となったための増額である

と説明がありました。 

 議案第７６号阿波市体育施設条例の一部改正について、理事者からは、阿波町居屋敷に

完成した東条グラウンドについて説明がありました。 

 東条グラウンドには、グラウンドゴルフ場、トイレ、休憩所、駐車場を備えた施設とな

っていると説明がありました。 
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 以上、文教厚生常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 次に、産業建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 産業建設常任委員会委員長笠井安之君。 

○産業建設常任委員長（笠井安之君） 議長のご指名がございましたので、産業建設常任

委員会の審査結果と経過についてご報告申し上げます。 

 当委員会は、去る９月１８日、委員６名が出席して会議を開き、付託されました議案第

６９号令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、議案第７

１号令和元年度阿波市水道事業会計決算認定について、議案第７２号令和２年度阿波市一

般会計補正予算（第６号）についての所管部分、議案第７４号令和２年度阿波市水道事業

会計補正予算（第１号）について、議案第７５号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改

正についての市長提出議案５件について、理事者から詳細な説明を求め、慎重に審査を行

いました。 

 その結果、付託された議案は全て原案のとおり認定及び可決すべきものと決定をいたし

ました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて、簡単にご報告申し上げ

ます。 

 議案第６９号令和元年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に関して、

委員から、長期債利子の利率について質疑がありました。理事者からは、今回の下水道債

の利率は０．００５％と低くなっている。償還期間が１０年と短く、過去の分も償還が令

和９年度にほとんど終わることから、繰上償還は考えていないと答弁がありました。 

 議案第７２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についての所管部分に関し

て、産業経済部関係では、委員から、企業誘致推進費に係る雇用奨励金２５０万円につい

て質疑がありました。理事者からは、阿波市企業立地促進条例の指定を受けた事業者が、

新規地元雇用を行い、操業開始から１年間雇用を継続した際に、雇用奨励金を交付するも
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のとなっている。対象事業者は、日本フネン株式会社阿波工場であり、５名を雇用してい

ると答弁がありました。 

 また、委員から、農地等災害復旧費県補助金１９７万７，０００円について質疑があり

ました。理事者からは、令和元年度に起きた農地災害等に係る補助金であり、災害の内容

は農地災害が３件、農業施設災害が１件の計４件となっていると答弁がありました。 

 建設部関係では、理事者からは、今回の補正予算により計画している事業が３７か所あ

り、主なものとして、道路新設改良費では、阿波町北柴生で、旧柴生駐在所北側に位置す

る北柴生３号線の事業延長２００メートルのうち延長約９０メートルの改良工事、市場町

大俣で、大俣小学校の南側に位置する敷地線の延長約１１メートルの水路修繕工事、土成

町土成で、土成小学校東側を南北に走る通学路である成当浦池線の延長約３０メートルの

落石防止柵設置工事、吉野町五条で、ローソン吉野五条店西側に位置し、南北に走る岡ノ

川原北原線の延長約２００メートルの舗装工事を計画している。 

 地方道整備事業費では、土成町のトマトパーク徳島の西面の主要地方道鳴門池田線から

一般県道船戸切幡上板線のバイパス道を南北に結ぶ二級市道である矢松田中線の総延長約

８６０メートルのうち中工区から南工区の２施工区間をつなぐ約２００メートルの改良工

事、北工区の用地購入を計画している。 

 また周辺対策事業費では、土成町高尾で、７番札所十楽寺南側に位置し、東西に走る南

原南線の延長約３９０メートルの舗装工事。 

 河川改良費では、市揚町山野上で上溜池北側に位置し、南北に走る姥ヶ谷川の延長約３

３メートルの河川改良工事を計画していると詳細な説明がありました。 

 議案第７４号令和２年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）に関して、理事者から

は、今回の補正の概要は、職員の定期異動による人件費及び既設水道管が県工事の支障と

なることから、布設替えを行うための工事請負費等となっていると説明がありました。 

 以上、産業建設常任委員会の審査の結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

 ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで産業建設常任委員長の報告に対する質疑を終結します。 
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 次に、決算審査特別委員会委員長の報告を求めます。 

 決算審査特別委員会委員長木村松雄君。 

○決算審査特別委員長（木村松雄君） 決算審査特別委員会の審査結果と経過についてご

報告申し上げます。 

 本委員会は、去る９月１５日、委員８名が出席して部局ごとに会議を開き、付託されま

した議案第６４号令和元年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について、理事者から詳細

な説明を求め、慎重に審査を行いました。 

 その結果、本案を原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

 以下、審査の過程でありました質疑の内容の主なものについて簡単にご報告申し上げま

す。 

 まず、企画総務部の審査において、委員から、財政調整基金の約３億９，０００万円減

少の要因と今後の見込みについて質疑がありました。理事者からは、減少の理由として

は、事業費が大きくなり調整のために取り崩したことと、公共施設等総合管理基金へ５億

円積んでいることも多少影響している。新型コロナウイルスの関係もあるが、基金の残高

については、なお一層注意を払いながら良好な財政状況を維持できるよう取崩しを減らし

ていきたいとの答弁がありました。 

 また、委員から、木造住宅耐震化支援費の委託料、補助金の件数と耐震改修の今後の推

移について質疑がありました。理事者からは、補助金については、耐震改修工事が１６棟

で１，７６０万円。安全・安心リフォーム工事が２棟で１２０万円。住み替え工事が７棟

で２１０万円となっており、改修診断の委託料については３９件となっている。今後の推

移については、一昨年よりも昨年は多少減少しており、今年度は新型コロナウイルスの影

響で、訪問の自粛や自宅へお伺いしても中に入れてもらえない場合もあり、減少する見込

みであるとの答弁がありました。 

 次に、市民部の審査において、委員から、出産祝金費９００万円の人数内訳について質

疑がありました。理事者からは、内訳として、第１子３万円が４５人、第２子５万円が４

９人、第３子１０万円が３０人、第４子以上２０万円が１１人で、合計１３５人、９００

万円となっているとの答弁がありました。また、委員からの地球温暖化対策事業費で約１

億４，５００万円の工事請負費に対する質疑について、理事者からは、土成中央認定こど

も園及び阿波図書館における省エネルギー事業に係る工事請負費であるとの答弁がありま

した。 
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 次に、教育委員会の審査において、委員から、勤労青少年ホーム管理費の備品購入費１

０１万９，５２０円及び、外国青年招致事業費の外国青年招致事業負担金８１万６，５３

０円と文化振興費の中の各種負担金の６万５，０００円について質疑がありました。 

 理事者からは、勤労青少年ホームの備品購入費については、２階体育室、調理室、和室

のエアコン購入費用となっており、外国青年招致事業負担金については、人員割り会費、

損害保険負担金、及び渡航費用負担金となっている。また、文化振興費の各種負担金につ

いては、全国史跡整備市町村協議会負担金の４万円を含む３つの協議会負担金であるとの

答弁がありました。 

 次に、健康福祉部の審査において、委員から、不妊・不育治療費助成金約３０５万円の

支出について質疑がありました。理事者からは、令和元年度は、不妊治療については３４

件となっており、まち・ひと・しごと創生総合戦略事業費の扶助費として３０５万２，７

８９円の支出となっているとの答弁がありました。 

 次に、産業経済部、農業委員会の審査において、委員から、阿波ベジ全国展開周知業務

委託料１８６万９，０００円の詳細について質疑がありました。理事者からは、徳島イン

ディゴソックスとコラボして阿波ベジのＰＲをしている農業発信スポーツ連携事業と健康

づくりと農業振興の２つを目的に四国大学と連携し、食事の際に野菜を先に食べる取組を

推進している阿波ベジファースト事業の２つの事業からなっているとの答弁がありまし

た。 

 また、委員から、徳島東部地域ＤＭＯ事業負担金４００万円の費用対効果について質疑

がありました。 

 理事者からは、徳島東部地域ＤＭＯについては、マーケティングリサーチ、観光地域づ

くり、プロモーションセールスなど各事業を行っている。本市だけでは難しかった広域的

な観光振興へ取り組んでおり、高いレベルでの観光データの収集や分析、観光関連事業者

との連携、着地型旅行商品の造成、さらには連携一本化した効果的なＰＲができる上、構

成市町村がそれぞれ持つ観光資源や経営資源、さらに顧客が共有できるなど、本市にとっ

て多くのメリットがあると考えているとの答弁がありました。 

 以上、決算審査特別委員会の審査結果と経過の報告とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 報告が終わりました。 

ただいまから委員長報告についての質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで決算審査特別委員会委員長の報告に対する質疑を終結します。 

 以上で各常任委員会、決算審査特別委員会委員長の報告を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第６４号令和元年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第７１号令

和元年度阿波市水道事業会計決算認定についてまでの計８件を一括採決いたします。 

 各委員長の報告は認定です。 

 各委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第６４号から議案第７１号

までの計８件は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第７２号令和２年度阿波市一般会計補正予算（第６号）についてから議案第

７４号令和２年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの計３件を一括採

決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７２号から議案第７４号

までの計３件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７５号阿波市工場立地法地域準則条例の一部改正について及び議案第７６

号阿波市体育施設条例の一部改正についての２件を一括採決いたします。 

 各委員長の報告は可決です。 

 各委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７５号及び議案第７６号

の２件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第１４ 議案第７９号 伊沢谷飲料水供給施設更新工事請負契約の締結について 

  日程第１５ 議案第８０号 教育委員会委員の任命について 

  日程第１６ 議案第８１号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１７ 議案第８２号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１８ 議案第８３号 農業委員会委員の任命について 

  日程第１９ 議案第８４号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２０ 議案第８５号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２１ 議案第８６号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２２ 議案第８７号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２３ 議案第８８号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２４ 議案第８９号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２５ 議案第９０号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２６ 議案第９１号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２７ 議案第９２号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２８ 議案第９３号 農業委員会委員の任命について 

  日程第２９ 議案第９４号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３０ 議案第９５号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３１ 議案第９６号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３２ 議案第９７号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３３ 議案第９８号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３４ 議案第９９号 農業委員会委員の任命について 

  日程第３５ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（松村幸治君） 日程第１４、議案第７９号伊沢谷飲料水供給施設更新工事請負契

約の締結についてから日程第３５、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めるこ

とについてまでの計２２件を議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日追加提案いたしております議案について提案理由の説明を申

し上げます。 

 追加提案としてお願いいたします議案は、その他案件１件、人事案件２１件の計２２件
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でございます。 

 まず 初に、議案第７９号伊沢谷飲料水供給施設更新工事請負契約の締結につきまして

は、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第８０号教育委員会委員の任命につきましては、令和２年９月３０日をもっ

て任期が満了する教育委員会委員について、次の者を任命したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございま

す。 

 住所につきましては、阿波市阿波町勝命６６番地１、氏名は西渕利江、生年月日は昭和

４６年１０月１８日生まれでございます。 

 任期は令和２年１０月１日から令和６年９月３０日までの４年間となります。 

 西渕氏は、教育に関する見識が高く、地域住民からの信望も厚く、教育委員会委員とし

て適任者でありますので、議会の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、議案第８１号から議案第９９号までの農業委員会委員の任命１９件につきまして

は、令和２年９月３０日をもって任期が満了する農業委員会委員について、次の１９名を

任命いたしたいので、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により議会の同意を

求めるものでございます。 

 なお、任期は令和２年１０月１日から令和５年９月３０日までの３年間となります。 

 議案の詳細につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございますので、提案理

由の説明につきましては、住所、氏名のみを申し上げますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 まず 初に、議案第８１号につきましては、住所、阿波市吉野町西条字西姥御前１１番

地３、氏名、兼松英明。 

 次に、議案第８２号につきましては、阿波市吉野町西条字藤原２７番地２、米澤実。 

 次に、議案第８３号につきましては、阿波市吉野町柿原字小島１５４番地１、片岡寛

之。 

 次に、議案第８４号につきましては、阿波市土成町高尾字林坊９７番地１、稲井幸之

助。 

 次に、議案第８５号につきましては、阿波市土成町吉田字川久保７４番地、松野輝司。 

 次に、議案第８６号につきましては、阿波市土成町郡５７４番地、木村博信。 
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 次に、議案第８７号につきましては、阿波市土成町浦池１７９９番地、宮村圭吾。 

 次に、議案第８８号につきましては、阿波市市場町大野島字天神５０番地、上野克彦。 

 次に、議案第８９号につきましては、阿波市市場町山野上字中山９０番地、宮本慶文。 

 次に、議案第９０号につきましては、阿波市市場町市場字岸ノ下１１１番地１、秋山

廣。 

 次に、議案第９１号につきましては、阿波市市場町市場字町筋４８０番地１、天満仁。 

 次に、議案第９２号につきましては、阿波市市場町大俣字行峯２８２番地、大村敏信。 

 次に、議案第９３号につきましては、阿波市市場町大影字相栗４６番地、古本義春。 

 次に、議案第９４号につきましては、阿波市阿波町谷島北１７７番地、富澤公一。 

 次に、議案第９５号につきましては、阿波市阿波町北ノ名７０番地１、福田忠利。 

 次に、議案第９６号につきましては、阿波市阿波町小倉２９２番地、小方文明。 

 次に、議案第９７号につきましては、阿波市阿波町西ノ岡１２３番地、美馬茂。 

 次に、議案第９８号につきましては、阿波市阿波町医王寺２４８番地１、十川昭夫。 

 次に、議案第９９号につきましては、阿波市阿波町医王寺２６５番地１、十川幸利。 

 以上、１９名の皆様は、地域の実情に精通し、農業に関する見識が高く、農業委員会委

員として適任者でありますので、議会の同意を賜りますようよろしくお願いを申し上げま

す。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでございます。 

 現阿波市人権擁護委員の西村久江氏が令和２年１２月３１日をもって任期満了となりま

すが、引き続き人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものでございます。 

 住所につきましては、阿波市吉野町西条字東須賀１４８番地１、西村久江、生年月日は

昭和２３年７月２日生まれでございます。 

 任期は、令和３年１月１日から令和５年１２月３１日までの３年間となります。 

 西村氏は、温厚誠実な人柄で、地域住民からの信望も厚く、人権擁護委員として適任者

でありますので、議会のご意見を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、議案第７９号伊沢谷飲料水供給施設更新工

事請負契約の締結につきましては、この後担当部長より補足説明をさせていただきますの

で、議員各位におかれましては、十分ご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上

げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（松村幸治君） 説明が終わりました。 

 次に、提出されております議案第７９号について補足説明を求めます。 

 藤野水道部長。 

○水道部長（藤野芳大君） 議案第７９号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第７９号伊沢谷飲料水供給施設更新工事請負契約の締結について、下記のとおり工

事請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号及び阿波市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求

める。 

 令和２年９月２５日提出、阿波市長。 

 契約の目的につきましては、伊沢谷飲料水供給施設更新工事でございます。 

 契約の方法は、入札後審査方式一般競争入札、契約の金額は１億６，３９０万円、契約

の相手方は、徳島県阿波市吉野町柿原字原１６７番地、佐々木建設株式会社、取締役社長

白川靖雄でございます。 

 本工事につきましては、９月４日に開札を行い、９月１５日に仮契約を締結いたしまし

た。 

 以上、議案第７９号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご賛同く

ださいますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（松村幸治君） 補足説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１０時４２分 休憩 

            午前１０時５９分 再開 

○議長（松村幸治君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより日程第１４、議案第７９号伊沢谷飲料水供給施設更新工事請負契約の締結につ

いてから日程第３５、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてま

での質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで議案第７９号から諮問第２号に対する質疑を終結します。 

 議案第７９号から諮問第２号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会
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の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７９号から諮問第２号は

委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 これより議案ごとに採決をいたします。 

 議案第７９号伊沢谷飲料水供給施設更新工事請負契約の締結についてを採決いたしま

す。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第７９号は原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第８０号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８０号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８１号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８１号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８２号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８２号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 
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 次に、議案第８３号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８３号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８４号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８４号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８５号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８５号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８６号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８６号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８７号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８７号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第８８号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８８号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 
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 次に、議案第８９号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第８９号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９０号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９０号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９１号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９１号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９２号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９２号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９３号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９３号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９４号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９４号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 
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 次に、議案第９５号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９５号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９６号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９６号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９７号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９７号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９８号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９８号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、議案第９９号農業委員会委員の任命についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第９９号は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを原案のとおり

適任として答申いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、諮問第２号は原案のとおり適任

として答申することに決定いたしました。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３６ 発委第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な 

              悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について 

○議長（松村幸治君） 日程第３６、発委第３号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書についてを議題といたしま

す。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 １７番阿部雅志君。 

○１７番（阿部雅志君） それでは、発委第３号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書について、趣旨説明をさ

せていただきます。なお、意見書を読み上げまして、説明とさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保

を求める意見書（案）。 

 新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、我が国は戦後 大の経済危機に直面をし

ています。地域経済にも大きな影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方

税、地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。地方自治体では、医療介

護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期

化する感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財源不足を生じ、これまでにない厳しい

状況に陥ることが予想される。 

 よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を

確実に実現されるよう強く要望する。 

 １、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保す

ること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう発行額の縮減に努めるととも

に、償還財源を確保すること。 

 ２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発

揮できるよう総額を確保すること。 

 ３、令和２年度の地方税収が大幅に減収することが予想されることから、思い切った減

収補填措置を講じるとともに、減収補填債の対象となる税目についても地方消費税を含め

弾力的に対応すること。 

 ４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国



- 146 - 

税、地方税の政策税制については積極的な整理合理化を図り、新設、拡充、継続に当たっ

ては、有効性、緊急性を厳格に判断すること。 

 ５、とりわけ固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響す

る見直しは、土地、家屋、償却資産を問わず、断じて行わないこと。 

 さきの緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時、異例の措置としてやむを得ないも

のであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。 

 よって、今回限りの措置とし、期限の到来をもって確実に終了すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 令和２年９月２５日、徳島県阿波市議会。 

 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大

臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣、まち・ひと・しごと創生担当大臣。 

 議員各位の賛同を賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 説明が終わりました。 

 これより日程第３６、発委第３号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急

激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書についての質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで発委第３号に対する質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 発委第３号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税

財源の確保を求める意見書についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、発委第３号は原案のとおり可決

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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  日程第３７ 阿北火葬場管理組合議会の議員選出について 

○議長（松村幸治君） 次に、日程第３７、阿北火葬場管理組合議会の議員選出について

を議題といたします。 

 江澤信明議員逝去に伴い、１名が欠員となっており、組合議会から選任依頼が届いてお

ります。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選といたした

いが、これにご異議はありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選といたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長が指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決

定いたしました。 

 直ちに指名をいたします。 

 阿北火葬場管理組合議会の議員に後藤修君を指名いたします。 

 当選されました後藤修君には、会議規則第３２条の第２項の規定により当選の告知をい

たします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３８ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（松村幸治君） 次に、日程第３８、常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継

続調査についてを議題といたします。 

 お手元に配付いたしました申出書のとおり、各委員長から閉会中の継続調査の申し出が

ありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたします。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 閉会に当たり、市長からご挨拶がございます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 令和２年第３回阿波市議会定例会の閉会に当たり、一言ご挨拶を

申し上げます。 

 初めに、市政の重要行事等についてご報告を申し上げます。 

 令和２年１１月１５日開催予定の阿波市防災フェスタにつきましては、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止対策の徹底が困難であることから、今年度は阿波市ケーブルネットワー

クにより、防災知識の普及に関する番組を制作し、放送をさせていただきます。 

 次に、令和３年１月２日開催予定の令和３年阿波市成人式につきましては、会場を阿波

市交流防災拠点施設アエルワから阿波中学校体育館に移し、人数制限を行うなど、感染予

防対策に万全を期し、開催したいと考えております。今後は、新成人が中心となる実行委

員会において十分協議し、進めてまいります。 

 次に、令和３年３月７日開催予定の阿波シティマラソン大会につきましては、県をまた

ぐ多くの参加者が見込まれること、お接待など飲食を伴うこと、駐車場から会場までのバ

ス移動において、十分な身体的距離の確保ができないことなど、３密の回避が困難である

ことから、誠に残念ではございますが、昨年度に続き中止することに決定いたしました。 

 現在、県内における新型コロナウイルスの感染者は、減少傾向にはございますが、市民

の皆様方には、引き続き、新しい生活様式とくしまスマートライフの実践をよろしくお願

いいたします。 

 次に、ふるさと納税についてでございます。 

 徳島県立吉野川高校農業科学科の生徒の皆さんが、真心と責任を持ち栽培したシャイン

マスカットが、本市と吉野川市との共通のふるさと納税返礼品として採用されたことに伴

い、市長として土成町の実習農場へ激励のため訪問をさせていただきました。 

 次世代の地域を担う高校生の挑戦を応援するこの先進的な取組は、テレビ放送や複数回

にわたる新聞での掲載、加えて３５を超えるＷＥＢニュースで取り上げられるなど、全国

的にも大きな反響を呼んだところでございます。 

 今回の事例を踏まえ、今後におきましても、若者や事業者、そして地域としっかり連携
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し、阿波市の強みを生かしたふるさと納税制度を目指してまいります。 

 さて、今議会は、８月３１日に開会以来、本日まで２６日間にわたりまして慎重なご審

議を賜り、提出いたしました各議案等につきまして、全て原案どおりご賛同いただき、誠

にありがとうございました。 

 本定例会において賜りました貴重なご意見、ご提言につきましては、十分に検討を行

い、今後の市政運営に反映してまいりたいと考えております。 

 厳しかった残暑も和らぎ、過ごしやすい季節となってまいりました。 

 議員各位におかれましては健康には十分ご留意をいただき、引き続き市政発展のためご

活躍くださいますようお願い申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶とさせていた

だきます。大変お世話になりました。ありがとうございました。 

○議長（松村幸治君） これで本日の会議を閉じます。 

 令和２年第３回阿波市議会定例会を閉会いたします。 

            午前１１時２１分 閉会 

 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 

 

            議     長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


