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午前９時59分開議 

○議長（多武 義治君）  おはようございます。本日は全員ご出席です。これから会議を開きます。 

 本日の日程は、配付してあるとおりです。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第２３号 令和３年度球磨村一般会計予算について 

○議長（多武 義治君）  それでは、日程第１、議案第２３号令和３年度球磨村一般会計予算を議

題といたします。 

 ご審議願います。９番、田代利一君。 

○議員（９番 田代 利一君）  令和３年度球磨村一般会計予算書、この全体を通しての村長の所

感をお願いしたいと思います。 

○議長（多武 義治君）  村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  改めまして、おはようございます。 

 全体的な所管ということですけども、施政方針でも申し述べたとおり、本年度は復興に向けた

取組を 優先として予算に計上しております。 

 ぜひ、このような予算書をもって本年度１年、復興に向けて取り組んでまいりたいと考えてお
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りますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  ４番、小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  一般会計の内容で、多くは災害復旧に係る予算が半分ぐらいを占

めるという、今回の予算の組み立てになっているわけですけども、その中でもとりわけこの水害

を受けて、防災に対する考え方も新たにしなければならないというふうに思いますが、前年度比

に比べまして防災費、これまで様々な取組の中でやってきたことが一応、もう段階的には終わっ

たと、そういうことでのいわゆる前年比大幅減というふうになっておりますけれども、その辺に

ついて新たな防災という立場で、この額でいいのかどうなのか、再度村長の防災費に係る考え方

をお示しいただきたいというふうに思います。 

○議長（多武 義治君）  答弁調整のため、議事を一旦止めてください。 

午前10時03分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時06分再開 

○議長（多武 義治君）  会議を再開いたします。 

 村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  それでは、簡単にではございますが説明させていただきます。 

 ６３ページの消防施設費という部分では、確かに減額になっておりますけども、これはデジタ

ル無線、昨年度はデジタル無線の予算が入っていたということで、今年度は減額になっておりま

す。 

 ただ、その下のページですけども、６４ページ、防災費に関しましては増額になっております。 

 これで、まだ１年を通して不足する部分に関しましては、年度途中で補正をしてちゃんとやっ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  ５番、髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  私もこの防災費、気にはなっていたんですが、軒並み今回の予算

については復興という言葉を使われております。 

 山間地域においては、消防詰所あるいは積載車、今の消防初期活動にかなり支障を来している

状況です。 

 その中で、この予算、令和３年度の予算で、その復興という形の中で、果たしてこの防災の予

算、後で補正であったりとかと言いますけど、今の答弁で果たして復興とかということが何かス

ピード感がないなというふうに思っております。 
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○議長（多武 義治君）  答弁が必要ですか。 

 答弁調整のために議事を一旦止めます。 

午前10時09分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時10分再開 

○議長（多武 義治君）  会議を再開いたします。 

 村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  髙澤議員の質問に対してですけれども、積載車に関しては、本年度で対

応できるようにしております。 

 そして、例えば詰所とか、あと、ほかの公民館でありますとか、そういう部分に関しては、ま

だ復興、その被災した場所にできるかできないかというのを考えたときに、今の段階では、やっ

ぱりそこで再建というのは難しいということで、予算上、上げておりません。復興に併せて、地

元方の要望等に対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  詰所を例にしますと、予算云々に限らず、今度、中園詰所公費解

体の申請を、１分団も公費解体の申請と。中園は、まだ申請は、まだ上げていない状況です。協

議をして公費解体をという。 

 しかしながら、詰所の建設においては、地元の負担、地元中心にという考えなんですが、村長

の答弁を精査すると、ある程度の村の補助を考え得るということで理解しておいていいですか。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  詰所の再建ということでご質問でございますけれども、もともと村

の消防の関係、要綱の中にも、補助ということで規定がございます。 

 今回は被災を受けましたので、そういったところから県のほうの復興基金といったものも期待

ができるところでございますので、そういったところも併せてご支援ができたらというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  ６番、舟戸治生君。 

○議員（６番 舟戸 治生君）  お尋ねします。５８ページの商工振興費、商工業再建設備等の支

援補助金１,０００万円計上してありますけれども、この内容等を説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（多武 義治君）  ふるさと創生課長、髙永幸夫君。 
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○ふるさと創生課長（髙永 幸夫君）  今回の災害で、村内の多くの商工事業者が被災をされてお

ります。そういった方、事業所を対象に、いろいろ再建に係る支援をさせていただきたいという

ところで計画をさせていただいておりますし、しております。 

 １事業所当たり１００万円を限度というところで、１０事業所というところで計上させていた

だいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  舟戸治生君。 

○議員（６番 舟戸 治生君）  １事業所１００万円ということでありますけれども、その申請方

法とかそういったことまで、分かれば教えていただければと思います。 

○議長（多武 義治君）  髙永幸夫君。 

○ふるさと創生課長（髙永 幸夫君）  今後、要綱等を定めるような形になりますので、そういっ

たところでちょっとお示しをさせて、今後お示しをさせていただきたいというふうに考えており

ます。よろしいでしょうか。 

○議長（多武 義治君）  ５番、髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  教育関係です。今、予算書の中を見ると、令和３年度入学複式学

級がささやかれている中で、この複式学級解消に向けた教員の、独自でするしかないのかなとい

うふうに思っておりますが、令和３年度の球磨村で雇用して複式学級の解消を将来的にという中

で、予算計上されて、もちろんいないようですが、これ、令和３年度入学の人員、一勝地小学校

２名ですよね。これは補正でも、途中から複式学級の解消に向けて、補正でも上げられる予定で

しょうか。 

○議長（多武 義治君）  教育長、森佳寛君。マイク使ってください。 

○教育長（森  佳寛君）  複式学級の解消というのを、年度の途中で補正で上げて教員を配置し

てというのは、現段階では難しゅうございます。 

 制度上、この平成２年度中に学級編成を申請して、それで学級が、もう確定をしていきます。

そこに県のほうから教職員が配置をされていきますので、令和３年度につきましては、渡小学校、

そして一勝地小学校ともに、もう複式学級は存在といいますか、確定をしております。 

 令和４年度に向けて複式学級解消ということであれば、村のほうでそういう予算化して人材を

確保して、学級編制の時点でそういう解消をしていくと。これは、また県との協議等もございま

すけれども、流れ的にはそうなっていきますので、令和３年度での補正でという解消は、今のと

ころはちょっと難しゅうございます。 

○議長（多武 義治君）  髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  そういったところですよね。いわば教育環境の整備、やっぱり並
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行してできるところはあるんじゃないかと、以前から１２月議会も言ってきておるわけなんです。 

 いわば予測がされている中で、実際の入学人員というのは、もう分かっておったはずです。い

わば、もうその当時、何人。やっぱりこれ以上、５人とか、１０人増える可能性があったのかど

うか。それは分からんですけど、実質もう１年間、またこの複式学級の解消、１年間、またして

いくわけです。 

 これが、要は村単独でもちろん県の教育委員会との絡みもある中で、やっぱり球磨村の一般財

源で教員を増やしてということは可能なわけですよね。今、いろんな分野で職員を入れていただ

いておる中で、これまでの球磨村の教育環境の複式学級にならないようにというところで合併が

進んできておるわけです。合併が。 

 今、この時代に、もう複式学級になるということが分かっていたにも関わらず、もちろん

１２月とか前年度のときに、いろんな協議があって、４月にスタートでしょうけれども、なかな

かそこは、もちろんタイムスケジュール的に難しかったかもしれない。 

 また１年間、この１年間、複式学級を、じゃあ結果、来年の４月に統廃合も含め、複式学級を

どう解消していくのかというのは、必然的にこの令和３年度中にある程度の何かの決断をしなけ

ればいけない時期なわけなんです。 

 じゃあ仮に、１年間複式学級でいいでしょうと、仕方がないでしょうといったときに、教育委

員会の立場として、いろんな選択肢がありますよね。球磨村の財源を使って１人雇用するとか、

一応、この令和３年度は対応するとか、令和４年度に向けて、これ、村長は令和３年度の教育環

境の整備という中で、そこまで複式学級の解消に向けて、どういうふうに思っていらっしゃいま

すか。 

○議長（多武 義治君）  村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  複式学級のそのメリット・デメリットというのが、やっぱりあると思う

んですが、その辺もきちんと検証した上で、今、髙澤議員が言われるようなことに関しましては

対応していかなければいけないんだろうと思っております。 

 ですから、先ほど教育長が言われたように、今年、令和３年度で１年しっかり考えた上で、来

年度に検討、実施していくということになるんではないかなと考えております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  髙澤康成君、この件に関しては 後の質問にしてください。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  大きな決断をしないといけないわけです。大きな決断を、合併も

含めた中で。複式学級を解消するすべとして、統廃合も含めある程度の決断をしないと、複式学

級は解消できないわけなんです。できない。 

 これまでも、今、複式学級に対するメリット・デメリットって、今、これ十七、八年前、高沢
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小学校が合併する前も、そういう議論があったわけなんです。高沢小学校は複式学級でした。 

 終的に選んだ方向性が、複式学級よりも、やっぱりそれを解消したほうが子どもたちのため

にということの中で、少ない小学校が合併してきたわけなんです。合併してきたわけなんです。 

 だから、これを含め、分かりますよ、予算の中に反映できていないって、もちろんこれまでの

流れの中で、非常に難しかったんだろうなって、そこまで判断するのは。 

 この令和３年度に向けて、１年間複式学級をしながらも、ある程度の道筋というのは、球磨村

の教育環境の中で、大きな転換期を迎えるわけなんです。この１年間の中で考えますというレベ

ルじゃないわけなんです。 

 ならば、補正でもつけて、できるかできないか分からんですけど、球磨村で雇用して、県の中

では複式学級かもしれないですけれど、やっぱり支援員とか、学習支援員のレベルではなくて、

より一層踏み込んだ教師とした、あるいは教員の免許を持ったものがしっかりと対応できるよう

な仕組みを、この１年間ちゃんと確立させておれば、私はいいと思いますけれども、教育長、ど

うですか。 

○議長（多武 義治君）  教育長、森佳寛君。 

○教育長（森  佳寛君）  本当、ありがとうございます。そうですね、やはり一勝地小は３年前

ぐらいだったですか、やはり一回、複式化しておりました。今年はこういう災害も受けて、実際、

児童の転出も生じております。そういった部分、それから通常学級から特別支援学級のほうに移

られるお子さんもおりまして、渡小も一勝地小も、本当に２学年で、昨日お話ししましたが

１６人、今、この限度ぎりぎりの１６人で複式化というような状況でございます。 

 途中、いろいろ転入とかもお呼びかけしたりとかありまして、転入してこられた方もいらっし

ゃったんですけど、結果、こういう複式になってしまっております。 

 昨年からのこの災害を受けて、非常に村の財政等も厳しい状況でもありましたし、この１人な

らまだしもというところが、結局２学級、２人、人材を雇用しなくちゃいけないというところで、

財政的な厳しさも、私は感じておったところです。 

 来年度、その途中から補正でということもありますが、昨年度、今年度の段階で、県のほうに

はこの復興の支援の加配の教員を強く要請を出しています。これは非常に明るい方向で進んでお

ります。 

 だから、渡小も一勝地小も、ちゃんときちんとした教職員、もちろん臨時になりますが、そう

いった加配はつきそうです。 

 それから、村独自での学習支援もいらっしゃいますので、そういったところで、まずは来年度

は複式のほうは、いわゆる手厚く支援をしながら進めていきたいとは思っております。 

 何分にも、制度上で、途中から教職員を雇って、それを、また複式を解消するというのができ
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ない状況じゃありますけど、今後の本当に統廃合も考えながら、私も大きな転換期であるという

のは認識はしておりますので、それを見据えて考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  一般会計予算書についての審議をお願いいたします。 

 ４番、小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  学校教育について、いわゆる今後の村の方向性を示す意味では、

この予算書に、いわゆる複式になることが、当然、昨年の村の子どもたち、出生状況からずっと

考えてみますと、当然分かっておったわけですから、その課程の中で、また水害が起きて、複式

のメリット・デメリットはありますけれども、村として、この複式解消に向けた、いわゆる予算

の組み方というのは全く考えられてはいなかったというふうに思います。 

 まして、教職員の定員数で新たに補正でするというのはできませんので、そういう意味では、

本当に今後の村の教育を考えていく中では、ぜひもっと掘り下げた教育の在り方について、ぜひ

お願いをしたいなというふうに思っています。 

 今、子どもたちが一勝地のほうに、全てスクールバスで行っておりますけれども、確かに車が

新たに購入をされるというふうに思いますけれども、かなり過密状況の中で通学をしております。 

 このことは、当然これから先、コロナもありますけれども、安全面からも考えても、これはぜ

ひ、しっかりと考えていかなければならないことだというふうに思いますので、いわゆる予算の

組み方としての今後の方向性は、ぜひ、もっとしっかり考えられた上で組み立てをお願いしたい

というふうに思います。 

○議長（多武 義治君）  ３番、犬童勝則君。 

○議員（３番 犬童 勝則君）  同じく教育費についてですけども、村長も言われておられました

が、新たに職員として指導主事を採用する予算を計上すると言われておりましたが、指導主事の

仕事の内容、そして、できれば予算書のページを、ちょっと教えてもらえればと思いますが。 

○議長（多武 義治君）  教育長、森佳寛君。 

○教育長（森  佳寛君）  指導主事のほうですが、球磨村教育委員会で、もう以前からそういう

学校教育の専門性を有する指導主事というのは念願といいますか、希望しておったところですが、

なかなか、これもまた予算のことも出てきますけど、人材確保ができていなかったところです。 

 人吉市、それから錦、あさぎり、そして多良木、山江村、５つの市町村は、学校から割愛の職

員とかを今まで指導主事として雇っておりました。非常に予算的にも厳しいところですけど。 

 今回、球磨村のほうでは、学校を退職された管理職、校長をご経験されて、そして、やはり指

導主事をご経験された方を、今、候補に上げております。 

 ところで、ご質問の仕事内容というのは、やはり指導主事ということですので、学校教育、そ
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れから学校における教育課程、そして学習指導、先生たちの授業の指導ですね。こういったのが

本当に名の通り、ご指導していただくわけです。 

 それと、あと教育委員会の事務局の中でも、非常にやっぱり学校現場を経験、あらゆる方のほ

うが事務処理しやすいものとか、学級編制とか就学指導とか、来年度入学してくるお子さんの、

学級の、通常学級がいいのか特別支援学級がいいのかとかいった、そういった学校とお医者さん

と福祉関係と連携を図ったりとかいう大儀もございます。そういったところでの判断とか、そう

いったものも出てきます。 

 あとは学校を訪問をされて、実際に授業の様子を見てもらって指導助言をしたりとか、学校全

体の運営についても指導助言もなさったりもします。非常に教育委員会としても、そういう方が

１人勤務されるということは心強いことでありまして、すいません、まとめられませんが、そう

いった内容です。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  教育課長、永椎樹一郎君。 

○教育課長（永椎樹一郎君）  予算書の中でのその指導主事ということの項目をということでお尋

ねと思います。 

 任期付き職員として、今度、指導主事の方、先生をお願いしたいと思っておりますので、球磨

村一般職の任期職員の採用ということでお願いをしたいということで、予算書につきましては

６５ページに、給与、給料、職員給ということであります。その中に任期付き職員の方の給与も、

そこに反映をさせておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  ６番、舟戸治生君。 

○議員（６番 舟戸 治生君）  ６１ページ、樋門操作員の操作委託料２００万円強の予算を計上

してありますけれども、関連ということで質問をさせていただきますけれども、今回の豪雨災害

で、私も被災をしたわけですが、朝の４時頃だったと思うんですが、操作員の方が、もう駄目で

すと、もう私も避難をしますというようなことで家まで来ていただいて、私も幸いにもその避難

のきっかけをつくって、命拾いをして感謝をしているところであります。 

 そういった中で、行政と操作員の関係なんですけれども、操作状況の報告、また連絡とか操作

員の避難の判断です。また操作員の安全を守るためのライフジャケットとかヘルメットの装備に

ついて、どんな考えを持っておられるのか伺いたいと思います。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  昨年の７月４日、２時頃だったと思いますが、警戒水位を突破しま

して、実際、私のほうにも連絡がありました。 
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 それで、国交省のほうからも、多分、直接操作員のほうには携帯電話の関係を、個人の方のを

利用するか、持たなければ貸出し等もありまして、そういった機器を使いまして連絡は取れるよ

うに、いつもやっているところですが、たまたまその７月４日の２時過ぎに警戒水位を突破した

ということで、もう危険でありますので避難してくださいということで、こちらからも指示を出

しました。 

 今、言われました樋門操作員さんたちの救命具といいますか、ライフジャケットとかヘルメッ

ト、手袋、あと夜間等につきましては懐中電灯、装備品であれば長靴とか、そういうところも含

めて、毎年、不具合が生じたりなんかしたら、支給品ということでこちらで何が足りないのか、

何が壊れたりとか、そういうところを含めまして、装備を確認して支給をやっているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  １０番、松野富雄君。 

○議員（１０番 松野 富雄君）  同じく関連ですけれども、川内川の排水機場の操作委託料って

なっておりますが、この浸水をして機能するのか、また、今のままでまた操作されるのか。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  ６１ページの河川費の中の１２委託料というところで、川内川排水

機場操作委託料ということで２１万７千円計上いたしております。これは、川内川の多目的と村

道の間にありますポンプ場です。 

 議員、言われましたように、去年の７月４日豪雨によりまして、あそこが道よりも４メータで

すか、上がったと思いますが、その関係もありまして、土砂が流入しまして、内水のほうも、排

水がもうできないような状態で、暗渠も、水を吐く暗渠も詰まってしまって動かないようになり

ました。 

 したがって、このポンプ自体も発電機までつけていたんですが、完全に水没いたしまして、機

能をしなくなっております。 

 そこで、これは川内川のほうも国交省のほうが代行ということで、復旧作業、すぐ入られまし

て、ポンプ室のほうも業者等が協力しまして、配水管の除去、土砂除去というのも含めまして復

旧をされております。 

 今現在、仮ですけれども、ポンプを設置していただきまして、応急ではありますが、被災前の

能力ぐらいまでは排水できるように応急処置をしていただいております。 

 その関係で管理者、またはどなたかお願いしなければなりませんが、その管理委託料というこ

とで２１万７千円計上いたしております。すいません。よろしくお願いいたします。 

○議長（多武 義治君）  ２番、東純一君。 
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○議員（２番 東  純一君）  予算書の４８ページになりますけれども、予防費の項目のところ

で、１２番の委託料、そして、その下に備品購入費という項目がありまして、新型コロナ関係の

予算を上げてあるようでございます。 

 新型コロナワクチンの接種については、準備体制とか対応の流れとか、そのようなところはい

ろいろ予算も上げてありますけれども、しっかりできておるのかということと、その下のワクチ

ン接種体制確保事業の備品購入費として予算も上げてあります。 

 この備品購入費を上げてありますけれども、その備品について、ちょっと詳しく教えていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（多武 義治君）  保健医療課長、松村玲子さん。 

○保健医療課長（松村 玲子君）  新型コロナウイルスワクチンの予算の分、それと準備は整って

いるのかという、その２点についてのお尋ねかと思うんですけれども、毎日メディアでワクチン

のことを言わない日はないんですけれども、今、ワクチンにつきましては、現在体制整備という

ことで検討をさせていただいております。 

 実際にこのワクチンの分を、国のほうはコロナ対策の切り札ということで、国家プロジェクト

ということでやっているところなんですけれども、やはり流通量が分からないというのが、まず

一番 初の問題点というのがございまして、今、国のほうから来ている情報としましては、４月

の後半に球磨村にも第一陣が来るであろうという、そういう状況の下に体制整備のほうをしてい

るところです。 

 当初、ほかの地域の分では集団接種ということで計画のほうをされているんですけれども、球

磨村におきましては、この被災で実施する場所がそもそも難しい、それからいろんなところに点

在していらっしゃるということで、まずは個別接種ということで進めているところでございます。 

 これは、接種しますのには接種順番のほうがございまして、今、医療関係者の方たちがスター

トをされております。それを経まして、今度は６５歳以上の方たち、それから高齢者の施設の方

たち、そういう方たちを対象にやっていくということで、球磨村のほうでは球磨村の診療所、そ

れから人吉市医師会の受託医療機関、一応３０件ぐらいございますけれども、そちらのほうで個

別にやっていくという、そういう体制で、今、体制整備のほうを進めております。 

 その分での予算の分を上げさせていただいているんですけれども、この備品購入の部分が、デ

ィープフリーザーという、マイナス８０度の保冷庫が、これ、国のほうから送りつけでまいりま

した。今、球磨村のほうに保管をしているんですけれども、しかし、これが例えば電源が落ちた

場合にワクチンが使えなくなるということで、その分で、それの蓄電池の分を、一応３００万円

ということで予算を上げさせていただいているところです。 

 実際には防災センターの２階は蓄電機能がございますので、そちらのほうに置けばいいのでは
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ないかということで進めてはきたんですけれども、冷蔵庫も国のほうから来ますのが１台ではな

くって、多分、少なくても３台は来る可能性が、次の段階ではマイナス２０度の分、それから通

常の分ということで、冷蔵庫のフリーザー自体も何台来るかが分からないと。そうなると、通常

の防災センターの機能のほうが低迷してしまうということで、その分で別のところに置くという、

そういう視野を置きまして、蓄電池のほうを上げさせていただているところです。 

 本当に住民の方たちに、安全で安心して受けていただくワクチンというのを視野に入れて、今、

頑張って体制整備をしているところでございます。 

 内容について、いろんなことが決まり次第、広報等でお知らせをしていき、皆様、受けたいと

思われる皆様が安全に受けていただけるように進めていきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  東純一君。 

○議員（２番 東  純一君）  そのようなことで質問したわけですが、心配しておったのは、そ

の電力が、災害があるかもしれない、設営の期間内に、電力がダウンしたときとか、そのような

ときの対応もしっかりできるのかなと思って質問したわけですけれども、備品購入費というのは、

その電力を確保するための機材といいますか、そういうのに向けたところの予算ということで解

釈しておいていいですか。 

○議長（多武 義治君）  松村玲子さん。 

○保健医療課長（松村 玲子君）  蓄電機能のある、それも自動で蓄電、手動でするのではなくて、

自動で切替えができるという蓄電池を、今、検討しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  ５番、髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  ６２ページ、団員報酬についてお伺いをします。 

 団員報酬の中は、活動費も含んでいるというふうに思いますが、ですよね。この活動費の予算

の金額で各分団の活動がなされているかという話とかはあっておりますか。それと、プラス予算

の執行、令和２年度分は、いつ予算を執行されているのか。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  ご質問のありました団員報酬活動費ということでございます。 

 まず、こちらに６２ページの非常備消防費の中の報酬、団員報酬ということで掲載させていた

だいている分については、条例に基づきます消防団員報酬、年間分でございます。 

 都度都度、災害とかいろんな訓練とかいうときに、訓練は入っていないんですかね、いろんな

災害のときに出ていただいた活動費については、こちらの下の旅費、団員出動手当といったとこ

ろで賄っております。 
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 実際、災害が起きますと、もっと経費がかかったりしますので、その都度補正をさせていただ

いているところでございます。 

 もう一点が令和２年度の予算執行ということでございますけれども、議会の皆様のほうからも、

いろいろご指摘いただいて、報酬のほうは適切にということで、今、先日、幹部会議を開きまし

て、そこら辺、各団員からの請求書、印鑑をついたものをいただいておりますので、３月中には

執行できるというふうに思っております。すいません、もう支払いは終わっているということで

ございます。よろしくお願いします。 

○議長（多武 義治君）  髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  令和２年度分が令和３年度の３月か２月に入っておるということ

ですよね。これ、以前２年前に、この話を多分したかと思います。予算審議があった後、この活

動費に関しては速やかに執行していただきたいという話をしたことがあります。 

 なぜかというと、各地域、各分団においては状況も違いますし、活動そのものが消防、各地、

世帯からお金を集めたりするのが非常に高齢者世帯が多くなって、なかなか年金暮らしからもら

うことが、なかなか難しくなってきているということで、予算審議が終わった後は、速やかにこ

の予算に関しては執行していただきたいというのを２年前に話をしていただいている。 

 また、今回この予算の６００万円の中の積算根拠の中に、団服、黒の団服、活動費活動服に関

しては村が、黒の団服に関しては各分団が負担をするというふうになっているようです。黒ので

す。ですよね。分団から買わなければいけない状況なんです。 

 各分団においてはお金がありません。なので、そういう積算の中にこの六百何十万円というの

は、あくまでも団員の数によって割り振って各分団のお金になっていくのでしょうけど、結局そ

の予算が、２年度のものが３年度の 後に行くもんだから、結局活動そのものができていない状

況なんです。 

 できれば、そういう辺りも含め、この予算審議が終わった後には、速やかに支出をしていただ

ければというように思っておりますが。 

○議長（多武 義治君）  山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  報酬についてのご質問だと思いますけれども、基本的にこの団員報

酬というものにつきましては、条例に基づいてお支払いするわけですけれども、あくまで個人に

対しての報酬というふうなことでございまして、ご指摘のとおり、活動に活用されていらっしゃ

るところもあろうかと思います。 

 そこは、それぞれの分団の考え方、やり方というふうに思いますけれども、村といたしまして

は、ご指摘もございましたので、これまで３月に、年度末にお支払いしていたものを、たしか

２回に分けて、今、やっているというふうに、本来は３月ということが条例上といいますか、こ
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の報酬の意味としてはそうなんですけれども、そこを、やはりご指摘があったもんですから、

２回というふうなことで、今、させていただいているところでございます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（多武 義治君）  ６番、舟戸治生君。 

○議員（６番 舟戸 治生君）  ４５ページの児童措置費ですけれども、保育所運営費、また保育

所副食費、計上してあるわけでありますが、今回の豪雨災害で保育所の運営状況といいますか、

特に私は神瀬地区のことは気になりますのでお聞きするわけでございます。 

 それから、４９ページの共同給水施設整備事業補助金とか、安心安全な飲料水、そういったこ

との補助金、計上してあるわけですが、これも今回の豪雨災害を渡の糸原地区等では水源、水脈

が変わったのか分かりませんけれども、水が出なくなったと。 

 そういうことで、地元から村長には連絡があって、対応されているようでありますけれども、

どういった状況なのか。 

 また、立野地区もボーリング等を進められたというような話でありますが、そのボーリングの

結果、また境目地区等も橋の際等も、いろんなその状況にあったと聞いておりますんで、そうい

ったことも教えていただければと思います。 

○議長（多武 義治君）  住民福祉課長、大岩正明君。 

○住民福祉課長（大岩 正明君）  保育所運営についてのご質問でしたけれども、豪雨災害により

まして、まず神瀬保育園です。神瀬保育園につきましては、神瀬の住民の方、多くが避難されま

した。それで、保育園に通う子どもさんがいなくなったということで、１０月から休園をされて

おります。 

 ほかの渡保育園、こがね保育園については、それまでいらっしゃった児童さん、数は変更なく

通っておられますので、そちらの２か所については通常の運営をされている状況です。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  ４９ページの環境衛生費負担金補助金及び交付金ということで、共

同給水施設整備事業補助金１,４００万円、この件につきましては、今回、予算計上をしていま

すのは、令和３年度で起きる、２年度で災害復旧、ほとんどが、まだ応急復旧でございます。そ

の分の復旧、本復旧分が、まだ計画的に概算ですが４００万円。 

 今、応急復旧した中でも、もう本復旧分が決まっています、大体の金額が決まっています部分

が１,０００万円ほどあります。その１,０００万円の内訳は、神瀬水道組合が約３００万円、松

本、小谷の水道関係が４００万円、高沢水道組合さんのほうが３００万円ほどの、実質的な金額

が固まっているところが、ちょうど１,０００万円ほどあります。 
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 今、言われましたように、まだはっきり決まっていない部分の糸原地区とか、ほかにも大坂間

とか、どうやって持っていけばいいのか、もともと去年の水害で被災しました水源が、完全にな

くなってしまったりとか、水道が変わったりということで、水源自体がまだ確保できていないと

ころもありますので、そういったところは今から現地と踏査して、はっきりした事業費が上がっ

たときに、臨時でも、また補正でも予算計上させていただければということで考えております。 

 以上です。 

 すいません、立野地区の災害ということで、それこそあそこも水源のほうが流されてしまって、

ボーリングでやるということで決まりまして、 終的には７００万円強の予算でしたが、実際、

もうボーリング、水が出るようになりまして、旧配管のほうに設備が切り替わった頃ではないか

と思います。もう３月以内には、完全に復旧ができるというところで聞いております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  舟戸治生君。 

○議員（６番 舟戸 治生君）  先ほど、神瀬保育園のことで休園中というようなことであります

けれども、かわいそうでありますので、そういった子どもたちに対する対応は、どう考えておら

れますか。 

○議長（多武 義治君）  住民福祉課長、大岩正明君。 

○住民福祉課長（大岩 正明君）  神瀬保育園に通われていた子どもさんたちにつきまして、児童

さんにつきましては、渡保育園、それから人吉辺りを希望される転園願いが出まして、そちらの

保育園のほうを利用されております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  会議の途中ですが、ここで休憩をいたします。１１時５分から再開いた

します。 

午前10時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（多武 義治君）  それでは、会議を再開いたします。 

 ４番、小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  令和３年度の会計年度任用職員の予算上の雇用人数、それから

４月１日スタート時点の雇用数について、まず、お伺いをいたします。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  ご質問のありました令和３年度の会計年度任用職員等の雇用人数と

いうことでございますけども、予算としましては、各費目に割り振らせていただいておりますが、
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スタート時点の人数といたしましては、会計年度任用職員が５２名、それから癩癩失礼しました。 

 予算書のほうで御覧いただきますと、７８ページの一般職給与、それから職員数を書いてある

表がございますけども、こちらの括弧書きで掲載させていただいております職員数が会計年度任

用職員ということでございます。失礼しました。私、ちょっと勘違いをいたしまして、５２名と

申し上げましたが、こちらのほうでございます。 

 あと、派遣職員、それから、任期付職員等も２６名、それから１５名ということで、予算のほ

うを計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  予算上の人数は分かりますけども、新年度スタート時の雇用人員

は何名ですか。同じということなんですか。 

○議長（多武 義治君）  山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  スタート時点では、 初のほうに載せてある人数がスタートなりま

して、今後また途中で癩癩来年４月１日ですね、失礼しました。 

 予算書上は、これがスタートでございますけれども、４月１日現時点では、これから面接され

る方もございますので、これに加わると、この中で、はい。 

 まだ、今後、面接が残っておりますので、人数のほうは、まだ確定しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  副村長、門﨑博幸君。 

○副村長（門﨑 博幸君）  補足をさせていただきます。 

 今回予算にも計上させておりますとおり、スクールバスにつきましては、令和２年度は一般社

団法人のほうに委託をしておりましたが、これを村直営に戻すということで計上させていただい

ております。これも含めて、まだ、採用面接が終わってないところがございますので、 終的に

は採用面接を経て、この３９名のうち、全て埋まるのか、あるいは、何がしかの事情があって欠

になるのか、というところが確定するという状況でございます。 

○議長（多武 義治君）  小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  今、副村長から答弁の中で、私の質問の先に答弁いただきました

けども、スクールバスの運転手の方、村が直接雇用というふうになるわけですけども、当然、こ

の方も会計年度任用職員としてということになるのか。６５ページにスクールバス運転手の謝金

というふうにしてありますが、これはどういう内容になるのか、お知らせいただきたい。 

○議長（多武 義治君）  教育課長、永椎樹一郎君。 

○教育課長（永椎樹一郎君）  お答えいたします。 
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 スクールバスの運転手、今ありましたように、令和３年度から、こっちのほうに返すというこ

とで、会計年度任用職員になります。 

 ここの予算書に、６６ページのスクールバス運転謝金というのは、やはり、職員さん、今、給

料制ということで、今、お話をしておりましたけども、急遽、何かの都合でできなかった場合と

か、やはり、休みを、やっぱり、全て、休む用事が出てきた場合に、こちらのほうでお願いをし

て、賃金じゃないんですけども、そういうことで、お雇いをしとるということもございますので、

臨時職員じゃないですけども、こちらから、お願い、会計年度任用職員以外にお願いをするとい

う方もいらっしゃいますので、そこは賃金で対応させていただきたいということで、ここに計上

させているところでございます。 

○議長（多武 義治君）  小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  会計年度任用職員については、導入される、基本は、同一労働同

一賃金という考え方によって導入されてきたわけですけども、これ任用職員以外に、今、教育委

員会のほうから出ました謝金の扱いで対応される方は、ほかにいらっしゃいますか。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  ご質問の職員につきましては、教育委員会関係以外ではございませ

ん。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  田代利一君。 

○議員（９番 田代 利一君）  林道費に関係をして質問したいと思います。 

 東俣線については、あと、どれくらいかかりますか。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  林道東俣線ですが、茂田地区から黒白地区まで予定をしております

が、当初４校区に分けて、起点と中間点、黄檗の上ですね、それから黒白のほうということで、

４校区に分けて整備するということで、整備計画では約１０年、これ１０年というのが、採択要

件になっておりまして、１０年間で完成するように計画をつくりなさいというところであったも

んですから、当初は１０年ということでやっていました。今、６年か、７年ですか、たっており

ますけども、進捗としましては、まだ半分も行っておりません。まだ、３５、４０％ぐらいでし

ょうか。というところで、国の予算も、こちらから要求した金額もなかなかつかない。村の予算

も一遍にはつけられないというところもありまして、ぜひ、できるだけ早くということでは思っ

ておりますが、あと、早くても１０年か、１５年ぐらい、かかるのではないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  田代利一君。 
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○議員（９番 田代 利一君）  当初の我々の説明では、平成のとき、３４、５年では、もう完成

じゃなかろうかという説明だったと思うんです。私、あれ持っとるですよ。そのときのですね。

予算関係で幾らか遅れると思っておりますけど、例えば、黒白に行く、ぬくる道ですね、途中か

ら茂田と分かれるんです。もう雨が降るたびに川だそうですよ。川。横断溝が少なかかもしれま

せんけれども、そこあたり、もう１回確認していただきたいと思います。 

 それと、なるだけなら茂田線から始めれば、私、いいと思うですよ。あっちから一里山のほう

にですね。あれを始めて、あっちのほうがいいと思いますけれども、村民の黄檗地区の住民の意

見もそろったもんですから、なるだけ、片一方からお願いをしたいと思いますけど、村長の意見

を、村長もこの間、見られたと思いますけれども。 

○議長（多武 義治君）  村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  この間、黄檗の地区の方と田代議員と一緒に山を見に行かせていただき

ましたけども、そのとき、地元の方の意見は聞かせていただきました。あと、建設課長としっか

り協議をした上で考えたいと思います。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  ５番、髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  ５４ページ、林業振興費含め、ジビエの里活用協議会と有害鳥獣

捕獲の保険料、あるいは、捕獲の隊員の等々出ております。 

 予算の委託料に２０７万で、ジビエの里の協議会の委託料というふうになっておりますが、今

後において、今、球磨村の各集落がなかなか住めない状況にある中で、この鳥獣害被害の鹿、猿

というのが集落にもう入りつつあります。やはり、これまでの農業振興の中に、この被害という

被害額が大きくなっていっとる状況の中で、非常にこのジビエの里の取組と駆除隊の存在という

のが非常に大きいものというふうに思っておりますが、今後のジビエの里の運営の仕方、あるい

は、このジビエを使った商品開発も含め、もっともっと予算を計上して、大きな組織の事業体で

あってほしいというふうに思っておりますが、この予算の積算の根拠とそれに含めた期待、この

ジビエの里協議会に対する期待について伺いたいと思います。 

○議長（多武 義治君）  答弁調整のため、議事を一旦止めます。 

午前11時18分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時19分再開 

○議長（多武 義治君）  会議を再開します。 

 産業振興課長、犬童和成君。 

○産業振興課長（犬童 和成君）  すみませんでした。 
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○議長（多武 義治君）  マイク。 

○産業振興課長（犬童 和成君）  すみませんでした。 

 委託料の内訳としまして、賃金、共済費と光熱費等になっております。 

○議長（多武 義治君）  村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  髙澤議員言われるように、今、鳥獣害というのは、球磨村での大きな問

題だと思います。そして、 近、熊本県内でも、加工あたりに先進的に取り組んでいる地域があ

るようです。新聞あたりでも 近載っておりますけども、そういうところを見本にしながら、今

後、球磨村のそういうジビエに対するいろんな取組は考えていかなければいけないと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  髙澤康成君。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  そもそも、このジビエの里の協議会の当初の事業の設立の目的は、

もちろん鳥獣害被害対策のイノシシ、鹿に関して、加工をして販売する。それに、この協議会の

収益に充ててできないかというところで、スタートしたわけです。今、捕獲頭数と加工する頭数

が非常になかなか、１人の方がされている状況で、やはり、シシ肉、鹿肉の単価を見てみれば、

やはり、ちょっと高いような気がいたします。もっともっと販路拡大をして、することによって、

これは一つビジネスとしてやっていけるんじゃないかなというふうに私は思っている。その中で、

予算的な、もちろん人件費等々、光熱費、必要経費の部分でありますけれども、もう少し踏み込

んで予算を上げて、しっかり事業自体が成り立っていくような方向性でもいいのではないかとい

うふうに思っておりますので、ぜひ、お願いをしたいと思います。 

○議長（多武 義治君）  答弁は要りますか。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  はい。 

○議長（多武 義治君）  ほかにありませんか。７番、嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  ７５ページ、お尋ねいたします。これ災害復旧費、公共土木施設

でございます。工事請負費で、河川あるいは道路、橋梁、５億５,０００万円とか、８億

６,０００万円というふうに上がっております。予算書上げてありますので、その内容をお尋ね

いたします。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  公共土木の災害復旧で、令和２年７月災の分ですが、河川、道路、

橋梁、それぞれ予算計上させていただいております。この内容につきましては、令和２年分で、

今年度分で発注を急ぐ分については、発注を急いでおりますが、どうしても一遍にはできません

ので、その分を令和３年度で、この金額分、河川、道路、橋梁で計上させていただいております。
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この金額の中には、国交省さんで、直接、権限代行でやっていただく分と県営でやっていただく

分の金額は入っておりません。一応、２年分、令和３年度でできる分を計上いたしておりますけ

ども、令和３年度で計上できる分を、今、計上しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  これ、５億５千万とかって、相当な金額で、これを令和３年度で

できるのかなと、その下、８億６千万もですね。というふうに思うのと、これだけの大きい金額

であれば、何らかの根拠といいますか、それが災害復旧というのは分かりますよ。復旧ね。ここ

の金額、どこかで、これだけ必要だからというふうで予算計上なのか、お尋ねしますけど、今後、

これだけかかるからという予算計上なのか、どちらか、お答えください。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  これは前回もちょっと説明いたしましたが、まず、災害査定の分が

去年の１２月で、土木につきましては全部終わっております。箇所を集約化したところで、約

８９件、トータルで１４億９,１１７万６千円ありまして、その分の査定額で、まだ申請、査定

受けて、決定をいただいた金額でございます。実際はこれに伴いまして、今、詳細設計をコンサ

ル関係に発注いたしまして、実際の工事費金額、工法も含めてですが、検討中でございます。検

討の中では、国との協議が行いまして、また金額等が変わることもありますが、一応、今のとこ

ろは査定金額で計上させていただいているところです。ちなみにですが、昨日ですけど、正式に

公文書来ていませんが、公文書の写しが来ているところでは、国庫負担金は１００％、私も初め

て見ましたが、１００％、国庫負担金が出るということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  次、３５ページでお尋ねいたします。これも災害対策費ですか。

１２番の委託料で、住宅地整備事業測量設計業務委託料で６００万ほど上がっております。この

住宅地整備事業の場所をお尋ねいたします。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  住宅整備事業の測量設計委託料ですけれども、予定といたしまして

は、一勝地に、今、村が整備しております永崎団地の奥のほうの農地、田んぼを測量するという

ところで、計画をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  これ、土地だけの測量設計、建物の設計というか、そういうのは
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入ってないということで。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  ご質問のとおり、造成、土地だけの測量の委託料でございます。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  ここは、場所は永崎団地の横というふうにおっしゃいました。宅

地の土地だけの設計測量というのをおっしゃいましたけど、この金額見まして、６００万という

ことですので、ボーリングをされるのかなというふうに、ボーリング、地質調査ですね。そうい

うのも入っていて、６００万に金額が上がっているのかなというふうに思うんですが、３回目し

かできませんので、ボーリング、仮にするんであれば、もう永崎団地、前回もたしかしていると

思うんです。だから、もう、その地域ですので、ボーリングの修正はないんじゃないかなという

ふうに思うんですよ。この６００万の積上げの内容をちょっとお尋ねいたします。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  この永崎団地周辺の田んぼのところは、今、工事現場の工事事務所

ができておりますけども、ここにつきましては、まだ、ボーリング調査は、これには入っており

ません。ただ、いろんな地形上の指定がちょっとありまして、昨日もちょっと県のほうとも協議

やりましたが、庄本川、庄本川沿いにありまして、庄本川自体も砂防河川に指定されております。

砂防指定地の危険がないのかと。地図上で行くと砂防河川の影響を受けるところの、ごく一部で

すけども、入るところが確認されております。また、山手のほうですが、村道田代線があります

けども、その山手のほう、たしか、山桜か何か植っているところですけども、あそこの斜面が急

だということで、今までは土砂法の指定がかかっていませんでしたが、うちの計画があるという

ところで、県が確認したところ、レッドゾーンにかかるのではないかということも出てきました。

そういったところも含めたところで、検討しなければならないということで、一応、６００万計

上いたしております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  すみません、もう１点だけ、６８ページと７０ページにわたりま

すけど、学校関係、小学校になります。小さいことで申し訳ないんですが、６８ページの学校管

理費の中の６８ページの１３番になります。使用料及び賃借料のところで、電力節減装置使用料

７万３千円というふうに上がっております。これは小学校です。７０ページに行きますと、同じ

ように、これ中学校のほうですね。これも電力節減装置使用料というふうに書いてございます。

これ、何でしょうか。それお尋ねいたします。 
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○議長（多武 義治君）  教育課長、永椎樹一郎君。 

○教育課長（永椎樹一郎君）  お答えいたします。 

 今、電気を使うときに、あんまり使い過ぎますと、自動的に、テレワイズとか何とかというと

だったですか、自動で電源を電圧抑えるような装置をつけておるもんですから、それの、テレワ

イズ、ちょっと、すみません、正式な名称は覚えておりませんけども、そういう装置をつけてお

りますので、それの使用料といいますか、ということでございます。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  これ効果があっていますか。この装置をつけることによっての効

果、メリットが出ているかどうかです。 

○議長（多武 義治君）  永椎樹一郎君。 

○教育課長（永椎樹一郎君）  やっぱり、電気を抑えますので、上がるのを操作しますので、効果

はあると思っております。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  ちょっと、理解、苦しみますね。これ監視装置だけを見て、ちょ

っとピーク時になったら抑えなさいよという、そういうものでしょう。ですね。だから、ピッと

鳴るから、そこの部分だけ、何かを、そしたら、エアコン一応止めれば、そこまで上がりつかん

のでという、そういう装置だと思うんですけど、こういう装置はやめられたらどうなんですか。

ピッと鳴ったときには、誰かがおって、それも対応して下げんと多分、 大電力のデマンド関係

で、そういうのになっているかなというふうに思うんですけど。それも電力自由化のほうに移転

されて、契約されたほうが、こういう装置は、じゃないんですか。ピピッと鳴るやつだけじゃな

いですか。それの補修料をお払いしているということで、私はこれ効果が上がってないというふ

うに思うんですけど、それに関して分かれば、デマンド関係からお話してください。 大電力料

との多分比較だと思うんですけど。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  ご質問のありました装置につきましては、学校関係それから役場の

ほうにも装置をつけさせていただいております。直接、エアコン機に取り付けまして、電力量が

上がる、例えば、夏でありますとか、エアコンをずっと使っており、急激に上がっていきます。

そういったときには、その装置が働きまして、自動的に電力量を抑えるというか、そういった自

動で行うシステム、目で見て人間が人力で上げ下げするとかということではなくて、自動で行う

装置でございまして、そこがメリットかなと思っておりますし、あと、総務課のほうでも確認し

ておりますけども、実際の電気料も大変抑えられているというふうに確認、認識しております。 
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 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  後の質問にしてください。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  はい。そしたら、今、総務課長がおっしゃったように、負荷を自

動的に切るんですね。小学校も中学校も、そういう装置がついていれば。切らないと 高使用量、

契約の話になってくるんですね、デマンドのね、 大使用量、じゃないんですか、負荷の。何の

ために切るんかなと思って。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  このシステム自体が、例えば、エアコンを使っていて、暑いからど

んどん能力を使うために電気を使います。でも、それをあまり上がらないように抑制するという

スイッチなんです。完全にカットしてしまうとかじゃなくて、１００％行かないように、７５と

か、６０とかにカットして、使用しながら行くというので、それで電力量を抑えるというような

装置なんです。 初言われた、人力で切り替えたとか、なかとじゃなくて、電力を完全にストッ

プしてしまうとか、そういうものではありませんので、それで実際、総務課で使用料を全然つけ

てなかったときと比較したときに、やっぱり、この委託料、装置の委託料ですか、使用料ですか、

使用料を考えても大分安くなっているということで、報告を受けております。 

○議長（多武 義治君）  ほかにありませんか。小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  ５１ページですけど、委託料の、すみません、５２ページです。

委託料で、農村環境計画作成委託なんですが、これの特定の地域があるのか、あるいは、今回の

災害復旧と事業がかぶるのか。それについて、ちょっとお伝え願いたいと思います。 

○議長（多武 義治君）  産業振興課長、犬童和成君。 

○産業振興課長（犬童 和成君）  農村環境計画委託料の件なんですけども、現在、渡地区と毎床

地区のほうで、基盤整備等が計画されていたと思いますけど、こういった農村事業を行う、おき

ましては、すみません、農村環境計画の策定が必須となっておりますので、今回策定の計画を予

定しております。昨年度も予定していたんですけども、災害でできなくなったものですから、ま

た今回要望をしているところです。 

 農村環境計画というのが、適切な環境への配慮や地域住民の多種多様な意向に機能的に対応す

るため、環境に関する総合的な調査を行い、事業上の対応方針や各種環境整備メニューの 適な

選定を行うことを目的とした調査となります。球磨村全体を考えた調査ということになると思い

ます。 

○議長（多武 義治君）  小川俊治君。 

○議員（４番 小川 俊治君）  当然つくらなければならないものだということで、これが今回の

水害で被災した農地等の復旧とは、直接は関係ないということですね。 
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○議長（多武 義治君）  犬童和成君。 

○産業振興課長（犬童 和成君）  直接には関係ないということです。 

○議長（多武 義治君）  １番、板﨑壽一君。 

○議員（１番 板﨑 壽一君）  お願いします。３６ページ、総務費の使用料及び賃借料の件です

が、派遣職員用民間住宅等借り上げ料で２,４００万、それとその下の分の負担金及び交付金の

件ですが、派遣職員給与等負担金１億２,５００万、この件数と職員の給与の金額は、年間延べ

人数でよろしいですが、そういうふうな見積もりをしてあるんですか。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  ご質問のありました住宅それから職員給与負担金でございますけれ

ども、派遣職員２６名を予定いたしておりまして、こちらの方々の住宅の借り上げ、それから、

これ負担金のほう、来ていただいている市町村のほうに負担金として給与の分をお返しする。手

当は村で払うわけなんですが、給与は、今、派遣されている方々は、派遣元、長崎でありますと

長崎の市役所から払われます。ですので、その分については、こちらで働いていただいています

ので、その分を村が負担金として市役所のほうにお返しするというふうな仕組みでございます。 

 以上でございます。（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（多武 義治君）  よろしいですか。７番、嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  すみません。（発言する者あり）すみません。３９ページお尋ね

します。総務費、選挙費なんですが、１３番、投票会場使用料ということで、１００万円上がっ

ています。これについて、１００万円をお尋ねいたします。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  こちらの使用料でございますけれども、現在、さくらドームの横に

コンテナハウス、失礼しました。これはさくらドームじゃないかな。投票会場として、投票所と

いたしまして、コンテナハウスを今予定しておりますので、そちらのコンテナハウスのリース、

使用料になります。１００万円でございます。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  はい、分かりました。もう１点だけお尋ねします。 

 ４４ページになります。民生費、社会福祉費の災害対策費で１８番になります。負担金補助及

び交付金というふうに書いてございまして、移転費用補助金１千万というふうに上がっておりま

す。この内容をお尋ねいたします。 

○議長（多武 義治君）  住民福祉課長、大岩正明君。 

○住民福祉課長（大岩 正明君）  現在、被災者の方の仮設住宅、それからアパートのほうを借り
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て避難をされております。今後、復興が進み、自宅のほうへ戻られるとか、あと、もう自宅の再

建を断念して、新しいアパート、借家のほうに移り住むといった場合に、転居費用が、限度額

１件当たり１０万円として出るようになっております。令和３年度では、一応１００世帯分を見

込んで、１０万円の１００世帯で１,０００万円ということで、予算計上しております。 

 以上でございます。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  分かりました。ありがたいことで、やはり、お金がいっぱい要る

かと思うんです。避難される方はですね、よろしくお願いいたします。終わります。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  よろしいですか。はい。 

 異議なしとの発言があっており、ほかに質疑などの通告がありませんので、これから採決しま

す。 

 お諮りします。議案第２３号は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２３号は原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議案第２４号 令和３年度球磨村国民健康保険特別会計予算について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第２、議案第２４号令和３年度球磨村国民健康保険特別会計

予算を議題とします。 

 ご審議願います。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしとの発言があっており、ほかに質疑などの通告がありませんの

で、これから採決します。 

 お諮りします。議案第２４号は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２４号は原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第２５号 令和３年度球磨村後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第３、議案第２５号令和３年度球磨村後期高齢者医療特別会

計予算を議題とします。 
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 ご審議願います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしとの発言があっており、ほかに質疑などの通告がありませんの

で、これから採決します。 

 お諮りします。議案第２５号は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２５号は原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．議案第２６号 令和３年度球磨村介護保険特別会計予算について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第４、議案第２６号令和３年度球磨村介護保険特別会計予算

を議題とします。 

 ご審議願います。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  よろしいですか。はい。異議なしとの発言があっており、ほかに質疑な

どの通告がありませんので、これから採決します。 

 お諮りします。議案第２６号は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．議案第２７号 令和３年度球磨村簡易水道特別会計予算について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第５、議案第２７号令和３年度球磨村簡易水道特別会計予算

を議題とします。 

 ご審議願います。７番、嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  ６ページでお尋ねします。歳入です。簡易水道事業費分担金、

１番です。これは住宅の方が水道を引きたいということで、水道に加入するときの金額でしょう

か。 

○議長（多武 義治君）  建設課長、上蔀宏君。 

○建設課長（上蔀  宏君）  村の簡易水道に加入する、これ条例にも乗っておりますが、加入分

担金、加入金ですね、通常、一般家庭の方５万円となっております。を１件分上げております。 

 以上です。 
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○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  これは村がしている４つある簡易水道のそれぞれのところで、均

等に５万円だというふうに思っております。加入金も５万円でいいと思うんですが、加入金とい

いますか、４つ簡易水道がそれぞれ地区にあるわけなんですけど、供給する側ですね、供給され

る側、村がやっているんで、村が供給している。私、言いたいのは、水源のほうですね、一勝地

区が水圧が高いということなんで、これにつきましては、一勝地のほうは、減圧弁を水道引く住

民の方がお金を出して引くと、これは１２月の議会でも一般質問したと思うんですが、それは私

はあり得ないというふうに思うんです。減圧が高いのは、はよ言えば、簡易水道側、供給する側

のものだというふうに思いますので、これ一般質問したときには、建設課長でしたか、村で条例

があるからということだったんで、もし、よければ、条例を変えていただきたいなというふうに

思うんですが、ご検討できますでしょうか。 

○議長（多武 義治君）  答弁調整のため、一旦、議事を止めます。 

午前11時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時55分再開 

○議長（多武 義治君）  それでは、再開いたします。 

 村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  今、嶽本議員言われるように、一勝地地区のみが減圧弁が必要というこ

とですので、やっぱり公平性を考えたときにはちょっと検討する必要があるのかなと思っており

ます。 

 また、検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  嶽本孝司君。 

○議員（７番 嶽本 孝司君）  そうしましたら、条例の提案をされますかどうか、お尋ねいたし

ます。 

○議長（多武 義治君）  村長、松谷浩一君。 

○村長（松谷 浩一君）  条例を含めたところで検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（多武 義治君）  ほかにありませんか。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしとの発言があっており、ほかに質疑などの通告がありませんの

で、これから採決します。 
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 お諮りします。議案第２７号は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（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は原案のとおり可決さ

れました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．発委第１号 球磨村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第６、発委第１号球磨村議会委員会条例の一部を改正する条

例の制定を上程します。 

 本案件について、提出者の説明を求めます。議会運営委員長、田代利一君。 

○議員（９番 田代 利一君）  発委第１号球磨村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、提案理由を説明させていただきます。 

 本案は、令和３年４月から当局の機構改革の実施に伴い、常任委員会の所管課の見直しを行う

ものであります。 

 ご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（多武 義治君）  ただいま、議会運営委員長、田代利一君から説明がありましたので、こ

れから球磨村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定を議題とします。 

 お諮りします。本案件につきましては、議会運営委員長、田代利一君から説明があり、内容に

ついてはご理解いただいているものと思いますので、質疑などを省略し、直ちに採決したいと思

います。ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。それでは、直ちに採決をいたします。 

 お諮りします。発委第１号は原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、発委第１号は原案のとおり可決され

ました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議員派遣について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第７、議員派遣を議題といたします。 

 議員派遣については、お手元に配付しましたとおり、派遣することにしたいと思います。ご異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元に配付
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しましたとおり派遣することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．閉会中の継続調査について 

○議長（多武 義治君）  次に、日程第８、閉会中の継続調査を議題とします。 

 各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第７３条の規定によって、お

手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり閉会中の継

続調査とすることに決定しました。 

 お諮りします。会議規則第４４条の規定により、本会議で議決された事件の、条項、字句、数

字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（多武 義治君）  異議なしと認めます。したがって、本会において議決した事件の条項、

字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（多武 義治君）  動議。５番、髙澤康成君、発言を許します。 

○議員（５番 髙澤 康成君）  突然ですが、退職をされるという方がおられるようです。山口課

長、松村課長、戸屋課長ですか。本当、長年にわたりお世話になりました。 

 本来であれば、送別会という形でありますけれども、コロナ関係で自粛ということで、非常に

残念に思いますし、申し訳ないというふうに思っております。 

 議長のお許しがいただければ、ぜひご挨拶をいただければと思います。 

○議長（多武 義治君）  総務課長、山口隆雄君。 

○総務課長（山口 隆雄君）  失礼します。ただいま、髙澤議員のほうからご挨拶をさせていただ

く機会を設けていただきました。本当に、心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうござ

います。 

 議会の皆様とは、議会事務局長ということで、 初に私が課長級になったときにお仕事を一緒

にさせていただきました。いろんなところをこの議会の皆様、そして議会を通して勉強させてい

ただいたところでございます。 

 総務課長になってからも、いろいろご質疑、いろんなところで叱咤激励していただいて、本当
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に人間としてもといいますか、職員として非常にありがたい時間だったというふうに思います。 

 役場といたしましては、３８年間勤めてまいりましたけれども、本当に長いようで短かったか

なと、でも本当に考えれば長い長い道のりなんですが、あっという間だったなというふうに今、

考えております。 

 まだ、実感がちょっと湧かないところもございますが、こうしてご挨拶をさせていただいて、

「ああ、やっぱり卒業するとばいな」と思ったところです。 

 ただ、まだ来年、何らかの機会で役場のほうにもお世話になって、お仕事がまた皆様と一緒に

できたらというふうに思っておりますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げて、簡

単ですが感謝の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（多武 義治君）  保健医療課長、松村玲子さん。 

○保健医療課長（松村 玲子君）  ３８年という長きにわたりまして、本当に球磨村に育てていた

だいていると、そういう状況でございます。 

 課長になりましてからは、もう特に議員の皆様に育てていただいているという思いを持ちなが

ら、議会のほうに毎回参加をしていたところです。 

 いつか、災害は来るものだと思ってはおりました。しかし、この退職の年に来なくてもいいの

になとちょっと思ったところではあるんですけれども、これも何らかの自分自身への試練だった

のかなというふうには思います。職員も、被災をしながら頑張っている姿、そういう部分を見な

がら、非常に心が痛むところもあったんですけれども、本当に議員の皆様たちのいろんなご支援、

それから叱咤激励、そういう部分を受けながら今のところみんな、ある程度元気でやっていけて

いるんだろうなというふうに思っておりますが、これが１年過ぎてこれから先です。いろいろな

トラブルも出てくるかと思います。 

 やっぱり、 後に残るというのは、ハードの部分ではなくて人間の心、体の部分かなというふ

うに思っております。ですから、そういうところに、これからもちょっとだけ支援ができればい

いなというふうに思いながらご挨拶とさせていただきたいです。 

 まだ、おしゃべりしたいんですけども、来年になってコロナが収まれば、ぜひ杯をしたいとい

うふうに思っているところでございます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（多武 義治君）  生活環境課長、戸屋武文君。 

○生活環境課長（戸屋 武文君）  それでは、私のほうからもご挨拶をさせていただきます。 

 ３人とも、同期で役場に入りました。私も管理職として６年間、そのうち議会事務局も１年間、

議員の皆様とは一緒に仕事をさせていただきました。本当に、その折には研修旅行とか行かせて

いただき、本当にいい思い出をつくっていただき、本当にありがとうございました。 

 また、この議会の中での答弁とか、なかなか適正に答えられたかどうかというのと、やっぱり
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自分の担当課のほうをちゃんとできたかというのは、もう自分でも反省するところでございます。 

 私も被災しまして、課長級も半分以上被災してから、自宅の再建もまだできていない状況で仕

事のほうはやっているところでございますけども、球磨村の復興とともに自分たちの復興もして

いきたいという思いでいっぱいでございます。 

 来年以降も、再任用のほうに手を挙げておりますので、コロナが収まった折には議員の皆様と

一緒に杯を交わしたいと思っておりますので、その折にはどうぞよろしくお願いいたします。 

 本当に、長い間ありがとうございました。（拍手） 

○議長（多武 義治君）  ３人の課長、長年、大変お疲れさまでございました。今後のご活躍をお

祈り申し上げます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（多武 義治君）  これで、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

 令和３年第２回球磨村議会定例会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

午後０時08分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

          令和  年  月  日 
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                                  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 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


