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議会運営委員会会議録 

 

平成２６年９月１０日 水曜日 

  午後３時５４分開議 

  午後４時１５分閉議（実時間 ２１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議会の運営に関する事項 

１．その他 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  山 本 幸 廣 君 

副委員長  鈴木田 幸 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  野 﨑 伸 也 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  百 田   隆 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

議  長  橋 本 幸 一 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 総 務 部 長     木 本 博 明 君 

 議会事務局長     桑 崎 雅 介 君 

                              

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            小 山 貴 晴 君 

 

（午後３時５４分 開会） 

◎議会の運営に関する事項 

○委員長（山本幸廣君） 本会議一般質問の終

了後に議会運営委員会を開かせていただきま

す。 

 まず、１に付議案件についてを議題とし、

（１）委員会付託の（イ）議案１８件について

説明を求めます。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。一般質

問の後、お疲れのところですがよろしくお願い

いたします。 

 それでは１、付議案件の（１）委員会付託

（イ）の議案１８件について御説明を申し上げ

ます。済みませんが、座りまして御説明申し上

げます。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） お手元の委員

会付託表（議案）をごらんいただきたいと思い

ます。今回、委員会への付託予定案件は、決算

議案２件、予算議案３件、事件議案６件、条例

議案７件の計１８件でございます。 

 まず、建設環境委員会では、議案第７２号・

平成２６年度八代市一般会計補正予算・第４号

（関係分）の予算議案１件、議案第７５号・

（平成２６年度八代市一般会計補正予算・第３

号）（関係分）に係る専決処分の報告及びその

承認について、議案第７８号・市道路線の廃止

について、議案第７９号・市道路線の認定につ

いて、議案第８０号・（八代市公共下水道八代

市水処理センターの建設工事委託）に係る契約

の変更についての事件議案４件、議案第８２号

・八代市営住宅設置管理条例の一部改正につい

ての条例議案、合わせて６議案であります。 

 続きまして、文教福祉委員会では、議案第７

２号・平成２６年度八代市一般会計補正予算・

第４号（関係分）、議案第７３号・平成２６年

度八代市国民健康保険特別会計補正予算・第１

号、議案第７４号・平成２６年度八代市介護保
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険特別会計補正予算・第１号の予算議案３件、

議案第８３号・八代市家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて、議案第８４号・八代市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について、議案第８５号・

八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定について、議

案第８６号・八代市保育の実施に関する条例の

廃止について、議案第８７号・八代市報酬及び

費用弁償条例及び八代市福祉事務所設置条例の

一部改正についての条例議案合わせて８件であ

ります。 

 次に、経済企業委員会では、議案第７０号・

平成２５年度八代市水道事業会計利益の処分及

び決算の認定について、議案第７１号・平成２

５年度八代市病院事業会計資本金の額の減少及

び決算の認定についての決算議案２件、議案第

７２号・平成２６年度八代市一般会計補正予算

・第４号（関係分）の予算議案１件、議案第７

５号・（平成２６年度八代市一般会計補正予算

・第３号）（関係分）に係る専決処分の報告及

びその承認についての事件議案１件、合わせて

４件であります。 

 次に、総務委員会では、議案第７２号・平成

２６年度八代市一般会計補正予算・第４号（関

係分）の予算議案１件、議案第７５号・（平成

２６年度八代市一般会計補正予算・第３号）

（関係分）に係る専決処分の報告及びその承認

について、議案第７６号・あらたに生じた土地

の確認について、議案第７７号・町区域の変更

についての事件議案３件、議案第８１号・八代

市暴力団排除条例の一部改正についての条例議

案、合わせて５件であります。 

 なお、議案第７２号・平成２６年度八代市一

般会計補正予算・第４号及び議案第７５号・

（平成２６年度八代市一般会計補正予算・第３

号）に係る専決処分の報告及びその承認につい

ての２件につきましては、次のページにそれぞ

れ歳入の文言事項及び歳出の款項別の詳細な付

託表を添付いたしておりますので、ごらんいた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま局長より説

明が終わりましたが、何か質疑はありません

か。（｢なし」と呼ぶ者あり）ありませんか。

質疑ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お手元の

付託表のとおり、その審査は各常任委員会に付

託することといたしたいが、これに御異議あり

ませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議なければ御異議

なしと認め、そのように決しました。 

 次に、（ロ）請願・陳情８件について、説明

を求めます。 

 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。（ロ）

の請願・陳情について御説明申し上げます。お

手元の請願・陳情付託先審査用（議会運営委員

会用資料）をごらんいただきたいと思います。

横書きの資料となっております。 

○委員長（山本幸廣君） どうぞ、局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 説明してください。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。定例会

開会日翌日の９月２日午後５時までに受理いた

しましたのは、請願４件、陳情４件でありま

す。 

 まず、請願第３号・消費税増税の撤回を求め

る意見書の提出方についてでございますが、こ

れは八代市新町６の１１、消費税廃止八代各界

連絡会会長、遠山直毅さんから提出されたもの

で、担当課は総務部市民税課となっておりま

す。なお、紹介議員は笹本サエ子議員でござい
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ます。 

 次に、請願第４号・農協改革に関する意見書

の提出方についてでございますが、これは八代

市古城町２６９０番地、八代地域農業協同組合

代表理事組合長、田島幹雄さんから提出された

もので、担当課は農林水産部農業政策課となっ

ております。なお、紹介議員は福嶋安徳議員、

友枝和明議員でございます。 

 次に、請願第５号・集団的自衛権の行使を容

認する閣議決定の撤回を求める意見書の提出方

についてでございますが、これは八代市平山新

町５６２４番地、くまもと九条の会八代代表、

松本みどりさんから提出されたもので、担当課

はございません。なお、紹介議員は笹本サエ子

議員、島田一巳議員、幸村香代子議員でござい

ます。 

 次に、請願第６号・手話言語法制定を求める

意見書の提出方についてでございますが、これ

は熊本市中央区水前寺６丁目９番４号、一般財

団法人熊本県ろう者福祉協会理事長、福島哲美

さんから提出されたもので、担当課は健康福祉

部障がい者支援課となっております。なお、紹

介議員は堀口晃議員、橋本隆一議員でございま

す。 

 次に、陳情第４号・年金削減の中止及び最低

保障年金の実現を求める意見書の提出方につい

てでございますが、これは八代市東片町４６４

の１、全日本年金者組合八代支部長、橋本徳雄

さんから提出されたもので、担当課は健康福祉

部国保ねんきん課となっております。 

 次に、陳情第５号・環境センター施設整備事

業に伴う管工事業への配慮方についてでござい

ますが、これは八代市高小原町１９４６、八代

市管工事業協同組合代表理事、川村忠生さんか

ら提出されたもので、担当課は総務部契約検査

課、環境部環境センター建設課となっておりま

す。 

 続きまして、陳情第６号・八代地域人権オン

ブズパーソン制度に係る抜本的見直しについて

でございますが、これは八代市古閑浜町３０４

５の１、八千把校区町内会長会代表、藤里公彦

さんほか１５人から提出されたもので、担当課

は市民協働部人権政策課及び市民活動支援課と

なっております。 

 次に、陳情第７号・八代地域人権オンブズパ

ーソン制度の見直しについてでございますが、

これは八代市海士江町３０９８の１、海士江第

一町内会会長、西田行さんほか６人から提出さ

れたもので、担当課は市民協働部人権政策課及

び市民活動支援課となっております。 

 また、委員会への参考送付分といたしまし

て、協議事項記載のとおり、１件を受理いたし

ましたので、前回報告の５件とあわせまして関

係委員会に参考送付することにさせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま請願・陳情

について説明が終わりましたが、何か質疑はあ

りませんか。（｢ありません」と呼ぶ者あり）

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、委員会へ

の付託はどのようにいたしましょうか。御協議

をお願いしたいと思います。（｢委員長一任」

と呼ぶ者あり）委員長一任ということでよろし

ゅうございますか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、お手元の

別紙に基づき、一つずつ決定したいと思いま

す。別紙の資料については、先ほど来、局長が

説明しましたその資料に基づいて決定をさせて

いただきたいと思います。 

 請願第３号については、委員会条例では総務

部の所管は総務委員会となっております。付託

先は総務委員会になろうかと思いますが、この

取り扱いでよろしいでしょうか。 



 

－4－

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 請願第４号について

は、委員会条例では農林水産部の所管は経済企

業委員会となっております。付託先は経済企業

委員会になろうかと思いますが、この取り扱い

でよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 請願第５号について

は、委員会条例では他の委員会の所管に属しな

い場合は総務委員会となっております。付託先

は総務委員会となろうかと思いますが、この取

り扱いでよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 請願第６号について

は、委員会条例では健康福祉部の所管は文教福

祉委員会となっております。付託先は文教福祉

委員会になろうかと思いますが、この取り扱い

でよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 陳情第４号について

は、委員会条例では健康福祉部の所管は文教福

祉委員会となっております。付託先は文教福祉

委員会になろうかと思いますが、この取り扱い

でよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 陳情第５号について

は、組織上の担当課は総務部契約検査課となり

ますが、委員会条例では、契約検査課の所管は

建設環境委員会となっております。また、環境

部の所管も建設環境委員会となっておりますの

で、付託先は建設環境委員会になろうかと思い

ますが、この取り扱いでよろしゅうございます

か。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 陳情第６号及び陳情

第７号については、委員会条例では市民協働部

の所管は総務委員会となっております。付託先

は総務委員会になろうかと思いますが、この取

り扱いでよろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） それでは、ただいま

御協議いただきましたとおり、各常任委員会に

付託することに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議がなければ御異

議なしと認め、そのように決しました。 

 次に、（２）市長追加提出予算議案１件につ

いて説明を求めます。 

 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。委員長。 

 はい。改めましてこんにちは。（｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）お疲れのところ、どうぞよ

ろしくお願いいたします。一般質問最終日、あ

すに追加予定の予算議案について、座って説明

させていただきます。 

 去る８月２５日の議会運営委員会でお伝えし

ていました追加補正予算についてでございます

が、総額２億６２６２万９０００円をお願いし

たいと思います。 

 その内容でございますが、まず１点目が環境

センター建設予定用地でございますが、これは

まだ現在、県有地でございます。その購入経費

について、熊本県において財産処分の議案が提

案されましたことから、その取得経費２億６０

０万円及びその取得しました用地の維持管理用

の仮柵設置経費９４万２０００円、それから２

点目に、現在施工中の荷さばき施設建築工事で

の不測の工事費追加経費８８０万円など、環境

センター建設に伴う関係経費、それからまた本

年６月補正で可決いただきましたパトリア千丁

温泉施設での揚湯試験の最終結果が判明いたし

ましたことから、その結果内容につきまして

は、本日、橋本隆一議員の質問に対する答弁が

ございましたとおりでございまして、そのパト

リア千丁の早期開館に向けての新たな水中ポン

プの設置経費４４２７万７０００円、それから
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少子高齢化問題に対応するため、結婚、妊娠、

出産、育児の切れ目ない支援を行うということ

で、地域少子化対策強化事業２６１万円など、

いずれも今９月定例会の当初議案提出後に確定

しましたもので、早期に取りかかるべきと判断

される事業費、総額２億６２６２万９０００

円、約２億６０００万円の予算議案を一般質問

最終日に追加させていただきたいと思います。 

 以上、追加予定の予算議案についてでござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑ありませんか。（｢な

し」と呼ぶ者あり）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、それでは市長追加提出予算議案１件につ

いての委員会付託について協議いたします。付

託はいかがいたしましょうか。（｢付託でお願

いします」と呼ぶ者あり） 

○委員（中村和美君） 委員長。 

○委員長（山本幸廣君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） はい。付託、お願いし

たいと思います。 

○委員長（山本幸廣君） はい。付託との声が

ありましたので、お諮りいたします。市長追加

提出予算議案１件については、委員会付託する

ことに御異議ありませんか。（｢なし」と呼ぶ

者あり）ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議がなければ御異

議なしと認め、そのように決しました。 

 それでは、委員会の付託表に、付託先につい

て説明を求めます。 

 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。それで

は、お手元の委員会付託表（追加議案）をごら

んいただきたいと思います。 

 追加提案予定の議案第８８号・平成２６年度

八代市一般会計補正予算・第５号についてでご

ざいますが、これは歳出を建設環境委員会、文

教福祉委員会及び経済企業委員会に、また歳入

を総務委員会にそれぞれ付託するものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま説明が終わ

りましたが、何か質疑はありませんか。（｢あ

りません」と呼ぶ者あり）質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、それではその審査は建設環境委員会、文

教福祉委員会、経済企業委員会、並びに総務委

員会に付託することにいたしたいが、これに御

異議ありませんか。（｢異議なし」と呼ぶ者あ

り）ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 次に、（３）その他について、何かありませ

んか。（｢ありません」と呼ぶ者あり）ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） 事務局長、ありませ

んか。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） ありません。 

                              

◎その他 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、次に、２のその他について、何かありま

せんか。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。 

○委員長（山本幸廣君） 桑崎議会事務局長。 

○議会事務局長（桑崎雅介君） はい。失礼い

たします。 

 政府要望についてでございます。８月２５日

に開かれました議会運営委員会におきまして、

後期政府要望の日程は１１月５日、６日に予定
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されているとの御報告を申し上げたところでご

ざいます。執行部では、既に御決定をいただい

ておりますつけ出し表に基づきまして、これか

らはその手続が進められていくものと思います

が、今後つけ出しの議員に変更がある場合も予

想されますことから、一昨日の各派代表者会で

その際の取り扱いが協議されましたので、ここ

に御報告申し上げるものでございます。 

 その協議の結果でございますが、政府要望の

つけ出し議員が変更したいとする場合にあって

は、まずは交代したいとする理由を議長に申し

述べること。この際の申し述べることができる

期間は、政府要望の実施日より３週間前までと

すること。そこで議長は、一議員の任期中に１

回、政府要望に同行するとの原則を踏まえた上

で、つけ出しを行った際の枠内、すなわち自民

党３会派まとめての枠内、改革クラブ、新生

会、連合市民クラブの各会派での枠内及び一人

会派、二人会派の枠内の中で欠員を充足するた

め調整を行うこと。それでも調整が不調とな

り、充足することが不可能となった場合は、議

長にその取り扱いを委ねること。なお、変更結

果については、速やかに各派代表者及び一人会

派、二人会派に対して、議会事務局をして報告

することとされましたので、ここに御報告をい

たしておきます。 

 以上です。 

○委員長（山本幸廣君） ただいま、詳細にわ

たる説明については、御承知おきいただきたい

と思います。 

 ほかにありませんか。（｢なし」と呼ぶ者あ

り）ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（山本幸廣君） ないようであります

ので、ほかになければ、以上で本日の議会運営

委員会を閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

（午後４時１５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２６年９月１０日 

議会運営委員会 

委 員 長 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

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


