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議会活性化特別委員会（第１９回） 

 
令和４年２月３日（火曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○案件 

 １)中間報告書のまとめについて 

 ２)その他 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１６名） 

    委 員 長   中 島 勝 也     副委員長   上 野 武 彦 

    委  員   横 田 有 一     委  員   神 﨑 和 枝 

    委  員   平 松 俊 一     委  員   池 田 誠 悦 

    委  員   田 村 敏 郎     委  員   稲 垣 明 美 

    委  員   畑 中 静 一     委  員   長谷川 生 人 

    委  員   坂 本   繁     委  員   澤 出 明 宏 

    委  員   川 村 主 税     委  員   若 山 雅 行 

    委  員   川 上 弘 一     委  員   青 山 金 助 

  ───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○委員外議員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（０名） 
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午前１０時００分 開会 

○中島委員長 おはようございます。 

 第１９回の議会活性化特別委員会の会議を開催

いたします。 

 今日の委員会は、３月定例会に中間報告いたし

ます、まとめについてを議題としたいと思います

が、その前にちょっとご報告だけさせていただき

たいと思います。 

 １２月１６日に第１８回活性化委員会での議員

定数、報酬の決定に伴い、１２月２７日に書面に

て議長並びに議運の委員長に決定事項を申し送り

いたしまして、対処いただくようお願いしました

ので、お知らせいたします。 

 また、２月１日に報酬審議会が開催されました

ので、それも併せまして事務局のほうから御説明

したいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 事務局お願いいたします。 

○広部議会事務局長 それでは、申し訳ございま

せん。座ったままで報告書読み上げさせていただ

きます。 

 委員会報告第○号。議会活性化特別委員会報告

書（中間報告書）。 

 令和元年９月２５日第３回定例会において設置

された当特別委員会が、令和２年第４回定例会に

おいて中間報告をした以後…。 

○中島委員長 その前に、審議会の報告を先に

やっていただきます。 

○広部議会事務局長 それでは、先日２月１日、

火曜日に報酬審議会が開催され、妹尾係長と一緒

に会議に出席し、この特別委員会での協議内容を

報告し、５万円増額と決定した理由を説明してま

いりました。 

 まだ、町から結果報告である答申は来ておりま

せんが、審議会の委員からは特別異論もなく、説

明に理解いただけたという感触でございました。 

 また、この改正を契機に若い町民が多数立候補

し、町の活性化に繋がるのではないかという意見

をいただきました。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 このことについて、何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 なしということですので、これで

その件については終わりたいと思います。 

 それでは、まとめについてですが、事務局と相

談いたしまして、配布の内容のとおり作成してい

ただきました。 

 事務局から読み上げていただきまして、報告の

案とさせていただきますのでよろしくお願いをい

たします。 

 事務局お願いいたします。 

○広部議会事務局長 委員会報告第〇号。議会活

性化特別委員会報告書（中間報告書）。 

 令和元年９月２５日第３回定例会において設置

された当特別委員会が、令和２年第４回定例会に

おいて中間報告をした以後、これまで調査した結

果を下記のとおり報告する。 

 令和４年２月３日、七飯町議会議長木下敏様。 

 議会活性化特別委員会委員長、中島勝也。 

 記。 

 １、令和２年１２月２２日に第１２回目の委員

会を開催し、総務部長、情報防災課長に出席を求

め、本会議のインターネット配信について提出資

料に基づいて聴取を行い、インターネット配信の

導入時期は準備が整い次第開始することに決定し

た。 

 次に議会だよりの簡素化について協議し、次回

の委員会までに各会派の意見を提出することを確

認した。 

 ２、令和３年４月１５日に第１３回目の委員会

を開催し、本会議のインターネット配信と議会だ

よりの発行については、令和３年第１回定例会で

設置された七飯町議会広報広聴特別委員会に継承

するとともに、今後の議会だよりの記載内容につ

いては、下記のとおり見直しすることを決定し

た。 

 ・はこだて市議会だよりを参考に簡素化を図

る。 

 ・文字を大きくすることや文字数の見直しを行

い、より見やすさを図る。 

 ・一般質問や委員会報告については、ホーム

ページや動画配信のページへリンクできるようＱ

Ｒコードを付して簡素化を図る。 
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 ・公共施設等に紙媒体（議案書、議決一覧表、

一般質問通告書、委員会報告書等を綴ったファイ

ル）を設置すること。 

 ・読み手の側に立った広報への心がけ、必要性

に応じた行政用語・議会用語の解説、簡素・コン

パクト・インパクトの重視を図る。 

 次回の委員会では、議員定数と議員報酬につい

て協議することとし、過去に本町議会で議員定数

について協議を行い、報告された内容等を資料と

して提出することを確認した。 

 ３、令和３年７月１３日に第１４回目の委員会

を開催し、議員定数と議員報酬について提出され

た資料（資料１、資料２）を基に、次回の委員会

までに各会派の意見を提出することとした。 

 また、八雲町議会の議員報酬の見直しを参考

に、原価方式（議員の活動量と町長の活動量及び

給与額を基にする方式）による議員報酬の試算結

果を資料として提出することを確認した。 

 ４、令和３年９月１２日に第１５回目の委員会

を開催し、議員定数と議員報酬について各会派の

意見を聴取した。議員定数については、２０人に

増員、１８人の現状維持、１０人～１６人に削減

という様々な意見があり、議員報酬については、

増額、現状維持の意見があったが、統一した見解

とはならなかったことから、各会派の意見を踏ま

え再度検討し、次回の委員会までに検討結果を再

提出することとした。 

 なお、前回の委員会で要求のあった原価方式に

よる議員報酬の試算結果は次のとおりである。 

 〇原価方式（議員の活動量と町長の活動量及び

給与額を基にする方式）による算定。同じ公選職

である町長の活動量に対する議員の活動量の比率

を算出し、その比率をもって町長給与額に乗じる

ことによって算出する方法。全国町村議会議長会

において示されている全国標準は、議長が４０か

ら５４％、副議長が３３から３７％、議員が３０

から３１％とされている。なお、原価方式につい

ては、議員活動を数値化することによって役務の

対価として、議員報酬算定の根拠を明確にするこ

とができるものである。議員報酬は当該団体の財

政事情、住民所得水準、一般職員給与との比較な

ど、諸般の事情を総合的に考慮し、決定すること

が適当と考えられている。これらの事情は、町長

の給与月額を決定する際に考慮され尽くしている

と考えられ、町長の給与月額を基準とすることに

よって、これらの事情を反映することができる。 

 以下の表から現在の議員報酬月額は、町長給与

月額と比較した場合、全国標準よりも低いことが

把握できる。 

 現在の比率の表はご参照ください。 

 〇議員活動日数の算出について。 

 本会議・委員会等の議会活動の他、それに附属

した活動（質問や議案に関する調査等）、それ以

外の議員個人としての日常活動（住民からの相

談・各地区自治会への出席など）のそれぞれの日

数を算出した。 

 （１）対象とする活動の範囲。 

 本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委

員会、議会報告会運営委員会、議員・委員の出

張、議員活動に伴う調査研究・情報収集、議員と

して係わる住民との接触 

 ア、正副議長については、七飯町議会正副議長

として参加した会議及び用務等の実績に、本会

議・所属委員会等の日数を合わせて算出した。 

 イ、委員長・委員については、所属委員会等の

違いはあるが、各会議等の組み合わせにより積み

上げし、一人当たりの平均日数を算出した。 

 （２）議会活動日数の考え方。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和

２年度及び令和３年度は議会活動が制限されたこ

とから、平成３０年４月１日から平成３１年３月

３１日まで、令和元年５月１日から令和２年４月

３０日までの２年間の活動日数を対象とし、１年

間の平均活動日数を算出した。なお、平成３１年

４月１日から平成３１年４月３０日までの間につ

いては、改選期のため活動日数の算出に使用しな

いこととした。 

 また、活動があった日は１日としてカウントし

て算出している。 

 （３）日常議員活動日数の考え方。 

 議員としての日常における活動の把握は難しい

ことから、全国町村議会議長会政策審議会「議員

報酬についての全国標準」を採用することとし、

「調査研究・情報収集」及び「住民との接触」を
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それぞれ月２日とし、年間４８日とした。 

 調査研究・情報収集２日かける１２カ月、住民

との接触２日かける１２カ月で４８日。 

 （４）議員活動日数の算出について。 

 議会活動日数＋日常議員活動日数（４８日）＝

議員活動日数とした。そうしたところ、議長は１

５３日、副議長１０５日、委員長は１０３日、議

員は９９日となりました。 

 （５）町長職務遂行日数の算出について。 

 町長の職務遂行日数についても、議員と同じ期

間を対象とし、公務が行われた日はすべて１日と

して算出した。なお、町長職務遂行日数は３１４

日である。 

 （６）原価方式による試算との差額について。 

 町長職務遂行日数に対する議員活動日数の割合

から算出した、原価方式による議員報酬月額の試

算と現在の議員報酬月額との差額は、下記のとお

りである（千円未満切捨て）。 

 議長の差額は１１万１千円、副議長は４万３千

円、委員長は５万４千円、議員は５万５千円とな

りました。 

 ５、令和３年１０月１４日に第１６回目の委員

会を開催し、前回に引き続き議員定数と議員報酬

について協議を行った。令和５年４月に行われる

予定の町議会議員選挙の１年前迄には議会活性化

特別委員会の協議結果を町民に周知したいことか

ら、令和４年第１回定例会に中間報告書を提出す

ることを全員一致で確認した。 

 今回の委員会では先に議員定数について協議す

ることとし、各会派の意見を聴取した。定数を削

減した場合は民意を反映できなくなるとの反対意

見もあったが、七飯町の人口推移は他自治体に比

べて減少幅は少ないが、国の統計調査によれば減

少傾向にあること、民意の反映や議会運営は議員

定数を削減しても各議員の努力によって遂行可能

であること、近年は町議会議員選挙の立候補者数

が減少傾向にあり、無投票が危惧されることなど

により、委員１人を除く全員が削減に賛成し、次

期改選期から議員定数を削減すること、また、削

減数については今後協議することを決定した。 

 次回の委員会では常任委員会の設置状況につい

ての検討を踏まえながら削減後の議員定数につい

て協議を行うため、他自治体の常任委員会の設置

状況についての資料を提出することを確認した。 

 ６、令和３年１１月１６日に第１７回目の委員

会を開催し、削減後の議員定数についての協議を

行った。他自治体の常任委員会の設置状況につい

て提出した資料（資料３）を基に各会派の意見を

聴取した。 

 委員から、第１６回目の委員会で先に議員定数

について協議することが決定しているが、議員定

数と議員報酬は同時に議論した方が良いとの意見

があった。 

 また、若い人が議員に立候補するためには、議

員報酬だけで生活出来る環境が必要であると同時

に、報酬を増額しても、現在の議会費の予算内で

収めることが必須であるとの意見であった。 

 次回の委員会では議員定数と議員報酬について

同時に協議できるよう、各会派で再度検討するこ

ととした。 

 ７、令和３年１２月１６日に第１８回目の委員

会を開催し、議員定数と議員報酬について各会派

の意見を聴取した。 

 委員からは、町民の声を広く聞くことが出来る

よう現状の議員定数を維持するべき、また、定数

削減数の根拠が分からないとの意見があった。 

しかし、人口減少が進む中、議員定数は削減が必

要であり、各議員の努力次第で民意の反映は可能

である。また、現在の議員報酬では専業で若い世

代が生活するには難しく、現在の当町議会費の予

算の範囲内での議員報酬の増額が必要であるとの

結論となった。 

 委員会としては、委員全員一致での結論を望ん

だが、議員定数については現状維持と定数削減と

いう意見があり、議員報酬については現状維持と

増額の意見があったことから、それぞれ合意点を

見出すことが出来ず、やむを得ず採決した結果、

議員定数については現行定数を４人削減し１４人

に、議員報酬については一律５万円増額すること

をそれぞれ賛成多数で決定した。 

 なお、令和３年１１月１日に１委員の議員辞職

があったことから、採決時の委員数は１６人と

なっており、採決の結果は以下のとおりである。

採決時に不在であった２人の委員については、各
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会派で意見の集約が取れており、賛成多数と同意

見であった。 

 採決結果、議員定数について。出席委員１４人

中現状維持１人、４人削減の１４人とする１２

人、６人削減の１２人とする１人。 

 議員報酬について。出席委員１４人中現状維持

２人、一律５万円増額とする１２人。 

 また、報酬月額を一律５万円増額した場合、町

長給与月額と比較すると原価方式による比率は全

国標準となることが以下の表から把握できる。 

 一律５万円増額した場合の原価方式による比率

は、議長は４１％、副議長は３４％、委員長は３

２％、議員は３０％となりました。 

 ８、令和４年２月３日に第１９回目の委員会を

開催し、令和４年第１回定例会に提出する中間報

告書のまとめを行った。 

 ９、まとめ。 

 以上が令和２年第４回定例会で報告した以降の

調査活動である。 

 本町議会では、町民の付託に応え、広く町民に

関心を寄せていただくために、「議会報告会」の

開催や「本会議のインターネット中継」の実施な

ど、様々な議会活性化に向けた取組を行ってき

た。本会議のインターネット配信と議会だよりの

簡素化について、七飯町議会広報広聴特別委員会

に継承した結果、本会議のインターネット配信に

ついては令和３年第２回定例会から開始し、議会

だよりについては令和３年１１月号から見直しが

行われた。 

 議員定数については、従来は地方自治法により

人口に比例して制定されており、人口２万人以上

の町村の上限は２６人であったが、平成１１年の

法改正により法定定数制度から法定上限制度とな

り、また、平成２３年の法改正により法定上限制

度が廃止され、「市町村議会の議員の定数は、条

例で定める」と定義されたことにより、住民の理

解を得られるものになるよう十分配慮し、自治体

独自の自主的な判断で定めることとされた。 

 本町議会の議員定数は昭和３２年の町政施行時

は２６人であったが、平成１５年より２４人に、

平成１９年より１８人となっているところであ

る。 

 地方分権に対応した本町議会にふさわしい議員

定数と議員報酬について慎重に議論を重ねた結

果、議員定数については、次期改選期から現行定

数を４人削減し１４人とし、令和４年第１回定例

会に「七飯町議会の議員の定数を定める条例の一

部改正について」を上程することとした。 

 議員報酬については、現状の報酬では専業で議

員活動に専念するには不十分であり、次世代を担

う若年の勤労世代が立候補しやすい環境を作るこ

とが、我々現職議員に課せられた責務であると考

える。 

 議員報酬一律５万円増額は、原価方式による試

算結果では全国標準となり、類似団体と比較して

も標準的である。 

 また、当町の財政面からも考慮出来る範囲内で

あることから議員報酬を改正するため、七飯町特

別職報酬等審議会へ諮問して頂くよう町理事者へ

依頼し、答申があり次第、「七飯町議会の議員報

酬等に関する条例の一部改正について」を上程す

ることとした。 

 なお、この改革により財政効果として現れてく

るのは、次の一般選挙の令和５年度５月以降であ

り、議員定数削減と議員報酬増額を合わせ、人件

費において令和５年度は３５０万７千円、令和６

年度以降は毎年度３７２万７千円の削減となる。 

 以上、中間報告とする。 

 資料１から資料３は、委員会で参考資料として

お示しした表でございます。 

 また、中間報告書は以上でございますが、少し

補足説明させていただきます。 

 今回の報告書作成に当たって、議員定数、議員

報酬の協議内容について、原価方式である議員活

動量と町長の活動量及び給与額を基にする方式の

提出資料をわかりやすく文章による説明を入れて

作成をしております。 

 次に、報告書の６ページ記載している表で、一

律５万円増額した場合の原価方式による比率の表

は、委員会の中では示しておりませんでしたが、

３ページに記載している現在の比率は、皆さんに

示しておりまして、今回この報告書を作成した中

で、５万円増額した場合は全国標準となることを

理解いただくために記載したほうがよいと判断し
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て載せております。 

 次に、７ページに人件費における削減金額を掲

載しておりますが、委員会では、議会だよりと常

任委員会の視察も含めて削減額を示しておりまし

たが、報告書においてはわかりやすくするため

に、報酬と手当の人件費のみで削減額を記載して

おりますので、ご理解願います。 

 報告書は以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございました。 

 ただ今、中間報告の内容についてご報告をさせ

ていただきましたけれども、この報告書の内容又

は誤字又は文言の相違等々がありましたら、発言

をしていただきたいと思いますけれども、どうで

しょうか。何かご意見ありますか。 

 なければ、このまま…。 

 若山委員。 

○若山委員 何と言うのですかね、説明は流暢に

流れているのですけれども、実際に議論した内容

と若干異なって、後でこういう理由から５万円と

いうようなものを作ったような印象があるのです

けれども。文章の中身で、その辺はどうなのです

か。実際、議論した内容で、各会派からこういう

意見が出たとかという、そういうようなまとめ方

はできなかったのですか。 

○中島委員長 事務局長。 

○広部議会事務局長 各会派から様々な意見ござ

いましたけれども、それを全部載せると、かえっ

て報告書がわかりにくくなるかと思いまして、わ

かりやすく記載したつもりでございます。 

 何か他にこういうふうに載せたいという意見が

ございましたら、言っていただければ、まだ盛り

込むことはできますので。具体的にお示しいただ

ければ、追加したりすることができますので、お

願いいたします。 

○中島委員長 ご理解いただけましたか、若山委

員。 

 若山委員。 

○若山委員 僕が考えたのは、まずちょっと検討

というか、ご意見を聞きたいところなのですけれ

ども。まず、議会だよりの簡素化、パラグラフで

いくと二つ目のところですね。これについては、

はこだて市議会だよりを参考に簡素化を図るとし

かなっていないのですけれども。議論している

我々は、４ページに短縮するということはわかっ

ているのですけれども、これだけ見ると簡素化を

図る、見易くするということで、これに対しては

誰も反対できる内容ではないと思うのですよね。

ああそのとおりだなと。見易くする、文字を大き

くする、インターネットに誘導するとか何かそう

いうふうにしているのですけれども。今まであっ

た１２ページを４ページにするとかという、そう

いう説明が全くないのですけれども。このはこだ

て市議会だよりを参考に簡素化を図るというの

は、４ページに短縮するということなので、そこ

は、はっきり明確に書く必要があるのかなという

ふうに思うのですけれども。あわせて議論しても

らいたいなと思うのは、それに対して広報広聴の

ほうに意見が何件か寄せられていて、それに対す

る活性化としての考え方をちょっと整理して回答

する必要があるのかなと思うので、委員長に

ちょっと諮って貰いたいなというふうに思いま

す。 

 それと、議員報酬のところについては、月額で

絶えず記載されているのですけれども、年収ベー

スでいくらなのかというのは一覧表でしっかり載

せる必要があるのではないかというふうに僕は思

います。月額は確かに２３万ですけれども、年収

にして４００万近く貰っているという現状のあれ

がありまして、これに対しては、しっかり現在の

議員報酬の年収いくらとかというのは、月額ベー

スではなくて、年収ベースできっちり一覧表か何

かで載せる必要あるのではないかというふうに思

うのですけれども、いかがでしょうかということ

で。資料として添付するのは、僕もこの資料を付

けるのを提案しようというふうには思っておりま

した。それと、実際の資料では資料４というのが

八雲町議会議員報酬の見直しについてというのが

載っていて、それも載せたらいいのではないかな

というふうには考えたのですけれども。 

 あと、地方自治法と条例については、最後にま

とめが載っているのですけれども、第何条とか規

定の内容をもっと明確に全文を載せるような形で

引用してほしいなと思うのですけれども、いかが

でしょうか。 
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○中島委員長 事務局長、話ありますか。 

 ただ今、若山委員のほうから議会だよりの簡素

化についての件ですけれども、はこだて市議会を

参考に簡素化をするというだけしか書いてありま

せんけれども、もうちょっと詳しく書いたほうが

いいのではないかということと、報酬の月額で今

ここで計算されて、記載されておりますけれど

も、年収に直して、することも検討して記載した

ほうがいいのではないかという話がありましたけ

れども、皆さんどうでしょうか。それについての

ご意見がありましたら。 

 畑中委員。 

○畑中委員 今、中間の委員会報告として、案と

して出していただきましたけど、私はよくまと

まっているなという思いをしております。ただ、

個人的な個々の意見を一人ずつ取り上げていった

ら、これまたきりがない。作るほうも大変だと、

その人のために合うような。大方の人が良しなれ

ば良いと思うし。それからもう一つ言いたいの

は、議会だよりの簡素化の中で、４ページなら４

ページというふうに謳うべきだというふうなこと

も今若山委員はおっしゃっておりますけれども。

私は逆に、その４ページとタガをはめないでおい

たほうが、例えば、特別載せる情報が多くなった

場合には、５ページにも跨る場合だってあるので

はないかと。そういう思いをしているものだか

ら、逆に４ページとタガをはめないほうがいいの

かなと私は思います。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 ただ今、畑中委員のほうからは、議会だよりに

ついては、４ページという限定をするのではなく

て、その時の内容によって、３ページになる場合

もあるし、５ページになる場合もあるだろうと、

ということで、４ページというタガをはめないほ

うがいいのではないかというような意見もありま

した。 

 また、色々な内容については、委員会では個人

的な意見沢山ありましたけれども、個人の意見を

それぞれ載せるということは相当な数にもなりま

すし、部数にもなるということで、やはり全体的

にまとめたこのような内容で十分ではないかとい

うような意見がありましたけれども、そのほかに

皆さんご意見ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 ないということですので、大変申

し訳ありませんけれども、この今読み上げていた

だきました、あと誤字だとかそういうのはありま

せんか。文言のちょっと違うところとかありませ

んか。 

 無いようですので、この報告書で決定をさせて

いただきまして、３月の定例会で中間報告として

報告させていただきますことに決定をいたしまし

たので、よろしくお願いいたします。 

（発言する者あり） 

○中島委員長 皆さんに確認したら、それ以上の

意見はないということで。 

 青山委員。 

○青山委員 ただ今、事務局長のほうから、今回

のこの案を読み上げていただいて、色々説明を含

めていただいて、私は、今回はこの報告書案につ

いては、このままでよろしいのではないかと思う

一人であります。確かに、若山委員のほうから

は、色々出ましたけれども、委員長にお願いした

いのは、まずはそこの部分をこのままで、全委員

に対して確認を再度とっていただいて、進めたほ

うがいいのではないかと思います。 

 以上です。 

○中島委員長 ただ今、青山委員のほうから、こ

の内容については、これで十分ではないかという

ようなお話がありましたけれども。この内容で良

いのか悪いのか確認を取っていただきたいという

ことですので確認をさせていただきますけれど

も、皆さん、このただ今読み上げていただきまし

た中間報告の内容で決定してよろしいでしょう

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 異議なしということでございます

ので、この内容について決定をいたしました。 

 ３月の定例会に中間報告として報告をさせてい

ただくことに決定をいたしましたので、よろしく

お願いをいたします。 

 その他ありますか。局長。 

○広部議会事務局長 それでは、その他といたし
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まして、この報告書は、議員全員での特別委員会

になりますので、本会議で委員長報告において

は、質疑や討論はございません。委員会からの報

告済で終了となりますので、よろしくお願いいた

します。 

 また、近いうちに町のほうから報酬審議会での

正式な答申が来る予定でおります。３月定例会に

間に合いますので、３月定例会では、議会運営委

員会の発議案として、議員定数と議員報酬に関係

する関係条例を提案いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上でございます。 

○中島委員長 ありがとうございます。 

 そういうことで、決まり次第、また事務局のほ

うから報告がありますので、それまでお待ちいた

だきたいと思います。 

 以上をもちまして、本日の会議をこれで終わり

たいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○中島委員長 本日の会議を終わります。 

 どうもご苦労様でした。 

午前１０時３７分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


