
 

大雨災害被災地域復興推進十勝地方本部会議（第 2 回） 

次   第 

 

    日時：平成 28 年 12 月 8 日(木)16:30～17:00 

    場所：十勝総合振興局 2階 2A 会議室 

 

1 開会 

 

2 復旧･復興対策の進捗状況等について 

 ・地域創生部長 

 ・産業振興部長 

 ・地域産業担当部長 

 ・くらし・子育て担当部長 

 ・帯広建設管理部長 

 ・十勝教育局長 

 ・森林室長 

 

3 閉会 



平成28年12月8日（木）16:30～17:00

十勝総合振興局2階2A会議室

所属及び職名 氏名 備考

十勝総合振興局長 梶田　敏博 本部長

十勝総合振興局副局長 浜名　浩二 副本部長

十勝総合振興局副局長 永山　秀明 副本部長

技監兼保健環境部長 立花　理彦 副本部長

地域創生部長 橋本　幸尚

くらし・子育て担当部長 永田　英美

産業振興部長 赤池　政彦

地域産業担当部長 水口　伸生

帯広建設管理部長 白石　  敏

十勝総合振興局森林室長 宮崎　孝男

十勝教育局長 竹林　　亨

総務課長 斎藤　由彦

地域創生部地域政策課長 山田　恭一

地域創生部地域政策課主幹 久々江　秀範

保健環境部保健行政室長 今泉　秀明

保健環境部保健行政室企画総務課長 佐々木　幸子

保健環境部社会福祉課長 岡田　英之

保健環境部環境生活課長 冨樫　　崇

産業振興部商工労働観光課長 浦田　哲哉

産業振興部とかち「食・観・連」推進室主幹 大須賀　康高

産業振興部農務課長 勝藤　　彰

産業振興部調整課長 富永　和喜

産業振興部整備課長 三田　哲也

産業振興部林務課長 松田　　弥

産業振興部水産課長 芦野　広幸

帯広建設管理部用地管理室維持管理課長 横田　弘之

十勝教育局企画総務課長 笠嶋　真志

参加人数計 27名

大雨災害被災地域復興推進十勝地方本部会議（第2回）　出席者名簿



資料１ 

1 
 

平成 28 年⼤⾬災害からの復旧・復興緊急対策 
   （4 定追加分）（案） 

 
北 海 道 

 
道では、8 ⽉の台⾵ 7 号をはじめとする⼀連の記録的な⼤⾬による甚⼤な被害から

の早急な復旧・復興を図るため、「公共施設の復旧」、「産業被害からの再⽣」、「地域
の再建」の 3 本柱による緊急対策を 9 ⽉ 28 ⽇に取りまとめ、取組を進めている。 

この度、4 定補正において、被害額が確定した河川施設等の復旧事業などを追加し、
緊急対策に基づく災害からの復旧・復興を⼀層進めていく。 
 
4 定補正に係る追加分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約 143 億円 

（緊急対策総計 約1,208 億円） 
公共施設の復旧                      追加分：約 131.3 億円

○公共⼟⽊施設災害復旧事業費（河川、砂防、海岸）  11,311百万円【建設部】
被災した河川、砂防、海岸施設の復旧を⾏う。 

○公共⼟⽊施設災害復旧事業費（道路）             85 百万円【建設部】
被災した道路、橋梁の復旧を⾏う。 

○林道災害復旧事業費                   599 百万円【⽔産林務部】
被災した林道施設の復旧を⾏う。 

○治⼭施設災害復旧事業費               1,025 百万円【⽔産林務部】
被災した治⼭施設の復旧整備を⾏う。 

○北海道地⽅競⾺特別会計                     106 百万円【農政部】
被災した⾨別競⾺場の施設復旧及び安全対策強化を⾏う。 

産業被害からの再⽣                   追加分：約 11.4 億円

○被災農業者向け経営体育成⽀援事業費          769 百万円【農政部】
個⼈施設等の復旧費⽤を⽀援する。 

○⽔産施設災害復旧事業費                342 百万円【⽔産林務部】
被災した⽔産施設の復旧費⽤を⽀援する。 

○北海道緊急プロモーション事業費                30 百万円【経済部】
宿泊キャンセルなどの影響を受けた道内観光地への誘客促進と旅⾏需要の早急な
回復を図るため、切れ⽬なくプロモーションを⾏う。 

地域の再建                             追加分：約 0.3 億円

○防災対策諸費                            25 百万円【総務部】
被災世帯に対して災害⾒舞⾦を⽀給する。 

 



基本方針
�８月の台風７号をはじめとし、台風・低気圧・前線など

により発生した一連の記録的な大雨による甚大な被害
により、各地に大きな影響が生じている。このため、「公共
施設の復旧」、「産業被害からの再生」、「地域の再建」
の3本柱により、復旧・復興を早急に進めていく。

�また、国、市町村との連携を一層強化することとし、激
甚災害制度、査定前着⼯制度、災害救助法適用など
あらゆる手段を活用することにより、迅速に対応を進めて
いく。

平成28年⼤⾬災害からの復旧・復興緊急対策(改訂版(案))

※10月3日時点の各台風等による被害の合計

�人的・住家被害
死者 4名、不明者 2名、
重傷 2名、軽傷 11名
全壊 24件、半壊 53件、一部損壊 615件
床上浸水 315件、床下浸水 875件

�産業被害
農業 40,258ha、3,718棟
水産 1,934件、林業 477件
商業 434件、工業 145件

�道路・河川等被害
堤防決壊 国管理 4件、道管理 5件
河川氾濫 国管理 5件、道管理 74件
道路⼟砂災害

国道 24路線 31区間
道道 96路線 136区間

鉄道不通 根室線、石勝線
�流⽊被害

要処分量 約13万㎥

被害状況

復旧・復興に向けた緊急対策の主な取組 （今後、状況に応じて取組を追加）
公共施設の復旧 対策規模：約681億円(うち4定補正追加分約131.3億円）

道の緊急対策の規模

約1,208億円
※うち４定補正追加分約143億
※うち３定補正分約 651億
※うち既決予算分約 4億
※うち融資枠分 410億

�河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧
④公共⼟⽊施設災害復旧事業費(河川、砂防、海岸) 37,554百万円【建設部】

被災した河川、砂防、海岸施設の復旧を⾏う。 (うち４定補正分11,311百万円)
○単独現年発生災害復旧事業費等(河川、砂防、海岸) 13,140百万円【建設部】

被災した河川、砂防、海岸施設の⼩規模な復旧や流⽊処理、河道掘削など機能
回復に向けた維持補修を⾏う。

�道⺠の皆様が一日でも早く安⼼して、もとの生活を取り戻していただくためには、日常生
活や産業活動の基盤となるインフラを早急に復旧し、産業再生や地域再建を図ってい
くことが重要であり、これまでの応急対応等に加えて、治水施設をはじめ、道路などの交
通網、農業用施設、漁港、林道、治山、学校施設などの被災した公共施設の復旧を
重点的に進めるため、国の補助事業・道単独事業を実施する。

�今回取りまとめた道の緊急対策に加えて、国や市町村などと十分連携しながら
北海道が⼀体となって迅速かつきめ細やかに復旧・復興を進めていく。

凡例 ④:4定補正(一部補正も含む）
○:既決予算(⾦額は現時点での対策に係る⾒込額)

２



�道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧
④公共⼟⽊施設災害復旧事業費(道路、下水道、公園) 5,946百万円【建設部】

被災した道路、橋梁、下水道施設、都市公園施設の復旧を⾏う。 (うち４定補正分85百万円)
○単独現年発生災害復旧事業費等(道路) 4,454百万円【建設部】

被災した道路施設の⼩規模な復旧や機能回復に向けた補修等を⾏う。
�農業用施設の復旧
○耕地災害復旧事業費(農業用施設) 1,865百万円【農政部】

被災した用排水路や農道など農業用施設の復旧を⾏うとともに、市町村等の復旧
の取組を支援する。

�漁港・海岸施設の復旧
○漁港整備事業費 101百万円【水産林務部】
航路浚渫、道路法⾯崩壊箇所の復旧を⾏う。

○漁港海岸保全特別対策事業費 16百万円【水産林務部】
緩傾斜護岸の補修等を⾏う。

○漁港災害復旧事業費 958百万円【水産林務部】
離岸堤等の復旧を⾏う。

○漁港単独現年災害復旧事業費 98百万円【水産林務部】
漁港施設の補修等を⾏う。

�林道・治⼭施設等の復旧
④林道災害復旧事業費 1,151百万円【水産林務部】

被災した林道施設の復旧を⾏う。 (うち４定補正分599百万円)
④治⼭施設災害復旧事業費 1,516百万円【水産林務部】

被災した治山施設の復旧整備を⾏う。 (うち４定補正分1,025百万円)
○緊急治⼭事業費 706百万円【水産林務部】

渓岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧整備を⾏う。
○小規模治⼭事業費 382百万円【水産林務部】

国庫補助の対象とならない荒廃林地の復旧整備を⾏う。
�学校施設の修復
○校舎等局部改修費 55百万円【教育庁】

浸水・フェンスの倒壊等学校施設被害の復旧を⾏う。
�庁舎施設等の修復
④北海道地⽅競⾺特別会計 106百万円【農政部】

被災した門別競⾺場の施設復旧及び安全対策強化を⾏う。
○庁舎等維持営繕費 10百万円【総務部】

屋根・外壁の損傷等庁舎施設被害の復旧を⾏う。
�交通安全施設等の復旧
○交通警察費等 50百万円【警察本部】

警察施設や⾞両、標識など交通安全施設等の復旧を⾏う。
�⾃然公園施設等の復旧
○⾃然公園等整備費 33百万円【環境生活部】
天⼈峡園地歩道の崩落への対応などを⾏う。

３



�甚⼤な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興⽀援
④被災農業者向け経営体育成⽀援事業費 769百万円【農政部】

個⼈施設等の復旧費用を支援する。
○普及活動推進事業費 48百万円【農政部】

被災農家に対する被害軽減を図るための技術指導等を⾏う。
○農業共同利用施設災害復旧事業費補助⾦ 2,670百万円【農政部】

農産物処理加工施設など共同利用施設の復旧費用を支援する。
○耕地災害復旧事業費(農地) 5,783百万円【農政部】

堆積⼟砂や流⽊の除去など被災農地の復旧を⾏うとともに、市町村等の復旧の
取組を支援する。

○単独農地防災管理費 63百万円【農政部】
地すべり防⽌施設や海岸保全施設の復旧を⾏う。

�⽔産施設の復旧
④⽔産施設災害復旧事業費 342百万円【水産林務部】

被災した水産施設の復旧費用を支援する。
○漁場単独現年発生災害復旧事業費 11百万円【水産林務部】

漁場施設の復旧を⾏う。
○漁業近代化資⾦ 融資枠10億円(新規)【水産林務部】

被害を受けた漁業者等が⾏う施設整備などを支援し、早期復旧と経営の安定化を図る。
�森林の復旧
○森林環境保全整備事業費 (ー)【水産林務部】

風倒被害を受けた森林の復旧を⾏う。
○造林単独事業費 18百万円【水産林務部】

施業道損壊箇所の復旧を⾏う。
�観光・商⼯事業者の早期復旧への⽀援
④観光入込対策の展開 約１億円【経済部】

被災した観光地の回復状況などの正確な情報発信を⾏う (うち４定補正分30百万円)
とともに、宿泊キャンセルなどの影響を受けた道内観光地への誘客促進と旅⾏需要の
早急な回復を図るため、北海道観光振興機構や観光事業者などと連携してプロ
モーションを⾏うなど切れ目なく対策を実施する。

○中小企業総合振興資⾦ 融資枠400億円(既決)【経済部】
「経営環境変化対応貸付 (災害復旧)」を適用し、被害を受けた観光・商工事業
者をはじめとする中⼩企業者に対し、⾦融機関を通じて低利融資を実施し、早期
復旧と経営の安定化を支援する。

○中小企業等経営・⾦融相談室の設置 【経済部】
本庁及び各振興局等に特別相談窓口を設置するほか、移動相談会を開催する
など融資制度をはじめとした様々な支援策を紹介するなど相談対応を⾏う。

産業被害からの再生 対策規模：約522億円(うち4定補正追加分約11.4億円）

�作物の冠水や農地への⼟砂流⼊、漁港施設の破損、流⽊被害など本道の基幹産業
である農林水産業が受けた甚大な被害からの再生を迅速に図るため、査定前着工制
度を活用するなどして、農地や農業共同利用施設、漁場、森林等の復旧等を早急に
⾏うとともに、低利融資や経営相談により観光・商工事業者をはじめとする中⼩企業者
などの被災からの復旧と経営安定化を支援する。

４



地域の再建 対策規模：約5億円(うち4定補正追加分約0.3億円）

�生活再建の⽀援
④防災対策諸費 25百万円【総務部】

被災世帯に対して災害⾒舞⾦を支給する。
○災害援護資⾦貸付⾦ 65百万円【保健福祉部】

被災世帯に対して災害援護資⾦の貸付を⾏い、家屋の復旧等を支援する。
○社会福祉施設整備事業費 169百万円【保健福祉部】

社会福祉施設などの災害復旧に係る経費を支援する。
○既設公営住宅災害復旧事業費 10百万円【建設部】

床上浸水などの被害を受けた住宅の早期復旧を⾏う。
○ボランティアツアーの実施

⺠間旅⾏会社が中⼼となり、被災地域に向けた災害ボランティアツアーを実施。
�市町村等に対する⽀援
○災害救助補償⾦(災害救助法) 223百万円【保健福祉部】

避難所の設置経費など支援する。
○地域づくり総合交付⾦(特定課題対策事業) (再掲) 100百万円【総合政策部】

市町村が⾏う海岸へ漂着した流⽊の処理経費へ支援する。
○道職員の派遣等による⽀援(住⺠等へのメンタルケア含む）
・災害支援職員 8市町46⼈ ・水道・廃棄物 3町37⼈
・道路・河川・建築物 3町18⼈ ・振興局 149⼈
・保健師 2町 4⼈ ・スクールカウンセラー

�住宅や福祉施設等の損壊や浸水など生活基盤等に大きな被害を受けた⽅々の生活
再建を図るため、⾒舞⾦の支給、災害援護資⾦の貸付などを⾏うとともに、福祉施設
や道営住宅などの早期復旧を進めていく。

�また、災害支援職員や応急対応等に係る技術職員を被災地域に派遣するなどして市
町村と一体となって地域の再建を進めていく。

○海岸漂着物地域対策推進事業費 761百万円【環境生活部】
海岸に漂着した流⽊の処理を⾏う。

○漁港施設災害関連事業費 28百万円【水産林務部】
漁港海岸保全区域の流⽊の処理を⾏う。

○災害関連緊急⼤規模漂着流⽊等処理対策事業費 490百万円【建設部】
海岸保全区域の流⽊の処理を⾏う。

○単独現年発生災害復旧事業費(河川、砂防、海岸)の内数 1,258百万円【建設部】
河川・砂防施設の流⽊の処理を⾏う。

○耕地災害復旧事業費の内数 (ー)千円【農政部】
農地の流⽊の処理を⾏う。

○地域づくり総合交付⾦(特定課題対策事業) 100百万円【総合政策部】
市町村が⾏う海岸へ漂着した流⽊の処理経費への支援する。
※今回の被害への対応のため、補助率を嵩上げ(1/2→10/10)するなど制度を拡充。

流⽊被害への対応

５
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10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

⑴
○

○

⑵
○

○

○

○

⑶
○

○

⑷

⑸
○

○

② ○

③ ○

○

○

⑹

① ○

⑺

① ○

○

⑻

⑼
○

○

○

復旧・復興対策進捗状況一覧（地方本部：十勝総合振興局）

河川氾濫や堤防決壊箇所の早期復旧

被災した河川の復旧
国の災害査定を実施中

道路や鉄道などライフライン機能の早期復旧

①

基本
方針

項目及び目標
H28年度 H29年度

進捗状況
細目

被災した河川、砂防の復旧を行う。①

被災した砂防施設の復旧
国の災害査定を実施中

被災した橋梁の復旧 国の災害査定を実施中

② 河川、砂防の小規模な復旧や流木処
理、河道掘削など機能回復に向けた
維持補修を行う。

河川、砂防施設の小規模復
旧等

④ 国庫補助対象とならない荒廃林地の
復旧整備を行う。

① 被災した林道施設の復旧を行う。

林道施設の復旧（森林室）
十勝管内・釧路管内

H29.3月復旧工事入札予定（発注準備中）

道路施設の小規模復旧等 ○ 復旧工事を実施中

農業用施設の復旧

林道・治山施設等の復旧

林道施設の復旧（林務課） 災害査定は概ね終了（４市町６路線）。一部は１月に実施予定

被災した治山施設の復旧整備を行
う。

治山施設の復旧整備（林務
課）

工事発注に向け、設計書を準備中（温泉の沢林地荒廃防止施設
災害復旧工事）

荒廃林地（森林室）
（国庫補助外）十勝管内

H28.12　復旧工事入札予定（発注準備中）

○
○

河川～復旧工事を実施中
砂防施設～復旧工事を実施中

被災した下水道施設の復旧 国の災害査定を実施中

被災した都市公園施設の復
旧

国の災害査定を実施中

② 被災した道路施設の小規模な復旧や
機能回復に向けた補修等を行う

被災した道路、橋梁、下水道施設、都
市公園施設の復旧を行う。

被災した道路の復旧 国の災害査定を実施中

糠平園地の復旧 H28年度は応急措置、H29年度に復旧工事の予定
職員実行による応急措置実施中

オンネトー園地の復旧 復旧工事中

交通安全施設等の復旧（該当なし）

① 被災した用排水路や農道など農業用
施設の復旧を行うとともに、市町村等
の復旧の取組を支援する。

農業用施設の復旧
査定前着工の申請　20地区

市町村等の復旧の支援
技術支援を継続中

荒廃林地（林務課）
（国庫補助外）

応急対策工事は完了（管野２の沢小規模治山工事）

渓岸、山腹崩壊など荒廃林地の復旧
整備を行う。

荒廃林地（森林室）
（国庫補助）十勝管内

委託全体計画調査で現地調査中

① 被災した自然公園施設の復旧を行
う。

庁舎施設の修復

漁港・海岸施設の復旧（該当なし）

学校施設の修復

浸水・フェンスの倒壊等学校施設被害
の復旧を行う。

学校施設の復旧 帯広柏葉高２件、帯広農業高１件、池田高２件、帯広養護学校１
件の合計４校６件141万１千円が復旧済み。鹿追高校も完了済
み。

屋根・外壁の損傷等庁舎施設の被害
の復旧を行う。

庁舎、公宅の修復 庁舎３件（修復済み３件：100％）※１件は応急修繕工事完了。正
式な工事は次年度実施
公宅被害2件（修復済み１件：50％）※１件は調査の結果、原因特
定できず修繕見送り

自然公園施設等の復旧

ピョウタンの滝園地の復旧 H29年度に復旧工事の予定

公
共
施
設
の
復
旧

技術支援を実施 ～H３０まで実施

事業決定後、復旧工事（災害査定：11月上旬）

事業決定後、復旧工事（～H32）

復旧工事

復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種（選定）協議

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：10月中旬～11月上旬）

復旧工事 ※H28.10～11月は職員実行により応急措置

繰越含め検討中

補修

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：10月中旬～12月下旬） ※９月から必要に応じて応急工事等を実施

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：10月中旬～12月下旬）

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：10月中旬～12月下旬） ※９月から必要に応じて応急工事等を実施

復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種（選定）協議 繰越含め検討中

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：11月上旬～12月中旬） ※11月末までは査定前着工による実施地区あり ～H３０まで実施

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：11月中旬（一部１月））

修繕工事

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：10月中旬～12月下旬） ※９月から必要に応じて応急工事等を実施

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：10月中旬～12月下旬） ※９月から必要に応じて応急工事等を実施

復旧工事（～H30）

国の事業決定後、復旧工事（H29.3〜）

※鹿追高校サッカーコート法面等補修（復旧額25万1,000円）

復旧工事

復旧工事

資料２
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10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
基本
方針

項目及び目標
H28年度 H29年度

進捗状況
細目

⑴

○

○

○

○

○

② ○

○

○

⑵

○

○
○

⑶

② ○
○

産
業
被
害
か
ら
の
再
生
①

不足粗飼料確保への支援 粗飼料の不足状況、国費事業の詳細について、関係機関・団体
から情報収集

需要に応じた種子の確保 ○ 種馬鈴しょなど、不足が予想される種子の確保に向け、団体と調
整

① 被災農家に対する被害軽減を図るた
めの技術指導等を行う。

個人施設・機械の再建・修
繕

被災農業者向け経営体育成支援事業の事業要望を調査中

共済の早期支払い ○

○

年内の支払・仮払いに向け、農業共済組合等に対し、適切かつ迅
速な損害評価等を指導
現在、損害のあった作物について、共済金の年内支払に向け、農
業共済組合等で事務手続き中

低利資金の円滑な融通 農林漁業セーフティネット資金等について、市町村・農協等に対し
情報提供
低利資金の円滑な融通に必要な被災内容の証明について、市町
村に協力を依頼
農業近代化資金において、災害枠（1億円）が確保されたことか
ら、農協に対し融資の要望を調査を実施

被災農家に対する技術的支
援

○
○
○

（～10月）収穫方法及び収穫物の取扱に関する技術指導を実施
（～10月）ほ場及び作物に係る防除技術の指導を実施
（継続中）営農継続に係る技術指導を実施中

甚大な被害を受けた農地等の復旧・農業の復興支援

施設復旧・経営安定化

被災漁業者に対する国等の金融支援について、漁協に情報提供
３定補正で漁業近代化資金に災害枠（全道10億円）が措置された
ことから、漁協に対し融資の要望調査を実施

水産施設の復旧

① 被害を受けた漁業者等が行う共同利
用施設や養殖施設整備などを支援
し、早期復旧と経営の安定化を図る。

共同利用施設の復旧

農産物処理加工施設など共同利用施
設の復旧費用を支援する。

共同利用施設の復旧 強い農業づくり交付金による復旧を要望している３町４地区につ
いて、計画協議中

③ 堆積土砂や流木の除去など被災農地
の復旧を行うとともに、市町村等の復
旧の取組を支援する。

農地の復旧 査定前着工の申請　10地区
農地の決壊被害が甚大かつ広範囲で河川復旧等との調整を伴
い、工事が複数年にまたがるなど高度な技術を要するものについ
て、道営農地災害復旧工事として実施することとした（法河川10流
域）。

市町村等の復旧取組支援 技術支援を継続中

森林の復旧

森林の復旧（林務課）

管内市町村や森林組合等と連携し被害の詳細を調査中。

施業道損壊箇所の復旧を行う。
施業道の復旧（森林室）
十勝管内・釧路管内

十勝管内～施業道被害路線のうち56％の復旧が完了
釧路管内～H29.6から実施

○① 風倒被害を受けた森林の復旧を行う。

森林の復旧（森林室）
十勝管内・釧路管内

十勝管内
・被害林調査のうち90％が完了
・被害木整理は100％が完了（公共実施分のみ）
・跡地造林はH29秋から実施予定
釧路管内
・被害森林調査のうち５％が完了
・跡地造林はH29秋から実施予定

○

○

十勝釧路管内さけ・ます増殖事業協会広尾ふ化場のウライ（サケ
捕獲施設）は９月末までに応急工事を実施（11月末に国の災害査
定実施済み）

応急工事を実施（災害査定済み）

被害森林の調査

制度資金による支援等の実施

復旧事業（被害木の整理～H30）

国の事業を活用しながら、再建・修繕 ※事前着工届等により、国の交付決定前の再建、修繕も可（国の交付決定は年度内の見込）

共済金の年内

支払い・仮払い

種子生産状況の把握

※年内支払い ～麦、大豆、小豆、いんげん、えだまめ、そば、スイートコーン、かぼちゃ、てん菜

年内仮払い ～馬鈴しょ、たまねぎ

情報提供

※国の金利負担軽減措置は年度内に融資される資金について適用

技術対策資料の発信、技術支援・助言の実施

事業の円滑な推進に向けた周知や助言の実施

国の事業を活用しながら、復旧工事 ※事前着工届等により、国の交付決定前の復旧工事着手も可（国の交付決定は年度内の見込）

国の災害査定後、復旧工事（災害査定：11月上旬～12月中旬） ※11月末までは査定前着工による実施地区あり ～H３０まで実施

技術支援を実施 ～H３０まで実施

復旧事業（跡地造林～H31）

復旧事業（十勝管内はH28.10～、釧路管内はH29.6～） ※～H33まで実施

被害森林の調査
（十勝・釧路管内）

復旧事業（跡地造林～H33）（十勝・釧路管内）復旧

事業

※被害木の整理（十勝管内）。被害木の整理は公共実施分のみ。
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H28年度 H29年度

進捗状況
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⑷
①

②

⑸
① ○

② ○

③ ○

⑴
○

○
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業
被
害
か
ら
の
再
生
②

○

○

○

○

観光・商工事業者の早期復旧への支援

「経営環境変化対応貸付（災害復
旧）」を適用し、被害を受けた観光・商
工事業者をはじめとする中小企業者
に対し、金融機関を通じて低利融資を
実施し、早期復旧と経営の安定化を
支援する。

観光・商工業事業者の復旧

○

○

○

○

○

「平成28年８月大雨被害等に伴う中小企業等経営・金融相談室」
の設置：相談件数十勝管内12件
中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付（災害復旧）」の
適用：十勝管内の実績５件120百万円（保証承諾実績ベース）
大雨等災害関連中小企業等経営・金融相談会の開催（10／18新
得町、10／19芽室町、10／25幕別町、10／26清水町、11／17音
更町）
金融機関等への融資円滑化要請（十勝管内訪問２回（帯広信金、
十勝信組））
「平成28年度大雨等災害に係る被災中小企業復興支援プロジェ
クト」に基づく取組（小規模事業者持続化補助金及び革新的もの
づくり補助金の説明会への参画。11/28芽室町商工会、12/6広尾
町商工会、12/8帯広商工会議所）

本庁及び各振興局等に特別相談窓
口を設置するほか、移動相談会を開
催するなど融資制度をはじめとした
様々な支援策を紹介するなど相談対
応を行う。

③

海岸保全区域の流木
応急工事等による流木の押し上げ作業は完了。国に災害関連事
業を申請中

④ 河川・砂防施設の流木の処理を行う。 河川、砂防等施設の流木 ○
○

河川～復旧工事を実施中
砂防等施設～復旧工事を実施中

第３回北海道ブロック記者発表会（東京）に十勝観光連盟と連携
し参加（9/26）（十勝観光のプレゼンとともに、ブースを設け各メ
ディアに対し、観光及び交通アクセス等についてきめ細やかに情
報提供を実施）
十勝の魅力発信プロモーション観光商談会の実施（9/15）
（管内観光関係者により東京都内において、十勝観光プロモー
ション及び観光地の復興状況や交通アクセス等について情報発
信）
第28回北海道フェアｉｎ代々木でのＰＲ実施（9/29～10/2）
（国内最大級の屋外型北海道物産イベントである同フェアにおい
て、十勝の食と観光のＰＲを実施したほか、観光地の復興状況を
情報発信）
振興局独自事業「元気十勝・誘客キャンペーン」の実施（11月～）
（道内や首都圏の旅行関係者を十勝に招へいし商談会を開催す
るとともに、冬の十勝観光の体験を通じた旅行商品化を促進。同
時に観光地の復興状況を情報発信）

流木被害への対応

海岸に漂着した流木の処理を行う。
海岸の流木

８月からの台風被害により大量の流木被害があった４町（豊頃
町、大樹町、浦幌町、広尾町）では、流木の押し上げ作業実施

漁港海岸保全区域の流木の処理を行
う。 流木被害への対応

漁業者等の活動組織が行う流木の回収処理に対する支援等につ
いて、町や漁協と事業の活用に向けた協議を実施中

被災した観光地の回復状況などの正
確な情報発信を行うとともに、観光需
要の回復を図るため、プロモーション
事業などを北海道観光振興機構や観
光事業者などと連携して実施する。

正確な観光地復旧の情報
提供

○

○

○

「管内の観光施設やイベントの開催状況等」について、振興局HP
にて随時情報発信（9/9～）
「ぬかびら源泉郷クーポン」に係るオータムフェスタでのPR支援、
道庁ブログ、掲示板、メルマガへの掲載による支援の実施（9/9
～）
㈱KADOKAWAのウォーカープラスweb版に、上記振興局HPをリン
クし、情報発信（9/16～）

道民による被災観光地支援
（道内向けの取組）

○

○

○

ひがし北海道周遊観光推進事業道南圏観光プロモーション（9/3
～4）、航空まつり（9/11）、ばん馬まつり（10/1～2）等において、
観光PRを実施するとともに、復興状況、交通アクセス等について
情報発信
振興局独自事業「元気十勝ようこそキャンペーン」の実施（11月
～）（JR石勝線復旧に合わせ、道央圏及び十勝管内において、元
気な十勝をPRし、関係者が一体となった誘客の取組を実施）
※もっと○○したくなるとかち観光推進事業予算
振興局独自事業「元気十勝・誘客キャンペーン」の実施（11月～）
（道内や首都圏旅行関係者を十勝へ招へいし商談会を開催する
とともに冬の十勝観光の体験を通じた旅行商品化を促進。また同
時に、観光地の復興状況等を情報発信）※道追加独自事業予算

国内外への誘客活動による
観光需要の喚起
（道外向けの取組）

⑤ 市町村が行う海岸への漂着した流木
の処理経費への支援をする。

市町村の取組への支援 ○

○

○

９月28日までに着手した事業に対して交付率の嵩上げ措置等を
実施
豊頃町、浦幌町、大樹町、広尾町から事業計画の提出があり、今
後、交付決定する予定
現地での流木押し上げ作業等は完了済み

１１月末現在、災害援護資金の実施市町村なし。

12月12日～14日に手交する予定① 市町村と連携し、支給対象者へ災害
見舞金等をH28年12月末までに支給 災害弔慰・見舞金

○

生活再建の支援

被災世帯に対して災害援護資金の貸
付を行い、家屋の復旧等を支援する。

災害援護資金の貸付

住家被害見舞金

地
域
の
再
建

海岸保全区域の流木の処理を行う。

12月12日に一部を支給する予定
残りは、関係町と支給方法等について調整中

②

執行事務手続き中

執行事務手続き中

市町村、漁協等と連携した流木の回収・集積等の実施

中小企業総合振興資金「経営環境変化対応貸付（災害

復旧）」の適用

中小企業等経営・金融相談室の設置（10月～11月：十勝管内５地域での移動相談会を実施予定）※相談室の開設期間は未定

集積、運搬、処理事業を実施

応急工事等を実施（９月～）

観光地復旧の情報提供（ホームページ等）

「旅して応援！ほっかいどう」キャンペーン等の展開

市町村が被災世帯に貸付実施

市町村へ原資貸付

誘客促進プロモーション等の展開

※国の災害関連事業に申請中

復旧工事 ※財務局と12月末まで対象工種(選定）協議 繰越含め検討中

市町村による流木処理促進に向けた道交付金の交付

※償還据置期間無利子（３年）

独自事業「元気十勝ようこそキャンペーン」の

実施

独自事業「元気十勝・誘客キャンペーン」の

実施

独自事業「元気十勝・誘客キャンペーン」の

実施

独自事業「元気十勝ようこそキャンペーン」

の実施

 



⼗勝総合振興局地域創⽣部

今後実施を予定している災害復興に関する会議について

名称 ⽬的 活動内容 参集範囲

⼤⾬災害被災地域
復興連絡調整会議

市町村と振興局の職
員が災害からの復興
に関する意⾒交換や
情報共有を⾏うため
に設置

会議の開催（12⽉中旬〜）
※参加市町村を３つのブロックに分け
て開催
- 開催場所：参加市町村持ち回り
- 結果の反映：⼗勝地⽅本部に報告。
⼗勝地⽅本部での議論、⽅策を参加市
町村にフィードバック

・参加を希望
する市町村
・振興局

⼗勝災害復興推進
会議(仮)

管内が⼀体となり
「オール⼗勝」によ
るいち早い復興を実
現するために設置

・会議の開催（12⽉中下旬）
 - 初回会議では会の設⽴、代表の選
  任等を予定
・国や国会議員への要望活動等
 - 12⽉下旬に上京し要望を実施予定

調整中
（地域づくり
連携会議の参
加団体を中⼼
に選定）
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１　災害復旧
○共同利用施設

市町村名 施設名

本別町 シカ侵入防止施設

浦幌町 シカ侵入防止施設

足寄町 シカ侵入防止施設

士幌町 でん粉工場取水施設

公共牧場
（雑用水施設、管理道路　等）

公共牧場
（雑用水施設、管理道路　等）

公共牧場
（管理道路　等）

※　これ以外に市町村毎に自己対応しているものもある。

２　農業経営対策
○共済金について、例年１～２月に支払を行っているスイートコーン・かぼちゃ・てん菜は年内

　に支払予定、麦・大豆・小豆・いんげん・馬鈴しょ・たまねぎは例年どおり年内に支払

○農林漁業セーフティネット資金など低利資金について日本政策金融公庫と協議中

３　経営体育成支援事業の取組状況
○国において、被災を受けた農業施設・機械の復旧に対する支援として、被災農業者向け経営体

　育成支援事業が発動され、復旧事業費の3/10以内を国が補助 

○道では、本事業を活用する農業者の中で、個人の費用負担が高額となり、離農が危惧される

　など来年度の営農が危ぶまれる者について、市町村が農業者の負担を1/10以下とする場合に、

　道費3/10以内の上置補助を実施（道議会第４回定例会提案）

○現在、市町村（11市町村 事業費約8.5億円）からの要望をとりまとめ、国と協議中

４　営農技術指導
○これまでの営農指導について

　・被害発生直後には、各種病害虫のまん延防止やほ場の排水対策など、速やかな農作業の再開

　　に向けた技術対策を指導

○次年度の営農に向けた今後の技術指導について

　・麦の適期は種に向け、麦を連作したほ場や作業の遅れにより、遅まきとなったほ場があるこ

　　とから、適切な雪腐れ防除と併せ、越冬後の生育状況を踏まえたきめ細かな技術指導を行う。

　・来春に向けては、施肥設計や種子対策をはじめ、今年のほ場状況を踏まえた適切な管理に向

　　けて技術指導を行う。

清水町

幕別町 強い農業づくり交付金の活用について協議中

強い農業づくり交付金の活用について協議中

強い農業づくり交付金の活用について協議中

鳥獣被害総合対策交付金及び市町村単費（特別交付税）等で実施中

強い農業づくり交付金の活用について協議中

士幌町

大雨災害被災地域復興推進十勝地方本部会議(第２回)　
補足資料(農務課)

進捗状況

鳥獣被害総合対策交付金及び市町村単費（特別交付税）等で実施中

鳥獣被害総合対策交付金及び市町村単費（特別交付税）等で実施中

資料3-2

 



28.12.8　商工労働観光課

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

H27 490 1,004 987 1,303 1,946 1,200 805 456 480 605 638 445

H28 464 941 886 1,285 1,729 1,004
差 ▲ 26.9 ▲ 63.0 ▲ 101.5 ▲ 18.1 ▲ 217.3 ▲ 196.0
比 94.5% 93.7% 89.7% 98.6% 88.8% 83.7%

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

H27 2,985 7,513 8,252 13,343 11,399 9,002 12,856 6,484 11,260 13,331 24,299 11,665

H28 3,052 8,883 8,749 13,732 10,610 6,141
差 67 1,370 497 389 ▲ 789 ▲ 2,861
比 102.2% 118.2% 106.0% 102.9% 93.1% 68.2%

月

8月

9月

10月

全道合計
売り上げ(％)

※観光入込客数及び訪日外国人宿泊客数は暫定速報値です。今後、修正が入ることがあります。

宿泊実績調査（日本旅館協会北海道支部連合会調べ・前年同月比）
十勝管内

回答旅館軒数
十勝管内

宿泊人員(％)
十勝管内

売り上げ(％)
全道合計

回答旅館軒数
全道合計

宿泊人員(％)

9

8

9

92.1

77.7

86.4

89.9

73.0

88.6

108

114

110

96.4

95.0

96.9

101.9

95.4

102.6

0

500

1,000

1,500

2,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

月別観光入込客数の推移 H27 H28

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

訪日外国人宿泊客数の推移 H27 H28

十勝管内観光入込客数等の動き

(千人)

(人)

資料3-3


	10_次第_地方本部会議_Rev0
	30_本部員会議_出席者名簿
	41_資料1（緊急対策）
	資料1(P１)
	資料2-1 (P2～5）.pdf

	42_⑤ロードマップ（十勝）（1130時点）
	43_資料3-1_関連会議
	43_資料3-2_補足資料（農務課）
	43_資料3-3_補足資料（観光客入込等）281206.pdf


<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


