
（様式１－１）                   ２６伊政策第 ６０ 号 
平成２６年４月１１日 

 
内閣総理大臣 殿 

伊達市長 仁志田 昇 司     

 
再生加速化事業計画の提出について 

 
福島再生加速化交付金（再生加速化）実施要綱第４の３の規定に基づき、再

生加速化事業計画（平成 26～27 年度）を提出します。 

 
１ 再生加速化に関する目標 
 伊達市では、原発事故により特定避難勧奨地点の指定を受けた地域があり、

生活圏の除染を進めてきたが、避難した市民の帰還が進まない状況にある。ま

た、放射線への健康不安、産業活動全般にわたる風評被害などのマイナスイメ

ージ等、地域産業への影響が大きくなっている。 
このような状況の中で、福島再生加速化交付金を活用し、きめ細かな生活環

境の向上と放射線に対する不安解消により、市内全域の地域振興と復興・再生

の加速化を目指す。 

 
２ 事業概要及び地域の再生加速化との関係 
① 特定避難勧奨地点の指定を受けた地域においては、放射線不安の払拭と避 
難者帰還を促すため、水道施設整備を行い当該地域の自立的な復興を目指す。 
 また、当該給水区域外等においても水道施設整備の対応を検討する。 

② 市内全域においては、きめ細かなモニタリング調査とその情報をわかりや 
すく発信し、市民の安心安全の確保を図る。また、生活環境の変化によるス 
トレス解消など、きめ細かな生活支援を行い、地域あるいは市内全域の復興・ 
再生を目指す。 

③ 自主避難者への相談窓口の設置と帰還後の心のケアを実施し、生活再開と 
地域コミュニティの再生を目指す。 

 
３ 再生加速化事業等に要する費用、実施主体など 
 平成 26 年度～27 年度（予定）までの期間とし、全体事業費 640,770 千円（予

定）とする。なお、事業実施主体は伊達市とする。 





再生加速化事業計画　再生加速化事業等

平成26年４月時点
（単位：千円）

うち、福島県、
市町村又は地
方公共団体の
組合以外の者
が負担する額
を減じた額

(0)

225,492 225,492 225,492

＜225,492＞ ＜225,492＞ ＜0＞ ＜225,492＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

9,318 9,318 9,318

＜9,318＞ ＜9,318＞ ＜0＞ ＜9,318＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

22,680 22,680 22,680

＜22,680＞ ＜22,680＞ ＜0＞ ＜22,680＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

12,354 12,354 12,354

＜12,354＞ ＜12,354＞ ＜0＞ ＜12,354＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

6,690 6,690 6,690

＜6,690＞ ＜6,690＞ ＜0＞ ＜6,690＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0)

0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
276,534 276,534 0 276,534 0 0 0 0

＜276,534＞ ＜276,534＞ ＜0＞ ＜276,534＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

276,534 276,534 0 276,534 0 0 0 0
＜276,534＞ ＜276,534＞ ＜0＞ ＜276,534＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

276,534 276,534 0 276,534 0 0 0 0
＜276,534＞ ＜276,534＞ ＜0＞ ＜276,534＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0

＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県
伊達市

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「総交付対象事業費」は、「交付期間」を通じての全ての事業費を記載する。
（注３、４）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注４）各年度の交付対象事業費（中段）のうち、様式１－４で提出された年度の値が配分（申請）に係る交付対象事業費となる。
（注５）「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
（注６）年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「備考」に年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。なお事業間流用を行う場合には、流用する（流用される）事業名も合わせて記載する。
（注）担当者氏名等は福島県、市町村又は地方公共団体の組合の担当者を並べて記載する。

地方公共団体の組合名
市町村名 電話番号 メールアドレス

（ う ち 基 幹 事 業 ）

（うち効果促進事業
等 ）

県名 担当部局名 担当者氏名

　　　　

合　　 計

（うち市町村交付分）

（ う ち 県 交 付 分 ）

（うち地方公共団体
の 組 合 交 付 分 ）

～-

26 ～ 27

6 - -

県外避難者相談事業

山形市・米沢市・新
潟市の避難者相談
窓口及び伊達市保
原中央公民館

市 伊達市 直接 7,3165 (3) - 12 - 2 -

伊達市 直接 28,123 26 ～ 271 - 心と体の健康管理事業 市内全域 市

26 ～ 26

4 (3) - 12 -

自家用農産物等安全推進事業 市内全域 市 伊達市 直接 22,6803 (3) - 11 - 2 -

伊達市 直接 19,767 26 ～ 271 - 放射線不安解消事業 市内全域 市2 (3) - 11 -

直接 562,884 26 ～ 271 (2) - 8 - 1

総交付対象
事業費
（注３）

各年度の交付対象事業費　（注４）

全体事業費
（注５）

全体事業
期間

備　考（注６）
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（様式１－２）
伊達市

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接／間接

- 上小国地区水道施設整備事業 上小国地区 市 伊達市

平成29年度 平成○○年度



 

 
（様式１－３） 

福島県（伊達市（町村））再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２６年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. １ 事業名 上小国地区水道施設整備事業 事業番号  (２)-８ 

交付団体 伊達市 事業実施主体（直接/間接） 伊達市（直接） 

総交付対象事業費 ２２５，４９２（千円） 全体事業費 ５６２，８８４（千円） 

再生加速化に関する目標 

 水道未整備の旧特定避難勧奨地点を含む上小国地区について、井戸等の生活用水に対する放射能不安を

払拭し、避難者の帰還と地域の復興再生を目標とする。 

 

事業概要 

計画給水人口    ３６０人（平成２５年３月２７日変更認可取得） 

計画一日最大給水量  ９４㎥（計画一人一日最大給水量２６１Ｌ/人日） 

計画一日平均給水量  ６５㎥（計画一人一日平均給水量１７８Ｌ/人日） 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成２６年度＞ 

 加圧ポンプ場 N=1.0式 送水管 HPPEφ75 L=340m 配水管 HPPEφ100～φ150 L=470m 

 調査費（測量設計） N=1.0式 用地費 A=920㎡ 

＜平成２７年度＞ 

配水管 HPPEφ75～φ150 L=3,950m 配水支管 PEφ30～φ50 L=1,050m 

 

地域の再生加速化との関係 

 平成２４、２５年度に住宅周辺の除染は完了したが、宅地周辺の除染が未了であり、空間放射線量及び

地下水への放射性物質流入等の不安により、若い世代が戻らない状況にある。このため、早急に水道施設

を整備し、地域の復興・再生と活性化を図る。 

関連する事業の概要 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

福島県（伊達市）再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２６年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ２ 事業名 放射線不安解消事業 事業番号 （３）-11 

交付団体 伊達市 事業実施主体（直接/間接） 伊達市（直接） 

総交付対象事業費 9,318（千円） 全体事業費 19,767（千円） 

再生加速化に関する目標 

 環境放射線量モニタリング調査を充実させ、市民に正確かつわかりやすい情報を提供することで、放射

線に対する不安を解消し、復興・再生の加速化を図る。 

事業概要 

  伊達市復興計画（緊急重要施策-環境放射線モニタリング調査の充実・強化による正確で分かり易い情報） 

①市内全域の放射線量の分布マップを作成し、現在の放射線量をマップによる可視化することにより市民

への正確でわかりやすい情報を提供する。 

②定点を測定するモニタリングポスト設置箇所以外の不十分地区を補うため、市内 19箇所において環境放 

射線量を測定し、広報誌やＨＰ上で測定結果をお知らせする。 

③市民が自ら放射線量を測定するため、町内会に簡易放射線測定器を配布している。その測定器を年に 1 

回誤差の調整を実施する。 

④避難者の帰還支援の一環として、モニタリング等の線量結果を掲載した広報誌を郵送し、市内の情報を 

提供する。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 26年度＞ 

①市内 700 箇所以上の定点での一斉放射線測定を年 2 回実施し、市内全域の線量状況がわかるカラーマッ

プを作成する。 

②ＮＰＯ法人環境ワーキンググループに放射線モニタリングを委託し、定期的に市に報告する。 

③町内会に配布してある簡易測定器「ドーズ e」を年 1回程度回収し、誤差を調整するため校正する。 

④現在、市外に避難している世帯に対し、帰還に向けた支援として市で発行する放射線量の情報等が記載

してある広報誌を印刷し定期的に郵送している。 

（①印刷製本費：648千円、②委託料：3,631千円、③手数料：4,860千円、④印刷製本費：179千円） 

＜平成 27年度＞ 平成 26年度と同様 ※ただし、４月分から翌３月分までの１年間で計算 

地域の再生加速化との関係 

市民に正確かつわかりやすい情報を提供することで、放射線に対する住民の不安を解消し、復興・再生

の加速化を図る。 

関連する事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

 
（様式１－３） 

福島県（伊達市）再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２６年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ３ 事業名 自家用農産物等安全推進事業 事業番号 （３）-11 - 2 

交付団体 伊達市 事業実施主体（直接/間接） 伊達市（直接） 

総交付対象事業費 22,680（千円） 全体事業費 22,680（千円） 

再生加速化に関する目標 

地元で生産された農産物を安全に食べられるよう検査体制を整備し、市民の健康と放射性物質に対する

不安を解消し、産業活性化と地域の復興・再生を目指す。 

 

事業概要 

伊達市復興計画（緊急重要施策-環境放射線モニタリング調査の充実・強化による正確で分かり易い情報） 

自家消費用農産物を身近で簡単にモニタリング利用ができるよう、非破壊型放射性物質測定器を導入し、

検査体制の強化と農産物の安全性を確保する。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 26年度＞ 

非破壊型放射性物質測定機器導入 

非破壊型検査器@3,240千円×7台=22,680千円 

 

 

地域の再生加速化との関係 

東日本大震災による原発事故により、出荷制限や風評被害など深刻な影響を受けている市内農産物の安

全確保のため、放射性物質検査をより簡易な方法で行えるよう非破壊検査器を導入し、農産物の安全性確

保する。そのことで、消費者の信頼確保を図り伊達市農産物風評被害の払しょくに繋げ、地域農業の復興

と活性化を図る。 

関連する事業の概要 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

福島県（伊達市）再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２６年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ４ 事業名 心と体の健康管理事業 事業番号 （３）-12 - 1 

交付団体 伊達市 事業実施主体（直接/間接） 伊達市（直接） 

総交付対象事業費 12,354（千円） 全体事業費 28,123（千円） 

再生加速化に関する目標 

放射能リスクの不安や生活状況の変化によるストレスの解消を目的に、健康講座（講話、健康相談会、 

運動不足教室）、相談窓口、訪問指導を展開し、心と体のケアを行うことで、市内全域の復興再生を加速化 

させる。 

事業概要 

伊達市復興計画（基本施策３-安心して暮らすための健康づくり外） 

・放射能講話、健康相談窓口、お茶のみサロン、及び広報活動を行う。 

・心と体のケアチーム（元気アップ復興隊）を編成し、個別訪問指導も含めたきめ細やかな支援を充実す

る。 【地域支援】～ 市全域の地区を対象とし、少数単位の健康教育・相談会等の開催 

【母子支援】～ 乳幼児健診支援（ストレスフル親子フォロー） 

・自主避難している避難者に対しての、不安解消を目的に積極的な情報提供と、健康相談会等を開催する。

併せて帰還者への支援も継続する。 

当面の事業概要 

＜平成 26年度＞ この事業については、心の相談、ストレスケアに関する特定の専門家（臨床心理士、作

業療法士、保育士、保健師等）でチームを組んだ、市が委嘱する（Ｐ）「元気アップ復興隊」が中心となり、

放射能・放射線に対する健康不安などのストレスにより、心に不調がみられる市民に対してケアをしてい

くものである。この事業は下記①～⑨に分けられ、「元気アップ復興隊」については、下記③～⑥を直接実

施する。それ以外は、元気アップ復興隊とは別な特定の放射線の専門家等が受け持っているが、「元気アッ

プ復興隊」は、他事業についても実施後のストレスケアとしての事後フォローや心のケアの視点からの助

言も行うこととしており、総合的かつ一体的な健康管理事業として取り組んでいくものである。 

①講話（放射能Ｑ＆Ａ等）、②健康相談窓口（訪問の出張相談）、③自主避難親子への支援、④母子への支

援として、乳幼児健診と連携し、ストレスをかかえた親子を早期発見し、心理相談や遊び方教室を通じて

不安解消を図る。⑤地区へ出向き、集会所等での「お茶のみ会」「コミュニケーション交流会」を開催し、

ストレス解消の講話、体操やゲームを通じ、心身の健康づくりを推進する。⑥帰還者親子のメンタルを支

援し、情報交換などを行い、地域への再適応を図る。⑦検査結果等の説明・指導、⑧放射能健康管理委員

会、⑨広報活動 ※平成 27年度も同様 ※ただし、４月分から翌３月分までの 1年間で計算 

地域の再生加速化との関係 

・特定避難勧奨地点の指定の有無により、地域コミュニティーが崩壊している集落があり、そのことによ

る健康影響（ストレスフル等）が出ている。またそのことが地域再生に大きな弊害になっているため、健

康相談など、きめ細やかな支援をすることで、地域市民の関係を回復し、市全体の再生の加速化に繋げる。 

関連する事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

 
（様式１－３） 

福島県（伊達市）再生加速化事業計画 再生加速化事業等個票 

平成２６年４月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. ５ 事業名 県外避難者相談事業 事業番号 （３）-12 - 2 

交付団体 伊達市 事業実施主体（直接/間接） 伊達市（直接） 

総交付対象事業費 6,690（千円） 全体事業費 7,316（千円） 

再生加速化に関する目標 

原発事故による自主避難者の不安解消と早期帰還のため、県外避難者への相談事業を実施するとともに、

帰還者を対象にしたサロン事業を実施し、生活再開と地域コミュニティの再生を目指す。 

事業概要 

伊達市復興計画（緊急重要施策-避難した方々のコミュニティの確保と心のケアを支援） 

自主避難者の多い山形市、米沢市、新潟市において、県外避難者向けの相談を委託事業として実施する。

県外避難者向けの相談業務のほか、定期的な交流会を開催して、市の職員と懇談する場を設けることによ

り、正しい情報の提供と帰還後の不安の解消を図る。 

また、伊達市への帰還者を対象としたサロン事業を実施し、帰還後の心のケアを目的として、話し合え

る場を提供する。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成２６年度＞ 

山形市、米沢市、新潟市への避難者向け事業を実施する。それぞれ週２回の相談業務と年３回の避難者交

流会・行政相談会を実施する。県外避難者相談事業委託 6,189 千円、帰還者支援事業委託（パパ、ママサ

ロン）501千円 

＜平成２７年度＞ 

前年度に引き続き、伊達市への帰還者を対象としたサロン事業を実施する。 

地域の再生加速化との関係 

県外避難者のために相談事業を実施することで、伊達市への市民の帰還を促し、地域の再生を加速化する。 

関連する事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



平成２６年度 　　再生加速化事業等

厚生労働省

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のう
ち、福島県、市町村又

は地方公共団体の組合
以外の者が負担する額

を減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

225,492 225,492 150,328

＜225,492＞ ＜225,492＞ ＜150,328＞

(0) (0) (0) (0) (0)

225,492 225,492 150,328 0 0

＜225,492＞ ＜225,492＞ ＜150,328＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
伊達市 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（再生加速化）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（再生加速化）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。

 

 市  伊達市  直接 1/3

（様式１－４）

省庁名： 平成２６年４月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考
事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

 -

  

 -

  

 上小国地区水道施設整備事業  上小国地区   8

   

 

  1  -  

    

    

 

1   (2)

  

      

          

   

             

伊達市 再生加速化事業計画

地方公共団体の組合名
市町村名 電話番号

合計額

県名 担当部局名



平成２６年度 　　再生加速化事業等

内閣府

※本様式は同一の交付担当大臣が交付する事業等ごとに作成して下さい （単位：千円）

交付対象事業費
(b)

交付対象事業費のう
ち、福島県、市町村又

は地方公共団体の組合
以外の者が負担する額

を減じた額
(c)

うち交付金交付額
基幹事業の場合

（d）=a×b＋(c-a×b)/2
効果促進事業等の場合

（d）=0.8c

年度間
調整額
（国費）

(e)

調整後の
交付金
交付額
(f)=d-e

(0) (0) (0)

9,318 9,318 9,318

＜9,318＞ ＜9,318＞ ＜9,318＞

(0) (0) (0)

22,680 22,680 22,680

＜22,680＞ ＜22,680＞ ＜22,680＞

(0) (0) (0)

12,354 12,354 12,354

＜12,354＞ ＜12,354＞ ＜12,354＞

(0) (0) (0)

6,690 6,690 6,690

＜6,690＞ ＜6,690＞ ＜6,690＞

(0) (0) (0) (0) (0)

51,042 51,042 51,042 0 0

＜51,042＞ ＜51,042＞ ＜51,042＞ ＜0＞ ＜0＞

福島県 担当者氏名
伊達市 メールアドレス

（注１）「事業番号」は、基幹事業については、「（制度要綱別表の番号）-（同一事業計画中の同種の事業の通し番号）」、効果促進事業等については、「◆（最も関連する基幹事業の事業番号）－（最も関連する基幹事業ごとの通し番号）」となるよう記載する。
（注２）「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
（注３）「基本国費率」は、各交付担当大臣が定める交付要綱に規定される国費率を指す。（福島再生加速化交付金（再生加速化）実施要綱第５の１の（３）におけるbと同様）
（注４、５）上段（　）書きは、前回までに配分された額を記載し、中段には今回申請する額を記載する。なお、下段＜　＞書きについては、自動計算される。
（注５）「年度間調整額」の（国費）（e）は、前年度に福島再生加速化交付金（再生加速化）実施要綱第４の７の④に該当した場合に記載する。

伊達市 再生加速化事業計画

地方公共団体の組合名
市町村名 電話番号

合計額

県名 担当部局名

             

1/1

1/1

 12  -   2  -   県外避難者相談事業

 市  伊達市  直接 12   -   1  -  心と体の健康管理事業  市内全域

 市  伊達市  直接5   (3)  -

 山形市・米沢
市・新潟市の
避難者相談窓
口及び伊達市
保原中央公民

館

 -

2   (3)

 自家用農産物等安全推進事業  市内全域  市  伊達市

 放射線不安解消事業  市内全域 11

4   (3)  -

  2

  1  -  

3   (3)  -  11  直接 1/1

 市  伊達市  直接 1/1

（様式１－４）

省庁名： 平成26年４月時点

No.
事業番号

（注１）
事業名
（注２）

地区名
施設名

交付
団体

当該年度（注４） 年度間調整額（注５）
（該当する場合のみ記載）

備　考
事業
実施
主体

直接／間接

基本
国費率

（a）
（注３）

 -

 -  

 -
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