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区民と共に力強い区政を歩む
平成24年度予算

　我が国の経済は、東日本
大震災による深刻な打撃を
受け、また、歴史的とも言
える円高の影響などにより、
依然として先行きの見えな
い厳しい状況にあります。
本区においても、税収は極
端に減少し、一方では福祉
や介護、医療にかかる経費
が増加の一途をたどり、今
後の財政運営に大きな影響
を及ぼしています。
　本区は長年にわたる財政
努力により、この 3 年間、
全国トップレベルの健全財
政を維持してきました。し
かし、財政基盤は決して盤
石ではなく、21年度から連
続して基金を取り崩し、歳
入の埋め合わせを余儀なく
されています。
　24年度予算は、このよう
な状況に鑑

かんが

み、区民の安全・

平成24年度
予算編成にあたって

新年度予算の主な新規・拡充事業➡ 2・3面
数字でみる平成24年度予算➡ 4面

■大いなる地域力で未来ある区政に向かって前進

予算総額    3,319億円
一般会計    2,189億円

未来を担う人づくり
　築50年を経過した小・中学校の改築を引き続き進めていきます。また、
読書活動の推進を目指し、小・中学校に合わせて約10万冊の本を購入し、
学校図書室の蔵書の充実を図ります。
学びと協働による区民文化づくり

　総合文化センター、区民館、コミュニティ会館などの文化・地域施設
の整備を行います。
いきいきとした生活のための健康・福祉の社会づくり

　がん検診の受診率向上に向け、戦略的な取り組みを進めていきます。
また、発達障害者（児）のライフステージに応じた支援につなげるため、
啓発事業の実施や関係機関を交えた会議を開催します。
区民参加による環境づくり

　家庭で不用になった古着・古布の移動回収の拠点場所を拡大し、更な
る資源の有効活用を図ります。また、環境をよくする運動を推進し、エ
コタウンづくりや安全・安心のまちづくりなどの啓発活動を行います。
活力を創造する産業づくり

　区内中小製造事業者へ、ものづくり技術を継承するための研修や資格
修得に向けた経費の助成を行います。また、商店街の空き店舗対策とし
て、新規出店にかかる家賃助成や設備資金のあっせんなどを行います。
区民の暮らしを力づよく支えるまちづくり

　液状化に伴う被災住宅修復支援や住宅などの耐震化の更なる促進とと
もに、大規模地震時における正確な情報伝達の向上を目指します。また、
JR小岩駅周辺や密集住宅市街地の整備など、都市基盤の充実を図り、
安全で災害に強いまちづくりを行います。
区民本位で効率的な区政運営など

　指定管理者による区施設の管理を拡大し、民間活力を更に推進します。
また、小・中学校における給食調理業務委託の拡大や学校警備委託の全
校実施、栄養士業務委託の新規導入を行います。

今  年  度  の  重  点  施  策

　 4月からの 1年間に区が行う事業と、その経費を
定めた24年度の予算が決まりました。
　新年度予算の内容について、特集で紹介します。

問　財政課☎（5662）6148

安心を最優先に真に必要な
予算の確保に努め、結果と
して一般会計は 7年ぶりの
マイナス編成となりました。
　同時に、経済情勢の劇的
な好転がなければ、税収の
増加を期待することは困難
であるため、中・長期的な
視点での施策の見直しが必
要となります。そのために、
社会の変化に見合った合理
的なサービスを提供し、将
来の世代に重い負担をかけ
ることがないような対策を
講じてまいります。
　今後も健全財政を堅持し
つつ、限られた財源の中で
最大の区民サービスが提供
できるよう、職員の削減や
民間活力を更に活用するな
ど、徹底した行財政改革を
断行し、揺るぎない区政運
営を推進してまいります。
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 環 境 啓 発・ 環 境 教 育　

▶環境をよくする運動 6,080万円
　中央大会・環境フェアの開催やエコタウンづくり、一斉美化運動、
防犯・防災活動など、安全で快適なまちづくりへの啓発活動を区民の
みなさんと共に行います。

 ご みの減量と資源リサイクル　

▶古着・古布リサイクル移動回収（拡）
477万円

　古着・古布の回収場所を18か所から22
か所に拡充します。リユース、リサイク
ルの取り組みを拡大することで、日本一
のエコタウンを目指します。

 も の づ く り 産 業 の 活 性 化　

▶新開発製品研究費・産学連携研究費助成（拡） 800万円
　区内中小企業者を対象に、新製品・新技術の開発や ISOなどの認
証取得に必要な経費の一部を助成します。
▶ものづくり技術継承支援事業（新）

150万円
　区内中小製造事業者を対象に、ものづ
くり技術を継承するための実践的な研修
や資格の修得に向けた講習・検定などに
かかる経費の一部を助成します。
▶ えどがわ産業ナビ（事業所データベース）の機能追加（拡） 296万円
　区が運営している、区内の会社・店舗などの情報を紹介するweb
サイト「えどがわ産業ナビ」に、商店街の空き店舗や求人情報などの
掲載・閲覧機能を追加します。
▶災害復興特別対策助成（利子補給）（新） 1 億5,400万円
　東日本大震災の被害や影響を受け、都の震災関連融資を利用した事
業者を対象に利子を補給します。

 商業・生活サービス業の活性化　

▶空き店舗対策支援事業（新） 886万円
　出店を希望する事業者に向け、区内の商店街の空き店舗情報を「え
どがわ産業ナビ」に掲載し、入居者への店舗家賃の助成、整備資金の
あっせん融資を行います。

 都 市 農 業 の 継 承　

▶営農困難農地の利用あっせん（拡）
　農業の継続と農地保全のため、営農困難農家と耕作希望農家間の調
整・あっせんを行うことにより、江戸川区の農業を守ります。

き、がん予防推進月間の取り組みと普及・啓発や専門的な検討を行う
協議会・部会を設置します。また、がん検診の受診履歴をデータベー
ス化し、未受診者の把握と受診勧奨を行います。

 生 涯 ス ポ ー ツ の 推 進　

▶スポーツ祭東京2013（東京国体）の開催準備（拡） 1 億5,229万円
　25年 9月に開催の本大会では、区内でボート競技、ラグビー競技（少
年男子）、デモンストレーション行事でロ
ーラースポーツが行われます。今年度は競
技会場を設営し、ボート競技、ラグビー競
技のリハーサル大会を開催します。また、
25年 1 月に開催の冬季大会では、スケート
競技のショートトラックを実施します。

 食 と 住 の 安 全 性　

▶飼い主のいない猫による環境問題の解決への支援事業（拡）
200万円

　町会・自治会などの地域合意のもとに活動しているボランティア団
体へ、飼い主のいない猫への不妊・去勢手術費用の一部を助成します。

 高 齢 の 人 々 の 生 活 支 援　

▶特別養護老人ホーム建設補助（拡） 4 億7,058万円
　介護サービス充実のため、25年度に江戸川五丁目および東小松川一
丁目に新たに開設する 2施設の建設費用を補助します。
▶社会福祉士等卒後連携事業（拡） 7,482万円
　社会福祉士および精神保健福祉士の養成課程の卒業生を、「福祉・
介護支援員」として最長 3年間雇用（非常勤職員）します。雇用後は、
区内の福祉施設などで活躍してもらうことで、区の福祉向上に寄与す
る人材を育成します。

 障 害 の あ る 人 々 の 生 活 支 援　

▶発達障害支援事業（拡） 330万円
　発達障害の理解を促進するため、講演会の開催や発達段階に応じた
パンフレットの作成・配付および関係機関との連携や支援の充実を図
るための発達障害支援会議を開催します。
▶成年後見制度利用支援事業（拡） 133万円
　成年後見人などの報酬の全部または一部を助成します。

 福 祉 の ま ち づ く り　

▶まちのバリアフリー化の促進（拡） 9,340万円
　歩道の改良や、視覚障害者の方のために音声誘導装置の設置を行い、
全ての人が快適で歩きやすい道づくりを進めます。

 生 　 活 　 の 　 安 　 定　

▶東日本大震災避難者生活支援（拡） 117万円
　小松川さくらホールと東部区民館に開設している区内避難者応援ル
ーム「こらっせ　えどがわ」を核として、避難者への情報提供・相談
・交流の場を提供し、継続した避難者支援を実施していきます。

 都 市 基 盤 の 充 実・ 質 の 向 上　

▶ JR小岩駅周辺まちづくり（拡）
12億907万円

　まちづくり基本構想に沿い、JR 小岩
駅周辺地区のまちづくりを進めます。フ
ラワーロードでは、既存の商業施設と周
辺地域を共同化し、商業施設と高層住宅
を備えた建物の整備を開始します。
▶密集住宅市街地整備促進事業（拡） 4 億2,497万円
　木造住宅が密集した地域の住環境を向上させるため、区内 9地区で
実施している密集住宅市街地整備促進事業を、民間活力の活用など、
様々な手法を駆使して、より効果的に進めていきます。

  利便性の高い道路、交通、情報ネットワークの整備　

▶交通安全施設の整備・維持管理（拡） 1 億5,199万円
　交差点にすべり止め舗装や特殊舗装などを行います。また、自転車
利用者と歩行者の安全を確保するため、警視庁などと協力して自転車
通行帯（ブルーレーン）の整備を西葛西駅周辺をモデル地区として進
めます。

 地域の魅力を高めるまちづくり　

▶防犯カメラ設置経費補助（拡） 1,250万円
　葛西・西葛西・船堀・葛西臨海公園の各駅周辺に、地域のみなさん
が進める防犯カメラの設置にかかる経費を支援します。
▶街路灯の維持補修・新設改良（拡） 6 億4,455万円
　街路灯の維持管理・清掃を実施し、老朽化した街路灯を省エネタイ
プの灯具に改良していきます。また、20W蛍光灯の街路灯は、新設・
交換時に LED式灯具を採用します。

 安 全で災害に強いまちづくり　

▶住宅等の耐震化促進（拡） 3 億666万円
　昭和56年 5月31日以前の耐震基準で建てられた戸建て住宅やマンシ
ョンの耐震化への助成を進めます。また、緊急輸送道路沿道建築物の
耐震化助成を拡充し、民間住宅などの耐震化促進を図っていきます。
▶防災情報設備の整備（拡） 8,579万円
　防災行政無線を、放送が聞き取りづらい地域に18基増設し、区民の
みなさんに災害時の情報をいち早く正確に伝えます。
▶ FMえどがわ緊急放送システムの導入（新） 903万円
　震災などの緊急時に、通常番組に優先して緊急放送ができる装置を
区役所本庁舎に設置し、区から直接、区民のみなさんに向けて被害状
況や避難指示などを放送できるようにします。
▶公共下水道の耐震化（受託事業）（拡） 2,488万円
　地震に伴う液状化発生時のマンホール浮上を防止するため、都と連
携し、マンホール浮上抑制対策工事に向けた設計を行います。

 多 様 な 保 育 サ ー ビ ス の 提 供　

▶私立保育園施設整備等助成（拡） 2 億8,508万円
　私立保育園の施設建設・改修費、開設準備経費などを補助します。
▶私立保育園への保育委託（拡） 68億8,406万円
　私立保育園の定員の増加などに対応するため、私立保育園への委託
を拡大します。

  21世紀にふさわしい学校教育の推進　

▶読書活動の推進（拡）　 1億7,266万円
　区立の小・中学校に区独自の教育活動
である「読書科」を新設し、本好きな子、
本で学ぶ子を育てます。これに伴い、学
校図書室の蔵書を充実させるため、小・
中学校に合わせて10万1,000冊の本を新
たに購入します。
▶学校施設の改築（拡） 51億3,661万円

　築50年を経過し、老朽化した区立の小・
中学校を改築します。今年度は松江・船
堀・第二葛西小学校の建設を進め、春江
小学校・松江第五中学校の改築計画を策
定します。施工業者の決定には、区独自
の新入札制度（入札価格に加えて地域貢
献度を加味する方法）を採用します。

江戸川区の良さを活
い

かしたボランティア活動とコミュニティ活動

▶区民館・コミュニティ会館等の整備（拡） 2 億3,410万円
　地域文化の拠点となる区民館・コミュニティ会館などの改修を進め
ます。

　創 造 性 豊 か な 江 戸 川 文 化　

▶文化施設等の整備（拡） 10億8,917万円
　総合文化センターの設備改修やエレベーターの設置、船堀シネパル
の映像表示システム機器の設置などを行います。

 生 活 習 慣 病 と 健 康　

▶がん予防対策（新） 4,152万円
　がん検診の受診率向上のために、江戸川区がん予防推進計画に基づ

を実現する主な新規・拡充事業
生きる喜びを実感できるまちづくり
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未 来 を 担 う 人 づ く り

学びと協働による区民文化づくり

▲小学校での読書活動

▲船堀小学校新校舎

活力を創造する産業づくり

いきいきとした生活のための
健康・福祉の社会づくり

区民参加による環境づくり 区民の暮らしを力づよく
支えるまちづくり

▲南小岩七丁目西地区の完成イメージ
▲水辺を活かした競技の開催

▲区内産業を最大限に支援
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平成24年度予算編成にあたって➡ 1面／新年度予算の主な新規・拡充事業➡2・3面

　区では、区民のみなさんの税金や国・都から
の交付金などを財源として、区民生活に直結す
る様々な施策を行っています。限られた貴重な
財源を区民サービス向上のため有効かつ適切に
活用し、安全・安心の区政を進めます。

問　財政課☎（5662）6148

熟年者福祉
障害者福祉などに

環境啓発・対策
清掃事業などに

その他（区政運営・
議会活動）

子育て支援などに 学校教育などに

地域活動の推進
文化・スポーツの振興などに

道路・公園の整備
まちづくり、防災対策などに

1,177円

437円

健康施策
国民健康保険事業などに

産業の振興などに 120円 660円

968円

579円

2,807円

区の借入金の返済に 102円

2,103円 1,047円

数 字で みる
平成24年度予算

職員の給与・退
職金、委員の報
酬などの経費

物品購入、
仕事の委託
などの経費

道路・公園、施
設の整備や用地
取得などの経費

維持補修費62
億円、公債費
22億円ほか

国民健康保険、介
護保険など特別会
計を支える経費

幼稚園保育料や学校給
食費の補助、融資の利
子補給などの経費

扶助費
791億円
（36.1％）

人件費
375億円
（17.1％）

物件費
353億円
（16.1％）

投資的経費
214億円
（9.8％）

繰出金
207億円
（9.5％）

補助費等
153億円
（7.0％）

その他
96億円
（4.4％）

生活保護費、熟年者や
障害者への手当、医療
費助成などの経費

歳　出
2, 189
億円

福祉費
1,075億円
（49.1％）
子育て支援、熟
年者や障害者へ
の福祉施策、生
活保護、介護保
険などの経費

総務費
        132億円

                    （6.0％）

庁舎管理、
情報化、広
報や広聴な
どの経費

区民生活費
　　127億円
　　　 （5.8％）

地域活動の推進、
区民施設の運営、
文化・スポーツの
振興などの経費

教育費
258億円
（11.8％）

道路・橋・公園
の整備、区画
整理、防災対
策などの経費

土木費
174億円
（8.0％）

小・中学校、
幼稚園など
の経費

環境費
  96億円
    （4.4％）

環境啓発・対
策、清掃事業
などの経費

都市開発費38億円／産業振興費
26億円／公債費22億円／議会費
10億円／予備費など 3億円

健康費
229億円
（10.5％）

その他 
 99億円
（4.4％）

各種健診や健康
サポートセンタ
ー、国民健康保
険などの経費

一 般 会 計 の 内 訳

歳 出歳 出 のの
性 質 別

内内 　　 訳訳

一般会計予算額を 1万円に換算すると・・・

江戸川区の予算規模

歳　入
2,189
億円

特別区交付金
 　775億円
　（35.4％）

都と区で配分する
税金（固定資産税、
法人住民税など）　

  特別区税
  461億円
（21.1％）

区が課税・徴収する
税金（区民税、軽自
動車税、たばこ税）

国庫支出金
444億円
（20.3％）
国から交付され
る補助金など

その他
161億円
  （7.3％）都支出金

   112億円
        （5.1％）

地方消費税交付金
53億円（2.4％）

諸収入 43億円（2.0％）

消費税の一部が
交付されるもの

都から交付され
る補助金など

貸付金の返還金、雑入など

繰入金
  141億円
       （6.4％）

基金を取り崩
したお金など

こんなふうに
  区の予算が
  使われて
  いるのね！

※金額は原則、表示単位未満を四捨五入しているため、合計などと一致しないことがあります。

区　　　　　分 24年度当初予算 23年度当初予算 増減率

一 般 会 計 2,189億3,832万7千円 2,229億4,398万9千円 △1.8％

国民健康保険事業特別会計 714億4,199万3千円 694億5,772万5千円 2.9％

介護保険事業特別会計 320億3,932万1千円 290億554万円 10.5％

後期高齢者医療特別会計 95億910万8千円 86億5,854万円 9.8％

合　　　　　計 3,319億2,874万9千円 3,300億6,579万4千円 0.6％ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /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 true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth 4
  /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 <<
    /JPN <FEFF005b0027005b9ad854c18cea53705237005d00270020306b57fa3065304f005d00209ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


