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１．はじめに 

我が国の人口は2005年にピークに達し、以後、人口減
少傾向が進むものと予測されている（世帯数は2015年ま
で増加）。また、高齢化率は後期高齢化率とともに増加
し、生産年齢人口の大幅な減少が予測されている。 
一方、都市に目を向けると、都市の成長に応じて整備
されてきた社会基盤施設は更新期を迎え始め、維持管理
費・更新費の増大が都市財政制約を高めつつある。 
このような人口減少・少子超高齢社会に直面し始めた
今、これまでの拡散型都市構造から集約型都市構造への
展開が主張され始めている1)。この都市構造の転換に際
しては、都市の魅力度・住民の利便性等の維持・向上を
図りつつ、これまで以上に都市経営の視点を踏まえた都
市の再生が必要であろう。今後は、賢い成長（スマート
グロース）から賢い縮退（スマートシュリンク）への転
換として、人口減少・少子超高齢社会を見据えた将来の
都市像を設定し、社会基盤施設更新に合せつつ、集約型
都市構造へ積極的に転換・誘導していくことが、都市政
策の一つの柱になるものと考えられる。 
本研究では、このような問題意識の下、都市構造変化
の効果を都市経営面から把握することを目的に、都市縮
退に対する効果等を定量的に分析し得る方法を提示する。 
 
２．既往研究と本研究のアプローチ 

都市構造変化に対する効果等を定量的に検討した既往
研究としては、都市スプロールの有無による主要な社会
基盤施設の整備コストについて試算を行った研究2)、都
市のコンパクト化の有無に関する主要な社会基盤施設の
整備・維持管理コストを試算した研究3)-4)、都市スプロ
ールを主としてその両者の整備・維持管理コストを試
算・比較した研究5)等がある。また、都市構造転換に向 
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けた方法論や留意点等について検討した既往研究として
は、撤退戦略としてインフラ面のみでは不十分であり居
住者の行動変容が不可欠であるとした研究6)、住区レベ
ルからみたコンパクト化施策の効果・非効率性等を評価
した研究7)等がある。これらの研究に対し、本研究では
住民・企業・行政等のうち、基礎自治体を対象とした都
市経営に着目し、将来の都市構造として拡散型と集約型
を設定した上で、都市縮退効果として財政（歳出・歳
入）変化を評価し得る基礎分析方法を提示する。 
 
３．分析方法 

人口減少社会下における将来の都市構造として、｢拡
散型都市構造｣と「集約型都市構造｣を設定した上で、都
市構造変化に対する都市財政面からの把握を行う。 
対象とする歳出（都市経営コスト）は「行政サービス
コスト：公共施設（都市施設・インフラ）に係わる費用
（維持管理費、更新費、新規整備費及び撤去費用等）及
び都市構造の変化に影響を受ける行政サービス費用」と
し、歳入については「将来人口の減少及び都市構造の変
化に起因する地方税収の変化」とする。 
また、当分析では、都市構造が静的な状態での比較と
し、都市圏域と都市経営単位の一致を想定する。 
なお、本分析は、中核市相当（人口40万人以上：政令
指定都市を除く）、特例市相当（人口20～40万人）、人
口10～20万人の３類型の都市規模を対象とする。 

 
図－１ 分析イメージ 

 
（１）対象とする公共施設・行政サービスの設定 
分析対象とする公共施設・行政サービスについては、

「都市構造の変化に伴う公共施設への影響」「都市構造
の変化に伴う行政サービスへの影響」「歳出全体に与え



るコストインパクト」の視点から選定を行った。 
結果、対象とする公共施設・行政サービスは、市町村
が主な管理主体となる事項の内、都市構造の変化により
自治体財政への影響度が大きいと判断される表―１の項
目を選定した。（福祉関連については、民間マーケット
主導との判断から本分析では対象から除いている。） 
表－１ 対象とする公共施設・行政サービス 

保健福祉 保育所 

教育 幼稚園、小学校、中学校、給食センター 
※学校統廃合によるスクールバスを考慮 

建設 道路橋梁・街路、公園、下水道 
消防 消防 
市民環境 公民館、ごみ収集 
水道 上水道 
公共交通 バス 
参考として、既往統計8)から、上記項目の正確な歳出
額の把握は困難であるが、上記項目を包含する費目とし
て、人件費のうち職員給と、物件費、維持補修費の合計
でみると、中核市では全歳出約1558億円に対して比較対
象は大枠として約427億円（全歳出の約27%）、特例市で
は全歳出約867億円に対して大枠として約250億円（全歳
出の約29%）となる。 
 
（２）都市構造の設定と数量表現方法 
 a）都市構造の設定 
比較対象とする都市構造を表―２のとおり設定する。
その上で、各ケースにおける人口、世帯数、面積、人口
密度等の基礎数値を設定する。なお、各ケースについて
は、①都市計画区域のみを試算対象、②都市計画区域を
DID 地区（中心核）、DID 地区以外の市街化区域（周辺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域）、市街化区域以外の市街化調整区域等、市街化区
域以外の集落等の４区分に分類、③ケースＤの縮退地域
は居住者が全て移転するものと設定、などの強い仮定を
おいている。 
b）公共施設の配置基準等の考え方 
対象とする公共施設・行政サービスについて、各ケー
スにおける都市施設数等のフレーム設定を行う。ここで 
は、対象とする公共施設・行政サービスについて、①参
考指針等をもとに公共施設等の配置基準等を設定し、次
に、②各公共施設等につき関連法令等が設けられている
場合は、その関連法令基準等を満たすよう補正している。 
・ 圏域については、「メッシュ」の考え方を援用。「半径（利
用圏域）×２」を１辺とする矩形。 

・ 市街化区域（DID地区＋DID以外の市街化区域）は連続する一
つの市街地。 

・ 市街化調整区域は、集落（本分析では1集落は約2kmメッシュ
相当。宅地、田畑等を含む。）が連続して隣接。 

・ 配置基準等に幅がある場合は、最小値を市街化区域に適用
し、市街化抑制の観点から最大値を市街化調整区域に適用。 

・ 配置等基準をもとに算定した都市施設数等が、関連法令に基
づく基準等を未達の場合は、関連法令基準等を満たすよう都
市施設数等を補正。 

 
（３）歳出算定に係る原単位設定 
歳出の算定にあたり、施設の管理費等の状況が把握可
能な既往統計をもとに、行政サービスコストの原単位推
計（類似都市規模の実績に基づく：経常経費実績／都市
施設諸元）を行った。一方、あらゆる都市規模に対応可
能な原単位設定も有効と考えられることから、各行政サ
ービスコストの原単位関数を検討した。結果、あらゆる 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－２ 比較対象とする都市構造の設定 



都市規模に対応可能な原単位関数は「保育所、公園、ご
み収集、道路橋梁」と判断され、その他については、各
都市規模の平均値を採用することとした。 
バスについてはバス事業に対する赤字補填を想定する
が、自治体独自の算定基準等が存在することから、民間
バス赤字額及びコミュニティバス赤字額を代理指標とし、
入手可能な自治体データをもとに、回帰式を求めた。 
また、更新費については、直近の竣工施設の平均床面
積と公会計基準との整合として総務省「基準モデル」の
基本耐用年数表と再調達価額の算定上の単価をもとに、
減価償却（定額法）的取扱として設定している。 
 

（４）歳入変化の考え方 
将来人口減少及び都市構造変化に起因する歳入変化の
把握として、対象とする地方税収項目を設定した。 
Ⅰ 所得の変化（人口変動）がもたらす税収項目 
（個人市町村民税、法人市町村民税） 

Ⅱ 資産価値の変化がもたらす税収項目 
  （固定資産税、都市計画税） 
ここでは、都市構造変化に伴う所得水準・生産活動は
一定と仮定し、将来的な人口減少及び土地価格変化を計
測対象とした。上記Ⅰについては、所得水準・生産活動
は不変と仮定したことから人口減少に伴う単純減少とな
る。上記Ⅱについては、都市構造の変化に伴う土地価格
変化として、簡便手法としてヘドニックアプローチの考
え方を援用し、地価関数を推計した上で計測を行った。 
参考として、統計資料8)から、上記地方税収項目とし
ては、中核市では全歳入約1602億円に対して、対象項目
約628億円（全歳入の39%）、特例市では全歳入約887億
円に対して、対象項目約384億円（全歳入の43%）となる。 
 

（５）都市構造の移行過程に発生する経済的影響 
都市構造の転換に伴う移行コスト（各種公共施設の新
規整備費及び撤去費用、宅地造成費等）、転換コスト
（縮退地域の緑地等への転換費用等）についても検討を
行い、移行コストについては一定の設定が可能であった
が、転換コストについては本分析の対象外と位置づけた。 
 
４．試算結果 

（１）仮想都市での試算例 
これまでの設定内容をもとに、代表例として、将来は
2025年を想定した中核市相当（人口40万人以上：政令指
定都市を除く）の単核構造を対象とした試算結果を示す。
（中核市の平均値に基づく仮想都市を設定。） 
まず、設定したフレーム値及び行政サービスコスト原
単位をもとに都市構造変化に伴う歳出変化額を算定する。 
歳出変化額 
  ＝∑（各行政サービスコスト原単位×変化量） 

図―２の歳出試算結果より、対象歳出額（括弧内は更
新費を含む）は、ケースＡ約179億円／年（約350億円／
年）、ケースＢ約169億円／年（約339億円／年）、ケー
スＣ約176億円／年（約359億円／年）、ケースＤ（DID
人口密度100人/haの場合）約148億円／年（約290億円／
年）と試算され、ケースＣとケースＤ（DID人口密度100
人/haの場合）の比較では、経常経費約28億円／年、更
新費を加味すると約68億円／年の削減効果が試算される。
また、歳出（都市経営コスト）変化額への影響度は、
「経常経費」で見ると、保育所、消防署の影響度が大き
く、「経常経費＋更新費」で見ると、上記に加え、道路
橋梁（街路含む）および上水道、下水道のネットワーク
系の影響度が大きいことが確認される。 
また、ケースＡからの移行コストは、ケースＢ約6億
円、ケースＣ約82億円、ケースＤ（DID人口密度100人/h
aの場合）約9億円と試算される。ただし、各種公共施設
の新規整備費及び撤去費用は「保育所、幼稚園、小学校、
中学校、公民館」が対象であり、ケースＣの宅地造成費
は原則、民間開発による民間負担として考慮していない。
 次に、設定したフレーム値に基づき、歳入変化額を試
算した。図―３の歳入試算結果より、対象歳入額は、ケ
ースＡ約629億円／年、ケースＢ約605億円／年、ケース
Ｃ約582億円／年、ケースＤ（DID人口密度100人/haの場
合）約617億円／年と試算され、ケースＡを1.00とした
場合、ケースＢ0.96、ケースＣ0.93、ケースＤ0.98と、
ケースＤの減収幅が最も小さく、人口減少による歳入減
収分を都市構造変化で補う結果となっている。 
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図－２ 各ケースの歳出試算結果 
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図－３ 各ケースの歳入試算結果 

※図―２,３とも、ケース D については、DID 地区人口密度が「100 人
/ha」「80人/ha」「60人/ha」の３ケースの場合を試算。 



（２）実都市での試算例 
本分析の枠組みを実都市に適用した場合の試算結果の
概要を以下に示す。 

表－３ 試算対象の実都市の概要 
 試算１ 試算２ 試算３ 

人口規模 中核市相当 中核市相当 特例市相当 
人口密度 
(DID地区) 

約58人/ha 約44人/ha 約55人/ha 

将来人口 
減少率 

中核市平均 
より急激 

中核市平均 
より緩やか 

特例市平均 
より緩やか 

将来 
世帯数 

現況より減少 現況から微増 現況から微増 

都市核 
DID地区・市街化区域が分散 

（複核構造） 

DID地区・市街化区
域が同一、集約

（単核構造） 

a）実都市における歳出変化額 
図―４の歳出試算結果より、対象歳出額（括弧内は更
新費含む）のケースＣとケースＤ（DID人口密度100人/h
aの場合）の比較では、試算１：約22億円／年（約58億
円／年）、試算２：約18億円／年（約50億円／年）、試
算３：約16億円／年（約33億円／年）の削減効果が試算
される。（参考：対象とする公共施設・行政サービス
（バス除く）の調査時点の年間経常経費は、試算１：約
158億円、試算２：約195億円、試算３：約65億円。） 
b）実都市における歳入変化額 
図―５の歳入試算結果より、代表例として、試算１で
みると、ケースＡ約585億円／年に対し、ケースＢ、ケ
ースＣと減収傾向であるが、ケースＤでは約557億円／
年と減収幅が抑制される試算結果となる。また、試算２
及び３においては、将来世帯数が微増すること等により、
ケースＤでは若干増収との試算結果になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図－４ 実都市における歳出試算結果 
 
 
 
 
 
 

 
図－５ 実都市における歳入試算結果 

５．おわりに 

本研究では、集約型都市構造の効果を都市経営面から
把握することを目的に、将来の都市構造として拡散型と
集約型を設定し、都市縮退効果を財政（歳出・歳入）面
から評価し得る基礎分析方法を提示したものである。 
本分析方法は、都市縮退効果について基礎自治体を対
象に分析しており、住民・企業等は考慮しておらず、都
市圏域と都市経営単位の一致や都市構造の静的状態での
比較など、多くの制約条件を課した上で分析を実施した
ものであるが、その基礎的な分析方法の確立に資する一
定の知見・成果は得られたものと判断する。 
改善事項としては、当分析方法の設定条件の精査・緩
和・精度向上、住民・企業等を考慮した詳細モデルの構
築、集約型都市構造の推進等に向けた整備シナリオ検
討・分析、転換・誘導に向けた具体的な施策案検討等が
あげられる。これらについては今後の課題としたい。 
 
本論文は、国土交通省都市・地域整備局都市計画課が
実施した調査業務（筆者：川除、大久保が都市計画協会
へ派遣専門家として調査に従事。）における「都市経営
コスト検討委員会」の成果の一部を活用してとりまとめ
たものである。活用に際してご配慮頂いた国土交通省の
担当者各位、都市計画協会担当者各位、並びに検討過程
で多くのご示唆・ご助言を頂いた都市経営コスト検討委
員会委員各位に、この場を借りて深甚の謝意を表します。 

参考文献 

１）社会資本整備審議会，新しい時代の都市計画はいか

にあるべきか。（第二次答申），2007． 

２）黒川洸ほか：スプロール市街地の整備コストに関す

るー考察，日本都市計画学会学術論文集，No.30，p

p.121-126，1995． 

３）根市・土屋・室町：都市のコンパクト化による都市

施設マネジメント費用の変化に関する研究，土木計

画学研究・論文集，Vol.24 No.1，pp.217-222，2007． 

４）加知・加藤・林・杉森：余命指標を用いた生活環境

質（QOL）評価と市街地拡大抑制策検討への適用，

土木学会論文集Ｄ，Vol.62 No.4，pp.558-573，2006． 

５）Real Estate Research Corporation：The Cost of S

prawl :Executive Summary，Washington, D.C. , U.

S. Government Printing Office，1974． 

６）島岡・谷口・松中：コンパクトシティ・マネジメン

トにおける行動変容戦略の不可欠性，土木学会論文

集，No.786／Ⅳ-67，pp.135-144，2005． 

７）谷口・松中・妹尾：都市撤退（リバース・スプロー

ル）に関する計測手法の開発とその適用，土木計画

学研究・論文集，Vol.24 No.1，pp.183-190，2007． 

８）総務省，平成17年度地方財政統計年報． 

９）海道清信：コンパクトシティ，学芸出版社，2001．

＜経常経費＞

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD

試算１ 試算２ 試算３

（
百
万
円

／
年

）

公共交通（バス）

消防署

ごみ収集

上水道

下水道

公園

道路橋梁(街路含む)

公民館

給食センター

中学校

小学校

幼稚園

保育所

16,464
15,035 15,654

13,426

15,974
15,161 15,672

13,841

7,344 7,328
8,120

6,470

＜経常経費＋更新費＞

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD

試算１ 試算２ 試算３

（
百
万
円

／
年
）

公共交通（バス）

消防署

ごみ収集

上水道

下水道

公園

道路橋梁(街路含む)

公民館

給食センター

中学校

小学校

幼稚園

保育所

34,011

29,155

34,200
33,115

13,493 13,476

30,893
29,353

30,803

24,970

14,870

11,558

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD ｹｰｽA ｹｰｽB ｹｰｽC ｹｰｽD

試算１ 試算２ 試算３

(百
万

円
／

年
)

個人市民税

法人市民税

固定資産税（土地）

固定資産税（家屋、償却資産）

都市計画税（土地）

都市計画税（家屋）

58,472

54,668 53,479
55,728

60,884 59,979 58,231
61,204

27,720 27,988 26,961
28,537



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




