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高架道路の路面下（以下「高架下」という。）
の道路空間については、直接通行の用に供しない
利用可能な土地である一方、高架道路が支柱に支
えられた特殊な構造であることから、高架下の占
用許可に当たっては、従来真にやむ得ない場合を
除き道路管理上の観点から抑制の方針を取ってい
たところです。
しかし近年、まちづくり等の観点から高架下も含
めた賑わいの創出等が必要となるケースも生じてい
ることから、平成17年 9月 9日付け道路局長通達
により高架下占用許可基準が改正され、これにより
従来一律に抑制されていた高架下の占用許可が一
定の要件のもと緩和されたところです。さらに先般、
道路予定区域の暫定利用も含めた一層の有効活用
を推進する通達（平成 21年 1月 26日付け道路局
長通達。以下「新通達」という。）が発出されたこ

とにより、都市における賑わいの創出等のため、高
架下及び道路予定区域（以下「高架下等」という。）
のさらなる有効活用を図るものとなっています。
このように、高架下等の利用については、高架
下等周辺をとりまく環境の変化により柔軟な利活
用が求められています。

中部地方整備局における高架下等利用
計画の策定に向けての取組みについて

中部地方整備局　道路部　路政課

１．はじめに

２．高架下等の道路占用許可までの手順

高架下等の利用に際しては、都市計画、周辺の
土地利用状況等との調和を保ちつつ、まちづくり
等の観点から適正かつ合理的な土地の利用を図る
必要があると認められる高架下等について、道路
管理者は、必要に応じ、高架下等に係る将来的な
利用計画（以下「高架下等利用計画」という。）
を策定し、これに沿って、占用許可を取り扱わな
ければなりません。
また、道路管理者は、高架下等利用計画を策定
するに当たっては、関係する他の道路管理者、地
方公共団体、学識経験者等から構成される高架下

等利用計画検討会を開催し、意見を聴取いたしま
す。
なお、高架下等利用計画においては、高架下等
の利用用途のほか、必要に応じ、占用の場所、構造、
期間、占用主体等に関する事項を定める一方、策
定後においても占用の実態、道路交通の状況、周
辺の土地利用状況等を踏まえ、必要に応じ、その
変更又は見直しを行います。
その他、高架下等利用計画は、路線、地域、道
路の管理区分等に応じて適切な単位で策定するこ
ととなっています。
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中部地方整備局では従来、高架道路の完成に合
わせて又は利用要望があった都度、地方公共団体
に意見照会し、高架下等利用計画を策定していま
したが、今回、新通達に基づき、まちづくり等の
観点から道路占用が見込まれる箇所について、管
内の高架下等の全体的な利用計画を新たに策定す
べく鋭意作業を進めています。もっとも全体的な
利用計画といっても、すべての高架下等について
利用計画を策定するものではありません。高架橋
は山間部から市街地まで様々な環境のもとで設置
されていますが、あくまで、まちづくり等による
有効利用が見込まれる箇所について、高架下等利
用計画を策定することとしました。
先般発出された通達でも、高架下等利用計画を
策定する箇所については、「道路占用が見込まれ
る」ことが前提であり、以下のように記されてい
ます。

○「高架の道路の路面下及び道路予定区域の道
路占用の取扱いについて」

（平成21年1月26日付け国道利第19号道路局路政課長通達）

記１より
（１）都市計画、周辺の土地利用状況等との調
和を保ちつつ、まちづくり、賑わい創出等の
観点から適正かつ合理的な土地の利用を図る
ため、道路占用が見込まれる高架下等の道路
空間のうち次に掲げる場所については、高架
下等利用計画を順次策定すること。

（ア）有効活用できる土地の規模が長大であ
るなどにより、計画的に土地の利用を図る
ことが必要と認められる場所

（イ）市街地が形成されている地域など、周
辺の生活環境、景観等に対する影響が大き
いと認められる場所

（ウ）その他適正かつ合理的な土地の利用を
図ることが特に必要と認められる場所

なお、利用計画が策定されていない箇所につい
て利用要望があった場合は、利用計画策定外案件
として個別に道路占用申請を審査していくことに
なります。

（１）高架下等利用計画策定箇所の選定
では、利用が見込まれる土地とはどのような土
地なのでしょうか？
これについて当地方整備局では、以下の観点か
ら策定箇所を選定しました。
①高架周辺の土地利用状況
②都市計画法上の制限
①については、現地調査又は道路台帳附図、航
空写真等により現況の土地利用状況を確認し、そ
の結果、高架周辺の土地利用状況が田畑等により
有効活用に資することができないと認められる箇
所は除外しました。
②については、まちづくり等の観点からの利用

高架道路
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利用要望
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団体に
意見照会
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利用計画
の作成
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の策定
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↓

占用許可

意見聴取

【構成員】
・他の道路管理者
・地方公共団体
・学識経験者等

高架下等
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開催

【高架下占用許可の流れ】

３．中部地方整備局の取り組み
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航空写真（イメージ） 現地調査（イメージ）

に資するものであることから、市街化調整区域と
いった土地利用が制限されている区域について
は、周辺の土地利用状況を鑑み極力除外しました
（すべて除外したという訳ではありません）。
結果、除外して残った未利用地について、高架
下等利用計画を策定することになります。ただ
し、高架下等利用計画の対象箇所には、以下二つ
のケースがあります。

イ　高架下等利用計画未策定

未利用地

ロ　高架下等利用計画策定済

これまで説明したケースは前掲イの場合です
が、同ロの場合において、今回の策定対象から外
すかどうか疑問が残ります。
そこで着目したのが、利用計画策定年月日で
す。古くは昭和 40 年代から近年に至るものまで、
その期間は幅広いものですが、周辺の土地利用状
況の変化により必ずしも当初の利用用途が地域に
とってふさわしいものであるとは限らないことか
ら、今回そのような土地においてもすべて見直す
こととしました。
なお、今回の高架下等利用計画の策定では、こ
の「見直し」が大部分を占めます。

（２）利用用途の選別
場所の選定が済んだ後は、利用用途（案）を考
えます。利用用途（案）の考え方は、（１）にお
ける場所の選定の観点を踏襲し、その上で「公共
的利用」と「多目的利用」の二つに区分けしまし
た。二つにしたのは、高架下等の利用形態は多様
な利用が許容されていますが、その占用施設は公
共施設と商業施設に大別しても差し支えないと思
われるからです。

○公共施設を利用用途とする場所

　（公共的利用ゾーン）

○公共施設と商業施設を利用用途とする場所

　（多目的利用ゾーン）

特に多目的な利用用途の指定にあたっては、公
共施設又は商業施設のうちどちらか一方の用途の
みを選択することが難しい場合があると考えられ
ることや、新通達では公共的ないし公益的な利用
を優先するものとしていることを考え合わせると
双方の施設を可能とする利用用途とするのが最も
合理的と考えられます。
なお、公共的利用とは、公園、広場等公共的な
利用を目的とした公共施設を利用用途とする場合
であり、多目的利用とは、公共的な利用を目的と
した公共施設と公共の用に供しない商業施設との
双方を利用用途とする場合です。
以上を踏まえ、選定した土地についてそれぞれ
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ゾーニングをしていきます。
なお、利用用途（案）としているのは、この段
階では高架下等利用計画検討会に諮られていない
ためです。

次の図面は、ゾーニングした例です。青色は公
共的な利用、緑色は多目的な利用、赤色は占用許
可済み箇所、灰色は高架下が道路などにより利用
ができない箇所を示します。

河川
資材置場 道路 面積

狭小
道路 道路

市街化調整区域

ゲートボール場1102.7㎡

工業地域

道路 鉄道 道路
道路

広場681.2㎡

防災倉庫9.9㎡

〔公共的利用例〕

〔多目的利用例〕
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（３）まちづくり等の計画の有無
次にまちづくりや賑わいの創出の観点を検討す
るために、（１）で選定した箇所について、関係
する地方公共団体にまちづくり等の計画及び地元
要望の有無の意見照会を行います。意見照会では、
選定した箇所の図面を添付し、まちづくり等の計
画などがあれば、計画内容・予定時期・利用予定
面積を記入していただくこととしています。

（４）高架下等利用計画案の作成
意見照会が済んだら、その結果を踏まえ高架下
等利用計画案を作成します。利用計画案では予定
される利用用途を定めます。利用用途案そのもの
は、既にゾーニング時に作成していますが、先の
意見照会結果を反映した上で新たな利用用途を検
討していきます。
利用計画案といっても、利用用途は（２）で述
べた二区分に分けるにとどめます。
高架下等の利用用途は、多様な利用が想定され
ることから、具体的な用途を定めるよりも、二区
分に分けることによってある程度幅を持たせ、そ
の範囲内での利用を許容する方が実務面でも合理
的だと思われるからです。ただし次に述べる高架
下等利用計画検討会で、具体的な利用用途が定め
られた場合は、これを妨げるものではありません。

（５）高架下等利用計画検討会
高架下等利用計画検討会（以下「検討会」とい
う。）は、関係する他の道路管理者、地方公共団体、
学識経験者等から構成される道路管理者が設置す
る第三者機関です。検討会は、公平性、中立性に
配慮した構成とするとともに、弾力的な運用に努
めなければなりません。弾力的とは、例えば違法
駐車が課題とされる地域にあっては地方公共団体
の駐車対策担当部署を、賑わいの創出が求められ
る地域にあっては地方公共団体のまちづくり担当
部署を加えることなどといったことです。
検討会では、道路管理者が（４）で作成した高
架下等利用計画案について、各構成員から意見を
伺い、利用用途等について確認していきます。

（６）高架下等利用計画の策定
道路管理者は、検討会で確認された利用用途等
に基づき高架下等利用計画を策定します。高架下
等利用計画を策定した場合は、当然のことながら
これに沿って、占用許可を取り扱います。なお、
占用許可に当たっては、まちづくり等の観点のほ
か、道路構造や交通への支障等について、総合的
に判断いたします。

道路管理者

地方公共団体他の道路管理者 学識経験者等

高架下等利用計画検討会

計画案の提示

意見聴取
利用用途等

【高架下等利用計画検討会イメージ】
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■高架下等利用計画策定フロー

作業１ 現況の利用状況の把握

◆対象・・・利用可能なすべての高架

◆作業・・・図面上に該当する箇所を記す

作業２ 利用計画策定箇所の選定

◆選定基準・・・利用が見込める箇所か？

◆判断材料・・・道路台帳附図・航空写真・都市計画（用途地域）・現地調査

作業３ 選定箇所の利用用途を定める

◆利用用途・・・公共的利用及び多目的利用に大別する（ゾーニングする）

◆判断材料・・・都市計画（用途地域）・現地調査

作業４ まちづくり等の計画の把握（意見照会）

◆関係地方公共団体に、まちづくり等の計画及び地元要望の有無を確認

作業５ 高架下等利用計画案の作成

◆作業４の意見照会結果を踏まえ、利用用途を記した利用計画案を作成

作業６ 高架下等利用計画検討会の開催

◆他の道路管理者、地方公共団体、学識経験者等から構成される検討会を
開催し、利用用途等について意見聴取

作業７ 高架下等利用計画の策定

◆検討会結果を踏まえ利用計画を策定

４．おわりに

以上、中部地方整備局での取り組みについてご
紹介いたしましたが、新通達において道路予定区
域の暫定利用が推進されるなど、道路空間につい
て柔軟な利活用が求められている一方、道路構造
物の保全も確保されなければならないことから、
道路管理者としては、その均衡を保ちつつ占用許

可の審査を行う必要があります。
なお、本稿執筆時点の３月末では、（４）の高
架下等利用計画検討案の作成までの実施となって
おり、４月以降検討会を開催し順次利用計画を策
定していきます。



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 600
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF65e57d4c537052377528>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


