
平成21年第20回岩手町農業委員会総会会議録 

 

１、平成21年第20回岩手町農業委員会総会は、平成21年12月21日、午後３時30分、岩手町役場 第４会

議室に招集された。 

 

１、今回会議に提出された議案は、次のとおりである。 

 （１）報告第１号 農地法第20条６項の規定による通知について 

 （２）議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する可否の決定について 

 （３）議案第２号 農業経営基盤強化促進事業に伴う岩手町農用地利用集計画の策定に対する可否

の決定について 

 （４）追加議案第１号 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見の決定について 

 

１、本日の出席委員は、次のとおりである。 

      １番 幅  清一             

      ２番 三浦 新太郎            

      ３番 岩舘 修一             

      ４番 武田 昭蔵             

      ５番 横澤 稔秋             

      ６番 遠藤 幸夫             

      ７番 黒澤 金一             

      ８番 細野 清悦             

９番 三浦 博子 

      10番 千葉 子             

11番 太布 光則 

12番 岩﨑  明 

      13番 佐々木 由和            

      14番 田中 正志             

      15番 國枝 金一             

      16番 井戸 ツヨミ            

      18番 松本 良子（会長職務代理者）    

  （議長）19番 福島 昭士（会長）         

 

１、本日の欠席委員は、次のとおりである。 

      17番 澤村 勇次郎             

 

１、職務のため会議室に出席した農業委員会事務局の職員は、次のとおりである。 

      農業委員会事務局長   千葉 照雄 

      農地振興係主幹     田村  寿 

      副主幹         八戸 美和子 



      副主任         山中 寿行 

 

（開会時刻 午後１時32分） 

 

議    長 ただいまから第20回岩手町農業委員会総会を開会いたします。ただ今の出席委員は18

名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。なお、本日の

欠席通告者は、17番 澤村勇次郎委員であります。 

 

議    長 会議録署名委員及び書記の指名を行います。会議録署名委員及び書記は、会議規則第

13条の規定により当職より指名することにご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、当職より指名いたします。３番 岩舘修一委員、４番 武田昭蔵委

員のご両名にお願いいたします。また、書記は事務局の山中副主任にお願いいたします。     

 

議    長 本日の総会は、配布してあります報告１件、議案２件、追加議案１件の提出がありま

す。お諮りします。報告１件、議案２件、追加議案１件を議題とすることにご異議あり

ませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、報告１件、議案２件、追加議案１件を議題とすることに決定いたし

ました。 

早速、報告第１号農地法第20条６項の規定による通知について、の件でございます。 

      事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 資料は２ページをご覧願います。農地法第20条の規定による合意解約通知について、

であります。委員会処分です。今月は12月ですので、12月31日で契約の更新を含めて、

たくさん資料はあります。今回の20条の合意解約は８組でございます。 

       初に受付番号５番、川口18地割の芦田内地区で、田畑で５筆あります。貸出人は大

字川口５地割の73歳の男性の方が、川口第18地割の66歳の男性へ貸していたものを双方

合意により解約するものです。合意が平成21年11月10日、引渡は平成22年１月１日、３

条で、これは34ページに出てきますが、今度は３条で贈与するということです。１月１

日に引き渡し、委員会処分となります。 

       それから、２組目は受付番号６番、大字川口第12地割の農地で、５筆、盛岡市玉山区

の68歳男性が、同じく玉山区の44歳男性に、借受人が平成15年５月19日死亡したという

ことで解約となります。 

 



      次に、受付番号７番、３ページ、大字一方井第１地割の農地で10筆、貸出人は一方井第 

１地割、76歳の男性です。借受人は、同じ一方井第１地割の37歳、女性へ契約していたも 

のを、後継者が県外移住するということで解約し、11月30日で合意し、12月１日に引き渡

すということです。 

 資料は４ページとなります。受付番号８番、大字川口第24地割の農地で、貸出人が大字

川口第24地割の79歳男性、借受人が盛岡市の47歳の男性で、規模縮小のため解約するとい

うものです。 

 次に、受付番号が９番、１筆です。貸出人が大字川口第24地割の74歳女性の農地です。

借受人が、盛岡市高松の47歳男性です。双方合意で解約するものです。 

 次に、受付番号10番、大字土川第２地割の農地です。貸出人は大字土川第２地割の59歳、

男性です。借受人は大字江刈内第１地割の74歳、男性です。双方合意ということで解約す

るものです。いとこ同士ですが、今度は自分が耕作するということです。 

 受付番号11番、大字川口第６地割の雪浦の農地で、貸出人が大字土川第６地割の69歳、

女性で、借受人が大字一方井第６地割、62歳の男性です。双方合意で解約するというもの

です。 

 以上です。 

 

議    長 報告が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 無いようですので、質疑を打ち切ります。報告第１号を終わります。 

 

議    長 次に、議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に対する可否の決定に

ついて、の件です。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 資料は７ページとなります。所有権移転の許可申請で、受付番号 39 番、所在は大字江

刈内第 26 地割の農地で、貸出人は大字江刈内第 23 地割の 78 歳男性です。借受人が大字

沼宮内の 70 歳男性です。相手側の希望による増反によるもので、自分の農地が近くにあ

るので、集積して一帯で使いたいということで、金額が総額 10 万円で、位置は図面をご

参照下さい。 

       ８ページをご覧ください。３件ありますが、賃貸借で、受付番号 14 番、大字土川第４

地割、浮島です。水田２筆、貸出人が矢巾町の 62 歳、男性です。借受人は大字一方井第

６地割の 65 歳、男性です。３年の借貸でしたが、今回 12 月で期限が切れるため、再設

定するものです。 

       29 番、大字土川第１地割、貸出人が秋田県大館市の 61 歳、女性です。借受人が八幡平

市大更の 60 歳、男性です。賃貸するものです。10 年契約が満了したので、再設定するも

のです。 



       33 番、土川第１地割、貸出人が埼玉県与野市の 58 歳、男性です。借受人が八幡平市大

更の 60 歳、男性です。賃貸するもので、10 年契約が満了したので、再設定するものです。 

       次に９ページから 33 ページまでをご覧願います。受付番号 15 番から、22 件あります

が、これは、農業者年金受給継続のため、経営移譲を 20 年に再設定するものです。資料

を参照願います。 

34 ページをご覧願います。所有権移転、贈与するものです。冒頭にも出ましたが、解

約し、今度は贈与するとのことです。受付番号 37 番、大字川口第 48 地割の農地につい

て、貸出人が大字川口第５地割の 73 歳男性で、借受人は大字川口第 18 地割の 66 歳、男

性です。親戚関係にありますが贈与ということです。申請地については 35 ページとなっ

ております。 

３条は、以上です。 

        

議    長 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

佐々木 委 員 年金受給について、設定期間だが20年が 高ですが、80歳過ぎは10年とか、現実に合

った数字にもっていけばよいのではないか。機械的にやるのは良いかもしれないが、現

実にあっていないのはどうか。 

 

事  務  局 高齢な訳ですが、確かに20年で設定すると、途中でお亡くなるになる場合もあるが、

２回目の再設定であるということと、年数が少ないと再度登記簿謄本を取ってもらうこ

とになり、１通1,000円なので、10筆だと10,000円の経費がかかります。ですから、本人

がよければ20年としています。 

 

議    長 説明が終わりました。佐々木委員よろしいですか。 

 

佐々木 委 員 はい。 

 

議    長 ほかに質疑ありませんか。 

 

幅  委  員 ７ページ39番、今、道路工事しているところか。 

 

事  務  局 もう少し離れているところ。中に入った所です。 

 

横 澤  委 員 松森さんの段差がなくなるように基礎工事したが、田がきちっとなっているにもかか

わらず、お兄さんの土地がそのままになっていた。売買の時に一部残っていたというこ

とです。 

 

議    長 ほかに質疑ありませんか。 

 

（なしの声） 



 

議    長 無いようですので、質疑を打ち切ります。議案第１号は、原案のとおり可とする意見

に決定することについて、ご異議ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、原案とおり可とすることに決定いたしました。 

 

       続きまして、議案第２号農業経営基盤強化促進事業に伴う岩手町農用地利用集積計画

の策定に対する可否の決定について、農業経営基盤強化促進法第18条第１項に基づき、

別紙のとおり策定された平成21年度岩手町農用地利用集積計画について、可否の決定を

求める、の件でございます。事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 資料は37ページからになります。農業経営基盤法によりますので、契約期間が 長10

年となります。 

       受付番号９番の方から説明します。矢巾町の63歳、男性の方から、大字一方井第６地

割の65歳の男性へ農地を貸すというものです。契約の内容は更新で４年間借りていたも

のを、また４年間で更新契約するものです。再設定です。 

       受付番号10番、八幡平市の73歳の女性が、大字一方井第16地割の男性へ農地を貸すと

いうことで、契約期間は平成22年１月１日から５年間となり、この方も再設定となりま

す。 

       受付番号11番、同じ方ですが、八幡平市の女性が、大字一方井第６地割の40歳、男性

へ、、契約期間は平成22年１月１日から５年間となり、この方も再設定となります。 

       受付番号12番、大字土川第１地割の54歳、男性の方から、大字土川第４地割の56歳、

男性へ農地を貸すということで、期間は10年間、再設定です。 

       受付番号13番、大字土川第４地割の53歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の

56歳の男性へ農地を貸すということで、期間は10年間、再設定です。 

       受付番号14番、大字土川第４地割の78歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の

56歳の男性へ農地を貸すということで、期間は10年間、再設定です。 

受付番号15番、大字土川第４地割の81歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の

56歳の男性へ農地を貸すということで、期間は10年間、再設定です。 

受付番号16番、大字土川第１地割の74歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の

56歳の男性へ農地を貸すということで、期間は10年間、再設定です。 

受付番号17番、大字土川第４地割の70歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の

56歳の男性へ農地を新規で貸すということで、期間は10年間、賃借権を設定するもので

す。 

受付番号18番、大字土川第４地割の52歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の

56歳の男性へ農地を新規で貸すということで、期間は10年間、賃借権を設定するもので

す。 

受付番号19番、大字土川第１地割の60歳、男性の方から、同じく大字土川第４地割の



56歳の男性へ農地を新規で貸すということで、期間は10年間、賃借権を設定するもので

す。 

資料39ページは、利用集積の集計です。今回、14.58hａ畑分でした。作物別の資料は

(２)となります。資料をご参照願います。以上です。 

 

議    長 事務局の説明が終わりました。質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

 

議    長 続きまして、追加議案第１号農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見

の決定について、別紙のとおり、農地法施行令第１条の 15 第１項の規定により提出され

た許可申請について、同条第２項の規定により意見の決定を求める、の件でございます。 

      事務局の説明を求めます。 

 

事  務  局 追加提出議案の１ページをご覧願います。賃貸借権の一時転用です。受付番号３番と

なります。土地の所在が、大字江刈内第 15 地割の水田７筆となります。作付けていたも

のは牧草でした。その牧草地を、江刈内第 15 地割、59 歳の男性の方から、借受けて使用

したいと、東北電力株式会社の届出です。転用目的は、東北電力の鉄塔を以前より大き

なものに建て替えたいため、資材を運ぶための通路、資材を置く場所、そして、山の方

へ資材を運ぶが、ヘリコプターで運ぶため、その発着所という使い道です。 

       農地７筆ありますが、一部借りたいということで、全体で７反歩ほどになりますが、

一時転用面積は、合計で 4,020 ㎡です。場所につきましては、２ページの図面を参照し

てください。沢沿いの方になります。 

なお、現地確認しておりますので、現地確認担当委員から報告願います。以上です。 

 

議    長 それでは現地調査した代表委員から報告願います。 

 

三浦委員   ９番三浦が報告します。事務局の田村さん、山中さん、10 番千葉さん、11 番太布さん

と三浦の５人で行ってきました。現場は、江刈内屯所から入って、石堂線から 300ｍのと

ころです。使用は、７反歩のうち、４反歩で、送電線の建て替えに伴う資材置場とのこ

とです。樹木の距離が短くて、高い鉄塔を建て替えたいそうです。建て替え場所は急な

斜面なため、、ヘリコプター使用だそうです。２月１日から４月 30 日まで、計画ではへ

リコプターで５回使用、天候により多少変更有り、鉄板を敷き、使用後は現状回復する

ということです。以上です。 

 

議    長 現地調査報告が終わりましたので質疑に入ります。質疑ございませんか。 

 

（なしの声） 



 

議    長 無いようですので質疑を打ち切り、採決に入ります。 

      追加議案第１号について、原案のとおり可とする意見に決定することについて、ご異議

ございませんか。  

（なしの声） 

 

議    長 異議なしと認め、原案のとおり可とすることに決定いたしました。 

 以上で本日の会議に付された議案は、全て終了いたしました。 

      これで本日の会議を閉じ、第20回岩手町農業委員会総会を閉会いたします。 

 

 

（閉会時刻 午後４時12分） 

 

 

 

 

 

 

会議の次第を記載したものであるが、その内容の真正なることを認め、ここに署名押印する。 

 

 
                    議長                   印 
 
                    ３番                   印 
 
                    ４番                   印 



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /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


