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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 686 ha

平成 20 年度　～ 平成 24 年度 平成 20 年度　～ 平成 年度

目標

目標１： 温泉センターを核とした雰囲気づくりと、おもてなしの心を大切にしたもてなし空間を形成する。

目標２： 埋立地内のイベント広場を舞台としたスポーツ・レクリエーション活動を通じて、新たな交流によるにぎわい空間を形成する。

目標３： 住む人々が元気で、安全・安心に暮らせる良好な生活環境の形成を図り、住みたい・住み続けたい快適空間を創出する。

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

都道府県名 熊本県 八代
やつしろ

市 日奈久地区
　ひ　な　ぐ

計画期間 交付期間 24

大目標　：　『歴史の香りと温泉情緒が漂う もてなしと元気に満ちたまちづくり』

●九州新幹線鹿児島ルートの全線開通を控え、県内外からの観光客などの流入増加を目指し、日奈久地区の賑わい、活力の再生を図るため、温泉などの観光資源の活用による魅力アップと新たな
交流空間の創出を図るとともに、地区全体が元気で、安全・安心で住みやすい生活環境の向上に向けた取り組みの実施が必要である。

・本地区は、本市の中心市街地の南約８kmに位置し、本市の主要な幹線道路である国道３号が地区中心部を南北方向に縦貫している。また、地区西側の八代海（不知火海）沿いには南九州西回り自動車道が、さらには、山沿いには、肥薩おれんじ鉄道
がそれぞれ国道３号と並走しており、交通利便性に優れた状況にある。
・日奈久温泉については、県下で も古い歴史を持ち、地区の中央部を薩摩街道が通り、その沿道の一部分には、温泉施設や旅館等が立ち並び、歴史と風情を今もなお残す町並みが残っている。その成り立ちは、約６００年前の１４０９年に浜田六郎左
衛門により発見されたとされている。当時は、１ヶ所の共同浴場という状況であったが、入浴客等の増加に伴い、幾つもの内湯を持った旅館が建ち、旅館街が形成され活況に満ち溢れることとなった。
・しかし、昭和４５年の約304,000人をピークに宿泊客は減少し続け、平成１８年の調査では21,352人まで落込んでおり、日帰り客についても昭和４５年の185,000人をピークに増減はあるものの、平成１８年の調査では91,999 人にまで減少している。
・その理由としては、以前は、温泉地間の競争が少なかったが、昭和５０年くらいから、県内各地で新たな温泉発掘が行われ、建物の近代化や施設の充実等、温泉地間の競争が激しくなってきた。また、観光客のニーズも変化し、本地域がそうしたニーズ
や競争に対応しきれない状況に陥ったことが考えられる。
・さらに、温泉街の衰退とともに、日奈久校区全体の人口も昭和４５年の6,713人をピークに減少し続け、平成１８年の調査では3,722 人まで減少している。
・このようなことから、平成16年度には、日奈久地域活性化検討委員会が設置され、日奈久地区の再生を図るために実現可能な具体的方策の提案に向けた検討が１２回にわたり行われ、平成１８年５月に「日奈久まちづくり羅針盤　～歴史の香り漂うまち
づくりに向けて～」が提案された。この提案を受けて、地元住民や団体で構成する「日奈久まちづくり協議会」が設立され、地域住民自らがまちづくりに取り組まれている。
・平成19年度から、熊本高等専門学校 八代キャンパス(旧：八代工業高等専門学校)との連携により、本地区のまちづくりに学生らと取り組むなど地元・学・行政の連携によるまちづくり活動を推進している。

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

人／年 Ｈ１８ Ｈ２４

人／年 Ｈ１８ Ｈ２４

人／年 Ｈ１８ Ｈ２４

・八代市総合計画前期基本計画において、「重点プロジェクト（人が集まるまちプロジェクト）」として交流拠点の整備を進めることにより日奈久地域の再生を図ると位置づけられている。
・都市計画マスタープランにおいて、日奈久地域については、埋立地への新しい機能立地を図りつつ既存の温泉街と一体となった観光・保養ゾーンとして位置づけられている。
・平成18年に策定された「日奈久まちづくり羅針盤」では、『歴史の香り漂うまちづくり』を将来ビジョンとした、日奈久地区の活性化を図るために実現可能な具体的方策が提案されている。

7,200人

１．観光入込客数 日奈久地区の入込客数
温泉センターを核とした“もてなし空間”として、市内外に一定レベ
ル認めていただいた結果として、平成18年を基準に約１０％増を目
指す。

113,351人

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

150人３．まちづくり活動への参加者数 地域のまちづくりに関する会議・活動への参加者数

快適空間の確保に向けての検討を進めるにあたっては、地区住民
が自ら考えるまちづくり活動の盛り上がりが必要となる。この盛り
上がりが地区住民の元気となり、良好な生活環境の形成ひいては
住み続けたい快適空間の創出につながることから、平成18年度を
基準に約８０％増を目指す。

80人

125,000人

２．イベント参加者数 本地区を舞台とした各種イベントへの参加者数
これまでの本地区にはないイベント等を開催し、新たな交流を促進
した結果として、本地区を舞台とした各種イベントへの参加者数を
平成18年度を基準に約２０％増を目指す。

6,000人

・日奈久の観光資源を活用した観光振興策の展開によるかつての賑わいの再生が必要
　日奈久地区は、本市の観光の中枢であり、日奈久温泉開湯６００年（平成２１年）に向け観光のシンボルとなる温泉センターの建替えにあわせた温泉街等との連携による新たなサービスの提供や歴史的建造物等の観光資源を活用した施策を早急に検
討し、実行していく必要がある。
・日奈久埋立地における新たな交流拠点の形成が必要
　道路などのインフラ整備をすることで未利用地である埋立地に多目的広場を有する公園の整備や民間企業の立地による集客施設としての効果を 大限に活用し、そこを起点として低迷する日奈久温泉街を中心とする当地区の活性化を図る必要があ
る。
・安全、安心な生活環境の形成や地域の活動拠点の整備が必要
　日奈久地区の再生にあたっては、観光客や来訪者による賑わいを創出するだけでなく、安全で安心な居住環境や文化、コミュニティなどの豊かな生活空間の形成による地域住民の元気を取り戻す必要がある。
・このような課題を解決するために、「日奈久まちづくり協議会」を中心に地域住民自らが地域のことを考え、行政等と連携しながらまちづくりを進めていく必要がある。

●『歴史の香りと温泉情緒が漂う　もてなしと元気に満ちたまちづくり』の実現



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

整備方針３（快適空間の確保）

（１）「地域の活動拠点の形成」…歴史的に価値のある旧ＪＡ倉庫については、本地域のまちづくり活動の拠点として活用するとともに、新たな生活拠点と
して活用できるよう、隣接する織屋との一体的な活用を踏まえた修復を行う。

日奈久観光交流施設整備事業（旧ＪＡ倉庫改修事業） 【（基幹事業）高次都市施設／市】
市道日奈久中町日奈久下西町線改良【（基幹事業）道路／市】

（２）「地区内への通過交通の排除」…地区内を縦断する国道３号においては、昼夜問わず相当の交通量が流れており、こうした幹線道路から地区内へ
流入する通過交通を排除するため、バイパスとしての市道平山新町日奈久平成町線（南九州西回り自動車道側道）や市道大坪町塩竃北硴江線の改良
を行う。

市道平山新町日奈久平成町線改良 【（基幹事業）道路／市】
市道大坪町塩竃北硴江線改良 【（基幹事業）道路／市】

（１）「新たな交流拠点の形成」…日奈久地区における新たな交流拠点を形成するため、埋立地内における基盤整備を推進し、新たな交流の場となる多目
的広場を有する公園を整備する。また、公園については災害時の避難場所としての機能を確保する。

日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」整備事業 【（基幹事業）公園／市】
日奈久地区活性化事業 【（提案事業）地域創造支援事業／市】

（２）「新たな交流イベントの展開」…多目的広場を有する公園を舞台としたイベントの企画を行う。 スポーツ・レクイベントの企画 【（提案事業）まちづくり活動推進事業／市】

（３）「埋立地における利便性向上」…埋立地内のインフラ整備により、自動車交通の円滑な処理を図るなど、埋立地内における利便性向上と民間企業の
誘致を推進する。

日奈久平成町1号線整備事業 【（基幹事業）道路／市】
日奈久埋立地事業 【（提案事業）地域創造支援事業／市】

（３）「温泉街としての雰囲気づくり」…日奈久らしい景観形成に向けた勉強会を開催し、地域住民の啓発を図り、熟度に応じて、公共空間（道路）と民有空
間が一体となったまちなみ景観整備に着手する。

景観形成に向けた勉強会開催 【（提案事業）まちづくり活動支援事業／市】

（４）「温泉街における回遊性の創出」…温泉センターを核とした温泉街全体での回遊性強化を図るため、地区内の主要な拠点を有機的に結ぶネットワー
クを形成するとともに、適正に誘導するサイン・案内板の設置等を行う。

観光案内板設置工事 【（基幹事業）地域生活基盤施設／市】

整備方針２（新たな交流空間の確保）

方針に合致する主要な事業

整備方針１（来街者誘致活動の推進）

（１）「温泉街としての核となる拠点の再生」…日奈久地区のシンボルとして再生させるため、現在の場所に昔の本湯をイメージした温泉センターの改築工
事を行う。また、災害時における避難地としての機能を確保する。

温泉センター改築事業 【（基幹事業）地域生活基盤施設／市】

（２）「開湯600年記念イベントの展開」…日奈久温泉開湯600年を迎えるにあたり、行政サイド等の企画と一体的な記念イベントの企画を行う。 開湯600年記念イベント 【（提案事業）地域創造支援事業／市】

その他

 ○各施設整備にあたっての住民意向の反映について

・

・

・

 ○交付期間中の計画の管理について

・

 ○事業終了後の継続的なまちづくり活動について

・

・

日奈久温泉開湯６００年（平成２１年）や九州新幹線全線開業（平成２３年度）を間近に控え、新たな観光客獲得に向けて、開湯６００年にちなんだイベント開催や、関西、中国地方まで視野に入れた広域的な観光ＰＲの展開等について、
官民一体となって検討を行う。

旧ＪＡ倉庫の改修工事にあたっては、日奈久まちづくり協議会を主体とした施設の維持・管理を予定しており、改修に着手する前の段階で、より効果的・効率的に施設の活用ができるよう、施設の利用方法や維持・管理方法等を整理・
確認した上で、実施設計、本工事に着手するものとする。

薩摩街道や温泉街のメインストリートである縦通、中通一帯においては、景観ワークショップ等を活用し、地域住民や温泉旅館の関係者等の意見を反映しつつ、街並みと個人の建物との調和の必要性等についても、周知を行い、温泉
街全体としてふさわしい「まちなみの景観形成」や「もてなし空間の形成」に官民一体となって取り組んでいく。

各種事業を円滑に進めるとともに、目標の実現に向けて確実な効果をあげるために、庁内に横断的な組織を設置し、計画の進行管理、事業間の調整を行う。また、各種の事業に対する市民の理解と協力を得るためにも、各種事業の
進捗状況を適宜、市民に情報公開する。

事業終了後についても、温泉街の再生と地域の活性化を推進するため、「日奈久まちづくり協議会」や各種団体との連携を図るとともに、地域住民を主体とした取り組みに対する支援を行い、市民と行政との協働による地域特性を生か
した特色あるまちづくり活動を継続的に推進する。

また、熊本高等専門学校 八代キャンパス(旧：八代工業高等専門学校)との連携により、本地区のまちづくりを専門的な角度から調査・分析するとともに、学生らの人的資源を活用し、新たな交流を活性化させる等、産・学・行政の連携に
よるまちづくり活動を推進する。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路 八代市 直 W=10.5～17m､L=2,300m 19 21 20 21 337 337 337 337

八代市 直 W=6.5～20.5m､L=3,000m 20 22 20 22 379 379 379 379

八代市 直 W=12m､L=800m 19 21 20 21 69 69 69 69

八代市 直 W=4ｍ　L=40ｍ 23 23 23 23 3 3 3 3

公園 八代市 直 面積49,648㎡ 19 20 20 20 687 687 687 687

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 八代市 直 － 20 23 20 23 41 41 41 41

八代市 直 延床1,299㎡ 19 21 20 21 475 475 475 475

高質空間形成施設 －

高次都市施設 八代市 直 延床351㎡ 21 23 22 23 151 151 151 151

既存建造物活用事業

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

温泉センター改築

－

日奈久観光交流施設

－

－

日奈久中町日奈久下西町線改良

日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」

平山新町日奈久平成町線改良

大坪町塩竃北硴江線改良

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

日奈久平成町1号線

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 2,175 交付限度額 928.1 国費率 0.427

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 2,142 2,142 2,142 2,142 …A
提案事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

八代市 直 20 20 20 20 12 12 12 12

日奈久地区活性化事業 八代市 直 20 22 20 22 6 6 6 6

八代市 直 24 24 24 24 2 2 2 2

八代市 直 － 20 24 20 24 13 13 13 13

－ 0

合計 33 33 33 33 …B
合計(A+B) 2,175

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
JRA － A=3.5ha (延床2,857㎡) ○ H22 H22 1,600

合計 1,600

全体事業費

ウインズ八代建設事業 日奈久地区埋立地内

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

事業活用調査 事業効果分析 －

まちづくり活動
推進事業

住民参画 －

－

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

日奈久埋立地事業 －

－

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間



都市再生整備計画の区域

　日奈久地区（熊本県八代市） 面積 686 ha 区域
日奈久大坪町、日奈久新田町、日奈久山下町、日奈久竹之内町、日奈久新開町、日奈久
塩北町、日奈久塩南町、日奈久浜町、日奈久東町、日奈久中町、日奈久上西町、日奈久中
西町、日奈久下西町、日奈久馬越町、日奈久平成町

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

＜八代市全域＞

日奈久地区（Ａ=686ha）

日奈久温泉駅

国道３号

肥薩おれんじ鉄道

南九州西回り自動車道

日奈久ＩＣ

＜八代市全域＞

日奈久地区（Ａ=686ha）

日奈久温泉駅

国道３号

肥薩おれんじ鉄道

南九州西回り自動車道

日奈久ＩＣ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /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 <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


