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平成20年度定期監査（後期）結果報告書 

１ 監査の目的 

 定期監査は、平成20年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業が地

方自治法第２条第14項及び第15項の趣旨に則り合理的かつ効率的に行われているかど

うかについて監査することを目的に、同法第 199条第４項の規定に基づいて実施する

ものである。 

２ 監査の期日及び対象課等 

 平成21年１月７日から同年１月26日までに延べ８日、27課等を監査した。このうち

小中学校については、19校中10校を対象に実施した。 

月 日 対  象  課  等 

１月７日 上郷小学校、上郷中学校、青笹小学校、青笹中学校、遠野小学校 

１月９日 附馬牛小学校、附馬牛中学校、土淵中学校、遠野中学校 

１月14日 学校給食センター、教務課、学校教育課 

１月16日 地域生活課、社会教育課、スポーツ健康課、文化課 

１月19日 
綾織地区センター、小友地区センター、宮守地区センター、宮守学校給

食センター 

１月21日 
遠野地区センター、松崎地区センター、上郷地区センター、青笹地区セ

ンター 

１月23日 附馬牛地区センター、土淵地区センター 

１月26日 土淵小学校 

３ 監査の内容 

 (1) 所管事務の執行状況 

 41の事務事業について、財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われてい

るか、各種の事業が合理的かつ効率的に行われているかを主眼として監査した。 

 (2) 共通事項 

ア 各課等で該当する使用料 

イ 現金の保管状況（通帳等） 

ウ 郵便切手類の保管及び受払 

エ 物品の管理及び出納 

オ 車両の運行管理 

４ 監査の方法 

 監査書類の提出又は提示を求め、その内容について照合確認するとともに関係職員

から説明を聴取して実施した。 

５ 監査の結果 

 各課等で所管する事務事業から抽出した予算執行及び事務事業並びに共通事項を監

査した結果は、次のとおりである。 
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監   査   結   果 

 事務処理上の軽易な誤りや不備な事項については、その都度関係職員に対して口頭で

改善又は検討するよう述べたので、本書への記述を省略する。 

【所管事務の執行状況】 

１ 地域生活課 

 所管事務は、自治組織その他の地域活動の育成に関すること、市民センター（市民

会館、ふれあい交流センター、市民体育館、市民プール、市民運動場、市民スキー

場、勤労青少年ホーム、老人憩いの家、都市緑地、街区公園、農村公園及び地域公園

並びに地区センターを含む。）の事務及び事業の総合調整に関すること、交通対策の

総合的な企画、調整及び推進に関すること、市民センター施設の管理及び利用許可に

関すること等である。 

○地域づくり振興費 

 みんなで築くふるさと遠野推進事業は、市民協働の理念に基づき52事業が市内各

地で展開され、地域の活性化のために有効な事業と認められる。 

 【指摘事項】 

 各地区センターでの実地監査において、みんなで築くふるさと遠野推進事業で購

入された郵便切手類が、未使用となっているところが見られた。この郵便切手類は

金券であり、適正に取り扱われるよう補助事業者に指導されたい。すでに地域生活

課からは、具体的な改善案が示されているが、適正な処理に努められたい。（次項

２と一部重複） 

 各地区の地域づくり振興費の監査結果については、次項２のとおりである。 

○交通安全教育推進事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○交通安全指導対策事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○児童公園緑地公園管理費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

２ 地区センター 

 所管事務は、市民憲章の普及推進に関すること、市政懇談会に関すること、自治組

織その他の地域活動の育成に関すること等である。 

○地域づくり振興費 

地区センター 監  査  結  果 

遠 野 
 南部氏遠野入部行列事業ほか４事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

綾 織 

 花街道あやおり事業ほか４事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 ソフト・ハード両面の多彩な事業を市民協働の模範的な取り組み
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により、地域活性化がはかられ、有効に展開していると認められ

る。 

小 友 

 小友ワザ名人の認定及びワザ名人教室開催事業ほか７事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 事業費、補助金額は大きくないが、多彩な事業が実施されている

と認められる。 

 わざ名人の取り組みなど、小中学生との連携が図られている。 

附 馬 牛 

 又一の滝遊歩道落下防止柵改修事業ほか６事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 協働の取り組みを含め各種事業が有効、活発に遂行されていると

認められる。 

松 崎 

 松崎町食育推進事業ほか４事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 地域活性化のため、多彩で特色ある事業を展開し、模範的な活動

を有効に推進していると感じられる。 

 地域全体で食育に取り組んでいることは評価できる。 

土 淵 

 土淵まつり事業ほか７事業 

 協働の取り組みを含め、各種事業が有効・活発に遂行されている

と認められる。 

 地域に根ざした運動は評価できる。 

 【指摘事項】 

 役務費通信運搬費で購入し未使用となった郵便切手類は金券であ

り、適正に取り扱われるよう、補助事業者への指導など、適切な事

業支援に努められたい。 

青 笹 

 ふるさと体験熟事業ほか３事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 小中学生と高齢者による世代間交流で、地域に伝わるわら細工・

木工芸などの手仕事等を体験する「ふるさと体験熟事業」は、評価

できる。 

上 郷 

 白樺樹液採取体験事業ほか４事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 各種団体が活発に活動し、特色ある推進事業を展開し、地区セン

ターもしっかりとサポートしていると感じられる。 

 郷土芸能への取り組みや、遠野遺産事業を積極的に行っている。

宮 守 

 達曽部地区世代間交流事業ほか４事業 

 達曽部地区世代間交流事業での伝統行事や郷土食の継承などによ

る世代間交流は、評価できる。 
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 【指摘事項】 

 事業終了後の事業実績書、収支決算書等を速やかに提出するよ

う、補助事業者への指導など、適切な事業支援に努められたい。 

３ 社会教育課 

 所管事務は、生涯学習の推進に関すること、男女共同参画社会の推進に関するこ

と、高齢者団体の育成、高齢者の教養及び健康づくり活動に関すること、青少年の指

導及び育成に関すること、勤労青少年ホームの管理運営に関すること、国際交流に関

すること、芸術文化の振興に関すること等である。 

○老人クラブ育成指導費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○青少年健全育成活動事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 有害図書自販機撤去活動や不審者事案への対応など、青少年を取り巻く地道な活

動は評価できる。 

○勤労青少年ホーム管理費 

 業務日誌への管理委託時間の正しい時間の記入の徹底を図られたい。 

○都市間交流推進事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 都市と農村の交流、友情の育みなど、子供たちにとっての親交などに成果が大き

いと思われる。 

４ スポーツ健康課 

 所管事務は、健康意識の普及に関すること、健康づくりの総合調整に関すること、

市民の健康づくり総合プログラムの推進に関すること等である。 

○健康スポーツプログラム推進事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○子どもの体力づくりプログラム推進事業 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

５ 文化課 

 所管事務は、図書館及び博物館の管理及び利用許可に関すること、文化財の調査及

び研究に関すること、遠野遺産に関すること、遠野遺産認定調査委員会に関するこ

と、図書館及び博物館の事業の調整に関すること等である。 

○図書館博物館改修整備事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○遺跡分布調査事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○文化的景観保存事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 
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 遠野的景観を後世に残して行く意義ある事業と思われる。 

６ 教育委員会事務局 教務課 

 所管事務は、教育委員会の会議に関すること、教育行政の長期かつ総合的な計画の

策定に関すること、市立学校の設置、管理及び廃止に関すること、教材整備に関する

こと、奨学生選考委員会及び奨学資金貸与に関すること、児童及び生徒の就学に関す

ること、児童及び生徒の交通安全対策に関すること等である。 

○育英事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 貸付けた奨学金の未償還が極力発生しないように、なお一層努力されたい。ま

た、滞納者はもとより保証人及び連帯保証人への償還要請及び催告により、未償還

となっている貸付金の回収に、より一層努められたい。 

○通学対策費（小、中学校費） 

 【指摘事項】 

 通学バス運行業務等の委託契約で、契約書の金額に見合う額面の印紙がはり付け

られていないものが見受けられる。契約締結の際には、印紙税法の規定に基づく額

面の収入印紙がはり付けられているかどうかについても確認を徹底されたい。 

 なお、収入印紙については、教務課に限らず契約を取り交わすすべての担当課等

に共通する事項であり、法令順守の観点からも契約の相手方への指導を徹底された

い。 

○各小中学校の物品管理状況 

 【指摘事項】 

 学校によって児童生徒用の机や椅子、特別教室の台や椅子その他の未登録物品が

多く見られた。また、備品整理票の表示がないもの、物品台帳に登載されているが

現物との照合ができないものなどもあり、あらためて物品の登録・所管替え・抹消

又は廃棄の手続きが必要なものがある。 

 物品にあっても、各学校長と一体となって遠野市立小中学校管理運営規則第36条

の規定に基づき教育財産の管理の一環として適正に管理されるよう改善を求める。

（共通事項と一部重複） 

７ 学校給食センター・宮守学校給食センター 

 所管事務は、給食センターの施設及び設備の管理に関すること、給食計画の運営に

関すること、給食物資その他物品の購入、検収及び保管に関すること、地産地消給食

に関すること等である。 

○学校給食事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

○ふるさと食材給食事業費（郷土食材による給食事業費） 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 ふるさと食材給食事業は、食材に地場産品を多用し、地域農産物の理解や食育の

推進のために年４回、市内19校中８校で実施されている。今後、更なる食育と地産

- 5 - 



2009_定期監査（後期）結果報告書.doc 

地消を推進するため、市内全校での実施が望ましい。 

８ 教育委員会事務局 学校教育課 

 所管事務は、市立学校の組織編成及び管理運営に関すること、市立学校の学級編成

に関すること、学校の教育課程及び学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の

指導に関すること、生徒指導全般に関すること等である。 

○いわてコミュニティ・スクール推進事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

 いわてコミュニティ・スクール推進事業は、学校長がリーダーシップを発揮し、

検証可能な目標達成型の学校経営計画を策定し、その目標実現のために家庭や地域

と協働する学校経営を推進するもので、岩手県からの全額補助（20万円）で実施さ

れている。市内では、遠野北小学校１校が取り組んでいる。同校では、習熟度に応

じた基本的事項の指導、地域の人材等を活用した教育活動、薬研太鼓を中心とした

表現力を高める教育活動、ＰＴＡと連携した「学びフェスト」の実践運動の４つを

重点目標に取り組んでいる。この事業の主旨は、各校に共通するものであり、より

多くの学校が意欲的に事業に取組まれるよう期待したい。 

○外国人講師招へい事業費 

 特に問題点は、見受けられなかった。 

【共通事項】 

 各課等で該当する使用料、郵便切手の保管及び受払、車両の運行管理については、特

に問題は認められなかった。 

 【指摘事項】 

○現金の保管状況（通帳等） 

 地区センターの分掌事務には、交通安全団体の育成、高齢者団体の育成、自治組織

その他の地域活動の育成とあるが、各種団体の通帳を地区センターで預かっている状

況にある。地区センターごとの通帳保管の状況は、遠野８冊、綾織８冊、小友12冊、

附馬牛８冊、松崎11冊、土淵６冊、青笹16冊、上郷４冊、宮守５冊となっている。地

域活動を推進する上で各種団体の育成は重要であり、また、その団体に属する現金の

出納及び通帳の保管も含め組織として機能することが大切なことであり、各種団体の

通帳は自主的な管理となるよう、団体育成に努められたい。 

 以上のほか、各種団体の規約等で担当課等（地区センターを含む。）が、当該団体

の経理又は庶務を担当する旨を明記されているものを除き、市に属さない現金（通帳

等）の保管は原則として不適切であり、適正に取り扱われるよう改善されたい。 

○物品の管理及び出納 

 事前提出を求めた物品台帳で、担当課長等及び担当者から、備品の状況を確認し、

現物との照合を行ったところ、次の事項が散見されたので、物品については、遠野市

財務規則第２節の規定に基づき財産管理の一環として適正に管理されるよう改善を求

める。 

(1) 学校備品の基本である児童生徒用の机や椅子をはじめ、登録漏れが多数見られ
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た。 

(2) 備品整理票（シール）が、物品にはり付けられていないものが多数見られた。 

(3) 物品台帳に登載されるべき特別教室の机や椅子などが登載されていない。 

(4) 物品の所在や使途不明など、物品台帳と現物が把握されていない。 

 一方、物品把握の方法や物品を大切に使っているところとして、次のような好事例

が見られたので、参考にされたい。 

 遠野小学校では、古い机など備品整理票のシール

がはがれ落ちているものにあっては物品台帳と物品

が照合できるようにサインペンなどで物品番号等を

表示している。また、同校では、教室の床に傷が付

かないようにするため、机や椅子の脚部に硬式テニ

スボールをキャップ状に加工したものを付け、物品

を大切に使っている。 

 綾織地区センターでは、デジタルカメラで撮影し

た物品の画像と物品番号等を注記するなどして、物

品がどういう物なのかが容易に分かるように整理し

ている。 

- 7 - 



<<
  /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




