
京都市立病院整備運営事業

「添付資料４－１　基本協定書（案）」に関する想定質問回答

条 項 (1)

1 1 2 1 1 逸脱提案 本件提案に「逸脱提案」が含まれている場合でも落札者に選
定されるのは，どの程度の逸脱をいうのでしょうか（第３条第２
項においては，提示条件の遵守が規定されております。）ご教
示下さい。

落札者が要求水準を満たすための基本的能力を有しているこ
とを前提として，事業者提案の一部分に入札説明書等で示し
た提示条件を満たしているかどうか不明な点がある場合や，事
業者提案に軽微な瑕疵がある場合等をいいます。

2 1 2 1 10 「入札説明書の定
義」

事業契約書（案）別紙2_77に定義されている「入札説明書等」
と同意であるとの理解で宜しいでしょうか？

要求水準書，事業契約書（案）も含まれるため，事業契約書
（案）の定義とは異なります。

3 2 4 SPCの存続時期 事業契約期間が終了した時点におけるSPCの措置，即ち事業
終了後いつまでSPCを存続させる必要があるのでしょうか。

求められた業務を完了し，サービス対価の支払いが終了する
まで存続させる必要があります。

4 2 4 1 2 SPCの本店所在
地

京都市立病院の住所を本店所在地とすることは可能でしょう
か。

可能です。

6 2 5 2 5 議決権行使 「第一号の議決権保有比率」が維持される限り，株式等の発行
の前後において議決権保有比率に変動があっても許容される
ということでよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

7 3 5 2 6 株主間契約の変
更

株主間契約については，第1号から第5号の内容が担保されて
いる限り，市の承諾を得ることなく変更可能という理解でよろし
いでしょうか。

御理解のとおりです。

8 3 6 甲の必要な手続
き

甲が事業契約締結についての必要な手続を行うことを明記し
て頂けないでしょうか。

基本協定書（案）に，事業契約締結に向けて最大限努力を行
うことを明記しており，この最大限努力の中には，当然必要な
手続きを行うことも含まれていると考えております。

9 3 6 2 尊重する甲の要
望

「乙は，事業契約の締結に関する協議に当たっては，甲の要
望を尊重するものとする。」とありますが，ここでいう「甲の要望」
とは，事業契約の中身に対する要望のことでしょうか。あるいは
協議の方法等の，事業契約締結に向けたプロセスについての
要望のことでしょうか。具体的内容の記載がないもの尊重する
ことは不可能ですので，第６条１項に双方「誠実な協議」を行う
とありますので，本条項を活用願い，第２項は削除して頂けな
いでしょうか。

甲の要望とは，事業者選定過程において，当該事業者提案の
内容を改善することが必要不可欠な場合等に，入札説明書等
に示された提示条件の範囲内において，事業者提案の中身
を改善するための要望です。
したがって，本市としても必要な条件であり，第２項を削除する
ことは考えていません。

10 3 6 2 甲の要望の尊重 ここで言う「要望」が乙の金銭負担を伴う場合は甲との別途協
議事項であるとの理解で宜しいでしょうか。

御理解のとおりです。

12 3 6 3 合理的の言葉の
定義

基本契約（案）では，「甲が合理的に要求する資料」「甲がその
合理的な裁量により」「乙が合理的な範囲で」と『合理的』という
言葉が使われていますが，「合理的」とはどのように解釈すべき
かご教示下さい。

根拠があり，論理的であることを意味します。

13 3 6 3 1 事業契約の締結
に係る乙の義務に
ついて

「本件提案の詳細を明確にするために必要又は相当として甲
が合理的に要求する資料その他一切の書面及び情報を提出
すること」とありますが，「必要又は相当なもの」の判断根拠を具
体的にお教えください。

判断根拠は個別ケースにより異なりますが，例えば，事業者が
提案をする際に当該提案の基礎又は前提として使用若しくは
参照した資料や情報については，通常これに該当するものと
考えております。

14 3 6 3 2 乙の追加費用負
担

本号で適用されるのは，平成１８年１１月２２日付け「PFI事業に
係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」のう
ち，「４．落札者決定後の応募条件の変更について」であり，こ
の（２）にあるとおり，同じコストで質が向上する。または質が同
じでコストが低減するもので，事業者に追加のコスト負担を求
めるものではない，と考えてよろしいでしょうか。その場合，追
加費用を求めないことを協定書内に明記して頂けないでしょう
か。

前段については，御理解のとおりです。
後段については，あくまで「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定
及び協定締結手続きについて」において認められている範囲
内で行う予定ですので，特段，協定書に明記することは想定し
ておりません。

15 3 6 3 2 提示条件を変更
した場合の金額
変更

本項によると，甲が提示条件を変更した場合，落札者が自らの
費用と責任で本件提案を訂正するとありますが，変更内容に
合わせて本件提案の提示金額も訂正することができるという理
解で宜しいでしょうか。

事業者に追加的なコスト負担を求めるものではないため，提示
金額を訂正することは想定していません。提示金額を訂正す
るような変更は，事業契約締結後の所定の手続を採用します。

17 3 6 3 3 逸脱提案を含む
かどうかの決定

落札決定後であっても，甲が合理的な裁量により本件提案に
逸脱提案が含まれるかどうかについて決定できるものと理解し
ております。逸脱提案か否かについては，落札前にも判断さ
れるものと存じますが，落札決定後にも判断を行うという趣旨
についてご教示下さい。

基本的には，落札者決定前に判断するものですが，落札者決
定後に，落札者の提案内容を詳細に把握する過程において，
逸脱提案が新たに判明する可能性を考慮しています。

タイトル 質問

2月6日に公告した入札
説明書等に関して3月30
日に公表した質問回答

から変更したもの

回答本文No

該当箇所

ﾍﾟｰｼﾞ
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条 項 (1)

タイトル 質問

2月6日に公告した入札
説明書等に関して3月30
日に公表した質問回答

から変更したもの

回答本文No

該当箇所

ﾍﾟｰｼﾞ

18 3 6 3 3 逸脱提案の決定
時期

逸脱提案に該当するか否かの決定期限は事業契約締結まで
と理解してよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

19 3 6 3 4 逸脱提案からの
除外

逸脱提案があった場合の処置が述べられていますが，落札者
が改善提案を行い，合意が得られた内容については，逸脱提
案の定義から除外されると考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

20 3 6 3 4 逸脱提案の通知 逸脱提案が第3項第(4)号により提示条件に優先するものとさ
れた場合であっても，本項により通知がなされるという理解でよ
ろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

21 3 6 5
6

事業契約の締結
に係る乙の義務に
ついて

増加費用や損害の負担額について「合理的な範囲で」とありま
すが，負担額が不明瞭であるため，負担額の上限を設けること
は可能でしょうか。

個別ケースごとに判断するものであるため，明記することは困
難であると考えます。

22 3 6 6 逸脱提案による追
加費用・損害の具
体的事象

逸脱提案を含むことに起因して甲に追加費用または損害が生
じる場合とは，具体的にはどのような場合を想定しているので
しょうか。ご教示下さい。

甲による追加検討のため，弁護士，コンサルタントなど第三者
に依頼する資料作成費は想定されます。

23 3 6 6 逸脱提案が提示
条件に優先した
場合の適用

逸脱提案が第3項第(4)号により提示条件に優先するものとさ
れた場合には，本項は適用がないと理解してよろしいでしょう
か。

逸脱提案が認められている前提であるため，本項も適用となり
ます。

24 4 6 8 適用される対象事
業

本項が適用されるのは本事業に対してのみであり，乙が他の
事業において本項各号に該当しても本項は適用されないとの
理解で宜しいでしょうか。

御理解のとおりです。

25 4 6 8 「事業契約」の対
象事業

「甲は，事業契約に関し事業契約が締結される前に乙が次の
各号のいずれかに該当したときは」とありますが，本件入札行
為に関し事業契約が締結される前に乙が次の（１）～（６）のい
ずれかに該当した場合との理解で宜しいでしょうか。

御理解のとおりです。

26 4 6 8 事業契約を締結
しないと判断する
基準

本項によると，落札者が本項各号に該当した場合であっても，
事業契約を締結することがあるものと解されますが，甲が本項
に基づいて事業契約を締結しないと判断するのはどのような
場合でしょうか，その判断基準につきご教示下さい。

個別ケースでの判断になりますので，判断基準を設けることは
できません。

27 4 6 8 事業契約に関し 「甲は，事業契約に関し事業契約が締結される前に乙（第５号
及び第６号にあっては，その役員又は使用人を含む。）が次の
各号のいずれかに該当したときは，事業契約を締結しないこと
ができる。」とありますが，本事業の事業契約以外の事由により
（1）から（６）までのいずれかに該当した場合は本項は適用され
ないとの理解で宜しいでしょうか。

御理解のとおりです。

28 4 6 9 本事業の遂行の
ために行う協力

「協力」とはどのような協力を想定していますでしょうか。金銭の
支出が伴う協力には別途協議が必要と考えますので，ここで
の協力は金銭の出資が伴わない一般的な協力義務という理
解でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

29 5 9 1 委託契約先・請負
契約先の特定

基本協定書締結段階で本事業に関する全ての業務について
の受託者を特定することは難しい場合も充分に考えられると思
いますが，別紙３に記載されている通り，代表企業・構成員・主
要協力企業の名称及びこれらの者が実施する業務について
の規定と考えてよろしいでしょうか。

別紙３は事例であり，一般の協力企業も想定しています。提案
時点で明らかになっている企業が対象となります。

30 5 9 2 乙の履行義務 本項の趣旨は，SPCが受託者等に対して，委託契約又は請負
契約上の規定の履行請求を怠ることのないように乙が監視を
するという趣旨でしょうか。SPC及び/又は受託者等が委託契
約又は請負契約上の義務を履行しない場合に乙が代わって
履行する義務を規定しているものではないと理解してよろしい
でしょうか。

御理解のとおりです。

31 5 11 1 違約金の適用さ
れる対象事業

本条が適用されるのは本事業に対してのみであり，乙が他の
事業において第６条第８項各号に該当しても本条は適用され
ないと理解してよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

32 5 11 1 第6条第8項各号
のいずれかの事
由が生じた場合の
対象契約

「事業契約に関し」とありますので，事業契約締結後に締結さ
れる施設設備業務や運営業務・調達業務に関する契約は，本
条で規定される違約金の対象外と考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。
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条 項 (1)

タイトル 質問

2月6日に公告した入札
説明書等に関して3月30
日に公表した質問回答

から変更したもの

回答本文No

該当箇所

ﾍﾟｰｼﾞ

33 5 11 1 帰責性を有する
者の具体的事象

同条同項各号該当性に対し帰責性を有する者とは，当該各号
に直接該当する者以外も含むご趣旨と理解しますが，どのよう
な場合を想定しておられるのかご教示ください。同条同項各号
に該当する者にご修正いただけないでしょうか。

第6条第8項各号は，本事業の組成や入札等に関して同条同
項各号の事由が発生した場合等を主に想定しておりますので
(No24，31参照)，実際に排除措置命令や有罪判決を受けてい
るわけではない構成員についても，それに加担した者がいる
場合には，その者についても同号に該当するものと考えられま
す(ただし，実際に排除措置命令等を受けたわけではない者
の帰責性については，慎重に判断致します。)。以上より，違約
金の支払義務者を同条同項各号に該当する者に限定すること
は考えておりません。

34 5 11 1 連帯して責任を負
う対象者

「連帯して」責任を負うのは，帰責性を有する者のみで，帰責
性のない乙は責任を負わないという理解でよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

35 5 11 1 違約金額 不正行為に対して厳しい処分が行われるべきことは，充分に
理解しますが，それは，行政処分・刑事罰等，法令に基づいて
行われるものではないでしょうか。本条文は法令に基づく処分
とは別に規定するものであり，違約金額が大きくなりすぎると思
われますので，本条分の削除，または想定される違約金額の
減額をお願いしたいと考えますが，如何でしょうか。

談合等の不正行為はあってはないものであり，また，対象額を
建設工事費相当額に限定していることから，本市として大きす
ぎるとは考えておりません。したがって，本条文の削除及び違
約金の減額は考えておりません。

○

37 5 11 3 乙の責に帰すべ
き事由の具体例

「乙の責に帰すべき事由により事業契約が締結に至らなかっ
た場合」とありますが，具体的にはどのような場合を想定されて
いるか，ご教示下さい。

乙の自己都合，乙の重大な法令違反，乙が市に提出した書類
において著しい虚偽の記載などが想定されます。

38 5 11 3 事業契約が締結
に至らなかった場
合の違約金額

違約金額が，建設工事費相当額の１００分の５，という額は金
額が大きすぎるように思われますので，違約金額の減額をお
願いしたいと考えますが，いかがでしょうか。

建設工事費相当額に限定しており，大きすぎるとは考えており
ません。

○

39 6 14 2 効力の期限 第１０条，第１１条，第１３条，及び第１６条が，本協定の契約期
間経過後も効力を有するとありますが，時効完成等の事情が
ない限り一切期限がないということになるのでしょうか。秘密保
持等，通常有効期限を区切れると考えられるものについては，
有効期限の設定をご検討頂ければと存じます。

御意見として承ります。

40 6 14 2 第11条の有効期
間理由

第１１条の規定を事業契約終了時以降も有効とする理由につ
いて，ご教示下さい。

談合等の不正行為を防止するためにも，事業契約終了後も対
象としています。

41 6 17 1 地方独立行政法
人への移行等

「甲は，地方独立行政法人法第66 条第1 項に基づき，甲が京
都市立病院に関し有する権利及び義務を，同法に基づき新た
に設立される地方独立行政法人に対し，甲が定める範囲にお
いて，承継させることができる。とありますが，市から移管された
債務負担行為に対しては市による債務保証が行われるとの理
解で宜しいでしょうか。

入札説明書に関する想定質問回答のNo.2を御参照ください。

○

42 6 17 1 甲が定める範囲
内での事業承継

移行に伴う範囲の見直しにつきまして，「甲が定める範囲にお
いて，」という一文の前に，「乙と協議の上，」という主旨の一文
の追加をお願いします。

協議の成立が権利及び義務の承継の効力発生要件と解され
るおそれがあるため，変更できません。ただし，客観的な合理
性を欠く権利及び義務の承継については，解釈上，従う義務
は生じないと解されます。

43 6 17 2 甲が定める範囲
内での事業承継

本件独立行政法人への移行に伴い，乙又はSPCの費用負担
により甲に協力する事，とありますが，どのような協力を想定さ
れているのかご教示下さい。

地方独立行政法人に移行することに伴う，事業契約及び事業
契約に基づき作成された各種文書の訂正，変更，各種行政手
続，その他一切の業務に対する協力を想定しております。

44 6 17 2 乙又はSPCが協
力するために必要
となる費用負担

乙又はＳＰＣが協力するために必要となる費用は甲にてご負担
いただけないでしょうか。

No.43で回答している協力内容に関する負担を想定しておりま
すので，事業者において御負担をお願いします。

45 7 17 3 地方独立法人移
行後の本事業の
履行

「本件独立行政法人により本協定及び事業契約上の義務が
確実に履行されるよう計画させるものとする。」とありますが，計
画をさせる事のみにより円滑な業務の移行が完了するとは考
えにくく，計画後の確実な義務の履行をもって移行の完了とす
るのが妥当であると考えます。このような観点から，「計画後，
本件独立行政法人の責に帰すべき事由により，乙に増加費用
又は損害が生じた場合には，甲が当該増加費用又は損害を
負担又は賠償しなければならない。」という主旨の一文の追加
をお願いします。

地方独立行政法人移行後，本件独立行政法人の責に帰すべ
き事由により，事業者に増加費用又は損害が生じた場合に
は，一義的には本件独立行政法人が損害を負担又は賠償す
るものと考えております。ただし，入札説明書に関する質問回
答No.2で回答しておりますように，地方独立行政法人の債務
については，最終的には設立団体である市が責任を持つこと
が法律に規定されております。
したがって，御質問にあるような一文を追加することは考えて
おりません。

3/3ページ



<<
  /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
  /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 /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /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.)
  >>
  /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 [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


