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１．はじめに 

 

高松市では，これまで香川県及び四国の広域拠点都市

としての役割と責任を果たせるよう，地域特性を活かし

た魅力ある都市づくりを進めてきた．その中でも，中心

市街地は，平成11年3月に旧中心市街地活性化基本計画

を策定し，総合的に活性化を図ってきた． 

しかしながら，車利用重視という消費者の購買行動の

変化や郊外大型店の出店・機能強化により，商業活力は

一定水準を維持しているものの，近年低下傾向にあり，

また中心市街地の居住人口も減少を続けている． 

高松市にとって，中心市街地は，多くの人々が集まる

大切な場所であり，中央通り沿いには企業の支社等が集

積し，その西側には行政機関や文化施設が集積するほか，

通りの東側には中央商店街が形成され，戦後，市では

「マチへ行く」と言えば，これら中心部へ行くという意

味があるほど，市民の心の拠り所となっている． 

そのため，コンパクトなまちづくりなど社会環境変化

に基づく新たな責務等も考慮しつつ，これまでの成果を

いかして更なる都市機能強化や賑わい創出につながるよ

う，活性化の取組を発展・強化する必要が生じており， 

新たに高松市中心市街地活性化基本計画1)（以下，本計画

とする）を策定した． 

本稿では，まず，市民アンケート調査の結果に基づ

き，公民連携の観点から中心市街地の活性化に求められ

る要件を整理する．また，それらを踏まえ，公民の役割

分担あるいは戦略的補完の考え方と具体的方策を示す． 

 

２．高松市中心市街地活性化に求められる要件 

 

中心市街地を活性化させるには，市民の価値観に即

した魅力の向上策を講じることが効果的である．ここで 
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図-1 高松市の中心市街地の区域 
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図-2 市民が住み，訪れたくなるための要件（中活計画調査） 

 

いう価値観とは，市民生活の質を構成する要素の重みで

あるが，本計画策定時に行ったアンケート調査によれば，

市民は中心市街地に住み，訪れたくなるために重要なこ

ととして，「コミュニティや治安のよい住環境」「質の

高い病院の立地」「魅力的な商品やサービスの提供」

「きれいで楽しい買い物等の環境」等を重視していた． 

これを生活の質（以下，QoLとする）要素との関連で

見ると，概ね重要度は「安全・安心＞経済活動機会＞生

活・文化機会＞空間快適性」の順番となっており，基本

的な要求ほど高い重要度を示していることがわかった． 

（n=305） 
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図-3 中心市街地のキーファクターとQoL要素 

4.4%

8.0%

2.0%

3.0%

2.3%

5.3%

5.3%

3.3%

2.0%

5.3%

28.4%

33.9%

10.4%

21.6%

13.7%

19.0%

18.3%

22.7%

11.2%

23.9%

36.1%

54.5%

36.5%

42.0%

30.3%

39.0%

36.3%

44.6%

51.5%

26.4%

30.6%

29.7%

24.0%

32.7%

35.2%

15.3%

31.3%

28.0%

23.7%

19.6%

4.0%

9.5%

6.3%

13.3%

17.3%

12.3%

8.3%

9.4%

3.3%

4.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

コミュニティや治安のよい住環境

質の高い病院の立地

魅力的な職場（雇用の場）の供給

魅力的な商品やサービスの提供

魅力的な娯楽，文化サービスの提供

中心市街地までのバス等の便利さ

中心市街地内でのバス等の便利さ

きれいで楽しい買い物等の環境

まちのバリアフリー化

魅力的な住宅の供給

安
全

・
安

心
経

済
活

動
機

会
生

活
・文

化
機

会
空

間
快

適
性

満足 どちらかというと満足 どちらでもない どちらかというと不満 不満
 

図-4 市民の中心市街地の現状への満足度 

 

これらの魅力について考えると，高松市の場合，現

在でも中心市街地に相当公共公益機能が集積しており，

市民が特に重視する病院では，県立中央病院や赤十字病

院等の公共・民間による医療施設が立地し，満足度が高

い医療サービスを提供している．また，住環境では，場

所毎で多少の差があるものの，地域住民等により良好な

コミュニティが形成されており，また，便利であること

などから，市民の評価は高く，近年，地価下落等を背景

に，民間主体によるマンション開発の動きが活発化して

いる． 

しかし，重要度が高いとされた「魅力的な商品やサ

ービスの提供」をはじめ，「魅力的な娯楽，文化サービ

スの提供」「バス等の便利さ」「きれいで楽しい買い物

等の環境」「まちのバリアフリー化」は，市民の満足度

が高くなく，不満度が高い． 

これをQoL要素との関連で見ると，基本的要求である

安全・安心は概ね充足しつつあり，市民の欲求はより高

度な経済活動機会や生活・文化機会，空間快適性へと移

りつつあることがわかった． 

表-1 中心市街地の魅力度への影響要因 

　推定値 ｔ値

-0.488 -3.52

0.024 1.37

魅力的な店 0.140 3.81

豊富な品揃え 0.156 3.46

雰囲気の良さ 0.113 2.54

滞在時間の長さ 0.224 5.06

営業時間の適切さ 0.104 2.65

公共交通の利便性 0.073 2.19

多様な施設の近接性 0.132 3.73
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図-5 QoL要素の公民の役割分担 

 
３．高松市中心市街地エリアマネジメントで目指す姿 

 

市はこれまでも各種の活性化策を講じてきたが，中

心市街地に対する市民満足度を高めるためには，活性化

の取組が相乗効果を生み，止まることなく他の活性化要

素に働きかけるようになることが望まれる．そのために

は，適切なマネジメントが必要であり，特に以下の点に

留意して，活性化の取組を進めることとした． 
 

（１）活性化の成果が波及･循環する仕組みを強める 

 近年，弱まりつつあるが，中心市街地には今なお多様

な都市機能が密に集積し，住む人には便利で，商業者等

には身近に多くの顧客がいる魅力的な環境が，相互依存

で形成されている．また，中心市街地には多くの人が訪

れてくるが，その来街手段となる「公共交通」と中心市

街地内の「商業サービス」は，来街頻度や公共交通の利

用者数という点で相互依存関係があり，どちらかが活力

を得ることはもう一方を活性化させる大きな助けとなる． 

そこで，行政は，中心市街地の魅力を構成する各主

体に対する活性化の取組を働きかけ，その効果が他の要

素に波及･循環する仕組みの維持･強化を支援して，相乗

的な中心市街地の魅力強化･活性化に取り組む． 

（n=305） 



 

（２）小規模連鎖型で次第に効果を高める 

 これまでの一般的な活性化の取組は，話題性も含め，

大きな効果の獲得を目指し，規模の大きなものを追求し

がちであった．しかし，インパクトは大きいものの，効

果も一時にピークを迎えることが多いため，持続的な活

性化に必ずしも効果的ではないとも考えられる． 

現在，中心市街地では，商業再開発をはじめ，文化

関連のイベントや教室など，にぎわいを高める多様な取

組が行われている．今後，活性化の波及･循環をエネル

ギーとした持続可能な活性化が進むことを狙い，行政は

積極的に，たとえ小規模でも，連鎖型で活性化を進める

多様な取組を促進する． 

 

４．公民の役割分担・連携による中心市街地活性化戦略 

 

（１）中心市街地の魅力度を向上させる要因 

中心市街地を活性化させるには，市民等にとっての

魅力度を向上させる必要がある．そこで，平成18年7月

に実施された県政世論調査から，高松市中心市街地の魅

力度に関する影響要因を整理した． 

 高松都市圏の市民のみを対象とした中心市街地の総合

的な満足度と，それを構成する各要因の要因別満足度と

の関係を表す重回帰式のパラメータ推定値とｔ値を見る

と，「賑わい」に関わる要素の中では，滞在時間の長さ

が最も大きな説明力を有している．次いで，「回遊性」

に関わる様々な公共公益施設の近接性が高い説明力を有

し，公共交通の利便性も有意な説明力がある． 

 

（２）公民の役割分担・連携による活性化戦略 

 中心市街地の魅力度を改善できる取組が必要になるが，

その主体は，行政などの公的主体と商業者をはじめとす

る民間主体に大きく分けられる．これをQoL要素との関

連で整理すると，図-5のようになる．すなわち，民の担

うべき主な領域は，経済活動機会を生み出すリーディン

グプロジェクト及び生活文化機会の充実に資する賑わい

づくりである．一方，公の役割は，安全・安心に代表さ

れるシビルミニマムの確保及び経済ベースでは省かれが

ちな高次欲求実現への後押しである． 

本計画では，民間主体である高松丸亀町商店街が，

滞在時間の長さの改善に資する「テナントミックスによ

る商業･サービスの質的向上」（経済活動機会の改善）

を実現する再開発事業等の実施を考えていたこともあり，

それを活性化のリーディングプロジェクトとして位置づ

け，実現を確実なものにするために，行政はまずそれを

手厚く支援することとした． 

また，中心市街地の持続性ある活性化を図るために

は，リーディングプロジェクトが成功するだけでは不十

分である．それにより生み出された活性化効果がそこだ

けにとどまらずに，中心市街地全体へと広く波及してい

くことが求められる． 

そこで，それを可能とする活性化策が必要とされて

おり，図-6に示す中心市街地活性化に関する基本的方針

を定めた上で，リーディングプロジェクトに引き続き，

以下に示す回遊性向上策に，公民の役割分担・連携で取

り組むこととした． 

図-6 中心市街地活性化に関する基本的方針 

■公民の役割分担・連携で取り組む回遊性の向上策 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）中心市街地活性化に定住が持つ意味 

魅力度への影響分析から「賑わい」，「回遊性」に

着目した施策の重要性が確認されたが，これに加え，基

本的方針で掲げた残る一つの柱，「都心居住」が中心市

街地の活性化にどのような意味を持つかを，「賑わい-

回遊-都心居住」の因果関係を分析することによって考

察した． 

高松都市圏の市民のみを対象とした中心市街地の各

活性化要素間の関係を表す重回帰式のパラメータ推定値

とｔ値を見ると，都心居住志向に最も強い影響を及ぼす

のは「回遊性」であり，次いで「個人属性」，「商業魅

力」の順となっていた． 

このことから，商業的な賑わいや魅力以上に，様々

な公共公益施設への近接性や公共交通の利便性に代表さ

れる回遊性は，都心居住促進を図る上で重要な要因と考

えられる．また，個人属性については，加齢に伴い都心

居住の志向が高いという傾向が見られた（50歳代，60歳

代前半において顕著）．

〔多様な施設の近接性改善に資すること〕 

・民間主体の商店街によるファサード整備や通りの整

備，協議会による広場等の魅力空間づくり 

・行政による歩行空間整備やバリアフリー整備など 

〔公共交通の利便性向上に資すること〕 

・鉄道会社のICカードを用いた商店街店舗での決済など

・行政による中心市街地へのアクセス道路整備など 
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図-7 因果関係の分析結果 

 

（４）高松市中心市街地活性化のコンセプト 

上記の分析結果から，中心市街地の活性化には，何

より回遊性の向上が重要であった．また，魅力度を向上

させる様々な要因が相互に関係するため，それぞれを向

上させる取組は相乗的に効果を現すことも確認できた． 

そのため，高松市では， 

 
を中心市街地活性化のコンセプトとして掲げ，段階的・

戦略的に活性化（QoLの向上）を図ることとした． 

 

５．おわりに 

 

今回の計画では，市民から中心市街地活性化に求め

られる要因に対して，改善する取組を公民の役割分担・

連携により，段階的・戦略的に実施することで，中心市

街地の魅力度を高め，持続的な活性化に繋げることを狙

いとしている．平成18年12月にリーディングプロジェク

トとして位置づけた民間再開発による店舗が一部開店し，

賑わいが周辺に波及するなど，現在のところ着実に効果

が上がりつつある．また一方で，段階的な活性化を図っ

ているため，その周辺と比較的離れた場所では，活性化

効果が得られる時期に差が出ることも明らかとなった． 

このことを踏まえ，中心市街地で本計画を通しての

公民の役割分担・連携により活性化に取り組むことの有

効性と，今後の課題について以下に述べる． 

 

（１）地元の主体的な活性化推進意識の醸成 

中心市街地に対して，市が段階的・戦略的な活性化

を図ることを明確にしたことで，行政に対する過度の依

存が無くなり，地元の活性化に対する主体意識が高まっ

ている．すなわち，本計画では，地元の主体的な活性化

の取組をリーディングプロジェクトとして位置づけたこ

とで，自ら取組を行うエリアと行わないエリアとでは，

活性化効果が得られる順番が異なることも認識されるよ

うになり，自ら取り組む必要性を強く感じたことも，地

元の主体的な活性化推進意識を高めたと考えられる． 

 

（２）魅力を高め合うまちづくりへの展開 

 本論文の分析においても，活性化の様々な取組が相乗

的に効果を生み出すことが確認できた．行政による基盤

整備や公共公益機能の充実が，より多くの人を中心市街

地内に住みたくさせ，増えた都心居住者が商業上の重要

な顧客になるなど，地元の各主体が中心市街地の魅力を

高め合う重要な役割を担っている． 

中心市街地内には，商業や居住だけでなく，医療・

福祉，教育，文化などの都市福利，交通事業者など様々

な活性化に係わる主体がおり，相互に関わりを強めるこ

とで，より魅力を高め合えるまちづくりへの展開が期待

できる．なお，現在，行政が子育て支援など公共公益機

能の強化による回遊性の向上策等を進めているが，それ

は大きな第一歩だと考えられる． 

 

（３）今後の課題 

基本計画に位置づけた事業の推進・促進等を通した

中心市街地活性化の進行管理が必要である．それは，位

置づけた取組が確実に行われているかにとどまらず，フ

ォローアップ調査を通して計画策定時に意図した効果が

きちんと出ているかについても把握を行い，必要であれ

ば柔軟に計画を見直し，より適切な活性化施策へとつな

げることが求められる． 

また，今回位置づけた活性化施策のうちいくつかは，

その実施が活性化に役立つものの，新たなまちづくり上

の対応を必要とするものを含んでいる．例えば，商業等

集客施設の整備・機能充実に伴う交通混雑の発生や，都

市型住宅整備に伴う地域コミュニティレベルでの居住環

境変化など，新たな課題も生み出すと考えられる． 

そのため，段階的・戦略的な中心市街地の活性化（Q
oLの向上）過程において，引き続き魅力に影響を与え

る要素の抽出や要素間が持つ相関についての把握に努め，

更なる中心市街地の魅力向上に活かすことが重要となる．

「コンパクトで賑わいあふれるまちづくり」を目指し，

今後のエリアマネジメントに対する充実した取組が必要

とされており，公民の役割分担・連携でのまちづくりの

活性化が望まれる． 
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 1)高松市中心市街地活性化基本計画 

豊かな暮らしの循環に惹かれて，人が集うまち 

コミュニティと行政が連携したエリアマネジメントにより， 

連鎖型で再生が進む， 

－ にぎわい・回遊性のあるまちづくりを目指して － 



<<
  /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
  /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




