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１．はじめに 

 

観光まちづくり、福祉のまちづくり、安全まちづく

り、景観まちづくり、公園まちづくり、などなど・・

「○○まちづくり」という言葉が大流行している。これ

には、「まち」に様々なものがつまっているので、それ

らの言葉と相性がよい，「づくり」という言葉に前向き

な姿勢が表れている ，「まちづくり」というひらがな

が、誰でも参加できそうな敷居が低い感じを受ける  
ということが考えられよう。 
 そんな「○○まちづくり」の一つに、「交通まちづく

り」というジャンルができあがりつつある。交通はこれ

まで、国・都道府県・市町村などの道路管理者や警察な

ど交通管理者によって対策がなされてきた。そんななか

90 年代にコミュニティ道路の取り組みが全国に広がる

に伴って、道路管理者や交通管理者だけではなく、住民

も設計や管理に関与してもよい、関与すべきだという認

識が広まってきた。そういう意味で、コミュニティ道路

は交通まちづくりの端緒とも言えよう。 
一般の方々を対象にワークショップをすると必ずと

いってよいほど交通に関する問題点があがってくる。放

置自転車、クルマの排気ガス、段差だらけの道路、誰も

乗っていないバスなどがその代表例である。交通まちづ

くりとは、こうした交通に関するまちの問題点からアプ

ローチして、地域を改善していこうとする住民など地域

の取り組みを総称して呼ぶことが多い。しかし、“交通

問題“という言葉に象徴されるように、よいところをど

うのばすのかというよりも、問題から出発してどう改善

していくか、どう対処していくかという受け身的な取り

組みが主である。したがって交通まちづくりは、”まち

づくり“というふわっとした親しみやすい語感とは裏腹

に、”交通“というある意味受け身的な言葉がついてい

るために、まじめで、献身的で、楽しみの少ない取り組

みしか許されないという宿命を負っているのかもしれな

い。その宿命を乗り越えて、ボトムアップで問題を解決

しようと思うのなら、ごくごく普通の住民からみたとき

に、その活動に楽しさ、愉快さを見いだすことができな

ければ、その活動は内輪の盛り上がりに終わることを忘

れてはなるまい。この普通の住民とは、クルマが環境に

悪いことは知っていてもついつい使ってしまう、自分が

年をとってクルマが乗れなくなったときのことを改めて

考えてみれば、バスがないのは不安に思う人のことを想

定している。であるならば、クルマに依存した生活が短

期的にも長期的にも自分自身を含めた社会に及ぼす様々

な影響を真摯に伝えるとともに、バスや鉄道を使ったと

きの楽しみや心地よさをいかに感じてもらうかについて

も、まじめに考える必要があるのではないか。そんな一

つの突破口として、バスマップづくりがあげられる。バ

スマップ自体はバス路線を網羅しただけに他ならないが、

それを使ってどう街の新たなよさを発見し、人と人との

つながりを楽しむかを考えるツールにもなりえる。 
本稿では、地域をフィールドに活動している NPO、

行政、交通事業者が協働して楽しい交通まちづくりの取

り組み事例を紹介することを通じて、地域で交通まちづ

くりを育てていくために必要なポイントについて考察し

たい。 
 
２．バスを活用した交通まちづくりの事例 

 
(1)NPO法人 ひらかた環境ネットワークとは 

 ここでは、NPO 法人 ひらかた環境ネットワーク会

議（以下、ネットワーク会議）を中心とした組織が行っ

ている交通まちづくりの事例を紹介したい。ひらかた環

境ネットワーク会議は、枚方市をフィールドとして様々

な環境活動を行っている団体で、市民をネットワーク化

することによって市民・事業者・行政とのパートナーシ

ップを形成し、ともに取り組みを行うための拠点組織と

して 2004 年に発足した。2006 年 4 月には NPO 法人

に認定されている。正会員は 201 名、賛助会員は 43 名

にのぼる。ネットワーク会議は自然環境部会、ごみ・エ

ネルギー部会、公共交通部会、まちづくり部会、環境教

育サポート部会の 5 つの部会から構成され、それぞれ

特徴的な活動を行っている。ここでは公共交通部会を中
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心とした活動を紹介する。 
(2)上下分離型バスタウンマップの作成 

最近、全国でバスマップづくりがブームになってい

る。このようなバスマップはその便利さから各地で人気

を博しているが、バスマップを使ってバスの面白さ、街

のユニークさを伝える活動にまで展開している事例は少

ない。これは、交通はあくまでも派生需要であることを

頭に入れると、バスマップでは普通の方々が新たに「ち

ょっとバスを使ってみよう」と思ってもらうには不十分

と言わざるを得ない。なぜバスを使うのかというと、当

然のことながら、目的地に行くためであるから、バスマ

ップには面白そうな目的地の情報が含まれていることが

望ましい。つまりバスマップよりもバスタウンマップの

ほうが好ましいのは自明であろう。しかし、行政で配布

するのなら民間施設の情報はのせられない、情報を更新

するのは大変などで、多くの人にとって知りたい情報と

はいえない行政情報だけが掲載されているバスマップが

できあがる。もともと地図には人の心をわくわくさせる

効用があるにもかかわらず、なんとつまらない地図が役

所に氾濫していることか。 
そこで、ランチがおいしいレストランや家族で楽し

める遊具がある公園などの地域資源の情報とあわせてバ

ス、鉄道の情報を提供する手段として上下分離型バスタ

ウンマップを作成した（写真-1）。透明のクリアファイ

ルに地形や道路，バス路線などいわゆる公共的な情報を

印刷してそれを基盤シートとし，その下に様々なタウン

情報シートを重ねることで情報にあわせたバスタウンマ

ップになる．たとえば、公園・史跡シートを挟むことで

行きたい公園の最寄りのバス停が一目で分かるようにな

る。さらに、この下にはさむ情報シートを変えることに

よって、様々なバスタウンマップに変身する。また，こ

のマップは、行政、民間などの情報の種類と作成主体を

わけている点にミソがある．公的情報が掲載されている

基盤シートは行政が作成し，その下の情報シートはＮＰ

Ｏや自治会，商店街などまちづくり主体が作成するとい

った具合に，役割に応じた地図の作成が可能となる． 
 このようなコンセプトのもとで、くずは・男山 バス

タウンマップを作製し、最初の情報シートでこの地域の

ユニークな公園、史跡を紹介した。この公園・史跡シー

トは、ポイントの簡単な説明と写真、もよりのバス停を

含んだ地図、住民からのおすすめ理由などを示している。

この地域は、枚方市だけではなく生活圏に枚方市楠葉地

区が含まれる八幡市男山地区も含んでおり、行政区で区

切るのではなく生活圏で区切ることで市はおろか府をこ

えた範囲の地図になっている点にもう一つの特徴がある。 
(3)バスのってスタンプラリー 

せっかく作ったバスタウンマップも使われなければ

意味はない。使ってもらうためにはまずは広く知っても

らう必要がある。通常はバスマップができあがったら、

案内所などにおいてもらって終わりだが、ネットワーク

会議では「一般の方々にも広く知ってもらう機会を作ろ

う！」「バスタウンマップを通じて、バスの便利さ、街

の面白さを知ってもらおう！」ということで盛り上がっ

た。検討を重ねた結果、一般の方々でも「参加してみよ

うかな」と思ってくれるであろう “バスのってスタン

プラリー”を行うことになった。このイベントは、くず

は・男山地区バスタウンマップの区域内の地域資源にス

タンプポイントを設けて、それらをバスタウンマップを

使いながら、半日を使ってバスと徒歩で巡ってもらうと

いう企画である。スタンプポイントには、交野天神社、

樟葉中央公園をはじめ 17 箇所を設定した。集めたスタ

ンプポイントを使ってビンゴゲームをし、景品を持って

かえってもらうようにした。景品はネットワーク会議の

メンバーのつてや交通事業者の協力で集めることとした。

こういうところでも人と人とのネットワークの力が活か

される。 
第 1 回バスのってスタンプラリーは 2006 年 3 月 26

日に開催した。好天にも恵まれ、幼稚園児からお年寄り

まで幅広い年齢層 186 名が参加してくれた。イベント

は、挨拶の後、私からバスとまちの関係について 10 分

程度で動きを交えて説明があって、そのあとゲームのル

ール説明、10時30分スタートで各自思い思いのルート

でスタンプラリーを行った。15 時に再集合して、ビン

ゴゲームを行って解散。参加者からは、「ふだんバスを

ほとんど利用しないが、バスに乗ってまちを廻るのも意

外と便利で楽しい」、「どのバスに乗ればよいか分かっ

た」、「車イスで始めてバスに乗った」など大変好評だ

った。子どもたちがはじめて行く公園で遊びに興じて、

お母さん方が次のポイントにいくのにやきもきする姿や

歴史のある神社の前で家族写真をとる姿、バスタウンマ

ップを広げて他人同士が作戦を練る姿など、このイベン

トならではの風景もみられた。参加してくれた人は、週

に 1 日もバスを使わない人が 75％もいたが今回のイベ

ントに 90%が面白いと感じてくれていた。さらに、今

回の取り組みを通じて、バスに乗ってみたいと思った人

は 74％を占めた。これらのことから、バスに普段あま写真－１ バスタウンマップ 



り乗っていない人に対して楽しみながらバスに乗っても

らう機会を設けるというこのイベントの趣旨はある程度

達成できたと考えられる。さらに、イベントが終わった

後には、このバスタウンマップを周辺の自治会を通じて

2万世帯以上に配布した。 
第 2 弾の情報シートは、くずは地区の自治会を通じ

て配布していただいた住民アンケートの結果をもとにし

て、おいしいと評判のレストランなどの地域自慢のお店

を掲載した。こういう店舗や民間施設の情報を掲載でき

るのは NPO ならではの活動といえよう。そして、

2006 年11 月にこのお店情報シートを使って、2 回目の

スタンプラリーを実施した。このときには店舗にスタン

プ台を置いてもらうだけではなく、店によっては様々な

参加賞（割引券や商品など）を用意してくれところもあ

った。前回と比べてさらに地域の貴重な財産である魅力

的な店舗とバスとの結びつきを自然と知ることができた

のがよかったと感じた。また、大人一人につき同伴の小

学生以下二人までが無料になる大阪府「バスエコファミ

リ―キャンペーン」期間中のため、京阪バスがゲーム範

囲内有効の一日乗車券も同様の扱いとしてくれたため、

親子連れの多くの参加者でにぎわった。参加者からは

「近くに住んでいても、知らない史跡やお店などの新し

い発見があって楽しかったです。」「またバスに乗って

みようと思った。」との感想を頂いた。 
第3 弾のイベントは2007 年6 月に、日置天神社の見

事なだんじりを見学するだけではなく、他の NPO 団体

の協力をえながら、１つの都市公園のなかで環境をテー

マにしたブースをめぐる少し趣向をかえたスタンプラリ

ーを行った。この回はネットワーク会議だけではなくシ

ニア自然大学など NPO の輪が広がった活動を行うこと

ができたのが成果としてあげられる。 
そして、第 4 弾は枚方市制 60 周年記念事業として、

枚方バースデーバスタウンマップを作製した（写真-4）。

このマップは、枚方全域のバス路線が系統別に示されて

いて、どのバスに乗ればどこに行けるかが一目で分かる

ように工夫してある。また、枚方八景双六がバス路線で

できる遊び心をいれている（単なる双六ではなく、それ

なりに戦略性があるようなこだわりのルールを考えてい

る）。そして、枚方八景をバスでめぐるスタンプラリー

を2007年11月に実施した。 
 

３．交通まちづくり活動の継続 

 
 このようなバスのってスタンプラリーを活用した交通

まちづくりの取り組みが継続しているポイントはどこに

あるのだろうか。 
・行政計画のなかで位置づけている 
このようなバスタウンマップの作成、イベントの実

施は、くずは地区の公共交通活性化基本計画に位置づけ

られている（2005 年 3 月策定）。この委員会の構成メ

ンバーとして、行政関係者、交通事業者の他にネットワ

ーク会議のメンバーも含まれており、計画の行動メニュ

ーとしてマップを活用した公共交通利用促進をあげてい

た。このように行政計画に位置づけておくことにより、

市役所内部で課を横断して協力を得やすくなると考えら

れる。 
・多様な主体の連携のもとで実施している 
公共交通部会の活動の中でもバスタウンマップの育

成プロジェクトチームは、さまざまな主体の連携のもと

に活動を継続している（表－１）。ネットワーク会議が

バスタウンマップの作成および情報発信の中心となって

いるが、近畿運輸局、枚方市、公共交通事業者が情報提

供や広報、作成経費等の支援を行ってきた。さらに、大

学の研究室がバスタウンマップの作成に当たっては専門

的な知識の提供を行っている。情報シートの作成に当た

っては、樟葉地区の住民の方々に自治会を通じてアンケ

ートを配布し、広く意見を収集させてもらった。NPO
独自でアンケートを配布するには限界があるが、枚方市

役所と協力しながらすすめることで、くずは地区周辺の

住民自治会に依頼することで可能になった。 
・飽きさせないイベントの内容にしている 
 イベントは一過性に終わりがちになるが、地域と密着

したバスを扱っている以上、地域密着したイベントを継

続していくことがもっとも重要である。そういう意味で

半年に 1 度の割合でイベントを実施してきていること

は大いに評価できよう。それは、バスを活用したスタン

プラリーというコンセプトは変わらないものの、スタン

プポイントが公園史跡、評判の店舗や史跡、寺社史跡や

環境をテーマとしたミニイベントブース、枚方八景と街

の多様な資源と結びつきつつ、微妙に変わっているのが

功を奏しているのだろう。こうすることによって、一般
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図-3　参加者のイベントの感想
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図-4　参加者のバス利用意図



の住民の目からすると目先が変わって飽きることがなく、

徐々にではあるがバスイベントとして定着しつつあると

いえる。 
・楽しみながら、楽しんでもらいながら行っている 
 そして何よりもコアメンバーが当日はイベントを楽し

んでいることが大きい。どんな風にしたら楽しくなるか、

街がよくなるかの思いを共有しつつ，準備のために月 1
度は集まって次回のネタを考えたり、地図や情報シート

を作成したりしている。 
 
４．おわりに 

 
まちづくりは続かないと意味がない。続けるために

は楽しくないといけない。もし公共交通に楽しさを感じ

ることができなければ、いくら環境問題が至上命題にな

ったとしてもボトムアップの交通まちづくりはかけ声だ

けで終わってしまう可能性が大きい。実際にバスに乗っ

たらわかるように、バスの車内は面白い。いろいろな人

がいろいろな過ごし方をして、いろいろなハプニングで

満ちあふれている。そんな楽しさを実感することで社会

の規範を自然と学ぶことができるし、もちろん街として

も環境、渋滞、安全、景観さまざまな面で改善される。

そんなまじめさを奥に潜ませた極上の楽しさをたくさん

の人たちに感じてもらうために、ごく普通の人たちが参

加できる、敷居の低い活動は何だろうと考えることも必

要である。なぜなら、そんな人たちが少し意識を、行動

を変えてもらうことによって劇的にまちが変わっていく

のだから。 
単に、たくさん参加してもらうために、おもしろお

かしくするのではなく、参加した後に種明かしをしても

らうと、「なるほど地域のためになるのだな」と納得で

きる意味の持った活動だけが生き残る。そうした活動が、

○○まちづくり大流行の今、必要とされていると感じて

いる．

表－１ 地域連携型交通まちづくり活動の主体と役割 



<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /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 true
  /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 <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




