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１．はじめに 

近年，震度６を超える大地震が毎年のように全国各地

で発生し，人々の防災に対する意識は高まっている．大

規模災害の経験によって人々は，公助の限界と自助・共

助の重要性を認識し，現在では各地の市町村や町内会な

どの地域コミュニティにおいて自主防災組織が設立され，

地域防災力の向上を目的とした取り組みが行われている． 
本研究では，まず自主防災会に着目し，長岡市で現在

組織されている自主防災会の活動の現状を把握する．そ

のうえで，地域防災力向上に向けた取り組みについて検

討するために，住民個人の防災意識や実際に行っている

活動・対策などについて調査・分析を行う． 
 
２．自主防災会・町内会活動状況調査とその分析 

（１）長岡市の自主防災会の結成状況 
長岡市では，平成21年10月現在，735の町内会で自主防

災会が結成されており，世帯数ベースで78.2%が自主防災

会のある町内に住んでいる．これは，平成16 年 10 月の

普及率43.6%と比べて大きく増加しているが，その背景に

は行政機関からの中越大震災復興基金を活用した自主防

災会への活動支援が挙げられる．基金が平成22年2月に

完了期限を迎えることからも，自主防災会を結成する動

きが高まっている． 
 
（２）調査の概要 
平成21年５月，長岡市危機管理防災本部防災強化班・

中越市民防災安全士会・社団法人中越防災安全推進機構

が共同し，自主防災会を結成している町内会の自治会長

を対象に自主防災会活動状況アンケートを，自主防災会

未結成町内会の自治会長を対象に防災活動状況アンケー

トを，それぞれ行った．配布・回収数は表１にあるとお

りである．おもな調査内容は，自主防災会設立時期・動 
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表１．アンケート調査の回収率 

自主防災会 配布数 回収数 回収率 
結成済み 800 488 61％ 
未結成 200 128 64％ 

 
機，役員任期，防災活動・地域活動，活同上の問題，周

辺組織との連携などである．なお，詳細な調査結果およ

び検討については，河内ら1）を参照されたい．本稿では，

特に（３）で河内ら1）にはなかった見方を述べている． 
 
（３）自主防災会の意義 
図１は，各行事を行っている町内会の数を示す．同図

より，訓練を行っている町内会の割合には大きな差があ

ることが判る．自主防災会を結成している町内会では，

約７割が訓練を行っていると回答している．それに対し

て，自主防災会未結成の町内会では，訓練を行っている

ところが１割程度と低い．自主防災会を結成することで，

訓練行事が行えるようになっていると言える． 
図２は，自主防災会を今後結成する予定のない町内会

が，その理由について回答した結果を示す．現在の長岡

市では，自主防災会結成時の手続き（規約の作成など）

は非常に簡素化されており，結成のための一番大きなハ

ードルは，２番目に多く回答のあった「住民の理解を得

ること」であると推察できる．さらに，自主防災会活動

に補助金が付くなどの背景もふまえると， も回答の多

かった｢町内会が自主防災会の役割を果たしているから｣

という理由については，この理由のみからでは必ずしも

合理的とはいえない一面もうかがえる．そこで，この理

由を回答した28の町内会について，地域活動（行事）の

内容を調べたところ，地域活動の中で「訓練」を行って

いる町内会はわずか１つしかないことが判った．したが

って，アンケートからうかがえる実態として，自主防災

会が未結成のままであっても町内会として自主防災会の

役割を担うことは可能ではあるが，実際にそのような形

で機能しているかについては疑問であると言える．以上

の考察から，町内会が自主防災会を立ち上げることにつ

いて，一定の意義は認められるといえよう． 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１．各行事を行っている町内会の数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２．自主防災会を結成しようと思わない理由 

 

（４）自主防災会が抱えている問題 
図３は，自主防災会が抱えている問題（悩み，課題）

についての回答結果である． も多いのは｢防災意識が向

上しない｣ことであり，回答のあった自主防災会の約３割

がこの問題を抱えていることが判る．回答数の多い項目

のうち，｢防災意識が向上しない｣，｢役員の成り手がいな

い｣，｢活動に人が参加してくれない｣は地域住民個人に係

る問題であると捉えられ，これを次節で検討する．また，

「資金不足」，「何をしたら良いかわからない」は行政や

中間支援組織に係る問題として分類できよう． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３．自主防災会が抱えている問題 

３．住民個人に対する防災意識調査とその分析 

（１）調査の概要 
前節で見たような，自主防災会が抱えている問題を解

決するには，住民個人の視点から防災に対する意識を把

握することが重要であると考え，防災に対する意識や，

実際にどのような対策を行っているか把握することを目

的として，長岡市地域住民を対象に防災意識に関するア

ンケート調査を実施した．調査対象地域は，防災意識の

偏りを考慮し，自主防災会を結成している地域と未結成

の地域それぞれから抽出した．調査票は各世帯に１部ず

つ配布し，郵送配布・郵送回収の方式で行った（表２）．  
 

表２．住民個人に対する防災意識アンケートの配布・回収 

 配布数 回収数 回収率 
結成済み 1141 312 － 
未結成 332 86 － 
住所不明 － 17 － 
合 計 1473 415 28.2％ 

 
（２）分析の前提 
図４は，本アンケート調査で尋ねた総合的な防災意識

の自己評価の回答分布を示す．評価は，数字が大きくな

るほど防災意識が高いことを意味している．評価「４」

が「どちらでもない」という評価に相当する．同図より，

７段階評価で「５」と回答した人が も多いことが判る．

そこで，総合評価の回答が「１」～「３」の人を総合的

な防災意識の自己評価が低い人，「６」および「７」と回

答した人を総合的な防災意識の自己評価が高い人と分類

し，防災対策やコミュニケーション，地域活動の参加な

どに差異が見られるかどうか分析する．防災意識が低い

人のサンプル数は68，防災意識が高い人のサンプル数は

105である．以下，簡単のため，総合的な防災意識の自己

評価が高い人[低い人]のことを，単に“防災意識の高い人

[低い人]”と記す． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図４．防災意識の総合評価の回答分布（N=404） 
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（３）防災意識総合評価の高低と防災力向上評価の比較 
分析は，まず，防災力の向上に関係する個々の項目の

重要度評価が，その人の防災意識に関する総合評価の高

低によってどのような特徴が見られるかに着目した．表

３は，「防災力を上げるために重要であるか，重要でない

か」についての問いに対する７段階評価での回答結果を，

防災意識の高い人と低い人に分けて，平均値と平均値の

差の検定を行った結果を示している．評価項目の24項目

の設定には，松田ら 2）の研究や，後藤ら 3）が行ったアン

ケート調査の内容等を参考にした．なお，各項目の７段

階評価は，１が「全く重要でない」，７が「かなり重要で

ある」であり，数字が大きいほど重要度が高いとの評価

になる． 
表３より，すべての項目の平均値で防災意識の高い人

が上回っており，15 の評価項目で，２グループ間の平均

値に有意な差がみられた．ただし，この結果は至極当然

である．そこで，平均値の差に着目すると，｢地域のお祭

りの参加｣，｢地域に住む災害時要援護者の確認｣，｢地域

での防災品の備蓄｣，｢避難訓練の実施｣といった項目で特

に平均値の差が大きいことが判る．このことから，防災

意識の高い人と低い人では，地域活動を通して培われる

備えやそれに係る地域活動そのものの評価に特に顕著な

差が表れていると考察できる． 
 
 
 
 

表３．防災力向上に関する評価項目の評価結果 

防災意識低い 防災意識高い
1.非常持ち出し袋の準備　 5.7 ※6.2
2.非常持ち出し袋以外の必要な備蓄 5.4 5.7
3.自家発電機の準備 3.8 4.0
4.自宅の耐震診断，耐震補強工事 5.6 5.9
5.自宅の家具等の転倒防止 6.0 6.4
6.地震保険・火災保険への加入 5.7 ※6.2
7.家族での防災に関しての話し合い 5.5 ※6.1
8.家族での防犯についての話し合い 5.6 ※6.1
9.家族との緊急時の連絡方法の話し合い 5.8 ※6.4
10.災害用伝言ダイヤル171の認知 5.3 ※5.7
11.最寄りの指定避難場所の認知 5.9 6.3
12.避難場所までの避難経路の確認 5.6 6.0
13.ハザードマップの確認 5.1 ※5.7
14.普段からの家の戸締り 6.1 ※6.5
15.消火器など火を消すものの準備 5.7 ※6.3
16.ご近所さんとの会話 5.5 ※6.1
17.地域のお祭りへの参加 4.3 ※5.2
18.防犯安全パトロールの実施 4.9 ※5.5
19.防災に関する情報の提供 5.5 6.0
20.火の用心の活動の実施 4.8 5.4
21.地域の清掃活動の実施 4.8 5.2
22.地域に住む災害時要援護者の確認 5.0 ※6.1
23.地域での防災品の備蓄 5.2 ※6.2
24.避難訓練の実施 4.9 ※5.7

評価項目（7段階評価）
平均値

 
 
 

 

（４）防災意識の構造化 
これまでの分析より，地域での防災力向上や個人での

防災対策を充実したものにするには，防災意識を高める

ことが重要であると言える．しかし，防災意識が実際に

どのような要因によって形成されているかは必ずしも明

らかとはいえない．そこで，本研究では，福島ら 4）や伊

戸川ら 5）の研究などを参考に，共分散構造分析によって

防災意識の構造化を試みる．  
共分散構造分析の第１段階として，因子分析により防

災意識に関する項目のグループ化をおこなう．因子分析

に用いるデータは，前述の防災意識に関するアンケート

調査において地域力を向上させるために重要であると思

われる24項目の７段階評価結果である．表４は，バリマ

ックス回転による因子分析の結果を示す．分析の結果，

因子負荷量 0.4 以上の指標を取り出し，５つの因子を抽

出した．それぞれの因子について命名作業を行うが，ま

ず因子１は指標が他因子に比べて多いため，２つの項目

に分割する．因子１の指標をみると，防災活動に関する

こと，防災以外に関係する地域活動に分けられると考え，

「地域防災活動」と「地域活動」とする．因子２は目に

見える備蓄や補強に関する指標が多いため，「物的な備

蓄」とする．因子３は避難に関する指標でまとめられて

いるので，「避難」とする．因子４は家族での話し合いに

ついての指標でまとめられており，「家族コミュニケーシ

ョン」とする．因子５は火災に関する指標でまとめられ

ていると考え，「火災対策」とした． 
 

表４．因子分析結果 

 防災意識に関する項目 因子1 因子2 因子3 因子4 因子5
地域の清掃活動の実施 0.769 0.195 0.097 0.176 0.068
防犯安全パトロールの実施 0.690 0.253 0.134 0.051 0.311
火の用心の活動の実施 0.671 0.259 0.109 0.185 0.165
地域のお祭りへの参加 0.618 -0.079 0.118 0.021 0.142
地域に住む災害時要援護者の確認 0.613 0.319 0.314 0.196 0.124
避難訓練の実施 0.583 0.325 0.265 0.126 0.026
ご近所さんとの会話 0.572 0.088 0.248 0.154 0.227
防災に関する情報の提供 0.496 0.479 0.259 0.199 0.225
自宅の家具等の転倒防止 0.099 0.594 0.143 0.236 0.381
自宅の耐震診断，耐震補強工事 0.147 0.516 0.098 0.078 0.319
非常持ち出し袋以外の必要な備蓄 0.107 0.504 0.169 0.211 0.136
非常持ち出し袋の準備 0.130 0.502 0.246 0.113 0.113
地域での防災品の備蓄 0.434 0.468 0.253 0.201 0.068
自家発電機の準備 0.207 0.411 0.176 0.133 0.040
最寄りの指定避難場所の認知 0.227 0.249 0.801 0.112 0.264
避難場所までの避難経路の確認 0.292 0.250 0.772 0.133 0.157
ハザードマップの確認 0.343 0.255 0.555 0.260 0.096
災害用伝言ダイヤル171の認知 0.196 0.344 0.499 0.324 0.172
家族での防犯についての話し合い 0.277 0.233 0.149 0.776 0.198
家族での防災に関しての話し合い 0.186 0.375 0.246 0.629 0.342
家族との緊急時の連絡方法の話し合い 0.158 0.356 0.415 0.531 0.113
普段からの家の戸締り 0.243 0.135 0.081 0.242 0.575
消火器など火を消すものの準備 0.270 0.289 0.218 0.289 0.528
地震保険・火災保険への加入 0.155 0.215 0.211 0.025 0.455
固有値 10.19 1.89 1.27 1.10 1.02
累積寄与率（％） 42.47 50.36 55.65 60.25 64.48  
 
 

※5％有意を表す



（５）防災意識構造モデル 
本研究で作成する防災意識構造モデルは，12 個の対策

項目を観測変数，前節で抽出した６つの因子と防災意識

を潜在変数とする２次因子モデルを採用した．分析には

Amos6.0（SPSS社）を使用した．作成した防災意識構造モ

デルを図５に示す．今回のモデルでは，全てのパスのパ

ス係数が統計的に有意といえる結果を得ている． 
図５より，防災意識から も大きな影響を受けている

のは「物的な備蓄」であり，次に「地域防災活動」，「家

族コミュニケーション」の影響力が大きく，「火災対策」，

「地域活動」は影響力が相対的に低い要因となっている．

なお，前項の因子分析の結果において抽出された「避難」

の項目は，アンケート調査で実際の避難対策について聞

いた内容が少なく，「避難経験の有無」の項目が共分散構

造分析の結果統計的に有意とはならなかったため，今回

のモデルでは除外した． 
防災意識の形成に も影響力のある「物的な備蓄」の

中でも， も影響の大きい項目は「非常用持ち出し袋の

準備」，次いで，「自宅の家具等の転倒防止」となってい

る．つまり，自宅での備えが防災意識の形成には重要な

役割を果たしているといえる．また，次いで防災意識へ

の影響が大きい「地域防災活動」の中では，「災害ボラン

ティアへの参加意識」，「地域防災活動への参加」の影響

が比較的大きくなっており，地域防災活動に関心を持ち，

参加することが防災意識を形成，向上していくうえで重

要であるといえる． 
 
 

物的な備蓄

自宅の家具等の転倒防止

自宅の耐震診断，耐震補強工事
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図５．長岡市地域住民の防災意識構造モデル 

 

４．結びに代えて 

本研究で得られた知見を以下に整理する． 
・長岡市の自主防災会結成率は，中越大震災復興基金の

利用を主たる背景に近年大幅に増加している．自主防災

会に求められる役割を町内会で代替することは可能で

あろうが，現状では自主防災会の有無により防災訓練を

行っている町内会の割合に大きな差が見られる．このこ

とから，自主防災会を立ち上げる一定の意義は認められ

ると言える． 
・自主防災会を結成している全ての地域がうまく活動を

行えているわけではない．特に，個人の防災意識の問題

を挙げている自主防災会が多い． 
・防災意識の構造化を通して，防災意識の形成には個人

レベルでの備えが も影響していることが判った．また，

防災意識の自己評価が高い人と低い人の差は，地域活動

を通して培われる備えやそれに係る地域活動そのもの

の重要度評価に顕著に表れ，地域防災活動への参加も防

災意識の形成に大きな影響を与えていることが明らか

となった． 
 
本研究の結果は，直接地域住民に還元することで彼ら

の意識・行動に影響を及ぼす可能性もあるが，それより

も，住民をサポートする立場で活動する人々（中間支援

組織，行政など）に，より大きな影響を与えるように思

われる．今後，調査結果の活用法などとともに，地域防

災実践の場のマネジメントについて考察を深めたい． 
 
 

謝 辞 

本研究を遂行するにあたり，アンケート調査結果を提供い

ただいた長岡市危機管理防災本部防災強化班・中越市民防災

安全士会・社団法人中越防災安全推進機構の関係者の皆様に

謝意を表します． 
 

参考文献 

１）河内毅・澤田雅浩：地域防災力向上のために－長岡市防

災アンケートより考える－，日本災害復興学会講演論文集，

pp.25 -28，2009． 

２）松田曜子・岡田憲夫：複数主体が参加する地域防災の場

における「地域防災力診断シート」の尺度構成と活用，土

木学会安全問題研究論文集，No.1，pp.31 -36，2006． 
３）後藤浩・竹沢三雄：東京湾沿岸域住民の水災害に対する

防災意識について，土木学会論文集，Vol.64，No.4，pp.586 

-597，2008． 

４）福島緑・松本亨：共分散構造分析を用いた「地域環境力」

形成要因に関する研究，環境システム研究論文集，Vol.35，

pp.327 -332，2007．  
５）伊戸川絵美・湯沢昭：ソーシャル・キャピタルによる安

全・安心まちづくりのための自己診断評価モデルの構築，

都市計画論文集，No.43-1，pp.22 -27，2008． 



<<
  /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


