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は じ め に 
 

 

 

辻 山 幸 宣 

 

 

  研究会の発足 

 2011年３月11日14時46分、宮城県牡鹿半島の東南東沖130km、仙台市の東方沖70kmの太

平洋の海底を震源とする地震が発生した。東日本大震災と名付けられた。マグニチュード

9.0は、日本周辺における観測史上 大の地震であった。この地震により、場所によって

は波高10ｍ以上、 大40.1ｍにものぼる巨大な津波が発生し、東北地方と関東地方の太平

洋沿岸部に壊滅的な被害をもたらした。また、巨大津波以外にも、地震の揺れや液状化、

地盤沈下、ダムの決壊などによって、北海道南岸から東北を経て東京湾を含む関東南部に

至る広大な範囲で被害が発生し、各種インフラが破壊・寸断された。震災による死者・行

方不明者は18,465人、建築物の全壊・半壊は合わせて399,767戸が公式に確認されている。 

 そればかりではない。地震から約１時間後に14－15ｍの津波に襲われた東京電力福島第

一原子力発電所は、全電源を喪失。原子炉を冷却できなくなり、１号炉・２号炉・３号炉

で炉心溶融（メルトダウン）が発生、大量の放射性物質の漏洩を伴う重大な原子力事故に

発展した。福島県の避難者は15.4万人にのぼった。 

 こうした出来事は、私たちの研究活動にも大きな衝撃を与えた。私自身にとって、発災

から４ヶ月後の７月20・21日に開催された東京自治研究センター主催の「2011まちづくり

ウォッチング」で被災地を訪れ、現地の方たちと意見交換したことがこの大災害への 初

のアプローチであった。それまでは、連日の新聞記事・テレビなどの報道に吸い寄せられ

るように埋没しながら、頭の中は真っ白な状態が続いていた。 

 ９月に至り、年度の切り替えと同時に、それまで３年間取り組んできた共同研究「自治

体公益法人」のプロジェクトが終了し、以後の研究テーマを検討していくなかで、この大

震災をテーマに従来からのスタイルである各地の自治研センター・研究所との共同研究と

して取り上げることが合意され「大災害と自治体」と名付けられた。 

 研究会発足当初は、研究課題の絞り込みや、災害研究の問題意識の共有をめざして、多

彩な人々からのヒアリングを行った（その詳細は「附章・共同研究『大災害と自治体』研

究会のこれまでの経過と被災県調査」に詳しい）。 

 当初は、全体を３班に分け、３つの課題をそれぞれ追求する方向をめざしていた。しか

し、被災地自治体の担当者との調整が難しく、復旧・復興の過程を詳細にトレースしてい

く案が成り立たなかったこともあり、大きく方針転換を余儀なくされた。そして選択され

たのが仮設住宅に設置されたサポートセンターの調査であった。ここに取りまとめられた

のは、その調査の「第１次報告書」である。 
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  調査・研究のねらい 

 被災地の仮設住宅には合計115カ所（2014年６月現在）のサポートセンターが設置され、

各種相談・介護事業、コミュニティ拠点としての場の設置など、多様で「生活総合」的な

機能が期待されたとみることができる。それもそのはずで、災害被害者たちの困難は、食

事や健康、住宅や就労、学校や育児、さらにはペットとの暮らし、また、近隣の人付き合

いからお墓の復旧まで、「生活」の再建・確保という全般にわたるものである。そして、

それは取りもなおさず「地域共同の政府」である自治体の今日的課題ということができる。

だが、こんにちの自治体は公平・公正に必要なサービスを提供する組織であるばかりでは

なく、「新しい公共」や「住民・行政の協働」といわれる状況のなかで、人々の「生活」

の確保に向けた地域や社会の活動を支援する組織への変容という一面を有している。総合

相談・支援機能は、そうした自治体使命を象徴しているといってよいだろう。 

 仮設住宅設置のサポートセンターは、そのような「生活」全般の相談支援、人のつなが

りの構築をめざしたものであり、それは平時の「生活」確保を求める人々にとっても同様

に重要なはずである。2004年10月23日に起きた新潟県中越地震に際して設置されたサポー

ト拠点が、復興後も24時間365日対応の生活支援活動を行っているとの情報、および第７

回研究会で堀越委員から説明を受けた「千葉県中核地域生活支援センター」の事例などが

サポートセンター調査の動機になったことは間違いがない。 

 こうして、研究のねらいとしては、サポートセンター活動を通じて蓄積された経験とそ

こから得られた知見を全サポートセンターについて調査し、そこから平時・一般化の条件

と課題を分析することとした。調査には自治研センターから参加のメンバーが分担して当

たることを予定していた。 

 

  調査の経過 

 しかし、次第に情報が集まってくると、いくつかの先行研究の存在があきらかになった。

たとえば、ＮＰＯ法人災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバードの「東日本大震災

仮設住宅サポートセンターの実態調査と調査に基づく運営支援」（2013年３月）であり、

ＮＰＯ法人全国コミュニティライフサポートセンター（ＣＬＣ）「震災被災地における要

援護者への個別・地域支援の実践的研究」（2013年３月）であった。ここでは、仮設住宅

サポートセンターの詳細な調査が行われており、われわれの全数調査計画はこれらと重複

することとなった。 

 そこで、メンバーがこれら調査研究の報告会に足を運んで先行調査を勉強すると同時に、

われわれの調査・研究の設計を再検討することとした。あらたに計画されたのは、①サ

ポートセンター調査は全数ではなく抽出調査で行い、課題を絞り込んで実施すること、②

抽出に際して参考となる情報を県・市町村等のヒアリングを含めて整理すること、③サ

ポートセンター活動の実績から県・市町村にサポートセンターの必要性が認識されたかど

うかの分析を行う、④その結果、仮設住宅から復興公営住宅へどのようにサポートセン

ターをつないでいるか、つなぐ予定か（「復興計画」調査）の分析を経て、平時における

総合相談・地域支援支え合い体制の可能性を探るというものであった。 
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 このような経過を経て実施された調査対象は、岩手県、宮城県、福島県、および仙台市

の担当セクションと、各県および仙台市の社会福祉協議会であった（調査実施状況および

チームメンバーについては「附章」参照）。 

 後に、本報告書を「第１次報告書」と名付けたのは以下の理由による。 

 それは、これがサポートセンターの平時化・一般化を考える本調査の対象を抽出する際

の資料となるものであり、いわば予備調査的なものであることによる。今後の本調査実施

を視野に入れながら、一旦まとめとする次第である。 
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第１章 岩手・宮城・福島県および     
仙台市の『復興計画』について 

 

佐 野 幸 次 

 

 

  1. 被災３県および仙台市の『復興計画』 
 

 被災３県および仙台市の『復興計画』は、その策定について、それぞれ以下の通り記述

している。 

 「被災市町村等の復興を長期的に支援するという考え方に基づき、～震災を乗り越えて

力強く復興するための地域の未来の設計図として、被災住民・市町村の意見等を十分踏ま

えながら、～県内外の専門家、学識経験者からの提言に基づき」策定する（『岩手県東日

本大震災津波復興計画 復興基本計画』１頁）。 

 「どのように復興を果たしていくかという方向性については、『震災復興基本方針』を

県民の皆様に提示し～さらに、我が国を代表する学識経験者からなる～『震災復興会議』

を設置し御提言をいただくとともに、県民の意見を伺いながら、今後10年間の復興の道筋

を示す～『復興計画』を策定する」（『宮城県震災復興計画』１頁）。 

 「復興に向けて希望の旗を掲げ、すべての県民が思いを共有しながら一丸となって復興

を進めていくため、～有識者で構成する復興ビジョン検討委員会での活発な議論、市町村

との意見交換、～パブリックコメント～県議会からの意見を踏まえるなどして、『復興ビ

ジョン』を策定した。～『復興ビジョン』に基づき、さらに具体的な復興のための取組や

事業を示すため～『復興計画』を策定した」（『福島県復興計画（第２次）』２～３頁）。 

 「『復興計画』は、本市が市民とともに東日本大震災からの復旧・復興に向けて取り組

むべき施策を体系的に定め、計画的に推進していくことにより、一日も早い復興を達成す

ることを目的とします」（『仙台市震災復興計画』３頁）。 

 本稿は、こうした被災各県の『復興計画』が、どのような過程を経て策定されたのかを、

各県の担当者等からのヒアリングを踏まえて記述したものである。 

 （※「共同研究『大災害と自治体』研究会のこれまでの経過と被災県調査」は、別稿の

「附章」を参照のこと。また、県および県社会福祉協議会へのヒアリングの項目について

は、「附章」の別紙１参照。） 

 なお、政府の『東日本大震災からの復興の基本方針』（平成23（2011）年７月29日）に

よれば、復興における国、県、市町村などの関係を以下のように記述している。 

 「東日本大震災からの復興を担う行政主体は、住民に最も身近で、地域の特性を理解し

ている市町村が基本となるものとする。 

 国は、復興の基本方針を示しつつ、市町村が能力を最大限発揮できるよう、現場の意向

を踏まえ、財政、人材、ノウハウ等の面から必要な制度設計や支援を責任を持って実施す

るものとする。 

 県は、被災地域の復興に当たって、広域的な施策を実施するとともに、市町村の実態を
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踏まえ、市町村に関する連絡調整や市町村の行政機能の補完等の役割を担うものとする。」 

 別稿の「附章」に記載の通り、この県段階での調査は市町村段階でのサポートセンター

の機能等を検討・研究するための前段的な調査であり、復興の基本主体となるべき、「市

町村の実態を踏まえ、市町村に関する連絡調整や市町村の行政機能の補完等の役割を担う」

とされる県の『復興計画』の策定過程を先行的に調査するものである。 

 

 

  2. 『復興計画』の策定過程 
 

 被災３県および仙台市の『復興計画』の策定過程を、①「庁内体制」、②「事務局体

制」、③『復興計画』に至るまでの「委員会等、住民や専門家などの提言・意見」、とし

て記載する。 

 

(１) 『岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画』 平成23（2011）年８月 

   （2011年４月11日「がんばろう！ 岩手」宣言、同日「東日本大震災津波からの復

興に向けた基本方針」策定） 

  ① 庁内体制 

    震災直後に災害対策本部を立ち上げ、４月25日復興本部を設置した。 

    復興本部を立ち上げると同時に、復興局をつくる。 

    （実際にできたのは2011年６月10日。） 

  ② 事務局体制 

    復興局設置前は、総合企画チーム。設置後から復興局となる。 

  ③ 委員会等、住民や専門家などの提言・意見 

    2011年４月津波復興委員会（会長 藤井克己岩手大学教授など）を設置。 

    その下に、「総合企画専門委員会」と「岩手県津波防災技術専門委員会」。 

 

(２) 『宮城県震災復興計画』 平成23（2011）年10月 

   （2011年４月「宮城県震災復興基本方針（素案）」策定） 

  ① 庁内体制 

    企画部を４月22日に震災復興企画部とする。 

    （新たな部局をつくらずに、全体を総合調整する組織として震災復興企画部をつ

くる。） 

  ② 事務局体制 

    従来長期計画等を担当していた政策課を震災復興政策課に改める。 

  ③ 委員会等、住民や専門家などの提言・意見 

    2011年５月２日、宮城県震災復興会議（会長 小宮山宏東大総長顧問）を立ち上

げる。 

 

(３) 『仙台市震災復興計画』 平成23（2011）年11月 

   （2011年４月「仙台市震災復興基本方針」策定、2011年５月「仙台市震災復興ビ
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ジョン」策定） 

  ① 庁内体制 

    ５月に震災復興本部と震災復興室を立ち上げ。（４月からの段階で一定の人数の

震災復興担当者を集めてはいた。） 

  ② 事務局体制 

    震災復興本部と震災復興室が担う。 

  ③ 委員会等、住民や専門家などの提言・意見 

    2011年７月13日、仙台市震災復興検討会議（議長 鎌田宏仙台商工会議所会頭）

を立ち上げる。その下に「東部地域検討委員会ワーキンググループ」を設置。 

    市議会も東日本大震災対策特別委員会や東日本大震災復興会議を開き、議論して

いる。 

 

(４) 『福島県復興計画（第２次）』 平成24（2012）年12月 

   （2011年８月11日「福島県復興ビジョン」、2011年12月『福島県復興計画（第１

次）』） 

  ① 庁内体制 

    復興計画に先立ち復興ビジョンを策定（各部局の担当者を集めてプロジェクト

チームをつくる）。復興ビジョン等の庁内検討会議を組織。 

  ② 事務局体制 

    企画調整部復興・総合計画課。 

  ③ 委員会等、住民や専門家などの提言・意見 

    復興ビジョン検討会（座長 鈴木浩福島大学名誉教授）および復興計画評価・検

討委員会（会長 鈴木浩福島大学名誉教授）など。 

    また、県議会も５月に「東日本大震災復興特別委員会」を立ち上げ、復興計画の

策定について、県議会としての意見をまとめた。 

 

(５) 各県等での策定過程の特徴と問題点 

  ① 『復興計画』の策定時期 

    復興計画は、「復興基本方針」や「復興ビジョン」が震災の翌月の４月頃に取り

まとめられた後に、岩手県2011年８月、宮城県同年10月、仙台市同年11月と、おお

むね震災より半年前後にかけて策定されている。ただし、福島県の場合は、「復興

ビジョン」2011年８月、復興計画（第１次）が同年12月に策定されたものの、１年

後の2012年の12月に『福島県復興計画（第２次）』が策定作成された。 

  ② 行政事業の進め方と庁内体制・事務局体制  

    それぞれ、震災前にはなかった復興局（岩手県）、震災復興企画部（宮城県）、

震災復興室（仙台市）など、新たに既存の部局とは異なる名称の体制で対応した。

しかし、従来の「縦割り」組織を改めて、総合的な観点からの体制をつくったとは

言いがたい。災害対応や関係部局からの寄せ集めたメンバーで編成された例もある。 

    例えば、岩手県では、（復興本部・）復興局のなかの各部局で復興に関連する部

分の役割を担わせて、それぞれにチームをつくるというかたちになっている。しか
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しながら、実態的には、例えば企画課は、以前は県庁の総合政策などを担当した企

画部門の人を集めている。まちづくり再生課は、都市計画や道路関係からの人を集

め、産業再生課は、水産・観光・ものづくりから各１名配置しているとされている。 

    また、庁内・事務局の人事ローテーション（異動基準）も基本的には県の他の部

署と同じ（岩手県）、である。 

  ③ 計画策定部局での横断性 

    計画策定部局などでの仕事の仕方の横断性は期待されたが、例えば横断性という

ことを大きなポイントにして行われたとされた「三陸創造プロジェクト」にしても、

実際には縦割り性が強いと感じている（岩手県）。 

    しかし、復興局などで行った仕事が、今後活かされるのではないか、という質問

には、「個人的には強く思う」（岩手県）との感想もあった。 

  ④ 計画への意見反映 

    市民・住民の意見の聴取や地域からの要望の受け止めについては、何度か行われ

たとされている。また、識者・専門家からの意見聴取も専門委員会やワーキンググ

ループなどにより進められたとされている。 

    復興計画に対するパブリックコメントは被災３県全ておよび仙台市で実施された。

企業向けや住まい等に関するアンケート、農業者への意向調査（仙台市）、県内高

校生への復興計画へのアンケート（福島県）も行われた。仮設住宅等にかかわって、

住民意向調査も行われている。 

    「学識経験者」・「専門家」だけではなく、県内外の「避難者」（福島県）の代

表の人たちの意見も聞いたとされているが、その選考は各部局からの推薦による

（福島県）というかたちである。 

    その他、「若者」「女性」「障害者」などの意見の集約は、特になされていない。 

 

 

  3. 『復興計画』の特徴 
 

 次に、被災３県および仙台市の『復興計画』の基本理念や復興計画期間などについてそ

の特徴を記載する。 

 

(１) 基本理念 

  ＜岩手県＞ 

  ① 安全の確保 

  ② 「暮らし」の再建 

  ③ 「なりわい」の再生 

  ＜宮城県＞ 

  ① 災害に強く安心して暮らせるまちづくり 

  ② 県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集した復興 

  ③ 「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」 

  ④ 現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり 
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  ⑤ 壊滅的な被害から復興モデルの構築 

  ＜仙台市＞ 

   「新次元の防災・環境都市」しなやかでより強靱な都市の構築 

  ① 減災を基本とする防災の再構築 

  ② エネルギー課題等への対応 

  ③ 自助・自立と協働・支え合いによる復興 

  ④ 東北復興の力となる経済・都市活力の創造 

  ＜福島県＞ 

  ① 原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり 

  ② ふくしまを愛し、心を寄せるすべての人々の力を結集した復興 

  ③ 誇りあるふるさと再生の実現 

 

(２) 『復興計画』の理念について 

   各県とも大震災での惨状を前にして、当然のこととして「安心・安全」を全面に掲

げ、「防災」や「災害に強い」まちづくりをめざすとしている。同時に、「復旧」に

とどまらない「復興」を謳っていることも、同様である。 

   このうち、宮城県や仙台市は「現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり」

（宮城県）、「新次元の防災・環境都市」（仙台市）として、より「復旧」にとどま

らないことを強調しているようにみえる。 

   また、福島県は、地震・津波に加えて原発事故による被災で居住地を失った住民が

多数存在するという状況のなかで、「ふるさとの再生」や「ふくしまを愛し」という

文言を掲げ、「ふるさと」を強調している。 

 

(３) 『復興計画』の期間 

   国の『東日本大震災からの復興の基本方針』では、今後の10年間を「復興期間とし、

当初の５年間を「集中復興期間」と位置づけている（『東日本大震災からの復興の基

本方針』（平成23（2011）年７月29日）３頁）。 

   被災３県および仙台市の『復興計画』期間はそれぞれ以下の通りである。 

  ＜岩手県＞ 

   平成23（2011）年度から平成30（2018）年度までの８年間とし、 

  ① 第１期（2011年度から2013年度までの３年間）は、基盤復興期間とし、特に集中

的な復興の取り組みを行う。 

  ② 第２期（2014年度から2016年度までの３年間）は、本格復興期間。 

  ③ 第３期（2017年度から2018年度までの２年間）は、更なる展開への連結期間とす

る。 

  ＜宮城県＞ 

   平成23（2011）年度から平成32（2020）年度までの10年間とし、 

  ① 第１期（2011年度から2013年度までの３年間）は、復旧期とする。 

  ② 第２期（2014年度から2017年度までの４年間）は、再生期とする。 

  ③ 第３期（2018年度から2020年度までの３年間）は、発展期とする。 
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  ＜仙台市＞ 

   平成23（2011）年度から平成27（2015）年度までの５年間とする。 

  ＜福島県＞ 

   平成23（2011）年度から平成32（2020）年度までの10年間とする。  

 

(４) 『復興計画』の実施期間と実施についての課題・問題点 

  ① 計画期間の設定 

    おおむね各県とも「緊急的対応・短期的な取り組み・中長期的な取り組み」を念

頭において計画期間を策定している。また、各県の『総合計画』や『復興計画』に

基づく「実施計画」などとの関連も考慮した設定となっている。 

    宮城県は「復旧期、再生期、発展期」と分けたが、「事業の進捗や必要性あると

判断されるもの」は、復旧期のみならず再生期に残るものがある。「そこら辺は実

施計画の更新の中で対応」する、としている。 

    また、岩手県は「第１期、第２期、第３期」と「緊急、短期、長期」、「基盤復

興期間、本格復興期間、更なる展開への連結期間」は、完全には一致してはいない。

総合計画や三陸創造プロジェクトなどで「場面場面で使い分けてい」る、としてい

る。 

  ② 復旧期・基盤復興期の現状 

    各県とも計画の最初の期間を復旧期（宮城県）・基盤復興期間（岩手県）などと

しておおむね３年間を充てている。 

    被災から４年を経た現状はどうなっているのか。 

    2014年５月末に出された岩手県の「復興実施計画の施策大系・事業計画に基づく

進捗状況の概要」によれば、全体（605指標）の進捗率が80％以上の指標が79.7％

（482指標）でかなりの進捗状況といえる、とされている。基本理念の第１の「安

全の確保」では産業廃棄物の処理は完了し、防災集団移転促進事業など事業を予定

するほぼ全ての地区で事業認可や大臣同意が得られた、としている。また、第２の

「暮らしの再建」については災害公営住宅の整備予定のうち31％で着工し、第３の

「なりわいの再生」では、県内全ての魚市場が再開し、水揚げ量は回復傾向にあり、

被災事業所も一部再開を含め約８割が事業を再開するなど基盤復興に向けた取り組

みは進展している、とされている。 

    しかし、「安全の確保」の構成事業、例えば、土地区画整理事業や防災集団移転

促進事業などで、各地域の復興「まちづくり計画」との調整や関係機関との協議に

時間を要するなどとしたために、実際には進捗に遅れが生じている事業がある。そ

れが、具体的な形で出てきたのが用地取得の問題である。加えて、被災地復興のた

めの事業実施主体の人手不足は深刻であり、技術職や専門職の人材の確保はきわめ

て困難であるとされている。（2014年６月26日「共同研究」第11回研究会での岩手

県立大学齋藤俊明教授による報告および岩手県の資料より） 

    2015年３月に出された宮城県の「宮城の復旧・復興の現状と課題」の「住宅再

建・復興まちづくりの状況」によれば、①応急仮設住宅は約２万５千戸を整備。応

急仮設住宅、民間賃貸等約３万戸に約７万人が生活している。②鉱工業生産指数で
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見ると、震災前水準にほぼ回復したという判断だが、全体としては一進一退で推移

している。③食料品工業においては、いまだ震災前水準の60％強であり、本格的な

復旧には至っていない。④漁業では被災前年の水揚げ量の約80％まで回復したもの

の、水産加工業では売り上げの回復が遅れている。また、⑤雇用の状況では、宮城

県全体では、労働力の需給の状況は安定しているものの、沿岸部を中心に、運搬・

清掃や事務的職業の求職が多いのに対して、製造業ほか建設業やサービス業等の求

人が増えており、特に未経験者の就業が困難なことなど雇用のミスマッチの解消が

課題になっている、とされている。（2015年３月20日「共同研究」第12回研究会で

の東北学院大学阿部重樹教授による報告および宮城県の資料より） 

  ③ 再建期以降の課題 

    『復興計画』は被災からそれほど時間を経ていない時期に策定され、中身も緊急

重点課題への対応に傾斜していることもあり、『復興計画』のなかでの再建期以降

の課題への対策は、各県とも網羅的な項目をあげているものが多い。 

    『復興計画』で掲げている『理念』をどのように実現していくのかの具体的な道

筋を明らかにしていくことは、被災から４年たち緊急的対応・基盤復興期間が経過

したとされる現在でも、いまだ大きな課題のようである。 

 

 

  4. （『復興計画』策定と被災時の）政府等の対応 
 

(１) 政府の対応を時系列的に記述すると以下の通りである。 

  ① 大震災発生直後に官邸対策室を設置し、災害対策法に基づく緊急災害対策本部を

設置した。 

  ② 平成23（2011）年３月17日、緊急災害対策本部のもとに被災者生活支援特別対策

本部を置いた。 

  ③ ４月11日「東日本大震災復興構想会議」の設置が閣議決定。 

  ④ ６月20日「東日本大震災復興基本法」成立。内閣に復興対策本部を設置。 

  ⑤ ６月25日「東日本大震災復興構想会議」の『復興への提言』決定。 

  ⑥ ７月29日「東日本大震災からの復興の基本方針」を決定。 

  ⑦ 11月30日「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の

確保に関する特別措置法（復興財源確保法）」成立。 

  ⑧ 12月９日「復興庁設置法」が成立し、「復興庁」が平成24（2012）年２月10日に

発足。 

  ⑨ 平成24（2012）年３月31日「福島復興再生特別措置法」施行 

  ⑩ ７月31日「福島復興再生基本方針」閣議決定 

 

(２) 国・復興庁との関係について 

  ① 国と被災３県および仙台市との施策のすりあわせ等の主な項目は以下である。 

   ＜岩手県＞国の復興構想会議への要望・提案。 

        復興構想会議へ知事が参加。「緊急に提言すべき事項」（2011年５月第
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４回会議に知事提案）。 

        ① 「復興道路」の整備 

        ② 被災市街地における安全の確保と早急な実現 

        ③ 漁業集落における安全な居住地と就業の場の確保 

   ＜宮城県＞国の復興構想会議への要望・提案。 

        復興構想会議へ知事が参加。復興に伴う国債起債の活用、三陸縦貫道緊

急的整備、復興特区制度のなどを要望。 

        国の基本方針、国の考え方と整合性を図って県方針を策定。 

   ＜仙台市＞国と復興事業をめぐる財源等に係るやりとり・すりあわせ。 

        宮城県との、すりあわせはなし。 

   ＜福島県＞国の復興構想会議への要望・提案。 

        復興構想会議へ知事が参加。 

        「原子力災害からの福島再生協議会」の設置。 

 

(３) 『復興計画』の策定にあたって、国との関係で、被災３県および仙台市で最も問題

となったことは、主として「財源」であった。 

  ＜岩手県＞財源。 

  ＜宮城県＞財源。 

  ＜仙台市＞財源。事業費として認められる計画、プランの作成。 

  ＜福島県＞原発災害に対応した環境回復プロジェクト等など。 

 

(４) 国・復興庁と被災３県および仙台市との関係の問題点 

   平成23（2011）年４月11日に閣議決定された「復興構想会議」に、被災３県の知事

が参加した。 

   この「復興構想会議」を「県がこれから何をやっていかなければならないか、どう

いうものが課題かということを国にぶつける機会」（岩手県）として位置づけ、県か

ら国へ要望を行うという形ですりあわせを行った。 

   各県から「緊急に提言すべき事項」（岩手県）や「原発災害への対応の強化（原発

事故に特化した協議の場＝後に「福島再生協議会」となる）」（福島県）などが、国

への要請としてなされた。 

   一方、県の事業施策の実施に比べて、財源に係る国の動きが鈍かったことが各県か

ら指摘されている。復興財源の核となっている部分は、2011年11月の国の第３次補正

であり、2011年12月に交付金制度などの法的裏付け（「復興財源確保法」）がなされ

た。したがって、各県の『復興計画』の財源的な裏付けは、国からの財源が措置され

る前の段階でつくられていることから、不確実・不十分にならざるを得なかった。 

   したがって、各県等からみれば、きちんと財源を示した上で、「安心して復興に邁

進する」（岩手県）、「できるだけ確実なものとして策定する」（仙台市）というこ

ととはならなかった、とされている。 
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  5. 『復興計画』を策定したことにより見直した他の「計画」等 
 

 被災３県および仙台市において『復興計画』を策定したことにより見直した従来からの

様々な「計画」がある。そのうち、主なものは以下の通りである。 

 ＜岩手県＞総合計画に相当するアクションプラン（実施計画）をつくる。 

 ＜宮城県＞『宮城県震災復興計画』の部門別計画として 

      「みやぎの農業・農村復興計画」（2011年10月） 

      「宮城県水産業復興プラン」（2011年10月） 

      「みやぎ森林・林業の復興プラン」（2011年10月） 

      「宮城県社会資本再生・復興計画」（2011年10月） 

      「宮城県復興住宅計画」（2011年12月） 

      「宮城県地域医療復興計画」（2012年２月） 

      「みやぎの国際ビジネス・観光拠点化プラン」（2012年７月） 

      「宮城県総合交通プラン」（2013年３月） 

      「みやぎの産業再生アクションプラン」（2013年６月） 

      などを策定。 

 ＜仙台市＞総合計画の見直しと時期的に重なったが、総合計画の方向性と復興計画は基

本的に一致。総合計画は見直さず。 

 ＜福島県＞最上位の計画である総合計画の見直し。 

      『復興計画』は復興に向けての取り組みを総合的に示すための計画。これに

先行して出された『復興ビジョン』は、復興に当たっての基本的な方向を示

したものである。『総合計画』は、県政全体の基本的方向を示す最上位の計

画であり、『復興計画』は、『総合計画』と将来像を共有しながら復興を進

めるとされている。 

 

(１) 『復興計画』と「総合計画」等との関係 

   各県はそれぞれ個別的な諸計画の上に「総合計画」を持っている。 

   岩手県は、「総合計画」にあたる「いわて県民計画」を策定（2009年12月）してい

たが、「今回の大震災津波を踏まえ、『いわて県民計画』に基づく施策の推進を基本

としつつも、復興に関する事項については、」『復興基本計画』に基づき推進する、

としている（『岩手県東日本大震災津波復興計画 復興基本計画』２頁）。 

   宮城県では、県の長期総合計画である「宮城の将来ビジョン」（2007年度～2016年

度）を2007年３月に策定したが、東日本大震災により甚大な被害を受け、特に沿岸部

を中心に原形復旧による復興は極めて困難な状態となったことから、東日本大震災か

らの一日も早い復興に向け、今後10年間の復興の道筋を示す『宮城県震災復興計画』

を2011年10月に策定した。宮城の将来ビジョンと宮城県震災復興計画の政策・施策を

一体的に推進するため、「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画」（2011年度～

2013年度）を策定した、としている。 

   仙台市も「仙台市基本構想」に掲げる都市像の実現に向けて、今後10年間のまちづ
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くりの方向性を示す「仙台市基本計画」をもっている。「震災からの復旧・復興に向

けた様々な取り組みは、その規模やまちづくりへの影響という観点から中長期的な視

点に立った計画的な対応が不可欠であり、基本計画を補完するものとして震災復興計

画を定め、総合的に取り組みます。」としている。 

 

(２) 『復興計画』と県の個別分野の計画との関係 

   また、個別の計画（県「保健医療計画」や「住宅整備計画」等）は、数年間に一度

改定を行っているが、改定のタイミングが「それぞれの計画にある」ので、「いずれ

分野ごとの計画の改定時期状況を踏まえた形で取り込む形になってくる」「改めて別

のものをつくるという形ではない」（宮城県）として、直ちに個別計画の改定・変更

に取り組むことは、考えていないようである。ただし、宮城県では、住宅の整備や医

療福祉計画などは別枠として考えられているようでもある。「もともと『地域医療計

画』でもっていたものと別に」「（宮城県地域医療）復興計画をつくりましたが、実

際ちょうど全国あわせて５年周期でやっている医療計画が」2012年に「改定の時期で

したので、その時期でいえば、復興計画も取り込んだ形で医療計画にしているという

感じでやっております。」「（宮城県地域医療）復興計画は手立ての部分を具体的に

列挙して対策を講じた感じで、県全体でどう補いあったりカバーするかというのは、

医療圏の見直しを含めて医療計画の中で対応」した、としている。 

 

 

  6. 『復興計画』の策定にあたって、市町村との調整等 
 

 既存の市長会などの組織を通した「調整」に加えて、様々なチャンネルからの意見聴取

や説明を行ったとされている。 

 

(１) 市町村との調整 

  ＜岩手県＞個別に要望を聞くが、「沿岸期成同盟会」（会長・釜石市長）など市町村

からの要望を聞く。併せて、市長会、町村会からも要望を受ける。 

  ＜宮城県＞市町村の復興計画の指針として、市町村の計画に先駆けて県の計画を策定。 

       市町村長を招集した会議や復興関係の企画・財政部門の課長会議等も開催。 

  ＜仙台市＞計画策定の一番の課題は、地元との合意。町内会長の意見を聞いた（「復

興座談会」）。 

  ＜福島県＞各市町村の首長を訪問し、意見を聞く。担当者を集めた意見説明会。 

 

(２) 各県の特徴 

   各県とも被災市町村からの個別的な要望を聴取するとともに、被災程度が重大なも

のとはならなかった市町村からも、県市長会や県町村会などの既存の団体等を通して

意見を聞いたり、市町村長や企画・財政・住宅等の担当者との意見交換を行っている。 

   福島県は、地震、津波に原発災害が加わったこともあり、県から各市町村を訪問し、

首長から直接意見を聞くなどをしたとされている。 
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   岩手県・宮城県は、市町村の復興計画の「指針」として、県の『復興計画』を位置

づけているとしているが、宮城県は、市町村の計画に先駆けて「提案型として」県の

計画を策定している、としているところに特徴がある。 

 

 

  7. 『復興計画』における支え合い事業等（サポートセンター機能）の 

   あり方について 
 

(１) 各県における『復興計画』と支え合い事業等（サポートセンター機能）のあり方に

ついては、第２章「サポート拠点（サポートセンター）の機能と地域支え合い体制づ

くりに向けた課題」および第３章「住宅再建・災害公営住宅の建設と課題」を参照の

こと。 

(２) サポートセンターを設置している被災３県の35自治体の『復興計画』に言及してい

る「支え合い事業」については、付属資料「35自治体の『復興計画』における支え合

い事業等」を参照のこと。 
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第２章 サポート拠点（サポートセンター）の機能と 
地域支え合い体制づくりに向けた課題  

 

堀 越 栄 子 

 

 

 被災３県の応急仮設住宅に設置されたサポート拠点（以下では「サポートセンター」、

2014年116カ所）は、仮設住宅や近隣地域で暮らす高齢者・障害者・子ども等が安心して

日常生活がおくれるよう支えることを目的とし、総合相談支援、介護サービス・生活支援

サービス提供、地域交流、健康支援（心の相談窓口）等の機能をもつものとされた（図

１：章末掲載）。年齢や相談内容等で対象を限定せずにサポートする所に特徴があると言

える。しかしながら、ヒアリング調査からは、制度上、運営上、問題を抱えていることが

明らかとなった。本章では、ヒアリング調査の前提となる、サポートセンター事業と設置

の現状について述べた後、ヒアリング調査結果について記述し、最後に、２つの団体が実

施したサポートセンター実態調査も参考にして、サポートセンターの抱える問題と、そこ

から見えてくる、「平時における地域支え合い体制づくり」について提起された課題を考

えてみたい。 

 

 

  1. サポートセンター事業・設置状況・機能の特徴 
 

(１) サポートセンター事業 

  ① 「介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領」におけるサポート拠点の位置

づけ 

    サポートセンターは、「介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領」（平成

26（2014）年４月１日版。以下では「運営要領」）により実施される２つの事業

「基金事業」「特別対策事業」のうちの特別対策事業（「２ 地域支え合い体制づ

くり事業の中の『(４) 東日本大震災による被災者生活支援に係る事業』」に位置

づけられている（表１：章末掲載）。 

    そもそも2009年に、介護機能強化と雇用の創出のため、都道府県において、介護

基盤緊急整備等臨時特例交付金2,495億円により介護基盤緊急整備等臨時特例基金

の造設が始められ、「１」の事業が始められた（「介護基盤復興まちづくり整備事

業」を除く）。 

    翌年、2010年11月26日の補正予算成立を受けて、介護支援体制緊急整備等臨時特

例交付金200億円の交付により基金が積み増しされ、「２ 地域支え合い体制づく

り事業(１)(２)(３)」が追加された。 

    さらに、2011年３月11日の東日本大震災への対応として、介護支援体制緊急整備

等臨時特例交付金の交付により、東日本大震災の特定被災区域（災害救助法の適用）

を有する県を対象に当該基金が積み増しされ、「２ 地域支え合い体制づくり事業
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(４)」が追加された。特定被災区域を有する県とは、2011年５月２日に成立した

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」に基づく、

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県であ

る。改正された「運営要領」の適用は、５月２日となっている。 

    2011年11月より、介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金および被災地健康支援

臨時特例交付金の交付により、東日本大震災の特定被災区域（災害救助法の適用）

を有する県を対象に当該基金が積み増しされ、「１に介護基盤復興まちづくり整備

事業」、さらに「３ 被災地健康支援事業」が追加され、「運営要領」は現在にい

たっている。 

    したがってサポートセンター事業は法律に基づいた事業ではなく、臨時特例基金

の積み増しにより2015年度まで延長されているという状況にある。しかしながら、

第七次改正の「運営要領」（平成24（2012）年４月５日通知、平成24（2012）年３

月31日より適用）以降、「(２)④イ(エ)留意事項」に項目「ｇ」が新設され、「仮

設住宅の解消により介護等のサポート拠点が被災者生活支援の役割を終えた後も、

当該介護等のサポート拠点の運営を通じて培われた取組やネットワークが、引き続

き、地域の中で展開されることが重要である。このため、復興のまちづくりにあ

たっては、『２(１)(２)(３)』の事業等を積極的に活用すること」とされ、サポー

トセンターが果たしている役割を継続的・恒久的に地域展開させる重要性に触れて

いる。 

   （＊参考：2013年１月15日「共同研究」第８回研究会での厚労省老健局振興課朝川

課長ヒアリング 

        「サポート拠点事業は、基金事業であり、法制度によるものではない。

また、各課の横断的取り組みは難しい。ただし、地域包括支援センター

は障害者等への取り組みを禁じてはいないし制限してはいない。」） 

 

  ② 「応急仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠点等の設置について」（事務

連絡） 

    このように、サポートセンター事業を位置づけた「運営要領」は、2011年５月２

日からの適用とされたが、すでに４月19日には、厚生労働省老健局総務課、高齢者

支援課、振興課、老人保健課により、事務連絡として「応急仮設住宅地域における

高齢者等のサポート拠点等の設置について」が特定被災区域を有する県に通知され

た。そのポイントは３つある。 

   1) 被災地の応急仮設住宅で暮らす要介護高齢者等が、安心して日常生活がおくれ

るよう支えるために、いくつかの必要とされる機能を備えたサポート拠点が必要 

    （例） 

     ・総合相談機能（ライフサポートアドバイザーＬＳＡの配置等） 

     ・居宅サービス（居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、診療機能等） 

     ・配食サービス等の生活支援サービス・ボランティア等の活動拠点 

     ・高齢者・障害者や子ども達が集う地域交流スペース 

   2) 応急仮設住宅の建設計画策定に当たっては、サポート拠点等が積極的に整備さ
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れるよう、建設部局と連携して欲しい 

   3) 国として財政的支援を検討中 

    資料として、サポート拠点のイメージ図、新潟県中越地震に係る応急仮設住宅地

におけるデイサービスセンターの設置（サービス拠点）、グループホーム型仮設住

宅（福祉仮設住宅）を添付している。 

    ４月27日には、振興課名で各都道府県介護保険主管部（局）あてに、再度「応急

仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠点等の設置について」（事務連絡）を

通知している。19日通知からの変更は、サポート拠点の設置・運営への財政的支援

についてより具体的になっていること（平成23（2011）年度第一次補正予算案、介

護基盤緊急整備等臨時特例基金の地域支え合い体制づくり事業分の積み増し）、イ

メージ図に高齢者、障害者だけでなく「子ども」と、機能として「心の相談窓口」

が加わり、仮設住宅や避難所や地域への「アウトリーチ」が明示されたことである。 

    応急仮設住宅の建設・入居が始まっている時点で、早急な対応を求めていること

が分かる。 

 

(２) サポートセンター設置状況 

   サポートセンターの設置状況は、2011年11月91カ所、2012年８月103カ所、2013年

７月117カ所、2014年６月115カ所、2014年11月116カ所（2015年度の設置箇所数につ

いては厚労省調査中）である。 

   「仮設住宅におけるサポート拠点の取組状況」（平成26（2014）年６月30日現在）

を見ると、サポートセンターの設置箇所数は115カ所と、2013年７月にくらべて２カ

所減っている。これは、岩手県山田町で１カ所減、宮城県南三陸町で２カ所減１カ所

増、福島県福島市で１カ所減、福島県双葉町で１カ所増（埼玉県加須市）のためであ

る。サポートセンターの機能については、およそ１年前に比べて少し変化が見られる。

「２デイサービス」３カ所減、「４居宅サービス（２と３以外）」１カ所減となって

おり、また、仙台市１カ所は「１総合相談支援」に特化し、伴走型生活支援を行って

いる。 

   （＊「サポートセンターの機能」は、表２（章末掲載）の枠内最上段の右の欄の

「機能」によれば、１総合相談支援、２デイサービス、３居宅介護支援、４居宅

サービス（２と３以外）、５診療機能、６配食サービス、７生活支援サービス

（６以外）、８地域交流サロン、９心の相談窓口、10その他、となっている。） 

   2014年11月30日現在では、福島県富岡町で１カ所増え、合計116カ所となっている。 

   表２（章末掲載）は、厚生労働省がまとめた「仮設住宅におけるサポート拠点の取

組状況」（平成25（2013）年７月31日現在）を整理したものである。 

   サポートセンターの設置箇所数は合計117カ所で、うち、岩手県28カ所、宮城県63

カ所（うち後方支援事務所１カ所）、福島県26カ所（うち21カ所は県が設置）である。

設置場所は、岩手県、宮城県については、被災自治体が同じ自治体内に設置している

が、福島県の場合は原子力発電所事故災害の影響で、被災した町村が町村外に設置す

る場合が多く、その場合は主に福島県の設置となっている。 

   運営主体は、３県合計で見ると、社会福祉協議会57カ所（48.7％）、社会福祉法人
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（社会福祉協議会以外）17カ所（14.5％）、ＮＰＯ法人・一般社団法人・公益財団法

人14カ所（12.0％）、医療法人12カ所（10.3％、自治体11カ所（9.4％））、株式会

社・有限会社６カ所（5.1％）である。ただし、県により相違があり、宮城県（62カ

所中39カ所、63.0％）と福島県（26カ所中14カ所、53.8％）は社会福祉協議会が多く、

岩手県は、医療法人、社会福祉法人（社会福祉協議会以外）、社会福祉協議会の順と

なっている。市町村がサポートセンターの委託先を決定することから、運営主体のこ

れまでの地域での活動状況や、震災以前の市町村と運営主体の関係が反映されている

と考えられる。 

   サポートセンターの機能について、３県合計で見ると（記入無しの８カ所は除いて

109カ所で集計）、実施している機能のトップは「１総合相談支援」108カ所

（99.1％）、次いで「８地域交流サロン」98カ所（89.9％）、「９心の相談窓口」46

カ所（42.2％）、「10その他」39カ所（35.8％）、「７生活支援サービス（６以外）」

30カ所（27.5％）、「２デイサービス」26カ所（23.9％）、「配食サービス」13カ所

（11.9％）、「４居宅サービス（２と３以外）」10カ所（9.2％）、「３居宅介護支

援」６カ所（5.5％）、「５診療機能」２カ所（1.8％）である。 

   「１総合相談支援」「８地域交流サロン」機能は３県とも、ほとんどのサポートセ

ンターが持っているが、他の機能については、県により、また市町村により差がある

ことが分かる。震災により介護保険サービスを提供できなくなった自治体は、「２デ

イサービス」「３居宅介護支援」「４居宅サービス（２と３以外）」機能をもってい

るようであり、「７生活支援サービス（配食サービス以外）」を行っている市町村は、

岩手県では釜石市、大船渡市、遠野市、大槌町、宮城県では南三陸町、石巻市、東松

島市、多賀城市である。これらの市については、県や社会福祉協議会へのヒアリング

でも積極的に取り組んでいるとして挙げられた自治体が多い。 

   福島県では、「10その他」機能として、世代間交流、子どもの一時預かり保育、学

童保育、介護予防、生きがいデイサービス、健康教室、体操教室、外出支援、安否確

認と、生活を広く支える多様な機能を果たしている。 

 

(３) 仮設住宅生活支援に関わる複数の事業 

   復興庁は、被災者の避難の長期化に伴い、５つの課題に対し、2013年11月に関係省

庁からなる「被災者に対する健康・生活支援に関するタスクフォース」を立ち上げ、

施策パッケージを策定し、2014年５月には『被災者に対する健康・生活支援の手引き』

（以下では『手引き』、制度の活用事例も掲載）を作成している。５つの課題とは、

Ⅰ仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援、Ⅱ子どもに対する支援の強化、Ⅲ医

療・介護人材の確保、Ⅳ恒久住宅の整備と仮設住宅等からの移転に伴う課題への対応、

Ⅴ市町村の業務負担に対する支援の強化、である。 

   地域支え合い体制づくり事業は、「Ⅰ仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援」

への活用可能な対応施策として位置づけられている（表３：章末掲載）。 
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  2. ヒアリング調査結果より 
 

(１) 仮設住宅にサポートセンターを設置した理由とその過程・特徴 

  ① 国の施策等（厚労省老健局通知平成23（2011）年４月「応急仮設住宅地域におけ

る高齢者等のサポート拠点等の設置について」）との関係 

    ３県すべて、厚生労働省からの事務連絡を受け、被災市町村に事務連絡を発出し

ている。その後、宮城県は被災市町村を個別に訪問したり、担当課長会議等で要請

をし、福島県は土木部の仮設住宅担当部署に働きかけをした。 

    仙台市には９カ所のサポートセンターが指定されているが、仙台市は実質的には

設置しておらず介護基盤整備事業や地域支え合い体制づくり事業を行っている事業

所等を後づけで指定している。なお、2014年３月１日現在「応急仮設住宅入居世帯

状況」は、プレハブ仮設住宅11.4％、借上げ民間賃貸住宅81.0％、借上げ公営住宅

等7.6％であり、既存の住宅ストックを大量活用している状況にある（仙台市の取

り組みについては後述）。 

 

  ② 設置自治体および運営組織の選定とそのプロセス 

    ３県ともに、市町村に任せるという対応である。 

    岩手県は、各被災市町村に事務連絡をし、市町村が必要性を判断したうえで県に

要望し、県は要望のあった市町村に補助をしている。 

    宮城県は被災自治体から必要に応じて立ち上がってきている。県は市町村に働き

かけたが、市町村は手が回らない！ ということであったため、市町村への個別訪

問や担当課長会議で働きかけ、市町村が必要に応じて立ち上げた。宮城県の大きな

特徴は、市町をバックアップするために「宮城県サポートセンター支援事務所」を

社会福祉士会に委託して2011年９月に設立したことである。支援事務所は、仙台弁

護士会、県ケアマネ協会、ＮＰＯ法人、県社会福祉協議会協力団体と連携し、専門

職の相談会、被災者支援メニューの紹介、支援従事者の研修等の人材養成や、兵庫

県から支援経験者をアドバイザーとして招へいし、市町に助言を行っている。 

    福島県はすべて市町村からの要望に基づき設置した。設置場所についても市町村

の要望に応えている。ただし、被災して仕事を失った社会福祉協議会、社会福祉法

人の存続という側面もあったという。ＮＰＯ法人「Ｊｉｎ」はもともと浪江町で活

動していた。 

 

  ③ 県の担当部局と他部局・他機関との連携 

    岩手県は長寿社会課が担当し、仮設住宅所管の建築担当課、仮設住宅の集会場を

所管する災害救助を担当している課（この課は地域福祉も所管）と連携している。 

    宮城県は、長寿社会政策課から社会福祉課へ担当が変更されている。理由は、当

初、保健福祉部長寿社会政策課（地域支え合い体制事業の主幹課）が、「業務のボ

リュームが大きい」「地域のコミュニティが重要」「地域福祉支援計画も担当して

いる」ということで、2013年度より保健福祉部社会福祉課に移管されたためである。 
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    福島県の担当は、高齢福祉課である。福島県の場合、21番目のサポートセンター

まで、県が直接建設した（市町村役場機能移転のため）。高齢福祉課は建物を建て

たことがないのでとまどいがあり、公募の仕方、業者の選定の仕方、公募委員会設

置など土木部の仮設住宅建設担当に助けてもらった。土木部の仮設住宅担当課に、

200戸以上程度の仮設住宅団地にサポートセンターをつくる土地を空けておいても

らうよう依頼し、ようやく理解を得ることができた。仮設住宅に集会場はつくれる

が、サポートセンターは、災害救助法に位置づけがない。法律に組み込んであれば、

最初から動くことができたとのことであった。 

 

  ④ 設置市町村との連絡や調整、問い合わせ 

    岩手県の設置市町村との連絡や調整の窓口は長寿社会課である。問い合わせの内

容は、県が運営費の補助金について担当しているので、主に、補助対象となる経費

についてである。事業やサービスの内容等の専門的なことについてはない（市町村

や運営法人に問い合わせをしているのではないか）。 

    宮城県では、サポートセンターの運営に関する窓口は社会福祉課であり、住宅や

介護に関してはそれぞれの関係課である。社会福祉課は、サポートセンター支援事

務所主催のサポートセンター会議に参加している（会議は定期的に開催され、サ

ポートセンターの現状と課題、今後の支援の方向性等について話し合う）。問い合

わせの内容は、サポートセンター運営に係る補助金についてである。たとえば、

「用途が終わったので壊したい」など、補助金のメニューでできる事業かどうかの

問い合わせがある。 

    福島県の窓口は高齢福祉課である。 

 

  ⑤ 特色のある市町村の取り組み 

    岩手県では、釜石市の平田地区サポートセンターが挙げられた。当該サポートセ

ンターは東京大学が支援し、要援護者の手厚い見守り、24時間テレビ電話対応、定

期的に血圧測定しデータを医療機関に送りフィードバックする等に取り組んでいる。 

    宮城県では、石巻市と東松島市のサポートセンターが推薦された。石巻市では、

仮設住宅内の相談事や困りごとや福祉課題への対応を行い、専門機関につなぐ地域

福祉コーディネーターを配置している。地域福祉コーディネーターには、生活支援

相談員をとりまとめていた人やエリア主任を登用している。現在、全被災市町村で

同様の取組ができないか養成研修の研修体系を県サポートセンター支援事務所を中

心に検討中であり、年明けにモデル研修を実施する予定である。地域コーディネー

ターは石巻社会福祉協議会が育成・研修し、人件費は地域支え合い体制づくり事業

で賄っている。 

    宮城県社会福祉協議会の推薦は、南三陸町、石巻市、東松島市であった。 

    福島県では、相馬市と郡山市のサポートセンターが挙げられた。相馬市は役場は

無事で、仮設住宅も市内に設置されており、総合相談とサロンと大きな風呂が特徴

である。風呂は仮設の風呂がまたげず入れない人がいるためである。郡山市ではス

タジオ（ＦＭ放送）に特徴がある。イベントにより、閉じこもりがちな高齢者に出
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てきてもらって交流している。 

 

(２) サポートセンターの機能と運営 

  ① 県の担当部局と他の部局の調整 

    岩手県の担当部局は長寿社会課であり、建築住宅課、地域福祉課、復興局生活再

建課などの他部局とは随時調整している。調整の内容は、土地の借地権（契約が切

れる）、サポートセンター撤去の費用等についてである。 

    宮城県の担当部局は社会福祉課であり、前任の長寿社会政策課と緊密に連絡を

とっている。 

    福島県の担当部局は高齢福祉課であり、主に土木部と連携している。 

 

  ② 設置市町村や運営組織との連絡や調整 

    岩手県では、国の交付金を県からの補助金という形で市町村に出しているので、

厚生労働省からの定期的な運営状況の調査を県を通じて各市町村、各サポートセン

ターに実施し、年度末には実績報告を求め、それを国にフィードバックしている。 

    宮城県では、県社会福祉協議会を通じて、サポートセンターの活動状況、災害ボ

ランティアセンターの活動状況の連絡をもらうことになっている。県サポートセン

ター支援事務所主催のサポートセンター会議を定期的に行っており、そこでは、サ

ポートセンターの現状と課題、今後の方向性が報告される。 

    福島県では、国費が10分の10入っているので、年に１回、県が訪問し、市町村か

ら実績報告を受け取っている。 

 

  ③ 重視しているサポートセンターの機能 

    岩手県では、発災当初は、津波で被災した介護保険事業者が多々あったので、介

護提供体制の再建という観点から、従来その地域にあったデイサービス、通所介護、

訪問介護等を重視し、各市町村が考えたスキームに対して補助していた。最近は、

仮設住宅の生活の長期化に伴い、「一人ではないのだ」という精神的なフォローの

支援が必要になり、地域コミュニティの形成・再生、例えば、「お茶っこ会」とか

趣味のサロン活動が重視されてきているという印象を受ける。精神的に不安定に

なってアルコール依存となる人への個別支援も必要である。 

    宮城県では、生活支援相談員が個別に各戸訪問し生活課題を把握し、専門員につ

なげる総合相談支援を重視している。 

    福島県では、最初の頃は「相談」、今になると「こころのケア」、介護予防と、

大事なものは変わってきている。各市長と運営団体と話し合ってつくっている。た

だし相談についてみると、それぞれの役場で総合相談をやっており、生活支援相談

員を配置し戸別訪問をしているので、サポートセンターが自治体すべてのエリアを

カバーしているわけではない。 
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(３) 災害公営住宅におけるサポートセンター機能 

  ① サポートセンター機能についての考え 

  岩手県：阪神淡路大震災の例を見ても現在も見守り活動を行っているので、サポート

センター機能は必要であるが、財政力がないので、一定期間は県が、その後

は、地域の自治会に委ねたい。そのため、今の内からコミュニティの再生・

形成支援を重点的に行いたい。 

      県整備の住宅については、住民同士の交流に配慮した集会場とともに、その

横にサポートセンター等として将来的に活用できる事務所（１坪程度）をつ

くっている。市町村との協議の中で「別の所につくるからそのようなものは

要らない」という場合等は省いている。設置の判断は、長寿社会課と建築住

宅課で行っている。 

  宮城県：仮設住宅がある内は、仮設住宅での住まいの長期化に配慮し、こころのケア、

孤立死の防止等生活支援相談員の見守りは必要であるため、サポートセン

ター機能は必要である。 

      災害公営住宅に入居した場合、市町村は今のままの見守り体制を続けるとは

考えていないようである。これからは自助・互助など地域のコミュニティ力

を高めていく必要があるが、神戸の事例を見てもコミュニティ形成に時間は

かかるので、引き続きサポートセンター機能は必要であると考えている。財

政的支援・補助については工夫が必要である。現在は国の基金を活用した補

助事業（「地域支え合い体制づくり事業」「社会的包摂絆再生事業」）であ

るが、単年度事業のため不安定であり、複数年での事業の継続、基金の積み

増しを国に要望している。場合によっては国への新規事業の要望も必要と考

える。県単独での財政支援は難しいため、既存の事業にソフトランディング

できるよう市町村との相談が必要である。 

  福島県：サポートセンター機能は大きな役割を果たしている。災害公営住宅について

は、サポートセンター機能のための用地取得費や造成費が入っていないのは

困るので、国と相談している。 

 

  ② 特色ある市町村の取り組み 

    岩手県では、釜石市の取り組みが挙げられた。釜石市では、生活応援センターを

拠点に地域の再生・形成を考えている。生活応援センターは、震災前から設置され

ており、公民館に市役所の保健師や専門職種が常駐し、地区の見守りやサロン的な

活動の拠点としているイメージである。 

    宮城県では、石巻市の取り組みが挙げられた。石巻市では、仮設住宅団地内に地

域包括ケアのモデル拠点を整備し、今後全市に広げる取り組みをすすめている。支

え合いセンターが統括し、その下に何カ所か地域包括ケアセンターを設置する構想

である。なお、石巻市立病院の長純一先生が在宅医療に熱心である。 

    （＊東部保健福祉事務所が、石巻市、東松島市、女川町を管轄している。） 

    福島県は、これからの問題であるとしている。 
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(４) サポートセンター機能（地域支え合い体制）の今後 

   被災地以外の地域・場所でも「支え合い事業（サポートセンター機能）」を重視す

べきという考え方について県の考え方をきいた。 

  岩手県：各市町村がそういった体制を構築する必要があるだろうと考えているが、県

は必要に応じて、各市町村に対する支援・助言を今後も継続していければ良

いと考えている。特に県として地域支え合い体制の構想を持っている訳では

ない。 

      また、サポートセンター機能は地域包括ケアの生活支援サービスに該当する

と思うが、部局横断での検討が進まず、「地域支え合い体制」は厚労省の老

健局が所管しているので、県も市町村も高齢福祉担当課が所管することにな

る。担い手の確保も難しく、障害・児童など既存の枠組みで考えると、ＮＰ

Ｏではやりたいという団体がない。 

      財政面では、復興住宅ライフサポート事業は災害公営住宅と周辺地域の見守

りもできるが、財源は国の交付金で、実施期間が１年更新なので、市町村は

持続的な見守りの仕組みをつくりにくい。運営が１年刻みで、雇用も１年更

新らしいので、仕事がハードなわりに雇用が不安定で、定着がむずかしいの

ではないか。 

  宮城県：沿岸部の被災地で行われている地域における支え合いや多職種連携等の仕組

みは、図らずも仮設住宅のサポートセンターという仕組みのなかでできあ

がったが、これを地域コミュニティの再生や地域包括ケア体制の確立に向け

た取り組みとなるように、全県的な展開につながるように進めていくことが

必要ではないかと考えている。県としては、地域支え合い体制の構想をもっ

ていないが自治体で言えば石巻市、団体で言えばＣＬＣ（特定非営利活動法

人「全国コミュニティライフサポートセンター」）にあるのではないか。 

  福島県：地域包括ケアでも地域の支え合いは重要視されているし、地域の支え合いは

不可欠である。むしろ、地域で支え合いをせざるを得ない。 

 

(５) 仙台市の取り組み 

  ① 仙台市のサポートセンターの特徴 

    すでに述べたように、仙台市の2014年３月１日現在「応急仮設住宅入居世帯状況」

をみると、プレハブ仮設住宅11.4％、借上げ民間賃貸住宅81.0％、借上げ公営住宅

等7.6％であり、既存の住宅ストックを大量活用している。 

    そのため、また、市内の福祉的な基盤が機能している状況であったので、拠点整

備というやり方ではなく、その資源を使いながら、社会福祉協議会、一般社団法人、

ＮＰＯ法人と手分けをして被災者の生活支援をしている。仙台市には９カ所のサ

ポートセンターが指定されているが、仙台市は実質的には設置しておらず、介護基

盤整備事業や地域支え合い体制づくり事業を行っている事業所等を後づけで指定し

ている。 

    住宅ごとの取り組みをみると、プレハブ仮設住宅は、主に区役所が担当し、保健

福祉センターや地域包括支援センターと連携しながら、仮設住宅の集会所や市民セ
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ンターを利用して健康講座等や指導を行って支援している。 

    民間の借り上げ賃貸住宅については、社会福祉協議会が独自に宮城県から補助金

を受けて、自主事業として、戸別訪問やサロン活動を行い、主に孤立防止をしてい

る（2011年10月に、中核支えあいセンターを開設。12月から５カ所の支え合いセン

ター事業をスタートし、2012年度から常設）。 

    一般社団法人「パーソナルサポートセンター」は市と協働で仮設住宅に住んでい

る人への就労支援や仕事づくりを行っている。ＮＰＯ法人「ＰＯＳＳＥ（ポッセ）」

も、協働で仮設住宅に住んでいる人への就労支援を実施している。 

 

  ② 被災者の現況調査に基づく支援 

    仙台市は、一人暮らし高齢者の緊急通報システムの設置、孤立防止・孤立死予防

の見守り、定期的な被災者全世帯への訪問現況調査（2012年秋から１年間かけて

9,000世帯を対象に実施。世帯の３割は他都市からの住人である。調査はシルバー

人材センターに依頼した）、「復興定期便」「情報コーナー」など情報提供を行っ

ている。 

    9,000世帯をマスでとらえては、必要な人に必要な支援が届かないため、戸別訪

問という方法を取り、全世帯個別訪問結果により世帯を類型化したところ、「生活

再建可能世帯」5,686世帯66.0％、「日常生活支援世帯」540世帯6.3％、「住まい

の再建支援世帯」2,133世帯24.8％、「日常生活・住まいの再建支援世帯」251世帯

2.9％であった（『仙台復興リポートVol.17』ｐ.34）。世帯の特徴をとらえ適切な

支援を行うようにしている。 

    具体的な支援は、支援の内容や結果を各区ごとに「被災者生活再建支援ワーキン

グ」（司会は生活再建支援室長）に持ち寄り、生活再建に向けたサポートについて

個別対応している。総合調整には復興事業局があたっている。  

    2014年２月には、「被災者生活再建推進プログラム」を発表した。プログラムで

は、個別支援とコミュニティ支援を２つの柱とし、取り組むべき課題、支援策・支

援体制を明らかにした。 

 

  ③ 災害公営住宅の建設等に向けて 

    今後はとりわけ新しいコミュニティをつくってもらわなければならないので、そ

れを支援したいという方針である。 

    まずは、入居段階で世代が偏らないような募集をし（コミュニティミックス）、

最終的には地域の小地域ネットワークにうまく軟着陸させたい。そのためには、被

災者支援の延長として戸別訪問を行い、ワーキングで共有し、継続してサポートし

ていく。地域とのつなぎ役はＣＳＷ（地区社会福祉協議会）にしてもらい、災害公

営住宅の入居者が地域福祉ネットワークにうまく入れるように支援する。 

    なお、戸別訪問調査で、手続き支援、入居支援金制度など復興公営住宅入居支援

も行っている。 
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  3. サポートセンターの抱える問題と地域支え合い体制づくりについて 

   提起された課題 
 

 ここでは、サポートセンターの抱える問題・課題、そこから見えてくる、平時における

地域支え合い体制づくりについての課題を考える。 

 

(１) サポートセンターの構想 

   そもそも、仮設住宅にサポートセンターを設置する発想はどこからうまれたのであ

ろうか。 

   すでに述べたように、厚生労働省老健局から2011年４月19日に出された通知「応急

仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠点等の設置について」（事務連絡）には、

資料の一つとして、「新潟県中越地震に係る応急仮設住宅地におけるデイサービスセ

ンターの設置（サポート拠点）」を添付している。このことからも分かるように、中

越地震後、長岡駅近くの仮設住宅地に社会福祉法人長岡福祉会「高齢者総合ケアセン

ターこぶし園」が自主運営した「サポートセンター千歳（せんざい）」（2004年12月

８日から2006年12月18日）がモデルである。そこでは、通所介護（定員20名）、訪問

看護（サテライト）、訪問介護（サテライト）、在宅介護支援センター（サテライ

ト）、配食サービス（３食365日）、地域交流スペース、介護予防事業、心のケア・

各種相談室が提供され、避難生活における二次災害（介護災害）の予防に大きな成果

をあげたという。 

   この内容が、サポートセンターのメニューに反映されたと見ることが出来るが、重

要なことは、こぶし園が社会福祉法人の使命として主張するように、「介護の基本は

生活支援、平時の介護体制が24時間365日体制でないと役に立たないため、24時間365

日連続する支援体制をつくってきた。災害時にもそれが必要だということでサポート

センターをつくったのであって、平時にやっていないことは被災時には出来ない」と

いうことである。介護保険以前から介護付きの地域社会（介護付き住宅ではない）を

目指し、24時間365日連続する訪問介護、訪問看護、３食365日の配食を実施し、旧長

岡市内エリアに18カ所のサポートセンター（１〜３㎞範囲を担当）を整備していたの

である（2015年８月「認定特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワーク・サン

ダーバード」10周年記念第15回研修フォーラム講演資料）。 

   また、サポートセンターは、年齢や相談内容等で対象を限定せずにサポートする所

に特徴があるはずであるが、サポートセンターのほとんどが取り組んでいるとしてい

る「総合相談支援」については、これまで、高齢者、障害者、子どもと、平時におい

ては対象別の福祉を経験してきたスタッフ等には、初めての「被災者相談支援」に加

えての初めての「総合相談支援」であり、また、研修も不十分で、戸惑いながら取り

組むことが多かったのではないだろうか。 

   したがって、次の実態調査に見るように、目標をしぼりきれないまま、また、環境

も整わない中で、サポートセンターの運営が行われることになったのではないかと思

われる。 
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(２) サポートセンターの実態と問題、課題 

   サポートセンターの実態と問題、課題については、いくつかの調査が実施されてい

る。 

   「認定特定非営利活動法人災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード」（サ

ンダーバード）が実施した2011年度「仮設住宅のサポートセンターの運営支援に関す

る検討事業」、2012年度「東日本大震災仮設住宅サポートセンターの実態調査」、

2013年度「東日本大震災仮設住宅サポート拠点を中心とする地域包括ケアの検討」、

ＣＬＣが2012年度に実施した「震災被災地における要援護者への個別・地域支援の実

践的研究」等である。 

   これらの調査から、2012年度調査で明らかになったことは、 

  ・サポートセンターの理念や役割、機能についての共通認識が浸透しておらず、その

理解不足は、運営者のみならず、行政、社会福祉協議会、住民に及んでいる。 

  ・運営者が手探りで運営しており、研修・マニュアル・運営支援の要望が多い。 

  ・サポートセンター設置より以前に生活支援員による支援などがバラバラに始まり、

十分な連携体制が出来ていない場合が多い。 

  等である。 

   筆者は2012年に気仙沼市のサポートセンター４カ所のヒアリング調査を行ったが、

「何をしてよいか分からない」「手探り」という言葉を聞く機会も多く、同じ印象を

持った。また、訪問した一つのサポートセンターでは、「今後必要なこと」をまとめ

ていたが、次に示す課題と重なっていた。 

   サンダーバードは2012年度の調査結果より、次の４つの課題を挙げている。 

  ◯サポート拠点についての共通認識を浸透させる。そのために、理念の統一、具体的

で実践的な研修の実施、支援事務所の設置が必要。 

  ◯サポート拠点の機能と役割を再整理する。そのポイントは、介護事業の見直し、基

本理念は「元の暮らしに戻るための支援」であること（元の暮らしとは自立した生

活にもどること。支援としては介護予防、健康増進、就職なども）、生活支援は24

時間365日が原則、復興住宅移転後を含めた段階的で長期的な支援、みなし仮設住

宅（借り上げ仮設住宅）や在宅者（近隣住民）を含めた支援、連携に基づく事業展

開が必要。 

  ◯サポートセンター運営者が活動しやすい仕組みをつくる。そのために、十分かつ柔

軟な予算（事業縮小の事例が多数あった）、たとえば開館時間や体制等を運営者が

自主的に決められるような柔軟な制度が必要。 

  ◯迅速かつ継続的なしくみづくり。 

 

   そして、2013年度のまとめには、「当初の構想では、サポート拠点は仮設住宅およ

び周辺の被災住民の暮らしを支え、生活の拠点が復興住宅へ移った後も、そのまま新

しいまちを支え続ける構想であった。しかし、現状は、仮設住宅の生活を支える拠点

としての役割を十分果たせないまま、仮設住宅と共に役割を終える予定のサポートセ

ンターも少なくないようである」と述べ、その原因のひとつとして、「サポートセン

ターの役割への周知が不十分なまま東日本大震災が発生してしまったこと」を挙げて
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いる。そして、理解の遅れは設置の遅れとなり、当初想定されていた機能を十分果た

すことができなかったというのである。つまり、平時における準備が整う前に大震災

が発生してしまったということである。残念ながら、中越地震の経験は、平時に活か

されていなかった。 

   ＣＬＣの2012年度調査では、「サポートセンターの支援機能の強化課題」について、

宮城県サポートセンター支援事務所所長は運営上の課題を４つ挙げている。 

  ・サポートセンタースタッフのアセスメント力は高まってきたが、マネジメント・

コーディネイト力の不足が目立ってきた。 

  ・個別支援が閉塞し、支援員が抱え込んでしまうような状況が目立つ。 

  ・地域支援にはいろいろな活動があるが、単発的であったり、参加者が限定的であっ

たり、ニーズにマッチしたメニューに苦労している。 

  ・被災者支援活動の基本は、地域福祉の基本でもある。市町社会福祉協議会に課せら

れた「地域福祉」を疎かにしたための「追試」と思ってもらいたい。 

   その後のサポートセンターの活動の検証が必要であるが、ここからも、サポートセ

ンターの構想を実現する運営には、日常の地域支え合い体制づくり（人づくり、事業

づくり、仕組みづくり）が重要であることが分かる。 

 

(３) 今後のサポートセンター・地域支え合い体制づくりに向けて 

  ① サポートセンター機能を有した仮設住宅の設置を法的に位置づける。 

    ヒアリング調査で指摘されたことは、主に次の３つであった。 

   ・サポートセンター事業には法的根拠がないため、設置しにくい。 

   ・サポートセンター事業は行政にも、福祉団体にも、社会にも理解が得にくい。 

   ・複数年の継続が自明の事業であるにもかかわらず、人も資金も単年度事業を継続

するという不安定な状況にある。 

    ３点目について言えば、サポートセンターの整備運営経費は、各年度末を期限と

した介護基盤緊急整備等臨時特例基金で措置されており、支援スタッフも同基金や

緊急雇用創出事業等による単年度雇用である。複数年雇用による安定した人材確保、

人材育成のためには、基金設置期限の延長と更なる積増が必要であり、国に対して

継続的に要望しなければならない状況にある。 

    そこで、サポートセンターの法的位置づけ（災害救助法）が必要である。法的裏

付けがあれば、迅速に、継続的に被災者の健康確保や生活支援、孤立予防、コミュ

ニティ形成事業等が実施できる。 

 

  ② サポートセンターの目的、役割、機能の明確化と理解の促進を図る。 

    今後、東日本大震災を契機に設置された複数のモデルを参考に、サポートセン

ターの役割を明確にしていくことが必要であろう。これまでのモデルは、唯一、

「高齢者総合ケアセンターこぶし園」が運営した（している）、介護付きの地域社

会を目指すサポートセンターであった。健康増進・介護予防センター、地域交流ス

ペース、災害時避難場所に主に高齢者への介護サービスを提供するモデルである。 

    私は、サポートセンターには、千葉県地域中核生活支援センター（中核センター）
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が持っているような、地域コーディネート機能、相談支援機能、権利擁護機能が必

要であると考える。中核センターは「千葉県地域福祉支援計画」により誕生し、

2004年10月から設置運営されている県独自のセンターである。県内13カ所設置され、

この10年間に寄せられた相談件数は約83万件である。各センターは、80から100の

機関や人と連携して活動している。 

    中核センターは、「福祉・生活なんでも相談」「誰にでも対応」「24時間365日

いつでも対応」「個別の相談事業から地域づくり」「問題を抱えている人を独り

ぼっちにせず最後まで寄り添う」「県と中核センターが共同で地域のことを考える」

「自分たちの地域は自分たちでつくる（地域住民が基盤）」センターであり、地域

コーディネート事業、相談事業、権利擁護事業の３事業として展開している。 

    まずは、サポートセンターのほとんどが行っていた「総合相談支援機能」につい

てであるが、中核センターでは、相談機能を「地域に必要な相談機能」ととらえ、

６つの機能を挙げている。 

   ・いつでも対応する相談支援機能（生活は24時間の営みなので24時間365日） 

   ・誰にでも対応する相談支援機能（制度の対象になっていない住民も支援が必要） 

   ・どんなことにも対応する相談支援機能（ワンストップ、複合的問題、地域も支援） 

   ・寄り添い型の相談支援機能（その人の「いるところ」から信頼関係を築き一緒に） 

   ・問題解決型の相談支援機能（支援を受けながら自ら生活を運営していけるまで） 

   ・相談者の「生活支援」をする機能（支援サービスにつなげるまで） 

    中核センターへの実際の相談者は、稼働年齢で、障害のない人も多い。 

    「地域のコーディネート機能」には、一人ひとりのためのネットワークの形成、

一人ひとりのための支援活動を通してそこから見える福祉課題を地域に発信する、

現在ある地域の資源のネットワークの形成をコーディネートする、新たな資源をつ

くるためのコーディネート、人づくりのコーディネートが含まれ、「権利擁護機能」

には、緊急に介入する、シェルター、自立支援、生活支援、司法機能との連携、人

権侵害のない地域づくり、三位一体となるべき機能の連動性があげられている。 

    対応方法を見ると、直接相談者の生活の場に出向くアウトリーチ型の支援が重視

されている。訪問先は自宅の他、職場や行政機関、福祉サービス事業所や学校、医

療機関への同行訪問もある。 

    平時において、中核センターのような先駆的取り組みを参考に、サポートセン

ターの目的、役割、機能の明確化と理解の促進を図ることが必要である。 

    この点については、2015年４月から、生活困窮者自立支援制度が始まり、生活全

般の困りごとの相談窓口ができた。現在は生活保護を受給していないが、生活保護

に至るおそれのある人で、自立が見込まれる人が対象となっている。この相談窓口

が総合的な生活相談支援の実質的な成果をあげることができれば、緊急時にも効力

を発揮するであろう。そして、もちろん、平時にその成果を発揮するには、相談支

援機関と連携する、具体的なサービス提供機関の質の向上と充実が不可欠である。 

 

  ③ サポートセンターを運営できる人材の育成・キャリア形成である。 

    サポートセンターは、高齢者、障害者だけでなく子どもも対象とし、仮設住宅や
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避難所、地域への「アウトリーチ」を行う新しいタイプの仕事であるにもかかわら

ず、担い手の養成が事業の枠組みにきちんと位置づけられていなかった。人材の養

成・研修は、サポートセンター設置とともに始められた。 

    人材養成・研修についてみると、民間団体と各県の努力で行われたと言ってよい。

民間団体とは、ＣＬＣとサンダーバードである。ＣＬＣは、「東日本大震災・被災

者支援のためのサポーターワークブック【初任者用演習テキスト】」や、「東日本

大震災・被災者支援のためのサポーターワークブック【災害公営住宅等への転居期

編】」（東北関東大震災・共同支援ネットワーク被災者支援ワークブック編集委員

会）に加わり、阪神淡路大震災の経験を生かして、宮城県を中心に研修をリードし

た。サンダーバードは、サポートセンターの設置から運営までをコーディネートで

きる人材養成を、「災害福祉広域支援システム」に位置づけ、テキストを作成し

行っている。 

    岩手県のサポートセンター支援員は、ＬＳＡ（ライフ・サポート・アドバイ

ザー）、生活援助員で、管轄は厚労省老健局、財源は地域支え合い体制づくり事業

で補助率は10分の10である。研修は年１回（グループワークや交流も行う）、2013

年度より回数を増やしてＣＬＣに依頼している。県社会福祉協議会職員、市町村社

会福祉協議会職員、市町村職員（研修担当と福祉担当）の研修は、兵庫県社会福祉

協議会に依頼している。 

    宮城県は、県サポートセンター支援事務所を設置することにより、サポートセン

ター支援員の研修を行い、質の標準化や今後の福祉人材としての活用に取り組み始

めた。 

    宮城県のサポートセンター支援員も、岩手県同様、ＬＳＡ、生活援助員で、管轄

は厚労省老健局、財源は地域支え合い体制づくり事業で補助率は10分の10である。

なお、社会福祉協議会に配置されている生活支援相談員の管轄は厚労省社会・援護

局で、財源は緊急雇用創出事業臨時特例基金と、社会的包摂・「絆」再生事業で補

助率は10分の10である。 

    研修は、県サポートセンター支援事務所により被災者支援従事者研修を実施して

いる（気仙沼、石巻、仙台地区等で開催、2012年度実績：基礎研修282名、ステッ

プアップ研修417名）。 

    県サポートセンター支援事務所の地域福祉コーディネーター研修は主に沿岸部中

心である。 

    現在の仮設住宅サポートセンター支援員は、支援経験・知識の蓄積があり、シル

バーハウジングのＬＳＡとして有望な人材であるので、介護職員初任者研修（旧ヘ

ルパー２級研修）を開催し、スキルアップと同時に介護人材確保につなげたいとし

ている（2013年度予算計上）。 

    県社会福祉協議会職員、市町村社会福祉協議会職員、市町村職員の研修は、県社

会福祉協議会（もともと福祉相談員が各社会福祉協議会に配置）と県で内陸部のＣ

ＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）の養成についても勉強会を始めてい

る（沿岸部の方も構成メンバー）。２日間くらいの研修を予定している。 

    したがって、今後必要なことは、民間団体と行政の協働による、サポートセン
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ター機能を果たせる職員研修の体制づくりと、現在すでに存在する人材（サポート

センター支援員等）の継続的なキャリア形成である。 

    さまざまな生活困難を抱えている人に寄り添い、縦割りの仕事の仕方ではない

（高齢、障がい、子ども、貧困等）、総合的な相談にのり、ライププランを一緒に

考え、具体的な支援に結びつけ、不足するサービスや仕組みについてはアクション

プランを立て、地域住民と一緒に実現に向けて動ける人材養成と、実施のための仕

組みづくりが重要である。中核センターはもちろん、コミュニティ・ソーシャル・

ワーカーが活躍している地域の取り組みは大いに参考になる。 

 

 最後に、サポートセンターを設置した自治体、社会福祉協議会など運営主体、関連機関、

仮設住宅等の住民が、今回の貴重な経験により、主に今後の超高齢社会、少子社会におけ

る生活支援、地域福祉（コミュニティ形成）という観点から何を学び、今後どのように生

かそうとしているのか（人材養成、仕組みなど）の検証が必要である。その際、震災以前

の生活支援の取り組みとの継続性、断続性も含めて検証する必要があろう。 

 

 

＜図１＞ 仮設住宅等における介護等のサポート拠点について（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：厚生労働省老健局振興課事務連絡平成23（2011）年４月27日 

   「応急仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠点等の設置について」 
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 ＜表１＞ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金による事業内容 
 

 
■介護基盤緊急整備等臨時特例交付金、介護支援体制緊急整備等臨時特例交付金、被災地健

康支援臨時特例交付金により都道府県に造成された基金により行う 
 
■基金事業 
 
■特別対策事業 

 １ 介護基盤の緊急整備等特別対策事業及び既存施設のスプリンクラー等整備特別対策事

業、認知症高齢者グループホーム等防災改修等特別対策事業、介護基盤復興まちづくり

整備事業（岩手県、宮城県、福島県） 
 
 ２ 地域支え合い体制づくり事業 

  (１) 地域の支え合い活動の立ち上げ支援事業 

  (２) 地域活動の拠点整備 

  (３) 人材育成 

  (４) 東日本大震災による被災者生活支援に係る事業 

    ア 仮設住宅等における専門職種による相談・生活支援 

    イ 仮設住宅等における介護・福祉サービス等の拠点づくり 

     (ア) 事業内容 

        仮設住宅や避難所等の要介護高齢者・障害者（児）等の安心した生活を支

援するため、総合相談、デイサービス、訪問サービス、生活支援サービス、

を包括的に提供するサービス拠点を設置する。 

     (イ) 事業の対象者 

        東日本大震災により被災した高齢者・障害者（児）等の援護を要する者等

（県外避難者に対する支援を含む）  

     (ウ) サポート拠点の機能 

        サポート拠点の機能は、以下の通りである。なお、サポート拠点の機能

は、地域の実情に応じて、様々に組み合わせて行うことが可能である。 

       ⅰ 総合相談（ＬＳＡ（生活援助員）、心のケア等） 

         （参考）ＬＳＡの行うサービスの内容 

          生活指導・相談/安否の確認/一時的な家事援助/緊急時の対応/関係機

関等との連絡/その他日常生活上必要な援助 

       ⅱ デイサービス 

       ⅲ 訪問サービス（訪問介護、訪問看護等） 

       ⅳ 地域交流サロン 

       ⅴ 配食サービス 

       ⅵ 被災地域におけるボランティア活動の拠点 

       ⅶ 生活不活発病の予防のための活動や健康相談 

       ⅷ その他要介護高齢者・障害者（児）・子育て支援等の安心した生活の支

援に資する機能 

    ウ その他、特に被災地の高齢者等の生活の復興に資すると認められる事業 
 
 ３ 被災地健康支援事業（岩手県、宮城県、福島県） 
 
 ４ １から３の事業に係るその他事業 
 

 
 出所：「介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領」（平成26（2014）年４月１日）より抜粋 
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＜表２＞ 仮設住宅におけるサポート拠点の取組状況（2013年７月31日現在） 

■合計（開設済） 117カ所：岩手県28カ所、宮城県63カ所（うち後方支援事務所１カ所）、福島県26カ所（うち21カ所は県が設置☆） 

 

  被災自治体

担当地域 運営主体 機能 

同じ自治
体は記入
無し 

自治体 
社会福祉
協議会 

社会福祉
法人（社
協以外） 

医療法人

ＮＰＯ法
人・一般
社 団 法
人・公益
財団法人

株 式 会
社・有限
会社 

１ 
総合相談
支援 

２ 
デイ 
サービス

３ 
居宅介護
支援 

４ 
居宅サー
ビス 
（２と３
以外）

５ 
診療機能 

６ 
配食 
サービス

７ 
生活支援
サービス
(６以外)

８ 
地域交流
サロン

９ 
心の相談
窓口 

10 
その他

４または10の内容 

岩手県 1 釜石市       
ジャパンケア

サービス 
● ● ● ● ● ● ● ● ●  訪問介護、訪問看護 

2 釜石市       ニチイ学館 ● ● ● ●   ● ● ●  訪問介護 
3 釜石市    ●    ● ●    ● ● ● ●   
4 宮古市    ●    ●       ●  ● 仮設入居高齢者の見守り 
5 大船渡市    ●    ●      ● ●    
6 大船渡市     ●   ●      ● ●    
7 大船渡市    ●    ●   ●   ● ●   小規模多機能型居宅介護 
8 大船渡市    ●    ●      ● ●    
9 陸前高田市    ●    ●   ●  ●     訪問介護、訪問入浴 
10 遠野市   ●     ●      ● ● ●   
11 奥州市      NPO法人  ●       ● ●   
12 大槌町   ●     ● ●     ● ●    
13 大槌町     ●   ● ●     ● ●    
14 大槌町    ●    ●      ● ●    
15 大槌町   ●     ●      ● ●    
16 大槌町     ●   ●      ● ●    
17 大槌町   ●     ●      ● ●    
18 大槌町    ●    ● ●     ● ●    
19 山田町     ●   ● ●      ●    
20 山田町     ●   ●       ●    
21 山田町     ●   ●       ●    
22 山田町     ●   ●       ●    
23 山田町     ●   ●       ●    
24 山田町     ●   ●       ●    
25 山田町     ●   ●       ●    
26 山田町     ●   ● ●  ●    ●  ● 訪問介護/入居者の見守り、生活相談、食事提供 
27 野田村  ●      ●       ● ● ● 介護予防事業 
28 野田村  ●      ●       ● ● ● 介護予防事業 

宮城県29 気仙沼市   ●     ●       ● ●   
30 気仙沼市    ●    ●       ● ●   
31 気仙沼市       有限会社 ●       ● ●   
32 気仙沼市      NPO法人  ●       ● ●   
33 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
34 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
35 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
36 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
37 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
38 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
39 南三陸町   ●     ●      ● ● ●   
40 石巻市   ●     ●       ● ●   
41 石巻市   ●     ●       ● ●   
42 石巻市   ●     ●       ● ●   
43 石巻市   ●     ●       ● ●   
44 石巻市   ●     ●       ● ●   
45 石巻市   ●     ●       ● ●   
46 石巻市   ●     ●       ● ●   
47 石巻市   ●               記入無し 
48 石巻市   ●     ●       ● ●   
49 石巻市   ●     ●       ● ●   
50 石巻市   ●     ●       ● ●   
51 石巻市   ●     ●       ● ●   
52 石巻市      一社            記入無し、「こころ」に特化 
53 石巻市      一社  ●       ● ●  在宅被災全世帯対象 
54 石巻市      一社  ●      ●    カーシェアリング 

55 
石巻市・女
川町 

     NPO法人  ●          障害者サポート拠点 

56 東松島市   ●     ●      ● ●  ●  
57 東松島市   ●     ●      ● ●  ●  
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58 東松島市   ●     ●      ● ●  ●  
59 東松島市   ●     ●      ● ●  ●  
60 東松島市   ●     ●       ●    
61 東松島市   ●     ●       ●    
62 女川町      公益財団  ●       ● ●   
63 女川町    ●    ●       ● ●   
64 女川町    ●    ●       ● ●   
65 女川町       株式会社 ●       ● ●   
66 女川町   ●     ●       ● ●   
67 女川町   ●     ●       ● ●   
68 女川町       株式会社 ●       ● ●   
69 女川町      公益財団  ●    ●   ● ●   
70 多賀城市  ●      ●       ● ●   
71 多賀城市   ●     ●      ● ● ●   
72 多賀城市   ●     ●      ● ● ●   
73 多賀城市   ●     ●      ● ● ●   
74 塩竃市   ●     ●       ● ●   
75 七ヶ浜町      NPO法人  ●       ●  ● 仮設住宅のメンテ、自治会組織のサポートなど 
76 名取市   ●     ●           
77 名取市  ●      ●           
78 岩沼市  ●      ●         ● コミュニティづくり支援 
79 亘理町  ●      ●       ● ● ● 健康づくり教室 
80 亘理町      NPO法人          ● ● 園芸支援 
81 山元町  ●      ●     ●  ● ●   

82 仙台市  
● 

（委託） 
     ●       ●  ● 仕事・生きがいの場の提供と就業支援 

83 仙台市    ●    ●         ● 特別養護老人ホーム 
84 仙台市    ●    ●         ● ケアハウス 
85 仙台市   ●               記入無し 
86 仙台市   ●               記入無し 
87 仙台市   ●               記入無し 
88 仙台市   ●               記入無し 
89 仙台市   ●               記入無し 
90 仙台市   ●               記入無し 
91 宮城県  ●      ●         ● 全県のサポート拠点の後方支援 

福島県92 相馬市☆  ●      ●       ●   地域交流の中心的機能 
93 相馬市☆  ●      ●       ●   地域交流の中心的機能 
94 南相馬市☆   ●     ● ● ● ●  ●  ●  ● 訪問介護、三世代交流、安否確認 
95 浪江町☆ 二本松市   ●    ● ●      ●  ● 介護予防、生きがいデイサービス、学童保育 
96 浪江町☆ 伊達郡   ●    ● ●      ●  ● 介護予防、生きがいデイサービス、学童保育 
97 浪江町☆ 二本松市     NPO法人  ● ●  ●    ●  ● 子供の一時預かり保育、学童保育、安否確認 
98 浪江町☆ 本宮市     NPO法人  ● ●    ●  ●  ● 子供の一時預かり保育、学童保育、安否確認 
99 浪江町☆ 福島市     NPO法人  ●       ●  ● 学童保育、体操教室 
100 富岡町☆ 大玉村   ●    ● ● ● ●  ●  ●  ● 安否確認、訪問介護、介護予防、健康教室 
101 富岡町☆ 郡山市  ●     ● ●    ●  ●  ● 介護予防、健康教室、安否確認 
102 富岡町☆ 三春町   ●    ● ● ● ●  ●  ●  ● 安否確認、訪問介護、介護予防、健康教室 
103 富岡町☆ いわき市      株式会社 ● ●      ●  ● 安否確認 
104 楢葉町☆ いわき市  ●     ● ●      ●  ● 健康教室 

105 楢葉町☆ 
会津美里
町 

 ●     ● ●      ●  ● 健康教室 

106 楢葉町☆ いわき市  ●     ● ●      ●  ● 健康教室、子供の一時預かり、児童館 

107 大熊町☆ 
会津若松
市 

 ●     ● ●    ●  ●  ● 安否確認、介護予防、外出支援 

108 大熊町 いわき市  ●     ●     ●  ●  ● 外出支援、安否確認 
109 新地町☆   ●     ● ●    ●  ●  ● 健康教室 
110 広野町 いわき市  ●     ●       ●  ● 体操教室 
111 葛尾村☆ 三春町  ●     ● ● ● ●    ●  ● 訪問介護、介護予防、健康教室 
112 川内村☆ 郡山市  ●     ● ●    ●  ●  ● 介護予防、健康教室、安否確認 
113 川内村   ●     ●       ●  ● 安否確認、体操教室 
114 飯舘村☆ 福島市    ●   ● ●      ●  ● 介護予防事業、安否確認 
115 双葉町☆ いわき市  ●     ● ●      ●  ● 介護予防事業、安否確認 
116 双葉町 郡山市  ●     ●           
117 福島市      NPO法人  ●       ●  ● 多世代間の交流 

岩手県計 
28カ所 

(100.0％) 
 

2 
(7.1％) 

4 
(14.3％) 

8 
(28.6％) 

11 
(39.3％)

1 
(3.6％)

2 
(7.1％)

28 
(100.0%)

8 
(28.6％)

2 
(7.1％)

5 
(17.9％)

1 
(3.6％) 

3 
(10.7％)

15 
(53.4％)

27 
(96.4％)

7 
(25.0％)

4 
(14.3％)

 

宮城県計 
63カ所 

(100.0％) 
 

7 
(11.1％) 

39 
(61.9％) 

5 
(7.9％) 

0 
9 

(14.3％)
3 

(4.8％)
54 

(98.2％)
0 0 0 

1 
(1.8％) 

1 
(1.8％)

15 
(27.3％)

46 
(83.6％)

39 
(70.9％)

12 
(21.8％)

分母は記入のあった55カ所 

福島県計 
26カ所 

(100.0％) 
 

2 
(7.7％) 

14 
(53.8％) 

4 
(15.4％) 

1 
(3.8％)

4 
(15.4％)

1 
(3.8％)

26 
(100.0%)

18 
(69.2％)

4 
(15.4％)

5 
(19.2％)

0 
9 

(34.6％)
0 

25 
(96.2％)

0 
23 

(88.5％)
 

３県合計 
117カ所 
(100.0％) 

 
11 

(9.4％) 
57 

(48.7％) 
17 

(14.5％) 
12 

(10.3％)
14 

(12.0％)
6 

(5.1％)
108 

(99.1％)
26 

(23.9％)
6 

(5.5％)
10 

(9.2％)
2 

(1.8％) 
13 

(11.9％)
30 

(27.5％)
98 

(89.9％)
46 

(42.2％)
39 

(35.8％)
分母は28＋55＋26＝109カ所 

         ① ⑥ ⑨ ⑧ ⑩ ⑦ ⑤ ② ③ ④  
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＜表３＞ Ⅰ 仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援への対応 〜 Ⅰ〈主要な課題①から④〉の対応施策として 
 

担当省 事  業  名 事   業   内   容 実施状況等 対 応 

厚生労働省 被災地健康支援事業 ・継続的な保健活動 
・巡回による健康状態確認 
・健康課題に沿った活動支援 

・保健師等の確保 

2014.3末 
保健師確保 
 岩手県15名 

 宮城県８名 
 福島県55名 

Ⅰ①②③④ 

復興庁・ 
厚生労働省 

被災地の保健師確保依頼の
通知発出 

・被災地の保健師確保に向けた協力依頼 2014.3に発出 Ⅰ①②③④ 

厚生労働省 地域支え合い体制づくり事

業 

・被災地の生活支援を目的 

・仮設住宅に置ける安心した日常生活を支えるため総合的な機能を有する「サポート

拠点」の運営を推進 

・被災県、市町村、運営事業者間で事業内容を調整し、地域固有の実情に応じて柔軟

なサービス提供ができるよう支援 

2014.1 

設置箇所数 

 岩手県27か所

 宮城県62か所

 福島県26か所

Ⅰ①②③④ 

厚生労働省 東日本大震災被災者の健康
状態等に関する調査研究 

・継続的に把握し、保健指導の実施、医療機関等の紹介   Ⅰ①②③④ 

厚生労働省 被災者の心のケア支援事業 ・被災３県に心のケアセンターを設置 
・相談対応（訪問・来所） 
・市町村保健師の後方支援 

・連絡調整会議を実施し意見交換や情報共有 

2014.4 
専門スタッフ配
置数 

 岩手県46名 
 宮城県65名 
 福島県59名 

Ⅰ①②③④
⑤⑥ 

総務省 復興支援員 ・コミュニティの再構築を図る 
・復興支援員を配置する市町村を支援 

・復興支援員：被災者の見守りやケア、地域おこし活動の支援を行う 

2013年度 
活動数 

13団体 
(３県10市町村)

181名

Ⅰ①②③④
Ⅳ①②③④

⑤ 
Ⅴ 

厚生労働省 地域コミュニティ復興支援
事業 

・高齢者、障害者、若者など地域のつながりを持ち続けることができるよう（孤立化
防止） 

・ニーズ把握、総合相談、交流場所（公民館･空き店舗等も活用）等のサービス提供 
・見守り等支援体制の構築 
・地域コミュニティの復興支援を図る 

・関係者間（被災者、民生委員、児童委員、社会福祉協議会（生活支援相談員）、Ｎ
ＰＯ、ボランティアセンター等）の総合調整等を一体的に実施。社会福祉士、精神
保健福祉士等の配置も可能 

2013.4 
実施自治体数 

３県51市町村 

Ⅰ①②③④
Ⅳ①②③④

⑤ 

出所：復興庁、内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省『被災者に対する健康・生活支援の手引き』平成26（2014）年５月13日より作成 
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Ⅰ 仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援への対応 〈主要な課題〉 

 ① 多様化する被災者の問題や悩みへの対応（仮設住宅に残された人の取り残され感への対応、健康・介護の観点で状況の深刻な人への支援、

支援する側の心のケアや体制の強化等） 

 ② 疾病予防をはじめとした健康支援の実務担当である保健師不足への対応 

 ③ 仮設住宅等への見守り、心のケア、健康支援の継続及び変化にあわせた柔軟な対応が可能な予算の確保 

 ④ 災害公営住宅等への円滑な以降（人間関係や生活環境の変化への対応、新たな見守り体制づくり等）のための取組 

 ⑤ アルコール依存への問題の対応 

 ⑥ 震災のストレスによるＤＶや家庭環境悪化の防止 

 ⑦ 高齢者、子ども、障害者に対して区別無く支援する多機能事業所の整備 

 ⑧ 仮設住宅の１年ごと更新への不安の解消 

 

Ⅳ 恒久住宅の整備と仮設住宅等からの移転に伴う課題への対応 〈主要な課題〉 

 ① 仮設住宅のように住居がまとまっていない恒久住宅においての見守り体制の構築 

 ② 高齢者が生活支援・医療・介護などのサービスを受けられる恒久住宅の整備 

 ③ 恒久住宅における住民も担い手になるような地域包括ケア体制の構築 

 ④ 仮設住宅から恒久住宅への移行における公平性にも配慮した新たなコミュニティづくり 

 ⑤ 災害公営住宅棟への円滑な移行（人間関係や生活環境の変化への対応、新たな見守り体制づくり等）のための取組 

 ⑥ 住宅の整備における商業地の移動等に伴う交通の便への影響（特に、交通弱者への移動支援）への配慮  

 

Ⅴ 市町村の業務負担に対する支援の強化 

 

 





第
３
章

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 住宅再建・災害公営住宅の建設と課題 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 復旧・復興への財政の役割 
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第３章 住宅再建・災害公営住宅の建設と課題 
 

伊 藤 久 雄 

 

 

  1. 避難所から仮設住宅へ 
 

(１) 被害状況等（2013年11月８日現在、出典：警察庁、復興庁等） 

  ① 人的被害 

   ア 死者     15,883名 

   イ 行方不明   2,651名 

   ウ 負傷者    6,150名 

   エ 震災関連死  2,688名 

  ② 建築物被害 

   ア 全壊    126,602戸 

   イ 半壊    272,426戸 

   ウ 一部破損  743,089戸 

 

(２) 避難者等（出典：復興庁） 
 
 2011/３/14 2012/５/10 2013/11/14 2014/５/30 2015/５/14

全体 
約47万人

341,235人 277,609人 258,219人 211,976人

避難所にいる者の数 254人 15人 0人 0人

住宅等にいる者の数 
（不明) （不明)

263,383人 241,288人 192,798人

その他の数 14,211人 16,931人 19,178人

＊その他は、旅館・ホテル、親戚・知人等である。 

 

(３) 仮設住宅等の状況（出典：復興庁） 
 

 

入居戸数 入居戸数・入居者数 

備  考 
2012/５/10

2013/３/31 2015/１/31 

入居戸数 入居者数 入居戸数 入居者数 
公営住宅等 19,041戸 10,573戸 29,278人 6,993戸 18,574人 全国計 
民 間 住 宅 68,317戸 59,943戸 151,921人 41,531戸 98,128人 全国計 

仮 設 住 宅 48,884戸 48,128戸 111,159人 39,111戸 82,985人 

岩手県、宮城県､

福島県、茨城県､

栃木県、千葉県､

長野県 

＊(２)(３)は復興の現状と取組（復興庁）の2015年３月10日版および過去版より作成 

＊2015年１月31日現在の入居戸数、入居者数は、岩手県、宮城県、福島県の３県である。 

 

   仮設住宅入居者は被災から４年が経過しても、なお上表のような状況にある。した
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がって、仮設期間の延長も課題になっている。なお2013年４月２日、復興庁、厚生労

働および国土交通省は連名で、東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長に

ついて、次のように通知している。 

  ＜東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について＞ 

    東日本大震災を受けて建築された建築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第

１項又は第２項に規定する応急仮設建築物である住宅については、特定行政庁の判

断で存続期間の延長が可能なので、地域の実情を踏まえ、東日本大震災により建設

した応急仮設住宅の供与期間を延長する必要がある場合は、災害救助担当主管部局

において適切な対応をお願いいたします。 

    また、民間賃貸住宅等を借り上げて供与している応急仮設住宅についても、災害

救助担当主管部局の判断で供与期間の延長が可能なので、適切な対応をお願いいた

します。 

   なお（２）避難者等で明らかなように、避難者のうち旅館・ホテル、親戚・知人等

の「その他」にカウントされる避難者が増えていることをどう考えたらいいのかも課

題である。仮設住宅のような劣悪な環境を嫌ったこと、さまざまな病気に罹患したこ

となどが考えられる。 

 

(４) 仮設住宅等の特徴 

   ３県の中の仮設住宅は、岩手県の６市、５町、２村、宮城県の８市、７町、すべて

が被災地に建設されているのに対し、福島県は原発事故における全町避難を余儀なく

されたところが多く、被災地以外に多く建設されたのが特徴である。 

   また福島県は借上げ住宅一般、借上げ住宅特例（特例とは、自ら県内の民間賃貸住

宅に入居した避難住民の賃貸借契約を県との契約に切り替え、県借上げ住宅とする特

例措置）、公営住宅なども、被災地以外に多く求めている（応急仮設住宅・借上げ住

宅・公営住宅の進捗状況（東日本大震災）福島県災害対策本部）。 

   さらに福島県の避難先は県外も多い。北海道から沖縄県まで及び、次表のように

2013年12月12日時点で48,944人、2014年６月12日時点で45,279人、2015年５月14日時

点では45,745人にのぼる。2014年６月12日時点と2015年５月14日時点を比較すると、

県外避難が若干とはいえ増えていること、住宅等（仮設含む）が減ってきているにも

関わらず、親族・知人等への避難が増えていることは、先の述べた全体状況とも符合

している。その理由の分析が求められる。 

 

福島県から県外への避難状況 

単位：人 

 避難所 親族・知人等 
住宅等 

（仮設含む） 
計 

2013年12月12日時点 11 9,989 38,944 48,944

2014年６月12日時点 0 9,589 35,690 45,279

2015年５月14日時点 0 11,878 33,867 45,745

 

   県外のプレハブ仮設入居者は現在は存在しないので、借上げ仮設の入居者が多いと
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思われるが、避難指示区域以外からの避難者に対する2017年４月以降の取扱いについ

ては、災害救助法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行することになっており、

県外への避難も今後とも課題が継続する。 

  ＜帰還・生活再建に向けた総合的な支援策（新たな支援策）＞ 

   〈検討を進める施策 ― 福島県ホームページから〉 

    ・借上げ住宅等から県内の恒久的な住宅への移転費用の支援（2015年度～） 

    ・低所得世帯等に対する民間賃貸住宅家賃への支援（2017年度～） 

    ・避難者のための住宅確保（公営住宅等）への取組 

    ・避難者のコミュニティ活動の強化 

 

 

  2. 仮設住宅等から住宅再建・災害公営住宅の建設へ 
 

(１) 住宅再建に向けた取組み（出典：復興庁） 

   住宅再建には主に３つの手法がある。 

  ・防災集団移転促進事業 

  ・土地区画整理事業 

  ・災害公営住宅整備事業 

   復興庁の「東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況

（2015年４月末）について」によれば、災害公営住宅および民間住宅等用宅地（上記

の防災集団移転促進事業と土地区画整理事業）の供給状況は以下のとおりである。 

 

  ① 災害公営住宅の供給状況（2015年４月末時点） 
 

  計画戸数（戸)
2015年４月末時点 
完成戸数（戸) 

進捗率（％) 

岩手県  5,921 1,624 （＋99) 27.4（＋1.6)
宮城県  15,988 5,424（＋135) 33.9（＋0.8)

福島県 
津波・地震向け 2,702 1,617 （ － ) 59.8 （ － )
原発避難者向け 4,890 509 （ － ) 10.4 （ － )

 

  ② 民間住宅等用宅地の供給状況（2015年４月末時点） 
 

  計画戸数（戸)
2015年４月末時点 
完成戸数（戸) 

進捗率（％) 

岩手県  8,237 1,057 （＋45) 12.8（＋0.5)
宮城県  10,466 2,351（＋108) 22.5（＋1.1)
福島県  1,863 636 （＋32) 34.1（＋1.7)
合 計  20,566 4,044（＋185) 19.7（＋0.9)

    (注)・民間住宅等用宅地とは、地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事

業および漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。 

      ・計画戸数は、「住まいの復興工程表（2015年３月末現在）」の戸数。 

      ・表中の（ ）は、2015年３月末からの増加。  
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(２) 福島県における復興公営住宅（原発避難者用）の整備状況 

   福島県は復興公営住宅（災害公営住宅を福島県では復興公営住宅という）について、

地震・津波被災者向けと原発避難者向けとに分けて整備計画を策定している。その整

備状況は既述のとおりである。 

   原発避難者向けについては、第一次復興公営住宅整備計画を2013年７月16日に策定、

さらに第二次復興公営住宅整備計画を12月20日に策定している。整備戸数は第一次計

画ではおおむね3,700戸とされていたが、第二次計画では下表のとおり4,890戸となっ

ている。福島県全体の整備状況と市町村別の整備状況は下記のとおりである（福島県

土木部調査、2015年５月31日版。したがって復興庁調査とは調査時点が異なる）。市

町村によって、進捗状況に相当な差異があることが分かる。 
 

 計画戸数 用地完了 建築着手 建物完成 建物完成率

全県（15市町村） 4,890 4,427 1,126 601 12.3％

福島市 475 475 129 71 14.9％

二本松市 346 146 0 0 0％

会津若松市 134 119 100 70 52.2％

郡山市 570 570 474 160 28.0％

南相馬市 927 927 0 0 0％

いわき市 1,768 1,417 334 250 14.1％

川俣町 120 120 0 0 0％

三春町 217 217 0 0 0％

その他 338 236 89 50 14.8％

 

(３) 全体的な特徴 

   ３県に共通した特徴として、次の４点をあげておきたい。 

  １）用地取得の困難さ 

    これは土地の値上がりがあること、民間事業者との競争に負けること、相続未処

理や多数共有等などによって、用地取得に時間がかかることである。 

  ２）職人不足 

    全国から集まった職人も、徐々に元のところに戻るとともに、賃金上昇なども

あって被災地の職人不足に拍車をかけている。 

  ３）資材の値上がり 

  ４）入札不調 

    入札不調の結果、随意契約せざるをえない場合もある（岩手県ヒアリング） 

   なお政府は、用地取得加速化プログラムの策定や住宅再建の加速化（人材不足、資

材不足及び入札不調への対応）などの対策を講じている。住宅再建・復興まちづくり

の加速化措置（第五弾）の主なポイント（2014年５月27日）は次のとおり。 

  ＜住宅再建・復興まちづくりの加速化措置（第五弾）の主なポイント（復興庁）＞ 

   ■ 民間住宅の自立再建支援 

    ○ 被災者からの住宅再建具体化に向けた相談への対応強化 

    ○ 造成工事完了から被災者による住宅着工までの期間の短縮 

    ○ 再建工事集中時における建設事業者の円滑な人材・資材確保への支援 
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   ■ 用地取得の迅速化 ― 土地収用手続の迅速化や用地事務の負担軽減を強化 

    ○ 地方公共団体の負担軽減 

    ○ 運用の明確化による土地収用手続きの迅速化 

    ○ 権利者調査のガイドラインの作成・周知 

   ■ 円滑な施工確保 

    ○ 実勢価格の契約価格への適切な反映 

    ○ 災害公営住宅の供給円滑化 

   ■ 住宅再建の加速化 

    ○ 防集跡地の利活用促進 ― 防集跡地の貸付に関する取扱いの明確化 

    ○ 土地区画整理事業の早期着手 ― 「仮の仮換地指定」による早期工事着手 

   上記の特徴のうち、用地取得の困難さについては、岩手県の調査がある。 

    （＊「復興事業用地における権利者調査の状況」2014年３月末現在。出典：岩手

経済研究2014年６月号。岩手県東日本大震災津波復興計画復興実施計画（第２

期）について（中村一郎岩手県復興局長）。） 

   この調査は、災害復旧事業で整備する防潮堤や、復興交付金による道路事業、災害

公営住宅等の取得予定用地について、151地区、約5,308件の経理者調査を実施した結

果、約1,637件（約３割）の相続未処理や多数共有等の懸案事項が存在することが明

らかになったとするものである。 

 

復興事業用地における権利者調査の状況（2014年３月末時点） 

調査：岩手県 

地区数 件 数 
懸案件数 

懸案割合所有者 
不 明 

行方不明
共有･相続
未処理 

抵当権等 重複調整 合 計 

151 5,308 35 36 911 743 △80 1,637 30.8％

（＊共有とは、複数所有者のこと。） 

 

 

  3. 災害公営住宅におけるサポートセンター機能維持の課題 
 

 被災３県や仙台市、社会福祉協議会等にヒアリングした結果については、既述のとおり

である（第１章及び第２章参照）。課題は、災害公営住宅や防災集団移転促進事業と土地

区画整理事業において建設された住宅地において、サポートセンター機能を移行し、維持

できるかである。 

 

(１) 災害公営住宅とサポートセンター機能 ― いわき市を事例に 

   災害公営住宅の完成率は、岩手県や宮城県は30％前後といまだ低く、福島県の津

波・地震災害向けの住宅でようやく50％を超えた状況である。そこで、いわき市をみ

てみよう。いわき市は、下表のように地震・津波による市外避難者がいまだに4,000

人を超え、逆に原発事故からの避難者が24,000人を超えるなど、複雑な状況にある。 
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いわき市の避難状況 
 
住民票を異動せず市外に避難しているいわき市民（2015年５月１日現在） 1,441名

住民票を異動して市外へ避難した方（2015年１月１日現在） 2,589名

計 4,030名

住民票を異動せず市内に避難している方（2015年３月１日現在） 24,142名

（＊避難者数は、原発避難者特例法の特定住所移転者の人数（いわき市災害対策本部週報）） 

 

   いわき市は福島県が建設する原発避難者向けの復興公営住宅の建設戸数が も多い

が、市として建設する災害公営住宅も多い。その建設・入居状況をみるとつぎのよう

になっている（団地名は仮称）。 

 

いわき市における市建設の災害公営住宅の建設・入居状況（2015年５月下旬時点） 
 

団地名 建設戸数 種別 構造 入居開始 

久之浜団地 
120 集合住宅 ＲＣ造 2015年２月23日 

16 戸建住宅 木 造 建設中 

四倉団地 
130 集合住宅 ＲＣ造 2014年７月１日 

21 戸建住宅 木 造 2014年10月１日 

北白土団地 50 集合住宅 ＲＣ造 建設中 

作町団地 45 集合住宅 ＲＣ造 2014年８月１日 

沼ノ内団地 40 集合住宅 ＲＣ造 2014年４月１日 

薄磯団地 
85 集合住宅 ＲＣ造 2014年６月１日 

18 戸建住宅 木 造 2014年６月１日 

豊間団地 
168 集合住宅 ＲＣ造 2014年６月１日 

24 戸建住宅 木 造 2014年６月１日 

内郷砂子田団地 250 集合住宅 ＲＣ造 建設中 

下浅貝団地 
75 集合住宅 ＲＣ造 建設中 

13 戸建住宅 木 造 建設中 

常磐関船団地 32 集合住宅 ＲＣ造 2014年３月１日 

永崎団地 
165 集合住宅 ＲＣ造 建設中 

24 戸建住宅 木 造 建設中 

佐糠第一団地 30 集合住宅 ＲＣ造 建設中 

佐糠第二団地 21 集合住宅 ＲＣ造 建設中 

錦団地 64 集合住宅 ＲＣ造 2014年４月１日 

勿来四沢団地 
20 集合住宅 ＲＣ造 2015年１月１日 

30 戸建住宅 木 造 建設中 

勿来関田団地 72 集合住宅 ＲＣ造 2015年１月９日 

建設戸数計 1,513 集合住宅1,367 戸建住宅146 ― 

 

   いわき市復興事業計画（第三次、2014年３月策定）によれば、仮設住宅等（一時提

供住宅入居者）に対する生活支援は計画の「取組の柱１」に、災害公営住宅入居等へ

の支援は「取組の柱２」に述べられている。 

  ＜取組の柱１ 被災者の生活再建＞ 

   □ 一時提供住宅入居者への生活再建のための相談支援（内容、略） 

   □ 一時提供住宅入居者への訪問活動の実施 
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     市内の一時提供住宅に避難している方々等を訪問し、心身のケアを必要とする

方に対し、必要な支援を行う。 

    ・2011年度延訪問件数：5,514件 

    ・2012年度延訪問件数：3,762件 

   □ 一時提供住宅入居高齢者の見守り活動の実施 

    ○ 市内の一時提供住宅に避難している在宅高齢者世帯等を安否確認のために定

期的に訪問する。 

    ○ 訪問時に気になる高齢者等を把握した場合には、担当の地域包括支援セン

ターへ報告する。 

    ・2011年６月１日から2015年３月31日まで 

    ・2011年度延訪問件数：12,692件 

    ・2012年度延訪問件数：17,404件 

     ※ 福島県緊急雇用創出基金事業を活用 

   □ 一時提供住宅入居等・障がい者への訪問活動の実施 

     市内の身体障害者手帳１・２級の障がい者を訪問し、災害時要援護者の登録支

援等を行う。 

    ・実施期間 2011年６月１日から2015年３月31日まで 

     ※ 福島県緊急雇用創出基金事業を活用 

   □ 一時提供住宅入居者等見守りサポートシステムの構築（内容、略） 

  ＜取組の柱２ 生活環境の整備・充実＞ 

   □ 津波被災地域の高齢者に対する交流と健康づくりの場の提供 

     津波被災地域においては高齢者の生活環境が大きく変化しており不安な生活が

続いている。 

     このような高齢者を対象として交流の場を設け、健康相談や運動、さらには生

活相談を実施することにより、閉じこもりを防止するなど、高齢者の生活をサ

ポートする。 

   ＜2012年度実績＞ 

    ・事業開始 2012年２月 

    ・2012年度いきいき交流サロン開催数 141回 

    ・2012年度参加延人数 3,373人 

    ・市内３会場（ゆったり館・勿来の関荘・新舞子ハイツ）で開催 

     ※ 福島県地域支え合い体制づくり助成事業を活用 

   この「いわき市復興事業計画（第三次）」にあるように、仮設等一時避難者に対す

る支援は訪問活動が中心であり、災害公営住宅入居者等に対する支援は「交流サロン」

の開催が中心となっている。もともと、いわき市に設置されたサポートセンターは６

か所あったが、いわき市設置は１つもなく、双葉町１か所、大熊町１か所、富岡町１

か所、楢葉町２か所、広野町１か所と、すべて原発避難者の仮設住宅として設置され

たものであった。すなわち、いわき市では津波避難者等のための支援拠点は置かず、

いわき市社会福祉協議会が中心となって生活支援を担ってきたのである。社協のホー

ムページは次のような記載がある。 



－ 54 － 

  ＜生活支援相談員＞ 

    生活支援相談員は、一時提供住宅（応急仮設住宅や雇用促進住宅、民間借り上げ

住宅等）や災害公営住宅で生活している方の訪問活動の他に、各地区で定期交流サ

ロン、お茶会、イベント等を行っています。定期交流サロンやイベントでは、親子

で楽しむコンサートや趣味を生かした絵手紙教室、介護予防の体操教室、就職相談

会など、地域のボランティアの方々と協力しながら行っています。 

  ＜いきいき交流サロン＞ 

    津波被災地域の被災高齢者の閉じこもりや生活不活発病を防止するため、対象者

として市内の４施設（新舞子ハイツ・ゆったり館・勿来の関荘・かんぽの宿）に交

流の場を設けるとともに、健康づくりのための介護予防運動を実施しています。 

   □ 対象者数 

     市内の津波浸水区域のうち被災した高齢者（65歳以上の方） 

    ① 津波被災地域に居住している高齢者 約800名 

    ② 津波被災地域から市内の一時提供住宅等に避難している高齢者 約1,200名 

   災害公営住宅には小規模なところを除いて集会所が設置されるが、いわき市の場合

は通常の団地の集会所と変わらず、団地内の住民の会議や寄り合い等に使用されるも

のと考えられる。災害公営住宅の集会所を巡回して相談会や交流サロンなどが開催さ

れるのかどうか、今後の運営を注目していきたいと考える。 

 

(２) 陸前高田市 ― 下和野地区災害公営住宅・市民交流プラザ下和野サロン 

   陸前高田市は、東日本大震災津波による住宅被害は、全壊及び半壊数で3,368戸で

あった。被災した市営住宅は、団地数が４団地、棟数は41棟、戸数は67戸に及ぶ。 

   災害公営住宅は、建設戸数1,000戸を計画（県建設700戸、市建設300戸）、2014年

度から2016年度にかけて入居予定となっている。下和野地区には120戸の団地が建設

されている（市建設）。入居は2014年10月１日から始まっている。 

   下和野地区の災害公営住宅は、防潮堤や周辺の嵩上げ市街地より早い完成が見込ま

れることから、１階は非居住とし住民の利便性を確保する施設（店舗等）が導入され

る。 上階には集会室（５部屋）を設け、災害時は避難所としての活用を想定してい

る。 

   この下和野地区災害復興公営住宅内に設置予定している交流サロン（在宅医療介護

連携促進事業）については、保健医療福祉未来図会議の議事録がある（2014年度第７

回保健医療福祉未来図会議議事録）。この時のテーマは「災害復興公営住宅移行期を

迎えて～いま、それぞれが何をやらなければならないか～」であった。市民交流プラ

ザ下和野サロンに関しては以下のやりとりがあった。 

  ◇ 説 明 

    １階ピロティの部分２区画を長寿社会課、社会福祉課で確保し、１区画は相談室、

もう１区画はサロン、カフェのコーナーとする予定。「市民交流プラザ下和野サロ

ン」として開設。 

   ・相談室 ― 社会福祉協議会相談員の高田地区担当の方に見守りや相談をお願いす

る。また、医療介護連携拠点ということで医師、看護師、臨床心理士等の相談員
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を配置予定。 

   ・カフェ・サロン ― 喫茶と軽食を提供、障がいのある方の働く場・職業訓練の場

にする。障害施設で作っている食べ物等を提供する。 

   ・公営住宅内だけではなく、その周りの地域の見守り活動等に活用していく。年明

けくらいにオープン予定。地域の人達が気軽に集まれる空間にしたい。 

   ・相談室には毎日誰かがいるようにはしたい。私（在宅医療介護連携促進事業コー

ディネーター・石木医師）は週１でお邪魔させてもらう。その他は看護師、臨床

心理士が対応する予定。 

  ◇ 質 疑 

   ・相談室は24時間体制にはならないか？ 

   ・（石本医師）詳細は決まっていないが、日中の対応になる。夜間は恐らく対応は

難しい。 

   実はこの市民交流プラザ下和野サロンについては、ＮＨＫ「おはよう日本」（2015

年７月３日朝）で取り上げていた。今後の展開を注目したい。なお陸前高田市は、災

害公営住宅建設の基本方針で、「コミュニティに配慮した供給計画を検討する」とし

て、以下の方針を示していた。 

  ・既存コミュニティや新たなコミュニティ形成に配慮し、立地場所、規模、配置計画、

募集方法を検討する必要がある。 

  ・入居者相互や地域住民との交流の場として、オープンスペースや店舗スペースの確

保に配慮する。 

  ・入居者のアイデンティティの維持・形成につながる、地域のシンボル的要素を取り

込んだ外観にも配慮する。 

  ・世帯構成の画一化を防止、入居世帯間コミュニケーションの活性化を促す住戸配置

を検討する。 

 

(３) 高台移転（防災集団移転）とサポートセンター ― 岩沼市を事例に 

   東日本大震災において、岩沼市沿岸６地区（６集落）の被災状況は次のようなもの

であった。 

  ・人的被害：死者148名、行方不明２名 

  ・建物の被害：全壊699戸、大規模半壊421戸、半壊636戸、一部損壊1,010戸、計2,766

戸 

   岩沼市は、甚大な被害を受けた沿岸６地区の内陸部への集団移転先として、岩沼市

玉浦西地区をいち早く決定した。玉浦西地区のまちづくりの基本理念としては、従来

からの地区のコミュニティを 大限に尊重しつつ、新たなまちを形づくる“つながり”

を重視したまちづくりを行っていくこととされた。 

   玉浦西地区の７つ「まちづくり方針」は以下のとおり。 

   ①自然災害に強い安全なまち、②自然エネルギーを活用した環境未来都市を実現す

るまち、③空が広く感じられる美しい街並みのあるまち、④地域の交流ができる集会

所や菜園のあるまち、⑤緑豊かで水辺のある景観のよいまち、⑥スーパーと個人商店

が複合した楽しく買物ができるまち、⑦地域のみまもりにより、高齢者福祉と子育て
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が充実したまち 

   なお、岩沼市玉浦西地区まちづくり計画は以下のようにすすめられた。 

  ○ 岩沼市震災復興計画グランドデザイン～愛と希望の復興～（2011年８月） 

  ○ 玉浦西地区まちづくり検討委員会報告書概要版【まちづくり方針及び土地利用計

画編】（2012年９月） 

  ○ 玉浦西地区まちづくり検討委員会報告書概要版【新たな地域づくり方策編】

（2013年11月） 

   沿岸６地区の集団移転という計画の基本的な考え方は、下図のように従来の６地区

ごとに配置することである。下図のうち、右側の中断の部分には公園兼調節池や生活

利便施設が予定された。また配置された地区ごとにシンボル施設、公園が置かれ、ま

た３か所の集会所も設置された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   移転後の生活支援等に関連する課題については次のような報告がされた。 

  ① 集会所の使い方、管理体制等 

    集会所の使い方、管理体制等については、管理費用負担を平準化する観点から６

地区全体で行うこととし、具体的な管理体制や使い方については、各地区代表によ

る協議で決定することとしている。 

  ② 高齢者や子どもの見守り 

    検討課題として「高齢者や子どもの見守り」があげられているが、移転後の早い

段階で、各地区または地区全体で具体的な内容の検討を行うとされている。 

   玉浦西地区への集団移転は今年（2015年）３月末までにはほぼ完了、７月７日には、

大型商業施設「フーズガーデン玉浦食彩館」がオープンした。被災６地区（６集落）

に６つあった町内会はいったん解散し、新しい玉浦西地区では４つの町内会ができて

いる。まさに新しいまちである。集会所の使い方や高齢者・子どもの見守りなどは、

新たにできた町内会の中で話し合われていくものと考えられる。 

   なお、玉浦西地区への移転の概要は以下のとおり。 

  ① 玉浦西地区の戸数 336戸 

   ・集団移転の戸数269戸／・自己建築（分譲・借地）158戸・災害公営住宅111戸 

   ・集団移転以外の戸数67戸／・災害公営住宅（市営林住宅復旧・その他地区） 
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  ② 玉浦西地区の予定人口 約1,000人 

 

 

  4. 今後の課題 
 

 今後の課題について、本稿の課題に限定して述べるなら、災害公営住宅や高台移転等に

おけるサポートセンター機能の移行と、機能の維持が具体的に実行されているか、否かで

ある。したがってこの 終的な結論は市町村ヒアリングを待たなければならない。ただし、

この間のヒアリングや石巻市、いわき市、陸前高田市、岩沼市などの現状からは４つの仮

説が成り立つと考えられる。 

 第一は、まさに災害公営住宅や高台移転等において、サポートセンター機能を移行し、

維持しようとしているケースである。 

 第二は、災害公営住宅や高台移転等の現地にサポートセンター機能を移行するのではな

く、その周辺も含めて 適な地域、場所にセンターを設置するケースである。 

 そして第三は、集会施設等は設置するものの、サポートセンター機能は持たないケース

である。 

 後に第四は、集会施設も何もなく、３・11以前と同じ対応を行っているケースである。

今後、この４つの仮説を念頭に被災市町村の対応を注目していきたいと考える。 

 なお石巻市の被災後の取組みは注目される。昨年（2014年）10月、岩手県地方自治研究

センター主催のシンポジウムに参加した機会に、石巻市社会福祉協議会地域福祉コーディ

ネーターの谷祐輔氏と鈴木麻千子氏にヒアリングすることができた。その主な内容は以下

のとおりであった（市の取組みは石巻市社協のホームページを参照されたい）。 

① 現在、地域福祉コーディネーターが配置されている10地区、10人はそれぞれ石巻市社

会福祉協議会の常勤職員である。ただし、初年度2013年４月から３年間の任期付きであ

る。それは、事業は石巻市からの委託であるが、その財源が復興交付金だからである。 

② ３年が終わるのは、2016年３月。その後のことは確約されていない。 

③ 地域福祉コーディネーターは現在「職」として確立されているわけではない。採用後

の研修や、この１年半の業務の中で学んできている。特に、毎日のミーティング、週１

回、月１回のミーティングの中で、他のスタッフの方との話し合いによって身につけて

きたことが多い。 

④ 仮設住宅と仮設以外の地区との間にわだかまりが起きないようにすることが重要であ

る。もちろん、仮設住宅の多い地区、少ない地区という違いはある。 

⑤ 地域福祉コーディネーターの仕事は、「地域のネットワークをつくること」「地域の

つながりをつくること」と考えている。特に、「地域の人々が地域力をつけること」を

お手伝いすることだと強調された。 

 以上のようなヒアリングから感じたことを２、３点記しておきたい。 

◇ 後の「地域の人々が地域力をつけること」というお話には大変共感を覚えた。 

◇ 今、全国で地域福祉コーディネーター、地域コーディネーター、あるいはコミュニ

ティ・ソーシャルワーカー（ＣＳＷ）などの名称のスタッフの配置が行われつつある。

多くの場合、石巻市と同様に社会福祉協議会への委託として実施されているが、石巻で
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の実践はそのモデルになる可能性があると感じた。 

◇ 当初の契約では３年間ということである（この課題だけでなく、震災復興の様々な事

業には復興交付金が充てられており、当初の期限が問題になっている）。しかし、災害

復興や仮設住宅対策という観点も重要だが、それだけでなく今後の超高齢社会、少子社

会における地域福祉という観点からも、地域福祉コーディネーターなどの配置とその人

材育成は急務である。石巻市においても継続して取り組まれることを望みたい。 

 被災地で取り組まれたサポートセンターの機能、特に総合相談機能（ライフサポートア

ドバイザー（ＬＳＡ））を今後の地域福祉に活かしていくことはきわめて重要な課題であ

る。厚生労働省は、地域包括ケアシステムを提起するとともに、2015年４月からの介護保

険制度の改正にともなって「生活支援コーディネーター」の配置を促している。ライフサ

ポートアドバイザー（ＬＳＡ）、地域福祉コーディネーター、コミュニティ・ソーシャル

ワーカー（ＣＳＷ）、生活支援コーディネーターと名称はいろいろあるが、問題となるの

は総合相談機能であり、その機能を担う人材である。大震災の貴重な経験を活かしたいも

のである。 
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第４章 復旧・復興への財政の役割 
 

菅 原 敏 夫 

 

 

  1. はじめに 
 

 東日本大震災大津波からの集中復興期間が2015年度で終わる。復興庁は、2015年６月３

日、2016年度以降の復興事業費について、被災した自治体に求める負担率を示した。復興

庁によると、地元の負担率は、国が直轄する道路事業などが1.7％、ごみ処理施設の整備

事業が3.3％、観光開発やまちづくりなど、効果促進事業は１％となっている。国はこれ

まで、災害公営住宅の整備などの基幹事業や、任期つき職員の人件費などは、全額負担を

続ける方針を示している。また、道路事業のうち、三陸沿岸道路については、地元の要望

を受け、2016年度以降も、国が全額負担する方針を、あらためて示した。 

 東日本大震災からの復興を進めるため、政府は復興予算を復興特別会計として一般会計

とは別に管理している。2011年度から2015年度までの５年間に総額は約26兆3,000億円で

ある。財源は、所得税などの復興増税や日本郵政株の売却収入などが充てられる。その枠

組みは、集中復興期間が終わる2015年度までで、2016年度以降の復興財源の確保が大きな

焦点となっていた。政府は歳出抑制などの観点から被災自治体に事業費の一部負担を求め

ているが、被災自治体は「復興に支障が出る」と反発していた。 

 ６月24日、2016年度以降の復興事業費についての復興庁の案が固まり、30日にその案に

基づいて閣議決定が行われた。2016年度以降の復興予算は、全額国費負担事業と、一部自

治体負担事業と、通常負担事業の３つに分かれることとなった。 

 この時期に、被災自治体に警戒感の強い自治体負担の導入を急いだのは、各府省庁の

2016年度予算の概算要求の時期が迫ってきていたからである。その結果、東日本大震災復

興特別会計への繰入れは、６月30日に閣議決定された「平成28年度以降５年間を含む復興

期間の復旧・復興事業の規模と財源について」に従って、一般会計から復興財源として復

興特会に繰入れるべき所要額を要求することとなった。 

 「平成28年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について（７月24日閣議了解）」

によれば、「東日本大震災からの復興対策については、復興のステージの進展に応じて、

既存の事業の成果等を検証しつつ、効率化を進め、被災地の復興のために真に必要な事業

に重点化する。その際、一般会計等の国の既存施策で同種の事業を実施しているもの、被

災地以外でも等しく課題となっている事業等については、一般会計等で対応する。一般会

計から東日本大震災復興特別会計への繰入れについては、財務大臣が、東日本大震災から

の復興のための財源を捻出するため、『平成28年度以降５年間を含む復興期間の復旧・復

興事業の規模と財源について』に従って所要額を要求する。」となっている。 

 一方、東京電力は2015年６月29日、福島第１原子力発電所事故の賠償資金9,501億円の

追加援助を原子力損害賠償・廃炉等支援機構に申請したと正式発表した。政府が６月12日

に閣議決定した新たな賠償の指針に基づき必要額を積み増したために機構への申請は総額
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で、６兆8,864億円となる。これとは別の政府による原子力損害賠償法に基づく1,889億円

の補償金と合わせて賠償総額は、７兆753億円となる。今回新たに見積もった金額の内訳

は、精神的損害の追加賠償や商工業者への一括賠償などが3,140億円、除染費用が5,230億

円などとなっている。 

 本稿は集中復興期間の終了を見据えて、この期間内の復旧・復興に際してのさまざまな

財政上の措置について論究する。 

 

 

  2. 被災の状況と地域資産の毀損額・復旧期の財政 
 

 阪神・淡路大震災と東日本大震災の被害状況比較は以下のようなものである。東日本大

震災大津波の場合、被災地の地域毀損額は約16兆円～約25兆円と推計されている。これま

での復興予算の執行状況を見ても復旧・復興所要額がこの額を大幅に上回ることは確実で

ある。 

 

＜図表１＞ 阪神・淡路大震災と東日本大震災の被害状況比較（2015年３月１日現在） 
 

区   分 阪神・淡路 東 日 本 

避難者 約32万人 約56万人 

ピーク（日付） １月23日 ３月15日 

死者（人） 6,434 19,225 

行方不明者（人） ３ 2,614 

負傷者（人） － 6,219 

全壊（棟） 約10万 127,830 

半壊（棟） 約15万 275,807 

火災件数（件） 182 330 

停電戸数（ピーク時） 260万 840万 

被災地の毀損額 約9.6兆円～約9.9兆円 約16兆円～約25兆円 

東日本大震災は消防庁、内閣府調べ。毀損額は推計。 

※ 被害状況には、2011年東北地方太平洋沖地震の余震による被害のほか、３月11日以降に発生

した余震域外の地震による被害の区別が不可能なものを含む。 

※ 火災の発生状況（2012年７月５日確定値） 
 
 

 東日本大地震大津波からの復旧・復興は上記図表１に示した損害に対して行われる。 

 被災した市町村の財政力指数は0.3未満の市町村が全体の16.7％、全国平均の財政力指

数0.55を下回る市町村が全体の56.5％を占めている。 

 政府は、発災直後に「緊急災害対策本部」（本部長：内閣総理大臣）を設置、2011年３

月17日に「被災者生活支援特別対策本部」（本部長：防災担当大臣）を設置した。以下、 

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成にかんする法律」「平成23年

度における地方交付税の総額の特例等にかんする法律」「地方税法の一部を改正する法律」

の３本の法律を制定するとともに、平成23（2011）年度補正予算（第１号）（５月２日成

立）を成立させた。しかしその後、対策は遅れ、本格的な復興補正予算の成立（３次補正）

は11月となった。 
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 被災自治体の財政状況から、政府は、国庫支出金による災害対策だけでなく、地方交付

税の特例による対策も必要と認め、2012年度からは、通常分と東日本災害関連分を区分し

て計上することにした。被災自治体の復旧・復興は財政状態の復旧・復興でもある。集中

復興期間の終了は、財政状態の復興を確認するべきもののはずである。 

 はじめにで述べた通り、復興庁は2015年６月24日「平成28（2016）年度以降５年間（復

興・創生期間）の復興事業について（案）」をまとめ、「平成28年度以降の復旧・復興事

業について」を復興推進会議で決定、６月30日に閣議決定を行った。事業費の見込みは図

表２の通りである。その際、復興推進会議は、「平成28年度からの５年間については、被

災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現していく観点から、

『復興・創生期間』と位置付けることとする」として、「創生」の余計な二文字がついた。 

 前半５年間は25.5兆円、後半は6.5兆円と見込まれ、合計32兆円の事業規模となる。 

 この32兆円の財源をどのように調達するかが検討され、図表３のようなフレームが想定

されている。 

 図表２にあるように、「復興・創生期間」の事業規模は6.5兆円である。その事業費を

復興増税等で2.5兆円程度調達し、集中復興期間中に不用額となった事業費の見合いの財

源で0.8兆円を加える。そのために、集中復興期間のフレーム26.3兆円は、実額では25.5

兆円となる（図表２参照）。その結果、新規財源は3.2兆円ほど新たに必要となる。その

新規財源の内訳は、(１)財政投融資特別会計財政融資資金勘定における平成27（2015）年

度までの積立金の活用、同特別会計投資勘定からの受入れなど国の保有する資産の有効活

用等による税外収入（決算剰余金を除く）の確保0.8兆円程度、(２)一般会計からの繰入

れ2.4兆円程度、の合計3.2兆円が見込まれている。 

 このフレームにともなって、復興推進会議は復興事業に自治体負担を求めることとなっ

た。復旧・復興事業の自治体負担についての基本的な考え方（復興推進会議「平成28年度

以降の復旧・復興事業について」）として、以下のように述べている。 

 「集中復興期間においては、まち全体が壊滅的な打撃を受け、また、比較的財政力が低

く、膨大な復興事業を実施していく際に、十分な財源がないと見込まれる被災自治体が多

かったことを踏まえ、実質的な地方負担をゼロとする異例の措置を講じてきた。」とこの 

 

＜図表２＞ 2016年度以降５年間（復興・創生期間）の事業規模（見込）（単位：兆円） 

 

区   分 
集中復興期間 

（2011～15年度） 

復興・創生期間 

（16～20年度） 

１ 被災者支援（健康・生活支援）  2.1 0.4 

２ 住宅再建・復興まちづくり 10.0 3.4 

３ 原子力災害からの復興・再生  1.6 0.5 

４ 産業・生業（なりわい）の再生  4.1 0.4 

５ その他（震災特交など）  7.8 1.7 

合   計 25.5 6.5 

復興期間計32兆円程度（概数のため合計は一致しない。） 

出典：復興庁「平成28年度以降５年間（復興・創生期間）の復興事業について（案）」2015年６

月24日。６月30日閣議決定。  
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＜図表３＞ 復興財源フレームの見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：復興庁 同前 

 

５年間は異例の措置だったと規定した上で、復興・復旧事業の加速、原子力事故災害の特

殊性に鑑みて実質的な地方負担ゼロを継続し、震災復興特別交付税も継続する。 

 「一刻も早い被災地の復旧・復興、原子力事故災害被災地域の再生を成し遂げるため、

復興の基幹的事業や原子力事故災害に由来する復興事業については、これまでと同様、震

災復興特別交付税により被災自治体の実質的な負担をゼロとする。 

 また、単独災害復旧費、職員派遣に要する経費などの復旧・復興に係る地方単独事業の

実施に要する経費や地方税等の減収補てんについては、基本的に、引き続き震災復興特別

交付税による措置を継続し、被災自治体の実質的な負担をゼロとする。」 

 しかし、５年を経過し、新たなステージにおいて、新たなフレームを構成することから、

自治体の「自立」を促す観点からも「被災自治体においても一定の負担」を求めることに

なっている。 

 「復興財源が国民に広く負担を求めるものであることや、復興の新たなステージにおい

て、被災自治体の『自立』につなげていく観点から、復興事業と整理されるものでも、地

域振興策や将来の災害への備えといった全国に共通する課題への対応との性質を併せ持つ

事業については、被災自治体においても一定の負担を行うものとする。被災自治体が負担
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する程度については、被災自治体の財政状況等も踏まえ、通常の災害時の復興事業におけ

る負担の程度と比べて十分に軽減されたものとし、被災自治体の財政負担に十分配慮す

る。」 

 この配慮の内容は、事業費のうち、国庫補助金等を除いた地方負担の95％を震災復興特

別交付税により措置することと、被災自治体から要望がある場合は、適債経費について資

金手当のための地方債の発行を認めることの２つである。前者の場合、県・市町村の実質

的な負担は地方負担の５％となり、これは各対象事業の事業費の１～３％程度と見積もら

れている。 

 対象事業は以下のように列挙されている。ただし、社会資本整備総合交付金の一般分な

どは通常の補助率が適用されるので、被災自治体の社会資本整備の全部が対象ではない。

その点を区分したものが、図表４である。 

 

＜図表４＞ 2016年度以降の復興事業の整理 
 

特別会計に残す事業 一般会計へ移す事業 

全額国費 
自治体負担あり（地方負担の５％

（各事業費の１～３％）） 

自治体負担あり（通常事

業と同一） 

【基幹的な事業】 

○被災者支援 

 ⇒災害救助、心のケア、コミュ

ニティ再建 

○災害復旧 

 ⇒災害廃棄物処理、インフラ復

旧、生産設備復旧 

○復興交付金【基幹事業】 

 ⇒高台移転など 

【原発事故由来の事業】 

○放射性物質汚染廃棄物処理 

○除染、放射線測定 

○福島再生加速化交付金 

○12市町村内事業⇒市町村事業＋

県事業 

【その他】 

○直轄事業 

 ⇒三陸沿岸道路、相馬福島道路 

○農山漁村地域整備交付金 

 ⇒市町村防潮堤 

○任期付職員・応援職員経費 

○直轄事業（全額国費対応分を除

く） 

 ⇒道路、港湾など 

○復興交付金【効果促進事業】 

○社総交（社会資本整備総合交付

金）〔復興枠〕（道路事業）な

ど 

 

※岩手県・宮城県 

 ・東北自動車道以東の事業 

※福島県 

 ・東北自動車道以東の事業 

 ・その他の地域で実施する沿岸

部及び避難解除等区域の12市

町村関連事業（防災・減災事

業を除く） 

※青森県、茨城県、千葉県 

 ・太平洋沿岸の地方公共団体

（太平洋沿岸から15km以内の

事業を含む）で実施する事業

 ・その他の地域で実施する沿岸

部関連事業（防災・減災事業

を除く） 

○社総交〔一般枠〕（道

路事業） 

 左記以外の事業 

出典：復興庁 同前 
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 これらの見直しにより、「東日本大震災からの復興の基本方針」（2011年７月29日東日

本大震災復興対策本部）についても、基本的な枠組みの変更をもとに、2015年度末までに

更に必要な見直しが行われる。 

 

 

  3. 大災害、 初に自治体が行わなければならないこと、 

   初の財政の役割 
 

 翻って、災害時の財政の役割とその制度について検討しておこう。 

 災害時、 初に自治体が行わなければならないことは災害救助法（1947年法律第118号）

に定めがあって、そこに 初の財政の役割も記されている。災害救助法は戦後すぐの法律

で、戦争による荒廃から災害が多発し、その応急対応を目的に制定された。その後通知例

規によって補訂され、現在に至っている。さらに、1959年の伊勢湾台風被害を教訓に、防

災面からの体制整備を目的に災害対策基本法（1961年法律第223号）が定められ、財政制

度も整備されていった。 

 まず、災害救助法から見ておこう。 

 災害救助法は「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民

の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかつた者の保護と社会の秩序の保

全を図ること」を目的としている。救助の主体は国、自治体と「日本赤十字社その他の団

体」「国民」である。 

 第４条には救助の種類が定められている。 

＜図表５＞ 自治体負担対象事業 
 

道路整備事業（直轄・補助） 

港湾整備事業（直轄・補助） 

社会資本整備総合交付金（復興） 

水産基盤整備事業 

農山漁村地域整備交付金 

循環型社会形成推進交付金 

河川整備事業 

東日本大震災農業生産対策交付金 

農村地域復興再生基盤総合整備事業 

被災海域における種苗放流支援事業 

交通安全施設等整備事業 

地籍調査費負担金 

東日本大震災復興交付金（効果促進事業) 

（注）以下の事業は対象としない。 

・道路整備事業のうち三陸沿岸道路整備事業、相馬福島道路整備事業 

・避難指示等の対象である12市町村内で実施する事業 

・農山漁村地域整備交付金により市町村が実施する防潮堤整備事業 

・循環型社会形成推進交付金により実施する事業のうち、原子力事故災害に由来して

実施するもの（いわき市が該当） 
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第４条 救助の種類は、次のとおりとする。 

 一 収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与 

 二 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

 三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

 四 医療及び助産 

 五 災害にかかつた者の救出 

 六 災害にかかつた住宅の応急修理 

 七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

 八 学用品の給与 

 九 埋葬 

 十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 

 

（この政令で定めるものは、現在、災害救助法施行令 第２条で、「法第４条第１項第10

号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。 

一 死体の捜索及び処理 

   二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を

及ぼしているものの除去」とされている。） 

 

 費用に関しては第18条以下に規定がある。 

  第18条 第４条の規定による救助に要する費用（救助の事務を行うのに必要な費用を含む。）

は、救助の行われた地の都道府県が、これを支弁する。 

  ２ 第７条第５項（従事命令による救助の実費）の規定による実費弁償及び第９条の規定に

よる扶助金の支給で、第４条第１項の規定による従事命令又は第８条（協力命令）の規定

による協力命令によつて救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する

費用は、その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県が、第７条

第２項の規定による従事命令によつて救助に関する業務に従事した者に係るものに要する

費用は、同項の規定による要求をなした都道府県知事の統轄する都道府県が、これを支弁

する。 

  ３ 第９条第２項の規定により準用する第５条第３項（収用等）の規定による損失補償に要

する費用は、管理、使用若しくは収用を行い、又は保管を命じた都道府県知事の統轄する

都道府県が、これを支弁する。 

  第19条 都道府県は、当該都道府県知事が第16条の規定により委託した事項を実施するため、

日本赤十字社が支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額

を補償する。 

  第20条 都道府県は、他の都道府県において行われた救助につきなした応援のため支弁した

費用について、救助の行われた地の都道府県に対して、求償することができる。 

 

  第21条は国庫負担で、都道府県が補償・求償に要した額が標準税率で課税した税収の収入見

込み額の２％以下の場合は、要した額の50％、２％を超え４％までの分については80％、それ

以上の分は90％を国庫が負担する仕組みとなっている。 
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  災害救助基金の定めもある（第22条）。基金積立の 少額は「当該都道府県の当該年度の前

年度の前三年間における地方税法に定める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相

当する額」と定められている。少額であるが、ほとんどの都道府県は、 低額ギリギリしか積

んでいない。静岡県だけが 少額の２倍強の積立を行っている。 

 

 災害救助法に基づいて、自治体は住民の救助を行わなければならない。その費用は都道

府県が負担し、その負担は国庫補助（およびその補助率の嵩上げ）と普通交付税が措置す

る。都道府県の財政力に対する費用の割合に応じて５割から 大９割国庫負担がなされる

が、残りの自治体負担額の全額について災害対策債により対処することとし、後年度その

元利償還金の95％を普通交付税措置することとしている。災害救助事業の期間や限度額に

ついては厚生労働大臣が定める基準（一般基準）があるが、大臣が特別基準を設定するこ

とも可能。今回、避難所として民間の旅館等を借り上げることや恒久仮設住宅として民間

賃貸住宅を借り上げることを可能とする基準の適用も行われた。災害廃棄物処理事業（が

れき処理）については、これまでの一律２分の１の国庫補助率を特例として標準税収入額

に対する事業費の割合に応じて10分の９まで嵩上げするとともに、自治体負担分について

は、その全額を災害対策債の対象とし元利償還金の100％を交付税措置することとなった。 

 

 災害対策基本法は災害予防などにも範囲を広げて費用負担を定めた。第91条は、「災害

予防及び災害応急対策に要する費用その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責

めに任ずる者が負担するものとする。」とその負担責任を再確認している。また、指定行

政機関・自治体の長等の応援を受けた場合の災害応急対策に要する費用の負担についても

定めている。「応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要

した費用を負担しなければならない。 

 ２ 前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体

が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国又は当該応援をする

他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求め

ることができる。」とある。市町村については同様に、「都道府県知事の指示に基づいて

市町村長が実施した応急措置のために要した費用及び応援のために要した費用のうち、当

該指示又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難又は不適当な

もので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除

き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部又は一

部を負担する。 

 ２ 前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え

支弁させることができる。」（第93条）とある。 

 国の負担は、災害応急対策に要する費用その他に対する国の負担又は補助については第

94条、災害復旧事業費等に対する国の負担及び補助については第96条の定めにより、「別

に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担

し、又は補助することができる。」とされている。 

 激甚災害の応急措置及び災害復旧に関する経費の負担区分については、「応急措置及び

災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共
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団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必

要な施策を講ずるものとする。」と別の法律の定めるところによる負担を区分して設けて

いる。激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和37年法律第150号）

がそれで、災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに

対して、都道府県・市町村および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別

の財政援助または助成を行う事を目的とした法律である。 

 災害対策基本法は災害に対処するための財政上の措置を国に求め、「政府は、災害が発

生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要

な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。」と責務を課している。自治体に

対しては、起債の特例を認めている。すなわち、 

  「次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発

生した日の属する年度及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法第５

条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。 

  一 地方税、使用料、手数料その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該災害のための減

免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入

の不足を補う場合 

  二 災害予防、災害応急対策又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当

該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合 

  ２ 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるも

のとする。 

  ３ 第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息

の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。」（第102条） 

 災害復旧事業等に充てる資金の調達については、もともと地方財政法は起債を認めてい

る。 

  「第５条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければなら

ない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 

  ４ 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合」とある。 

 

 自衛隊の災害派遣の場合の費用負担は、それぞれ個別の協定で定めることになっている。 

 自衛隊統合達第20号によれば、 

  「地方公共団体等との協定 

   ア 指定部隊等の長は、あらかじめ関係公共機関等の準備する材料の品目、数量、集積場

所及び使用並びに派遣部隊等の携行する装備品等の使用及び回収等に関して所要の協定

を行っておくものとする。 

   イ 災害派遣命令者は、災害派遣の実施に際し、地方公共団体等との経費の負担区分を明

確にするため、必要あるときは主都道府県知事等と次の事項に関して所要の協定を行う

ものとする。 

    (ア) アの協定に基づき処置できない場合で、災害救助作業又は復旧作業の実施に必要

な器材の現地における入手を代行する場合の手続及び経費の負担区分 

    (イ) 関係公共機関等の施設又は民家の提供を受けた場合の宿泊に伴う宿舎借上料、光
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熱水料、電話料、入浴料等の負担区分」とある。 

 

 

  4. 東日本大震災・財政措置の仕組み 
 

 さらに具体的に、東日本大震災大津波被災における、国と自治体の政府間、公私分担と

私人との間の財政措置の仕組みを見ておこう。 

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（2011年５月２日

法律第40号）が制定されている。この法律の趣旨は、「東日本大震災に対処するため、地

方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農

林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定め

る」とある。 

 税の減免に対する措置も行われている。総務省通知（減免を行った場合の措置（2011年

５月））をみると、 

  「減免を行った場合の財政措置について 

    1. 歳入欠かん債の充当について 

      平成23年東北地方太平洋沖地震による災害については、平成二十三年東北地方太平

洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関す

る政令（平成23年政令第18号）により、激甚災害に対処するための特別の財政援助に

関する法律（昭和37年法律第150号）第２条第１項の激甚災害として指定されたところ

です。それに伴う災害対策基本法施行令（昭和37年政令第288号）の一部改正により、

当該災害に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町村及び当該市町

村を包括する都道府県が自らの判断に基づき地方税の減免措置を行う場合については、

災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第102条第１項第１号の規定により、今年度

の減収額について、歳入欠かん債の発行が可能となっております。 

      なお、平成23年度の減収額についても、同様の取扱いを行うことを検討しています。 

      歳入欠かん債の発行対象となる税目については、平成23年３月16日付で災害対策基

本法第102条第１項の徴収金等の範囲を定める省令（昭和37年自治省令第23号）が改正

され、普通税に加え、事業所税及び都市計画税が追加されました。各地方団体におか

れては、この点を踏まえ適切な運用を図るようお願いします。 

    2. 歳入欠かん債発行団体以外の団体に対する措置上記１の歳入欠かん債の発行が可能

とされる団体以外の団体において、平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者等に

対し減免措置を行った場合については、それに伴う減収の状況を踏まえ、所要の財政

上の措置を行うことを検討しています。」 

であった。 

 

      「課税台帳・データの滅失・破損に係る対応 平成23年東北地方太平洋沖地震によ

り、課税に必要な台帳・データを滅失・破損した団体もあると考えられますが、今後

当該団体において課税に必要なデータを回復するにあたり国として取り得る支援策に

ついて、関係機関等と検討しているところです。 
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      被災者に対する減免措置等についての周知 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い

期限の延長を行う場合には、各種の広報手段を活用して周知するとともに、被災者に

対し減免措置等を講じる場合についても、その方針について周知するようお願いしま

す。」 

という内容であった。 

 

 金融関係では、二重ローン問題に対し、立法が行われている。 

 金融については、被災者の二重ローン問題が、2011年６月17日債権放棄促す３党合意が

なされた。 

 民主、自民、公明の３党は、東日本大震災の被災者や被災企業が抱える「二重ローン」

問題への対策で大筋合意して法案の作成を始めた。個人の住宅ローンや事業ローンについ

て、個人版の私的整理指針をつくり、金融機関の債権放棄を促すことが柱となっている。

中小企業向け債権を公的機関が買い取ることでは一致したが、具体的な手法は継続協議と

した。３党は機械などをリースする際の信用保証制度の創設や、被災企業への利子補給で

も合意した。対策案は第２次補正予算案に盛り込む。私的整理指針に基づいて債権放棄し

た金融機関には、不良債権の無税償却を認める。 

 これに先立ち、政府も関係閣僚会議を開き、対応方針を決定。被災地の医療機関や社会

福祉施設の抱える二重ローンについて「施設の特性を踏まえ再建を支援する」と明記し、

無利子融資などで支援することにした。また、官民出資のファンドによる債権の買い取り

や出資、債務の株式化などによって、再生可能な中小企業を支援する。個人の抱える住宅

ローンや事業ローンについては個人版の私的整理指針をつくり、金融機関の債権放棄を促

すこととなった。 

 こうした議論を経て、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法が成立した。機構は、

中小事業者が金融機関に対して被災前から負っていた旧債務を買い取り、その債務の支払

い繰り延べ、一部免除等を行い、金融機関が事業者に対し事業再開のための新たな融資を

行うための環境を整える。さらに、機構は対象事業者に対する出資、債務保証、つなぎ融

資、経営指導等も行い、円滑な事業再開を支援することとなり、2012年２月22日設立、３

月５日から営業を開始した。 

 

 

  5. 緊急地方財政対策（2011年３月） 
 

 2011年度３月分の特別交付税の交付は３月18日に759億円を交付決定、22日に交付を

行っている。 

 2011年度普通交付税の４月概算交付分と６月定例交付分の一部を繰上交付（9,767億

円）。 

 特別交付税の特例交付（応援団体の経費も対象として、総額762億円。うち応援団体経

費は59億円）。 

 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助および助成にかんする法律」（東日本

財特法）対象：特定被災地方公共団体に対して、財政援助、地方債の特例を適用する。 
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 補正予算の措置によって、特別交付税の総額の増額、減収による財政措置、公営企業へ

の対策などが行われた。 

 

 

  6. 復興交付金 
 

 復興交付金は復興庁が一括して所管する。復興特区法に基づき、東日本大震災により著

しい被害を受けた地域における復興地域づくりに必要な事業を一括化し一つの事業計画の

提出により、被災地方公共団体へ交付金を交付するものとされており、被災地の復興の中

核的な制度とみなされている。関連する事業の一括化のほか、効果促進事業、地方負担の

手当て、基金の活用等、新しい仕組みとなっている。 

 基幹事業は、被災地方公共団体の復興地域づくりに必要なハード事業を一括化（５省40

事業）し、効果促進事業等（関連事業）は、基幹事業に関連して実施する事業である。 

 効果促進事業は補助率80％、基幹事業の事業費の35％が上限である。 

 基幹事業に係る地方負担分50％を追加的に国庫補助、地方負担分は地方交付税の加算に

より手当てすることとされている。 

 ・市町村の復興交付金事業計画全体（関連する県事業を含む）を復興局、支所等に提出

して交付される。 

 東日本大震災復興特別区域法の第77条は、「第77条 特定地方公共団体である市町村は

単独で、又は、特定市町村と当該特定市町村の存する都道県は共同して、東日本大震災に

より、相当数の住宅、公共施設その他の施設の滅失又は損壊等の著しい被害を受けた地域

の円滑かつ迅速な復興のために実施する必要がある事業に関する計画を作成することがで

きる。」とある。基幹事業は以下のようなものである。 
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＜図表６＞ 基幹事業 
 
文部科学省 

１ 

２ 

３ 

４ 

公立学校施設整備費国庫負担事業（公立小中学校等の新増築・統合） 

学校施設環境改善事業（公立学校の耐震化等） 

幼稚園等の複合化・多機能化推進事業 

埋蔵文化財発掘調査事業 

厚生労働省 

５ 

６ 

 

７ 

医療施設耐震化事業 

介護基盤復興まちづくり整備事業（「定期巡回・随時対応サービス」や「訪問看護ステー

ション」の整備等） 

保育所等の複合化・多機能化推進事業 

農林水産省 

８ 

９ 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

15 

16 

農山漁村地域復興基盤総合整備事業（集落排水等の集落基盤、農地等の生産基盤整備等）

農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業（被災した生産施設、生活環境施設、

地域間交流拠点整備等） 

震災対策・戦略作物生産基盤整備事業（麦・大豆等の生産に必要となる水利施設整備等）

被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等） 

漁業集落防災機能強化事業（漁業集落地盤嵩上げ、生活基盤整備等） 

漁港施設機能強化事業（漁港施設用地嵩上げ、排水対策等） 

水産業共同利用施設復興整備事業（水産業共同利用施設、漁港施設、放流用種苗生産施設

整備等） 

農林水産関係試験研究機関緊急整備事業 

木質バイオマス施設等緊急整備事業 

国土交通省 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

道路事業（市街地相互の接続道路等） 

道路事業（高台移転等に伴う道路整備（区画整理）） 

道路事業（道路の防災・震災対策等） 

災害公営住宅整備事業等（災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等） 

災害公営住宅家賃低廉化事業 

東日本大震災特別家賃低減事業 

公営住宅等ストック総合改善事業（耐震改修、エレベーター改修） 

住宅地区改良事業（不良住宅除却、改良住宅の建設等） 

小規模住宅地区改良事業（不良住宅除却、小規模改良住宅の建設等） 

住宅市街地総合整備事業（住宅市街地の再生・整備） 

優良建築物等整備事業 

住宅・建築物安全ストック形成事業（住宅・建築物耐震改修事業） 

住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業） 

造成宅地滑動崩落緊急対策事業 

津波復興拠点整備事業 

市街地再開発事業 

都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業等） 

都市再生区画整理事業（市街地液状化対策事業） 

都市防災推進事業（市街地液状化対策事業） 

都市防災推進事業（都市防災総合推進事業） 

下水道事業 

都市公園事業 

防災集団移転促進事業 

環境省 

40 低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業   
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 2011年度第３次補正予算から2015年度予算までで、事業費３兆9,530億円（国費３兆

1,818億円）を計上。これまでに12回（2015年６月現在）の配分を行い、事業費３兆2,669

億円（国費２兆6,192億円）を配分した。各県配分と予算措置は図表７、図表８の通り。 

 

＜図表７＞ 復興交付金の県別配分額（単位：億円） 
 

 
計 基幹事業 効果促進事業 

事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費 

岩手県  8,339  6,733  7,072  5,725 1,267 1,008 

宮城県 18,880 15,226 16,822 13,582 2,058 1,643 

福島県  4,053  3,223  3,547  2,818   506   405 

その他  1,397  1,010  1,331    957    66    53 

合 計 32,669 26,192 28,772 23,083 3,897 3,109 

出典：復興庁 東日本大震災復興交付金制度概要 

 

＜図表８＞ 復興交付金の予算額の内訳（単位：億円） 
 
  事業費 国 費 

2011年度第３次補正予算 19,307 15,612 

2012年度予算  3,584  2,868 

2013年度予算  7,397  5,918 

2013年度第１次補正予算    763    611 

2014年度予算  4,547  3,638 

2015年度予算  3,931  3,173 

出典：同上 

 

 復興交付金は第13回も予定されている。ただし、その先は全体の復興フレームの見直し

にともなって変化を免れないものと思われる。 
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第５章 災害時における社会福祉協議会の取り組み 
 

中 村 健 治 

 

 

 社会福祉協議会（以下「社協」）は、1951年に制定された社会福祉事業法（現在の「社

会福祉法」）に基づき、設置されている民間の社会福祉活動を推進している組織（社会福

祉法人）で、全国及び都道府県並びに市区町村ごとにある。 

 社協の組織構成や事業は、社会福祉法の第109条と第110条で明記されており、それぞれ

の都道府県並びに市区町村で、地域に暮らす住民のほか、民生委員・児童委員、社会福祉

施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力の

もと、地域の人が住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉のまちづくり」

の実現をめざした様々な活動をおこなっており、具体的には、総合（生活・福祉）相談や

各種の福祉サービス、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など地域の

特性を踏まえ創意工夫をこらした事業をおこなっている。 

 災害時においては、被災者の生活支援として生活福祉資金貸付事業や災害支援資金（緊

急小口資金特例貸付）などをおこなうほか、災害ボランティアセンター（拠点）の設置並

びにボランティアの需給調整及びボランティア活動の推進など、行政と連携した復旧・復

興にあわせた取り組みをおこなっている。 

 なお、災害時におけるボランティア活動は不可欠であり、ボランティア活動が効果的に

災害支援につながるために組織体制の整備が重要である。このことから、日常的にボラン

ティアセンターの設置・運営をおこなっている組織である社協が、ボランティア連絡協議

会などボランティア活動に関わっている人やＮＰＯ並びに行政と協働で災害ボランティア

センターの設置・運営をおこなっていることが多いのが現状である。このことについては、

災害対策基本法の『第５条の３ 国及び地方公共団体とボランティアとの連携』において、

「国及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重

要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。」

と災害時におけるボランティアの活動の重要性をうたっており、また、厚生労働省防災業

務計画の第２編・第４章・第６節・第２においても「被災地の都道府県・市町村、社会福

祉協議会、全国社会福祉協議会、日本赤十字社等は、速やかに現地本部及び救援本部を設

置し、行政機関等関係団体との連携を密にしながら、以下により、ボランティアによる支

援体制を確立する。」と国においても整理している。 

 2011年３月11日に発生した東日本大震災における被災地のボランティアの確保において

も、同年５月27日付けで内閣官房長官から各日本経済団体連合会などの企業・団体に対し

てボランティアの要請をおこなっており、その文書の中で、各市町村社協、ＮＰＯ・ＮＧ

Ｏ、団体等がボランティアの希望者受付をおこなっていると明記されており、社協等にお

ける災害ボランティアセンターをボランティア活動の拠点としている。 

 この章では、前述しているとおり、災害時における社協の役割である災害ボランティア

センター活動や地域のサポート体制についてまとめる。  
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  1. 被災者緊急対応としての資金貸付けの取り組み 
 

 被災直後の被災地においては、金融機関が再開していないことや緊急対応の生活資金と

しての現金が不可欠なことから、社協による災害支援資金（緊急小口資金特例貸付）の貸

付けを各被災地域でおこなうために、生活資金等の貸付けの相談窓口を開設することにな

る。また、被災地の状況や避難者の実態に合わせて、必要に応じアウトリーチ型の相談・

貸付け活動をおこなうことになり、東日本大震災においても2011年３月16日から相談・支

援等がおこなわれた。 

 東日本大震災における緊急小口資金特例貸付の概要は、被災者で当面の生活費の確保が

困難な世帯に対し10万円以内の生活費の貸付をおこなうもので、詳細は次のとおりである。 

 

＜参考１＞ 緊急小口資金特例貸付の概要 
 

 
【緊急小口資金特例貸付の概要】 

 ○貸付対象世帯 

  次のいずれかに該当する世帯 

  ・東日本大震災の津波被害が報告されている市町村に住居している世帯 

  ・東日本大震災発生後、避難所で生活している世帯 

  ・東日本大震災発生後、勤務先が休業となり、当面の生活費の確保が困難である

世帯 

 ○貸付限度額  10万円以内（特に必要と認められる場合には20万円以内） 

 ○据置期間   貸付の日から１年以内 

 ○償還期間   据置期間経過後２年以内 

 ○貸付利率   無利子（延滞利子10.75％） 
 

 
 

 また、2011年７月19日からは、東日本大震災の被災により失業や休業等で、日常生活全

般に困難を抱えた方々に、生活の復興に向けて一時的に必要な資金を貸付け、世帯の自立

を図ることを目的に生活復興支援資金の貸付けもおこなわれた。（貸付実績は、表１「資

金貸付状況」のとおり） 

 生活復興支援資金は、①生活復興の際に必要な生活費を対象とした「一時生活支援費」、

②住宅の移転、家具什器、日常的な交通手段の自動車等の購入に必要な経費を対象とした

「生活再建費」、③住宅の補修等に必要な経費を対象とした「住宅補修費」の３種類であ

る。 

 なお、自治体の復旧・復興だけではなく、住まいや仕事、家族の変化などの様々な要因

により緊急小口資金特例貸付や生活復興支援資金の償還が困難になる世帯も予想されるこ

とから、被災者の生活状況等の把握が重要であり、そのための相談・支援等の仕組みの充

実が不可欠であった。  



－ 79 － 

＜表１＞ 資金貸付状況 
 

 岩手県 宮城県 福島県 

緊急小口資金 

特例貸付 

貸付件数： 3,004件 

貸付金額： 

４億305万円

貸付件数：40,252件 

貸付金額： 

56億8,222万円

貸付件数：25,016件 

貸付金額： 

35億4,367万円

生活復興 

支援資金貸付 

貸付件数：    49件 

貸付金額： 

約3,100万円

貸付件数：   158件 

貸付金額： 

約１億1,300万円

貸付件数：    27件 

貸付金額： 

約1,900万円

注１）緊急小口資金特例貸付は2012年３月31日現在 

注２）生活復興支援資金貸付は2012年３月23日現在 

 

 

  2. 災害ボランティア活動の取り組み 
 

(１) 国における災害ボランティア活動の推進と取り組み 

   国における災害ボランティア活動の推進と取り組みについては、東日本大震災復興

対策本部事務局震災ボランティア班が、2011年９月30日に「震災ボランティア活動の

果たしてきた役割と、今後の政府の取組～東日本大震災から半年を経過して～」を発

表している。 

   国においては、震災ボランティア活動は被災地支援に大きな役割を果たすことから、

発災直後の３月15日に内閣官房のもとに震災ボランティア連携室の設置を決定し、16

日より稼働している。その後、９月16日までの半年間、下記の取り組みをおこなった

（参考「政府の取り組み等」のとおり）。 

 

＜参考２＞ 政府の取り組み等について 
 

【内閣官房震災ボランティア連携室を中心とした政府のこれまでの取り組み等】 

 １）震災ボランティア活動の促進 

  ○ 官房長官記者会見等により、官民、さらに広く国民に対し、ボランティア活

動参加の呼びかけ（５/27、７/29） 

  ○ 観光庁を通じて、旅行業界に対し、ボランティアと観光を組み合わせたツ

アーの設定を呼びかけた（５/27）結果、具体的な商品が展開 

 ２）震災ボランティア活動に関する情報発信 

  ○ 官邸ホームページや、内閣官房震災ボランティア連携室と連携する民間ウェ

ブサイト（助けあいジャパン）により、受入れ先、ニーズ、交通情報、ボラン

ティアツアー、注意事項等についての最新情報を発信 

 ３）震災ボランティア活動を円滑かつ効果的にするための側面支援 

  ○ ＮＰＯ等の長期的な活動を確保するため、国の助成制度（雇用創出基金事

業、地域支え合い体制作り事業、新しい公共支援事業等）及び民間団体の助成

制度について、わかりやすくまとめて周知するとともに、活用を働きかけ 

  ○ ボランティア車両の高速道路無料通行手続きの簡素化、ボランティアバスの
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運行ルールの明確化等について、関係省庁と調整・実現 

  ○ 内閣広報室が作成した生活支援ハンドブックやチラシが、社会福祉協議会や

ＮＰＯ等を通じて被災された方々に直接届くよう、仲介・調整 
 

 
 

   なお、今後の仮設住宅におけるコミュニティづくり支援や心のケア、さらには復興

まちづくりへの参画・協力等、復興に向けたボランティア活動が重要になってくるこ

とから、より一層、緊密に連携していくために、内閣官房震災ボランティア連携室を

９月16日に廃止し、震災ボランティアに関する事務を内閣官房から東日本大震災復興

対策本部に移している。 

   また、同年12月７日には、東日本大震災復興特別区域法が成立し復興特別区域制度

を活用した東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため復興特別区域基

本方針（以下「基本指針」）が策定されている。 

   基本指針の「第２ 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府

が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針」

の１政府における推進体制、(３)地域の多様な主体との連携において、「被災地域の

復興は、市町村のみならず、地域の住民、住民団体、農業者、漁業者、企業、商工団

体、自営業者、ＮＰＯ等の地域の多様な主体が協働して行うことが必要であり、復興

庁、復興局及び支所は、被災地域、被災者のニーズを的確に把握するとともに、現地

において国、地方公共団体、民間事業者その他の多様な復興の推進主体が意見交換を

行い、具体的な復興事業に結び付けていくことができる場などを柔軟に構成するなど、

復興事業を迅速に推進できる十分な体制を構築するものとする。」と官民協働の迅速

な復興を進めるとしている。 

 

(２) 災害ボランティアセンターの役割 

   災害ボランティアセンターは、災害時におけるボランティアの受け入れ体制の確保

を図り、ボランティアによる福祉救護活動が円滑かつ効果的に展開されることを目的

に設置される。 

   具体的には、図１のとおりボランティア活動参加希望者からの問い合わせや登録・

調整業務、被災地からの活動依頼（ニーズ）などへの対応や現地調査を含めた状況把

握とボランティア活動対応の可能性の確認、ボランティア活動にあたってのボラン

ティア活動保険の加入手続き、的確な対応や継続的・連続的な取り組みが可能となる

ための活動報告などの会議をおこなっている。 
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＜図１＞ 災害ボランティアセンターにおける活動の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考）熊本県社会福祉協議会「市町村災害ボランティアセンターマニュアル」より 

 

(３) 東日本大震災における災害ボランティアセンターの設置状況 

   東北３県（岩手県、宮城県、福島県）においては、震災地社協そのものの人的・物

的被害が大きく、インフラの復旧もなかなか整わない中で、余震への対応並びに被災

地の後方支援や避難者の受入れなどのために、災害ボランティアセンターの設置が進

められた。なお、震災発生直後は、コンテナハウス等を設置して拠点にあて、電源や

ＩＴ環境を整備するなどをおこない、災害ボランティアセンターに取り組んだ社協も

あった。 

   今回の災害対応のために設置されたセンター数は、2011年11月段階で表２のとおり

全国で187センターあり、特に、被災地の東北３県では101センターが設置された。東

北３県以外の災害ボランティアセンターは、現地への物資支援並びに避難者の受入れ

支援などに従事していた。なお、災害ボランティアセンターを設置していなくても、

多くの社協では通常のボランティアセンターで支援に関わっていた。 

 

＜表２＞ 通常ボランティアセンターと別に災害対応で設置された 

    災害ボランティアセンター数 
 

地 域 岩手県 宮城県 福島県 他都府県 合 計 

センター数 27センター 35センター 39センター 86センター 187センター 

参考）全国社会福祉協議会調べ（2011年11月実施)
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(４) 東北３県におけるボランティア活動の状況 

   各市町村に設置された災害ボランティアセンターを経由したボランティア活動者数

は、全国社協調べで926,200人（2012年２月末集計）であり、2011年５月３日のピー

ク時には、３県内の災害ボランティアセンターで、１日に約12,000人のボランティア

が活動していた。 

   また、全国の社協では、表３のとおり生活福祉資金関係やボランティアセンター支

援関係として、全国規模でブロック単位に継続的に社協職員を８月31日までで延べ

32,094人を派遣し被災地の社協活動や災害ボランティアセンターの運営支援をおこ

なっている。 

   ボランティア活動の具体的内容は、当初は、炊き出し、泥の除去、片付け、食糧・

水の配達、在宅者の安否確認等であったが、震災後半年を経てこれらのニーズが徐々

に収束する中で、被災された方々の住まいが、避難所、仮設住宅、自宅、復興住宅と

多岐にわたり、ニーズも個々の生活支援ニーズに変化してきているとともに、復興の

まちづくりとしてのコミュニティづくりへの参画・協力など、ボランティアへのニー

ズが拡大・多様化し、設置されている災害ボランティアセンターも「復興支援（ボラ

ンティア）センター」などに名称変更したところが増えてきていた。 

 

＜表３＞ ブロック派遣による全国の社協職員の派遣状況（３月17日～８月31日） 
 

派遣先 担当ブロック 
ボランティアセンター関係 生活福祉資金関係

延べ人員 １日平均 最大時 延べ人員 最大時

岩手県 
北海道、青森県、秋田県、関東ブ

ロック(Ｂ)、東海・北陸ブロック
12,158 72.4 113  

宮城県 
山形県、近畿ブロック、中国・四

国ブロック 
12,285 73.1 128 464 32

福島県 関東ブロック(Ａ)、九州ブロック 6,242 37.2 59 945 44

合 計  30,685 182.4 272 1,409 62

総合計    32,094

※ 岩手県への派遣は、災害ボランティアセンター支援業務及び特例貸付業務を含めた生活相談

を一体的に展開したため、ボランティアセンター関係の数値にまとめている。 

参考）「東日本大震災災害ボランティアセンター報告書」（全国社協／2012年３月発行）より 

 

 

(５) 国における今後の災害ボランティア活動に関する取り組み 

   国における災害ボランティア活動に関する取り組みについては、東日本大震災復興

対策本部事務局震災ボランティア班（平成23（2011）年９月30日付け）の「震災ボラ

ンティア活動の果たしてきた役割と、今後の政府の取組～東日本大震災から半年を経

過して～」において、①仮設住宅への対応、②復興のまちづくりや特定テーマへの対

応、③県外等遠隔地からのボランティアへの支援、の３つに整理している。 

   一つ目の、仮設住宅への対応については、ボランティア活動の状況・予想される今

後の展開として、「仮設住宅での生活におけるコミュニティづくり支援、心のケア等
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のニーズへの対応については、①活動が長期間にわたることが想定されること、②状

況の異なる仮設住宅団地それぞれに対するきめ細かい対応が必要なことなどから、地

域行政と密接に連携した地元中心の息の長い活動が求められる。特に、行政サービス

の届きにくい細かなニーズへの対応が期待されている。」としており、国として次の

とおり具体的な支援を考えている。 
 

○ ＮＰＯ等の活動にも活用できる官民の資金的な支援制度について、情報を解りや

すくまとめ、ＮＰＯのネットワーク等を通じてＰＲし、積極的に活用いただけるよ

うにする。 

○ 行政、社会福祉協議会、ＮＰＯ等が連携して取り組んでいる好事例を把握し、必

要に応じて他の地域にＰＲする。 

 (例１) 行政からの委託に基づいてＮＰＯ等が仮設住宅の生活環境アセスメントを

実施する取り組み 

 (例２) 各地に点在する仮設住宅の住民に対する見守り等をおこなうに当たり、Ｎ

ＰＯ間で連絡を取り合いながら過不足なく効果的に活動できるよう役割分担

を明確化する取り組み など 

○ ＮＰＯ等が行っている先進的な取り組みの具体例を把握し、必要に応じて他の地

域にＰＲする。 

 (例) いわゆる「みなし仮設」（民間住宅の借り上げ）に居住している方々や自宅

の２階等に避難している方々を戸別訪問して様々な援助活動をおこなっている

取り組み など 
 

 
   二つ目の、復興のまちづくりや特定テーマへの対応については、ボランティア活動

の状況・予想される今後の展開として、「今後、地元ＮＰＯを中心に、復興まちづく

りに参画・協力して、地域の活性化や雇用の拡大を支援する活動、また、被災された

方々の多様性や多様なニーズに着目した特定テーマに対応する活動などが展開される

と予想される。」としており、国として次のとおり具体的な支援を考えている。 
 

○ 各被災市町村における復興計画策定と歩調を合わせて、復興まちづくりへの支援

活動を展開されているＮＰＯ等の関与の具体例を把握し、これを必要に応じて他地

域に伝播する。 

○ 震災を契機とする特定のテーマに対応したＮＰＯ等の活動の実態を把握するとと

もに、必要に応じ、関係行政機関との調整を図る。 

 (例１) 児童生徒の生活環境の変化に対する支援（校庭等での活動が制限されてい

る児童生徒を連れ出して野外で遊ばせる取り組み、自宅から離れた学校への

通学を余儀なくされている児童生徒の通学支援など） 

 (例２) 被災者の雇用に資するコミュニティビジネス等への取り組み など 
 

 
   三つ目の、県外等遠隔地からのボランティアへの支援については、ボランティア活

動の状況・予想される今後の展開として、「地域によっては、泥の除去、片付け等の
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従前からのニーズも残っており、また、被災された方々の思い出づくり支援（写真洗

浄など）や、仮設住宅におけるイベントの手伝いなど、遠隔地からのボランティアに

ついても、まだまだ活躍の場があると考えられる。」としており、国として次のとお

り具体的な支援を考えている。 
 
 
○ 現地のボランティアへのニーズの状況やボランティアツアー等の情報発信。 

○ ボランティア車両の高速道路無料化措置の延長に伴い、その手続きが社会福祉協

議会の過度な負担とならないよう配慮。 
 

 
 

 

  3. 復興支援と社会福祉協議会 
 

 被災時の仮設住宅等における被災者に対する支援策については、阪神・淡路大震災や新

潟県中越地震の教訓を踏まえ、厚生労働省社会・援護局による支援員等の配置、厚生労働

省老健局による高齢者等のサポート拠点へのＬＳＡ（ライフサポートアドバイザー）の配

置、総務省による復興支援員の配置など、多様な取り組みがなされている。 

 厚生労働省社会・援護局による支援員等の配置については、阪神・淡路大震災での多く

の孤独死の発生の教訓や新潟県中越地震などの大震災時において、仮設住宅における見守

りやコミュニティづくり、また、仮設住宅からの生活の復興に向けた支援などの取り組み

のための支援員等の配置がなされるようになり、東日本大震災においても、被災地の多く

の社協に生活支援相談員を配置し支援体制を構築している。 

 また、厚生労働省老健局による高齢者等のサポート拠点へのＬＳＡの配置については、

応急仮設住宅における要介護高齢者等の安心した日常生活を支えるために新潟県中越地震

の際に応急仮設住宅地域に設置されたサポートセンター等を参考に、平成23（2011）年４

月19日の通知で厚生労働省老健局から「応急仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠

点の設置について」が被災者支援策として示され、仮設住宅等に介護・福祉サービス拠点

を設置して、入居した要介護高齢者等を対象に専門職種による総合相談機能（ＬＳＡの配

置等）やデイサービス、居宅サービス等の生活支援サービス活動拠点として、また、高齢

者、障がい者や子どもたちが集う地域交流スペースとして取り組みが進められている。 

 総務省による復興支援員の配置については、被災者の見守りやケア、地域おこし活動の

支援等の「復興に伴う地域協力活動」を通じ、コミュニティ再構築を図ることを目的に復

興支援員が配置されている。 

 このように、様々な政策に基づき被災者支援が取り組まれているが、ここでは、復興支

援における社協についてみる中で、県の災害復興計画と社協の関連、多くの市町村社協に

おいて配置されている生活支援相談員による仮設住宅等におけるサポートセンターの取り

組み等についてみてみる。 

 

(１) 県の災害復興計画と社協 

   県の災害復興計画への社協の関わりは、３県とも計画策定段階における参画はして
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いなかったが、宮城県のように「災害ボランティア」「地域コミュニティの再生」

「県のサポートセンターの支援」など、通常の社協機能を踏まえた位置づけや役割を

県側としてとらえて明示しているケースが見受けられた。なお、震災直後においては、

被災現場だけではなく行政を含めて情報過疎・混乱や緊急性の高い現場対応などに追

われる中、当初からの関係機関・団体や専門職を含めた検討がなされていなかったこ

ともうかがわれる。 

   また、岩手県では、県社協の事務局が入っている「ふれあいランド岩手」が盛岡日

赤病院の近くにあるため、病院に運ばれてきた方の家族の避難所として、震災直後の

2011年３月13日から６月29日まで避難所の一つになり最大110名の方が避難しており、

県社協が避難所運営をすることとなった。（※避難所としては、後追い指定となって

いる。） 

   なお、政令指定都市である仙台市においては、仙台市における被災者生活支援に関

する検討に市社協もメンバーとして参画していた。このことは、仙台市の被災者の約

８割が民間賃貸住宅の空き家を活用した『みなし仮設』で生活をしており、プレハブ

仮設と異なり、被災者が広域点在したこと、また、一般市民と同様のアパート・マン

ションに住むことになるため被災者の区別がつかないことなど、被災者に対する情報

提供や支援等で格差がでてしまい、組織的・計画的支援の展開が不可欠であったと思

われる。 

 

(２) 社協における震災支援計画 

   県社協における災害支援の計画的取り組みについてみてみると、被災当初の県社協

は、県社協自体（ハード及びソフトの両面）が被災を受けている中、災害支援資金等

の貸付けと災害ボランティアセンター運営、その他、被災現場の対応などの目前に表

出した問題解決に翻弄しており、計画的な取り組みが難しかったのが当時の状況であ

る。2013年度に入りようやく、３県社協とも災害支援についての全体像や今後の取り

組みについての整理・検討がなされ、特に、災害支援から新たな地域コミュニティの

構築や支援策に取り組みが移る中、社協としての計画や指針づくりが開始された。 

   岩手県社協では、今後の復興にかかわる県社協の方針・指針（2014年度からの５年

計画）として、県社協として被災地の社協に寄り添う、あるいは今被災地に配置され

ている生活支援相談員（約190名）の方々の活動（訪問活動）の実践を、被災地以外

でも普及させるような仕組み、その実践を伝えるといったことが検討された。 

   宮城県社協では、「被災地の地域福祉活動指針（ガイドライン）」を2013年５月に

作成した。ガイドラインでは、「県社協としてできること」「県社協と市町村社協で

やれること」「地元社協としてやれること」についての方向性を整理している。災害

時における社協については、第１に社協の理念をもう一度追求すること（介護保険、

法人運営、会計、等々）、第２に災害ボランティアの運営（社協だけでやろうとしな

いこと）、第３に仮設やみなしなどの住宅問題、コミュニティワーク、第４が生活福

祉資金や日常生活自立支援事業などの社協ならではの事業をおこなうなどで、今後に

ついては、県の「地域福祉活動計画（復興計画）」策定に県社協が参画する。また、

市町村社協相互の協定の提携を進めるなどである。 
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   福島県社協では、県社協が策定している県社協活動計画（2011年度～2015年度）を

2013年度に見直し、2014・2015年度の震災復興に関わる内容を明記し取り組んでいる。 

   仙台市では、2011年当初から行政と協働した取り組みがなされており、特に社協に

期待されている生活再建支援の具体的な取り組みとして、体制整備も含めて計画的に

取り組みがなされている。 

 

(３) 仮設住宅等における支援体制 

   仮設住宅等における支援体制については、前述しているが、仮設住宅等においては

厚生労働省老健局で進められている介護・福祉サービス拠点（ＬＳＡの配置等）の設

置と、厚生労働省社会・援護局による仮設住宅等における生活支援相談員等による支

援体制がある。 

  ① 仮設住宅等における介護等のサポート拠点の状況 

    平成23（2011）年の４月19日の通知で、厚生労働省老健局から「応急仮設住宅地

域における高齢者等のサポート拠点の設置について」が被災者支援策として示され、

仮設住宅等に介護・福祉サービス拠点を設置して、入居した要介護高齢者等を対象

に専門職種による総合相談機能（ＬＳＡの配置等）やデイサービス、居宅サービス

等の生活支援サービス活動拠点として、また、高齢者、障がい者や子どもたちが集

う地域交流スペースとして取り組みが進められた。 

    ３県における介護等のサポート拠点の設置状況は、2012年12月７日現在で岩手県

が９市町村で27カ所、宮城県が13市町で61カ所、福島県が13市町村で24カ所であっ

た。 

    なお、宮城県のみサポートセンターの後方支援拠点を１カ所設置していた。具体

的には県の社会福祉士会弁護士会に委託し、「宮城県サポートセンター支援事業所」

を開設して、ケアマネ協会、ＮＰＯ法人、県社協等と協力し、仮設住宅棟の相談会

への専門職派遣、被災者支援の助言、人材育成などを行っている。 

    また、仙台市はプレハブ仮設とみなし仮設ではニーズや課題が異なることから、

プレハブ仮設はＮＰＯ等が、みなし仮設は市社協が直接支援しており、みなし仮設

に市社協が中核支えあいセンターを2011年10月１日に開設し、同年12月１日には中

核支えあいセンター以外に５地区に地域支えあいセンターを設置している。 

  ② 社協における生活支援相談員の取り組み 

   １）生活支援相談員の配置 

     社協における生活支援相談員の配置については、社協の生活福祉資金貸付を中

核とした相談支援活動の一環として、仮設住宅等の被災者の相談支援活動を行う

生活支援相談員が国において予算化され、表４（2012年度時点）のとおり岩手県

が18市町村191名、宮城県が県社協に７名、13市町186名、福島県が30市町村203

名配置された。 

     また、仙台市はみなし仮設支援として、絆再生事業の補助金で中核支えあいセ

ンターと５地域の支えあいセンターに42名の配置がされた。 

     なお、宮城県においては2014年度から県社協の７名が４名に減員されており、

福島県では生活支援相談員の配置計画が2015年度から約400名となったが2015年
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７月段階で265名となっている。 

 

＜表４＞ 生活支援相談員の配置数の考え方 
 
社 協 県社協配置 配置数 特   記 
岩手県 17名 18市町村 

191名 
※ 当初、看護師（准看護師含む）、保健師、介

護福祉士、保育士、児童厚生員、ホームヘル

パー２級以上の者、社会福祉主事任用資格を有

する者の他、保健衛生や社会福祉に関する相談

等実務経験のある者を採用要件。 

※ 実際には、ヘルパー、介護福祉士、介護支援

専門員等の有資格者の他、資格を持っていな

い、相談業務・福祉関係の経験のない場合も多

かった。 
宮城県 ７名 

※ 2014年度よ

り４名 

※ 2015年度よ

り財源変更 

13市町 

186名＊ 
※ 被災社協の中には、生活支援相談員等による

被災者支援活動とともにサポートセンターを受

託している社協あり。 

※ 他に、被災地社協の身近な立場から助言や情

報提供を行う被災地社協復興支援員を12市町社

協に13名配置。 
福島県 ５名 30市町村 

203名 

※ 平成27年度

 から400名予

 定(実数265名)

※ 原子力発電所の事故に伴う放射線汚染による

全町民避難が９町村の役場等行政機関も他市町

村内に置かれている。 

※ 県内の仮設住宅も複数の市町村に分散して建

設。 

※ 生活支援相談員の配置では、①当該社協に配

置、②避難先の社協に配置、③全住民が避難し

ている避難元社協に配置と様々な配置がなされ

ている。 
仙台市 【中核Ｓ】 

主任３名 

個別訪問18名 

【地域Ｓ】 

生活支援相談員

21名

※ プレハブ仮設はＮＰＯ等が、みなし仮設は市

社協が直接支援している。 

※ 中核支えあいセンターの生活支援相談員（18

名）は、被災者の生活状況やニーズ把握、情報

提供、地域内関係者の連携等をおこなう。 

※ 地域支えあいセンターは、個別訪問や交流イ

ベント・サロン等の開催をおこなう。 

※ 主任の３名以外の生活支援相談員は特別な資

格要件なし。ただし、パソコンと運転可能の

方。 

＊：宮城県においては、各市町村で様々な財源によるマンパワーを配置しており特定した生活支

援相談員の数字が不特定のため、全国社協が「東日本大震災 被災地社協における被災者へ

の生活支援・相談活動の現状と課題～大規模災害における被災者への生活支援の在り方研究

報告書～」の人数を明記  
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   ２）生活支援相談員の役割 

     生活支援相談員は、孤立死防止や被災者に寄り添う訪問型の支援体制を構築す

るために配置されている。具体的活動は、被災者の顕在・潜在を問わずニーズの

把握と掘り起こしをおこない、生活立て直しの各種相談・支援等の役割を担って

いる。 

     時間が経過することで生活支援相談員の役割が変わってきており、宮城県では、

災害復興から地域福祉やまちづくりへステージが変わってきており、災害公営住

宅でのサロン活動や地域づくり、仮設住宅での個別支援など生活再建の取り組み

が重要となってきている。 

     なお、仙台市の地域支えあいセンターの生活相談支援員は上記役割以外に、交

流イベントやサロン等の担い手にもなっている。 

   ３）生活支援相談員の設置財源 

     生活支援相談員の設置財源は、表５のとおり2011年当初は社協として活用でき

る財源ということから、生活福祉資金事務費に財源を積み上げて相談員を配置し

ていた。なお、2012年度以降については県として活用できる財源を国と協議し活

用したことから３県統一ではなく、県としての理由づけを踏まえての財源となっ

たようである。 

     岩手県では、セーフティネットの住まい関係の財源、宮城県では絆再生事業の

財源、福島県では緊急雇用再生事業（基金）の財源を活用していた。しかし、

2015年度からは主たる目的が災害復興から生活再建や地域づくりにステージが

移ってきたことにより、復興庁の被災者健康生活支援総合交付金等に３県とも財

源が変わっていた。このことは、これまでの単年度財源から３～５年の複数年の

財源として支援していくという考え方もあるようであった。なお、福島県では

2015年度から生活支援相談員の400名体制が計画されており、その財源として被

災者健康生活支援総合交付金以外に地域コミュニティ復興支援事業の財源も活用

することとなっている。 

     生活支援相談員の今後の活躍の場については、被災地でアウトリーチ型の相談

支援に取り組んできた生活支援相談員のスキルを踏まえて、生活困窮者自立相談

支援事業や介護予防・生活支援サービス事業の生活支援コーディネーターなどへ

の移行も検討されている。 

   ４）生活支援相談員の研修実態 

     生活支援相談員設置の2011年８月頃から、表６にあるように、各県において相

談員の人材育成・スキルアップの観点から研修を実施していた。 

     研修は基本的には、生活支援相談員の採用時の基礎研修とその後のステップ

アップ（フォローアップ）研修であった。 

     なお、下表のとおり、各県における支援機関（者）は異なっていた。 

     仙台市では、採用後２～３週間かけて研修をして対人支援の相談に出向いても

らっていた。 
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＜表５＞ 生活支援相談員の設置財源 
 
社 協 財     源 

岩手県 2011年度 ：セーフティネットの生活福祉資金事務費 

2012年度～：セーフティネットの住まい関係の財源 

2015年度 ：被災者健康生活支援総合交付金（復興庁） 

宮城県 2011年度～：社会的包摂「絆」再生事業（地域コミュニティ再生事業）（10／10） 

2015年度 ：市町社協は従来通り、県社協は被災者健康生活支援総合交付金(復興庁)

福島県 ※制度根拠がないことから、都道府県とか国の財源を活用 

2011年度 ：生活福祉資金相談員として配置 

2012年度～：緊急雇用資金活用 

2015年度 ：地域コミュニティ復興支援事業、被災者健康生活支援総合交付金（復興

庁） 

仙台市 2011年度～：社会的包摂「絆」再生事業（地域コミュニティ再生事業）（10／10） 

 

＜表６＞ 生活支援相談員の研修 
 
 岩手県 宮城県 福島県 

実施主体 県社協 県社会福祉士会 県社協（統括生活支援相

談員（５人）が企画） 

プログラム ●採用時：「基礎研修」

●一定業務経験者： 

 ｢フォローアップ研修｣

●各社協事務局長等を中

心としたＯＪＴによる

育成支援 

●ＯＪＴが有効に機能す

るための管理者等研修

●基礎研修 

●ステップアップ研修 

●基礎研修（１日） 

●テーマ別研修（認知症

対応） 

●スキルアップ研修 

開始時期 平成23年８月より 平成23年９月より  

協力 ○神奈川県保健福祉大学

の顧問 山崎美貴子先

生が震災直後から全社

協と一緒にテキストを

つくり支援 

○コミュニティライフサ

ポートセンター 

 （ＣＬＣ） 

○日本ボランティアコー

ディネータ協会（ＪＶ

ＣＡ）［東京本部］が

協力 

○プログラム、テキスト

づくりはＪＶＣＡ 

他の研修   ＪＶＣＡ中心に、自治体

毎の生活支援相談員是認

を対象にした研修 
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  4. 災害時における社会福祉協議会の現状と課題 
 

 本稿での課題については、以下の通りであった。 

① 県社協は災害支援資金等の貸付や災害ボランティアセンターを担っているが、災害復

興計画への参画がなされていない。 

② 災害時に公共施設等に事務局を置いている社協が避難所となっている場合があり、避

難所支援として日々の活動に追われながら災害支援資金等の貸付や災害ボランティアセ

ンターをおこなわなければならない実態もある。 

③ 多くの社協において、災害ボランティアセンターとサポートセンターを運営すること

となったが、その関係や連携が十分でなく、表出した問題解決に翻弄し計画的な取り組

みとなっていない。 

④ サポートセンターにおける生活支援相談員が単年度財源で安定した雇用となっていな

くサポート体制の構築が難しい。 

⑤ スキルアップした生活支援相談員の専門的マンパワーの今後の活用が不透明であると

ともに、新たな活躍の場に向けた研修等が確立していない。 

 災害時における社協は、災害支援資金等の貸付や災害ボランティアセンター活動を第一

義的に行うこととなるが、災害後の地域づくりの拠点（機能）も期待されていることが明

らかになった。しかし、被災地社協自体が避難所等の役割を担うことも多く、また、個々

の取り組みで表出した問題解決に翻弄し計画的な取り組みとなっていないのが現状であっ

た。このことから、日常的な地域福祉の推進や地域づくり、まちづくりにおいて行政とよ

り密接に連携しまちづくり計画（地域福祉計画や災害計画等）等に社協が参画することが

重要であると言える。 

 誰もが安心して住み続けることのできる地域づくりに取り組む社協として、災害時にお

ける高齢者や障がい者、子ども等の災害時要援護者の把握や支援方策の検討なども不可欠

であり、また、災害後の住居等の建物や仕組みづくりだけでなく、人間関係や地域関係づ

くりが重要で、そのためには、地域の支え合いの風土やマンパワー養成などをはじめ、日

常的な地域の仕組みづくりが社協として求められている。 

 最後に、今回の被災地における社協の取り組みから、サポートセンター（機能）や生活

支援相談員の取り組みを日常化し、新たな地域福祉の推進や地域づくりに生かすことが災

害支援の大きな武器となるだけではなく、安心・安全なまちづくりにつながると言える。 
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附 章 共同研究「大災害と自治体」研究会の 
これまでの経過と被災県調査   

 

佐 野 幸 次 

 

 

  1. 研究会の発足と経過について 
 

 「共同研究」は2006年10月より立ち上げ、各地の自治研究センター・研究所と自治総研

が共同して「指定管理者制度」（～2008年９月）や「自治体公益法人」（2008年10月～

2011年９月）をテーマに調査研究を行ってきた。 

 2011年10月からは、新たなテーマとして、「大災害と自治体」を調査研究の柱とし、

様々な報告やヒアリングを積み重ねて問題意識を共有し、さらに、より具体的に調査研究

テーマを絞り調査研究体制も整備していくということを確認して、研究会を発足した。 

 研究会の経過は以下である。 

(１) 第１回研究会は、2011年11月25日に、「東日本大震災への対応について」をテーマ

に以下のヒアリングを受けた。 

  ① ヒアリング１「三宅島噴火災害被災者支援の特徴と幾つかの課題」 

            東京災害ボランティアネットワーク 上 原 泰 男 氏 

  ② ヒアリング２「東日本大震災における自治体職場」 

                   自治労本部青年部長 佐々木   伸 氏 

(２) 第２回研究会は、2012年２月６日に、福島大学今井照教授から「東日本大震災と福

島の自治体」をテーマにヒアリングを受けた。 

(３) 第３回研究会は、2012年３月７日に、東京自治研究センターの伊藤久雄研究員から

以下のヒアリングを受けた。 

  ① 「平常時の公共サービスの基盤」と「災害時の機能」 

  ② 「原発立地市町村と原発依存からの脱却」 

(４) 第４回研究会は、2012年４月９日に、東京大学金井利之教授から「原子力発電所と

所在自治体」をテーマにヒアリングを受けた。 

(５) 第５回研究会は、2012年５月22日に、岩手県立大学齋藤俊明教授から「復興計画の

進捗状況と課題 ― 岩手県と大船渡市を中心に ― 」をテーマにヒアリングを受けた。 

(６) 第６回研究会は、2012年６月26日に、兵庫自治研究センターの兵藤宏研究員から

「大規模災害発生後の被災者の生活と労働の支援」をテーマにヒアリングを受けた。 

(７) 第７回研究会は、2012年７月19日に、日本女子大学の堀越栄子教授から「大震災か

らの生活回復を通じた生活創造に向けて ― ケアラー支援の視点から ― 」をテーマ

にヒアリングを受けた。 

  ＊ 第７回研究会以後、2012年10月29日には、各地の自治研究センター・研究所の委

員と事務局で準備会を開き今後の調査研究の進め方についての論議を行った。そこ

で各委員から提出された調査・研究案を論議したが「共同研究」の枠組みを活かし
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たテーマを選び、アンケート・ヒアリング調査など研究課題に沿った共同作業を追

求することを確認した上で、当面、堀越委員から提案のあった「地域生活支援セン

ターの調査研究（サポート拠点調査）」について、その時期や規模、調査手法等を

含めて検討を進めていくこととした。 

(８) 第８回研究会は、2013年１月15日に行われ、厚生労働省老健局振興課の朝川知昭課

長から「応急仮設住宅地域における高齢者等のサポート拠点等の設置」についてのヒ

アリングを受けた。 

   また、今後の共同研究の調査・研究については、「サポート拠点調査を先行させて

行い、その後災害対策にかかわる個別自治体の検証研究を行う」ことを確認した。 

  ＊ その後、研究会事務局は、2013年１月31日には、すでに全サポートセンターの

「活動状況調査」を行っている「特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサ

ポートセンター（ＣＬＣ）」を訪ね、その調査内容等を教示いただいた。 

(９) 第９回研究会は、2013年２月19日「被災地サポートセンターの活動状況調査」を

テーマに特定非営利活動法人「全国コミュニティライフサポートセンター」の池田昌

弘理事長から、ＣＬＣの行ったサポートセンター活動調査の概要についてのヒアリン

グを受けた。 

   また、今後の調査については、ＣＬＣからのヒアリングを受けて「調査対象をサ

ポート拠点の設置主体である自治体への調査に転換する。サポート拠点の運営・活動

に関わって自治体の果たしている役割を調査する。必要であれば、あわせて、運営主

体およびいくつかの特徴的なサポート拠点で、補完的な調査を行う」こととした。 

  ＊ その後、調査に関わる情報・資料の収集等のため、３月８日（仙台）サンダー

バードおよび３月20日（仙台）全国コミュニティライフサポートセンター（ＣＬＣ）

報告会に参加した。 

  ＊ 一方、この間の事務局の作業としては、ＣＬＣの報告書などの読み込み・分析と

あわせてサポートセンターを設置している被災３県の35自治体の「災害復興計画」

を収集し、その中における「支え合い事業・サポートセンター機能」（「付属資料」

参照）などの確認・点検作業を行った。 

(10) 第10回研究会は2013年７月８日に行われ、これからの調査についての議論を行った。 

   設置自治体とサポートセンター関係の調査については、「復興計画と支え合い事業

等（サポートセンター機能）のあり方」を検証テーマとして、数カ所の自治体（の担

当部局を中心とした）へのヒアリングを行う。あわせて、関連するサポートセンター

やその運営主体へのヒアリング等も行う、こととした。 

   特に、復興計画にサポートセンターや災害公営住宅に言及しているところをピック

アップし、時系列的にフォローしていくこととし、例えば、①仮設住宅にサポートセ

ンターが設置された過程、②そのサポートセンターの機能の点検、③さらに、災害公

営住宅等に向けての計画づくりおよび計画をつくったときの具体性の点検、④その計

画がどう実現していくか（建設）の過程、⑤建てた後にどう使われているか、どう役

に立っているか、等を検証する、こととした。そのためには、当該自治体の復興計画

担当者の他に復興住宅整備課などへのヒアリングも必要となる、とした。 

   ただし、その前段階の調査として、被災３県の担当部局およびサポートセンターと
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の関連も強い社会福祉協議会への調査を先行的に進めることとし、その結果を踏まえ

て、サポートセンター調査を行うこととした。 

  ＊ また、この被災県段階の調査を進める中で、政令市の仙台市と仙台市社会福祉協

議会への調査もあわせて行うこととした。 

(11) 第11回研究会は、2014年６月26日に「復興計画の進捗状況と課題」をテーマに岩手

県立大学の齋藤俊明教授から、震災から３年を経て４年目に入り、自治体が抱えてい

る課題を岩手県の復興計画の進行状況とあわせての報告を受けた。 

   また、「共同研究」県調査のまとめ等と今後の調査についてでは、(１)県調査等の

まとめについては、①３県（及び社協）のヒアリングの結果をまとめる。まとめに際

しては、ヒアリング項目に即して行う。ただし、事業の流れのフォローや前提となる

制度や枠組みも必要に応じて記述する。②財政・財源・社会福祉協議会などについて

は、別に項目をたててまとめる。③県段階調査の「まとめ」は、「中間報告（「第１

次報告書」）」として「白」表紙の報告書とする、とした。 

   (２)全体としての調査仮説としては、主査の提起（「サポートセンターが体験し蓄

積した知見から一般化の可能性を示唆するものを抽出」する）に則って行うが、設置

自治体及びサポートセンター調査終了後に「最終報告」としてまとめることとする、

とした。 

   (３)今後の調査については「中間報告（「第１次報告書」）」を踏まえて、いくつ

かの設置自治体とサポートセンター調査を行う。調査箇所の選定では、設置自治体と

サポートセンター調査は、全数ではなく特徴的な箇所を選定して行うとした。 

  ＊ 事務局での調査報告の「まとめ」案としては、以下の構成案が示された。 

    はじめに ― 調査の構図について      辻山主査 

  ① 被災３県の『復興計画』について      佐野委員 

  ② サポートセンターの機能について      堀越委員 

  ③ 住宅再建・災害公営住宅の建設と課題    伊藤委員 

  ④ 復興計画と財源について          菅原委員 

  ⑤ 災害時における社会福祉協議会の取組み   中村オブザーバー 

  (附) 研究会のこれまでの経過について     佐野委員 

  ＊ 2014年９月28日には、石巻市において石巻市地域福祉コーディネーターの谷祐輔

氏・鈴木麻千子氏からのヒアリングを受けた。（第３章「住宅再建・災害公営住宅

の建設と課題」の「4. 今後の課題」参照） 

(12) 第12回研究会は、2015年３月20日「東日本大震災以降の地域の課題と協同のまちづ

くり～仙台市などでの取り組みの事例を中心に～」をテーマに阿部重樹東北学院大学

教授から報告を受けた。内容は「復興公営住宅の現状と課題」と「災害ボランティア

の活動をめぐる課題」に絞った報告であった。 

   「共同研究」の今後の調査については、「中間報告（「第１次報告書」）」を踏ま

えて、いくつかの設置自治体とサポートセンター調査を行うが、「サポートセンター

機能」のあり方を考える上で、2004年10月の新潟県中越地震のおける長岡市のサポー

トセンターなどの取り組みが参考となると考え、長岡市のサポート拠点の調査を先行

的に行うことも検討している、とした。 
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(13) 第13回研究会は、2015年５月28日に「障がい者の状況からみるサポート拠点の役割」

をテーマに有賀絵理茨城県地方自治研究センター研究員から報告を受けた。 

(14) 第14回研究会は、2015年６月30日にサポートセンター調査の県段階でのまとめとし

て、以下の委員等から報告書要旨の報告を受けた。 

    報告（「中間報告（第１次報告書）・案」） 

  ① 被災３県の『復興計画』について      佐野委員 

  ② サポート拠点の機能について        堀越委員 

  ③ 住宅再建・災害公営住宅の建設と課題    伊藤委員 

  ④ 復興計画と財源について          菅原委員 

  ⑤ 災害時における社会福祉協議会の取組み   中村オブザーバー 

  (附) 研究会のこれまでの経過について     佐野委員 

(15) 第15回研究会は、2015年９月10日に認定特定非営利活動法人サンダーバードの安井

あゆみ事務局長より「新潟中越地震からはじまったサポートセンターの取り組みと災

害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード」をテーマに報告を受けた。 

 共同研究の今後の進め方については、 

 (１)岩手・宮城・福島県および仙台市調査等のまとめは、「共同研究・大災害と自治体 

第１次報告書」として刊行する。（白表紙の研究所資料として、委員等調査関係者に配布

する。）(２)次回研究会をもって、「共同研究・大災害と自治体」を一旦終了する。 

こととした。 

(16) 第16回研究会は、2015年11月18日に行われた。「第１次報告書」についての辻山主

査の取りまとめの報告を受けた後、(１)今次共同研究「大災害と自治体」への各委員

の意見・感想、(２)今後の「共同研究」についての意見交換等を行った。 

 

 

  2. 県段階での調査について 
 

 岩手県、宮城県、福島県および仙台市調査と岩手県社会福祉協議会、宮城県社会福祉協

議会、福島県社会福祉協議会、仙台市社会福祉協議会へのヒアリング調査は以下の日程等

で行った。 

 

(１) 調査日程 

  ① 2013年10月28日 岩手県 

     復興局総務企画課、県土整備部建築住宅課、保健福祉部長寿社会課 

  ② 2013年10月29日 宮城県社会福祉協議会 

     震災復興支援局 

  ③ 2013年11月15日 宮城県 

     震災復興・企画部震災復興政策課、土木部復興住宅整備室 

  ④ 2013年11月20日 福島県 

     企画調整部復興・総合計画課、保健福祉部高齢福祉課、 

     企画調整部・避難地域復興局生活拠点課 
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  ⑤ 2014年３月14日 岩手県社会福祉協議会 

     地域福祉企画部 

  ⑥ 2014年３月14日 福島県社会福祉協議会 

     地域福祉課 

  ⑦ 2014年３月26日 仙台市 

     復興事業局震災復興室、生活再建支援部再建支援室 

  ⑧ 2014年３月26日 仙台市社会福祉協議会 

     地域福祉課 

 

(２) 調査員 

   辻山幸宣公益財団法人地方自治総合研究所・所長 

   密田義人公益財団法人地方自治総合研究所・事務局長 

   伊藤久雄東京自治研究センター研究員「大災害と自治体」研究会委員 

   菅原敏夫自治総研研究員「大災害と自治体」研究会委員 

   佐野幸次自治総研研究員「大災害と自治体」研究会委員 

   堀越栄子日本女子大教授「大災害と自治体」研究会委員 

   中村健治北海道社会福祉協議会部長「大災害と自治体」研究会オブザーバー 

 

(３) 調査の概要 

  ① 「復興計画と支え合い事業等（サポートセンター機能）のあり方」を検証テーマ

として、数カ所のサポートセンターと設置自治体（の担当部局を中心とした）への

ヒアリングを行うことの前段として、被災３県と仙台市及び県社協と仙台市社協へ

の調査を行った。 

  ② 岩手、宮城、福島の３県および仙台市と各県社協および仙台市の調査では、それ

ぞれ実務担当者から丁寧な説明を受けた。 
 
   県への調査項目は 

  〇 震災復興計画の策定 

  〇 仮設住宅にサポートセンターを設置した理由とその過程、特徴 

  〇 サポートセンターの機能と運営 

  〇 仮設住宅から災害公営住宅の建設等に向けての計画づくり 

  〇 サポートセンター機能（地域支え合い体制）の今後   （別紙１参照） 
 
   社会福祉協議会への調査項目は 

  〇 震災復興計画への対応 

  〇 仮設住宅におけるサポートセンターへの支援等 

  〇 サポートセンターの機能と運営へのかかわり 

  〇 災害公営住宅におけるサポートセンター機能 

  〇 サポートセンター機能（地域支え合い体制）の今後   

  〇 社協間の広域連携等                 （別紙２参照） 

  であった。  
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（別紙１） 

 

県へのヒアリング項目について 
 

2013年  月  日 

 

① 震災復興計画の策定 

 (ⅰ) 策定過程について 

   〇 庁内の体制をどうしましたか。 

   〇 事務局をどの部局が担いましたか。 

   〇 委員会設置や外部委員などとの関係は、どうでしたか。  

   〇 震災復興計画の策定にあたって、東京電力福島第一発電所の事故の影響は極め

て大きなものがあったと思いますが、県として最も考慮したことは何ですか。

（＊この問いは、福島県のみ） 

 (ⅱ) 国・復興庁との関係について 

   〇 国との施策のすりあわせをどのように行いましたか。 

   〇 復興計画の策定にあたって、国との関係で最も課題となり、問題となったこと

は何だったのですか。 

 (ⅲ) 県の他の「計画」との関係について 

   〇 復興計画を策定したことにより見直した他の「計画」等はありますか。 

 (ⅳ) 市町村等との調整について 

   〇 復興計画の策定にあたって、市町村とどのような調整を行いましたか。 

 

② 仮設住宅にサポートセンターを設置した理由とその過程、特徴 

 (ⅰ) 国の施策等（通知等・厚労省老健局通知2011年４月）との関係について 

   〇 国の施策（通知や連絡）をどう受け止めましたか。 

 (ⅱ) 設置自治体および運営組織の選定について 

   〇 県内市町村・運営組織をどのように決めましたか。そのプロセスをお示し下さ

い。 

 (ⅲ) 県の担当部局について 

   〇 一連の過程はどの部局が担いましたか。もしくは、いくつかの部局と連携して

進めましたか。 

 (ⅳ) 設置市町村との連絡や調整について 

   〇 どの部局が行っていますか。住宅や介護等の施策ごとの個別部局による調整で

すか。 

   〇 市町村からはどのような問い合わせがありますか。 

 (ⅴ) 特色のある市町村の取り組みについて 

    特色のある市町村の取り組みがありましたか。 
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③ サポートセンターの機能と運営 

 (ⅰ) 県の担当部局について 

   〇 県の担当部局はどこですか。 

   〇 サポートセンターの運営のために、担当部局と他の部局との調整を行ったこと

がありますか。 

 (ⅱ) 設置市町村や運営組織等との連絡や調整について 

   〇 設置市町村等から定期的にどのような報告を受けていますか。 

 (ⅲ) サポートセンターの機能について 

   〇 「総合相談支援」「デイサービス」～「心の相談窓口」などのうち、特にどの

機能を重視していますか。 

 

④ 仮設住宅から災害公営住宅の建設等に向けての計画づくり 

 (ⅰ) 県の担当部局について 

   〇 県の担当部局はどこですか。 

   〇 関係市町村との連絡や調整をどのように行っていますか。 

   〇 特に、町村区域外の災害公営住宅の整備について考え方と方針を教えてくださ

い。 

 (ⅱ) 災害公営住宅の建設等について 

   〇 建設の現状と今後の見通しはどうですか。 

 (ⅲ) 災害公営住宅におけるサポートセンター機能について 

   ○ 災害公営住宅の建設が進むと思われる地域におけるサポートセンター機能の必

要性についてどう考えていますか。 

   ○ 仮設住宅等での住まいが長期化する場合に、今後のサポートセンター機能のあ

り方をどう考えますか。 

   〇 災害公営住宅におけるサポートセンター機能のための財政的支援・補助などを

考えていますか。 

 (ⅳ) 特色のある市町村の取り組みについて 

    特色のある市町村の取り組みがありましたか。 

 

⑤ サポートセンター機能（地域支え合い体制）の今後 

  被災地以外の地域・場所でも「支え合い事業（サポートセンター機能）」を重視すべ

きという考え方がありますが、県としてどう考えますか。 

 

以  上 
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（別紙２） 

 

県社会福祉協議会へのヒアリング項目 
 

2014年  月  日 

 

(１) 県の震災復興計画等との関連について 

  〇 県の震災復興計画に対応する県社協としての「計画」等を作成しましたか。 

  〇 県の復興計画を、社協の視点から見るとどう評価できますか。 

  〇 今後、復興に関わる県社協としての方針・指針などの作成を考えていますか。 

  〇 災害復興への県社協としての担当の部局はどこですか。また、これらに関連して

市町村社協等とどのような調整を行いましたか。 

 

(２) 仮設住宅におけるサポートセンターについて 

  〇 県社協として｢支え合い事業(サポートセンター機能)｣の必要性をどう考えますか。 

  〇 県社協として各自治体に設置されたサポートセンターへの支援をどう進めました

か。 

  〇 こうした支援はどの部局がどのような体制で行っていますか。 

  〇 特色のある市町村社協の取り組みがありましたか。 

 

(３) サポートセンターの機能と運営について 

  〇 サポートセンターに対する社協としての方針を作成しましたか。 

  〇 サポートセンターの機能に関わって社協としては、「総合相談支援」「デイサー

ビス」～「心の相談窓口」などのうち、特にどの機能を重視していますか。 

  〇 サポートセンターにおける人材育成（研修、期間終了後の人材支援）について社

協としてどのように取り組みましたか。 

  〇 自治体（行政）と社協、ＮＰＯなどの協力体制について特色ある取り組みを進め

た事例がありますか。 

 

(４) 災害公営住宅におけるサポートセンター機能について 

  〇 災害公営住宅におけるサポートセンター機能の必要性についてどう考えています

か。 

  〇 特色のある市町村社協の取り組みがありましたか。 

 

(５) サポートセンター機能（地域支え合い体制）の今後について 

   被災地以外の地域・場所でも「支え合い事業（サポートセンター機能）」を重視す

べきという考え方がありますが、県社協としてどう考えますか。 

 

(６) 社協間の全国協力、広域連携について今後どのような課題がありますか。 

以  上
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  3. 共同研究・大災害と自治体 委員名簿 
 

 

主    査 辻山 幸宣 自治総研所長 

委    員 正木 浩司 北海道地方自治研究所研究員 

       伊藤 久雄 東京自治研究センター研究員 

             （現 認定ＮＰＯ法人まちぽっと理事) 

       佐藤 草平 東京自治研究センター研究員 

             （現 (株)日立コンサルティング・コンサルタント） 

       勝島 行正 神奈川県自治研究センター事務局長 

             （現 神奈川県自治研究センター研究員） 

       谷本有美子 神奈川県自治研究センター研究員 

       野口 鉄平 愛知自治研究センター研究員 

       尹  誠國 大阪自治研究センター研究員 

       石田美恵子 佐賀地方自治問題研究所研究員 

       吉村亜希子 熊本県地方自治研究センター事務局員 

       菅原 敏夫 自治総研研究員 

       上林 陽治 自治総研研究員 

       堀内  匠 自治総研研究員 

       其田 茂樹 自治総研研究員（2012年８月より） 

       鄭  智允 自治総研研究員（現 愛知大学准教授） 

       佐野 幸次 自治総研研究員 

       新垣 二郎 自治総研研究員（2015年４月より） 

       金井 利之 東京大学教授 

       齋藤 俊明 岩手県立大学教授 

       堀越 栄子 日本女子大学教授 

オブザーバー 武藤 博己 法政大学教授 

オブザーバー 今井  照 福島大学教授 

オブザーバー 中村 健治 北海道社会福祉協議会部長 

事  務  局 密田 義人 地方自治総合研究所事務局長 

（2011年10月発足時の委員） 
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付属資料 35自治体の『復興計画』における支え合い事業等 
 
 

自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

釜石市 
復興まちづくり 

基本計画 

(１) 仮設住宅の住環境整備と生活

支援、地域コミュニティの維持

再生 

① 仮設住宅の住環境整備と生活支

援 

 ・仮設住宅運営センターを中心

に、社会福祉法人やＮＰＯ法人

等の民間団体と連携しながら、

仮設住宅の住環境の改善や高齢

者などへの生活支援を行いま

す。 

② 地域コミュニティの維持再生 

 ・市内８地区に設置している生活

応援センターの実績と機能を生

かし、津波の浸水がなかった地

域では町内会活動の活性化、被

災地域では町内会組織の再構

築、仮設住宅団地では自治組織

の結成を促進します。 

 ・被災した生活応援センターや集

会施設等の再建を図り、まちづ

くりの担い手となる地域住民の

活動拠点を再構築します。 

2011年 

12月22日 
 

宮古市 

東日本大震災復

興計画【基本計

画】 

・応急仮設住宅等に入居し、支援を

必要とする市民をサポートしま

す。 

 被災地域におけるコミュニティを

再生するとともに、地域社会の結

びつきがさらに強まるようコミュ

ニティの充実を図ります。また、

応急仮設住宅におけるコミュニ

ティの形成を図ります。 

●応急仮設住宅等入居者へのサポー

ト 

・応急仮設住宅等の入居者につい

て、復興の段階に応じた実態調査

を行い、その調査結果を関係機関

と共有するとともに、被災者が抱

える不安、問題、復興状況にあわ

せた継続的な支援を行います。 

・応急仮設住宅の適正な維持管理を

図ります。 

2011年10月 

【推進計画】 

（2012年 

３月30日 

策定） 

大船渡市 復興計画 なし 2011年10月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

陸 前 

高田市 
震災復興計画 

５ 保健事業の再開と推進 

・健康づくりのための仮設住宅入居

者への個別フォローと集団アプ

ローチを展開します。 

復興のための施策 41 

・仮設住宅とともに、各地域の実情

に合わせた高齢者の居場所づくり

の展開や、高齢者見守り体制づく

りを推進します。 

・地域全体でこころのケアを推進す

る体制を確保します。 

2011年９月  

遠野市 なし なし なし 後方支援拠点計画

奥州市 なし なし なし  

大槌町 

東日本大震災津波

復興計画 

基本計画 

仮設団地の環境改善 

 公平な仮設住宅の入退去等を行

い、個々の生活が安定するまでの住

宅確保を支援します。 

 仮設住宅で安全・安心な生活を確

保するための改善支援を推進しま

す。また、行政と地域・住民との連

携を図り、仮設団地での自治会・コ

ミュニティ活動を推進します。 

2011年12月  

山田町 
山田町復興 

ビジョン 

４－３ 住民が主体となった地域づ

くり 

 復興は、インフラや建物などの

ハード面を造り直す作業だけではな

く、被災を受けた住民の生活を立て

直し、コミュニティの絆を再構築す

る作業がむしろ重要と言えます。 

2011年６月  

野田村 復興計画 

6. 地域コミュニティの継続 

・地域の結束力が強まるよう、地域

コミュニティ活動の環境を整備

し、さらに、全ての人が安心して

生活できるよう、地域コミュニ

ティ活動の活性化に向けた取り組

みを支援します。 

 また、地域住民や関係団体等が協

働し、被災地域や住民が主体で進

める復興のまちづくりを支援しま

す。 

2011年12月  

気仙沼市 震災復興計画 

第３章 計画の柱と取組方向 

７ 地域をあたたかに ― 地域コ

ミュニティの充実と市民等との協

働の推進 

 ・避難所や仮設住宅には、個人・

団体・市内・市外を問わず、多

くのボランティアが訪れ、被災

者に対しきめ細かく物心両面で

支援を続けるなど、コミュニ

2011年10月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  ティ活動が普段から活発な地域

コミュニティや志のあるボラン

ティアが大きな役割を果たし～

地域に住んでいる一人ひとりの

顔が見え、人と人のつながりを

大切にするまちづくりを目指

し、～新しいコミュニティの形

成を支援します。 

第５章 本市震災復興を実現する重

点事業 

第７節 地域コミュニティの充実と

市民等との協働の推進 

２ 新しいコミュニティの形成を支

援 

重点事業１ 仮設住宅での自治組織

の設立・運営支援 

 ・応急仮設住宅において～住民の

交流を促すとともに、～自治組

織の設立や組織運営の円滑化に

努めます。～生活相談などの包

括的、多面的なサポートの仕組

みづくりを図り、～ 

３ 市民等との協働の推進 

重点課題７ まちづくりの担い手育

成 

 ・仮設住宅の見守り活動やコミュ

ニティづくりに取り組んでいる

市外ＮＰＯ等の支援終了後も、

こうした活動を次のまちづくり

活動に繋げていけるよう、～市

民がこれからのまちづくりを議

論する場を設け、～今後のまち

づくりの担い手意識の醸成や人

材育成を図る。 

  

南三陸町 震災復興計画 

第３編 復興計画 

第３章 復興に向けて緊急対応すべ

き重点事項 

１ 被災者の生活支援と自立生活へ

の誘導 

(１) 「自立に向けた生活支援」 

 ・仮設住宅では、生活支援相談員

を配置して入居者の生活支援に

取り組む～ 

(２) 仮設住宅における地域コミュ

ニティの構築 

 ・～仮設住宅における新しいコ

ミュニティの形成が課題となっ

ています。～仮設住宅単位のコ

ミュニティを行政区に準じる組

織として位置づけ、行政連絡員

2011年 

12月26日 

2012年 

３月26日改訂
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  を配置し、入居者による自治活

動を支援するなど、仮設住宅に

おけるコミュニティ形成に向け

た各種支援に取り組みます。 

第４章 シンボルプロジェクト 

２ 被災者の生活支援プロジェクト

 ・仮設住宅での生活支援、孤立化

防止などに取り組みます。～生

活支援相談員の配置～見守り

ネットワークを構築する 

第５章 復興事業計画 

目標１ 安心して暮らし続けられる

まちづくり 

(２) 地域コミュニティの再構築 

 ・これまで築き上げてきた絆や助

け合いの精神を～後世につなげ

ていくためにも、～地域コミュ

ニティの維持・再生のための、

継続的な支援に取り組みます。

(７) 安心を実感できる保健・医

療・福祉のまちづくり 

③ みんなで支え合う福祉のまちづ

くり 

 ・誰もが住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けられるように、住

民どうしで、助け合い、支えあ

う、地域のつながりを重視した

福祉のまちづくりを目指しま

す。 

目標２ 自然と共生するまちづくり

(４) ふるさとを思い、復興を支え

る『人づくり』 

④ 地域コミュニティ活動の推進 

 ・震災を経てこれまで以上に深

まった地域の絆や連帯感を活か

しながら、地域コミュニティの

再生を図るとともに、～地域内

の人と人との交流を促進・活性

化させ、まちづくりのリーダー

となる人材の育成を図ります。

  

石巻市 
震災復興 

基本計画 

第２章 復興の基本的な考え方 

・市民の不安を安心に変えていくた

めには、特に、被災された市民の

生活と向き合った施策の展開が求

められており、災害に強いまちづ

くり、職を失った市民の雇用確保

や未来を担う子どもたちの育成な

どに力を入れるとともに、誰もが

絆を強め、安全で安心した生活が

できるよう、高齢者や障がい者の

2011年12月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

 方々を地域全体で支えあうまちづ

くりを推進していく必要がある 

・さらに、復旧・再生・発展の流れ

をより一層強めていくためには、

まちづくりの担い手である市、

国、県、他の地方自治体、市民、

ＮＰＯ、地域などによる協働の仕

組みを構築し、社会全体に共鳴す

るまちづくりを広げていくことが

必要。 

施策大綱１ みんなで築く災害に強

いまちづくり 

２ 地域の力でみんなで守る 

 ・被災が大きい地区や集落の多く

で、地域のコミュニティ活動が

困難となっていることから、既

存の町内会との連携により地域

コミュニティの強化を図るとと

もに、仮設住宅や新たな市街地

でのコミュニティの形成を支援

し、外国人の方を含めた誰もが

絆を強め、共鳴する地域コミュ

ニティの再生を推進します。 

第３章 施策の展開 

施策大綱２ 市民の不安を解消し、

これまでの暮らしを取り戻す 

(１) 被災者への生活支援 

 ・支援が必要な応急仮設住宅、在

宅で生活する被災した高齢者・

要介護者・障がい者などへ応急

的な各種サービスを提供するた

め、応急仮設サポートセンター

等を整備し、生活支援・相談等

を行う。 

  応急仮設サポートセンター等の

整備と支援の実施 

 ・応急仮設住宅建設地域内に整備

した応急仮設サポートセンター

（ささえあいセンター）におい

て、各種相談支援事業などを実

施します。 

 ・応急仮設住宅建設地域内に、応

急福祉仮設共同住宅（グループ

ホーム型仮設住宅）（認知症高

齢者・障がい者・ケア付き福祉

住宅グループホーム）を整備し

ます。 

 ・要援護者をはじめ、個々の状況

にあわせたサービス提供ができ

るように、関係機関などによる
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  見守りを強化します。 

(２) 各種福祉サービスの復旧と

サービス事業者への支援 

 ・サービスを必要とする高齢者、

要介護者、障がい者などに対し

て介護支援事業所や障がい者相

談支援事業所等との連携によ

り、適切な情報提供や相談支援

の強化を図ります。 

 ・応急仮設住宅、在宅等で急増す

る要援護者に対して、応急仮設

サポートセンターの活用によ

り、生活支援、孤独感の解消、

心のケアのほか、必要に応じた

福祉サービスを提供します。 

 ・被災した民間の介護サービス事

業所等への再建支援により、

サービス提供基盤の復旧・復興

を図ります。 

２ 住まいの再建 

  災害公営住宅の整備 

 ・被災者の恒久的住居を確保する

ため、住民意向を確認しながら

具体的な場所や整備数を確定

し、県等と連携しながら災害公

営住宅の整備を推進します。災

害公営住宅については、住民交

流によるコミュニティ活性化や

子育て、高齢者支援等の観点か

ら、多様な住居形態に配慮しな

がら整備を推進します。 

  

東松島市 
復興まちづくり

計画 

第１章 復興まちづくりの基本方針

２ 基本方針 

(２) 支え合って安心して暮らせる

まちづくり 

 ・また、災害時だけでなく、～地

域コミュニティ等の人のつなが

りが大きな支えとなります。～

互いに支え合える地域社会をつ

くっていきます。 

第２章 分野別取組み 

(１) 支え合って安心して暮らせる

まちづくり 

① 仮設住宅環境の向上 

 ・市や社会福祉協議会が連携して

被災者の支援にあたる『被災地

サポートセンター』を設置し、

福祉、健康、生活にわたる総合

的なサポート体制をつくる。 

(３) 地域コミュニティの自治力の

醸成 

2011年 

11月29日 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

③ コミュニティ活動支援体制の確

立 

 ・現在、仮設住宅も含めた被災地

域において、各部署及び社会福

祉協議会、ＮＰＯ・ボランティ

ア団体等がそれぞれに支援員を

配置し、生活支援やコミュニ

ティ支援を行っています。これ

らの人や組織を集めて、意見交

換して情報共有をする仕組みと

して『東松島市地域支援員連絡

会』を立ち上げています。この

ネットワークを活かして、市・

社会福祉協議会で設置する『被

災者サポートセンター』と連動

しながら、一体的に生活支援、

コミュニティ支援ができる体制

づくりを行っていきます。 

  

女川町 復興計画 

第３章 復興方針 

Ⅳ 心身ともに健康なまちづくり 

 ・本格復興までの当面の生活の場

である応急仮設住宅における心

身面のケアを行います。また、

町立病院を中核とした医療や福

祉の充実を図るとともに、津波

災害等の緊急時の設備や体制も

確保します。 

第４章 復興基本計画 

３ 住みよい港町づくり 

(１) 応急仮設住宅の確保 

 ・恒久住宅の再建や供給に期間を

要する場合、応急仮設住宅の利

用が長期化する可能性があり、

応急仮設住宅の供与期間の延長

や利用の長期化に向け、環境整

備など必要な措置を講じます。

 ・（短期対策としては）住宅団地

において、行政区等の地域コ

ミュニティ活動や行政、保健・

福祉サービス等を提供する拠点

となる集会施設を設置します。

 ・町は、団地内のコミュニティ構

築のため、巡回相談など支援を

行います。 

(５) 生活環境に応じた町民の自立

した生活の支援 

復興基本計画 

 （緊急対策として）自立した生活

の支援 

 ・被災し避難した要介護者、要援

2011年９月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  護者が安心して生活できる住ま

いを確保（仮設福祉住宅、（仮

称）地域福祉センター内福祉住

宅など）します。 

 ・高齢者、障がい者が自立して生

活できるサービス、地域生活支

援事業の再開と再構築を図りま

す。 

 ・（短期対策としては）共助・支

え合い・地域福祉をめざし、障

がい者が地域で自立した生活が

できるように、日常生活上必要

な介護、支援を実施するケア

ホームの整備や就労を促進す

る。 

 ・（中長期対策としては）高齢者

や障がい者が安全で快適に生活

できる『バリアフリーのまちづ

くり』の観点も取り入れ、復興

に向けたまちづくりを進めてい

きます。 

 ・高齢者や障がい者、地域の人た

ちの誰もが集い、気軽に交流で

きる場づくりや子どもたちとの

交流などのイベントも積極的に

開催し、みんなで支え合う新し

い地域コミュニティの構築をめ

ざします。 

 ・コミュニティ構築のため、巡回

相談など支援を行います。 

  

多賀城市 震災復興計画 

10 「復興施策」 

復興施策Ⅰ 

 ・東日本大震災は、『絆』・『つ

ながり』を改めて認識し、それ

がもたらす『力』を実感する機

会となりました。避難所などに

おける人と人とのつながりや助

けあい、地域内での支えあい、

復旧作業における行政と市民と

の連携・協働、そして、他の自

治体やボランティアによる物資

の提供や復旧・復興支援などで

す。このような『絆』・『つな

がり』が、今後の被災者の健や

かな暮らしや、より良い生活の

再生、再建にとって、不可欠な

ものであると改めて認識しまし

た。 

復興基本事業２ 

 ・現在、応急仮設住宅、民間借上

2011年12月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  仮設住宅や被災住宅に居住する

被災者の健康の保持増進と、安

心した生活の再建を目指して、

被災者個々人の運動や健康管理

などを促進するだけでなく、地

域や社会で孤立することがない

よう、つながりや支えあいを重

視して、健康調査、訪問指導、

相談、健康教育などの取組を推

進していきます。 

復興基本事業３ 

 ・支えあいや助けあいといった地

域内でのつながりや、人と人と

のつながりが強化され、地域自

治活動がこれまで以上に活発に

行われることを目指して、地域

自治活動を支える様々な支援制

度を見直すとともに、地域を支

える人材育成、行政とのつなが

り強化や情報共有を図るための

取組・制度の見直しを進めてい

きます。 

11 復興計画事業概要 

復興施策１ 

復興基本事業１ 被災者の生活再建

支援と居住地の確保支援 

01 被災者生活再建支援事業 

 ・応急仮設住宅（プレハブ）、民

間借上仮設住宅、被災住宅に居

住する被災者の生活再建に向け

て、これらの被災者の生活実態

及び支援ニーズを把握し、それ

に対応する様々な支援策業務

（相談業務、義援金・支援金支

給、援護資金貸付・債権者管理

業務、支援物資配付業務等）を

一元的に行う。 

02 仮設住宅管理運営事業 

 ・応急仮設住宅（プレハブ）居住

者の安定した居住の確保のた

め、居住者の安否確認（健康状

態確認）、施設・設備管理、支

援物資配付、コミュニティ形成

支援等を管理運営会社に委託し

て行う。なお、生活再建に向け

た自立に関する支援策を、民生

委員・児童委員、ボランティア

団体、ＮＰＯ等と連携、調整し

て行う。 

復興基本事業２ 『個』と『つなが
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

 り』のそれぞれの視点による健康

増進と福祉の推進 

01 仮設住宅巡回訪問指導事業 

 ・応急仮設住宅における孤独死、

自殺等を予防するため、専任保

健師等により、定期的な訪問活

動等を行う。 

02 シルバーふれあいサロン事業 

 ・応急仮設住宅に居住する高齢者

の要介護状態への進行を予防す

るため、高齢者等の健康管理や

生活指導を行い、また、住宅内

での孤立感を解消してコミュニ

ティの形成を支援する。 

  

塩竃市 震災復興計画 

４ 基本的な考え方 

(１) 生活再建を最優先とする復興

 ・市民協働のもと、被災者の生活

再建に最優先で取り組みます。

６ 復興基本計画 

(１) 住まいと暮らしの再建 

③ ともに支え合う見守り体制の強

化 

復興の方向性 

 ・仮設住宅入居者およびみなし仮

設入居者への訪問指導体制の充

実や～各関係機関との連携によ

る見守り体制を強化します。 

 ・安心して住み続けることができ

るよう、良好なコミュニティの

再生・強化に向けて町内会など

の活動支援や集会所施設等の整

備を図る。 

2011年12月  

七ヶ浜町 震災復興計画 

復興方針 

１ 地域コミュニティに配慮した地

域復興 

 ・地域コミュニティに配慮し、本

町の住民が引き続き本町に住み

続けられることを最優先に住宅

復興や地域復興に取り組みます｡

復興重点施策４ 地域コミュニティ

の再生と展開 

１ 地域コミュニティの再生 

 ・被災した地域の住宅復興と併

せ、地域コミュニティの拠点で

あり、防災・福祉拠点でもある

地区公民分館を迅速に復旧しま

す。 

 ・被災地域の新たな居住系拠点の

確保 

 ・災害公営住宅の建設 

2011年８月 
前期基本計画 

2011－15 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

名取市 震災復興計画 

第１章 復興に向けた課題 

２ コミュニティの絆を強化し、市

民力を結集したまちづくりを展開

する 

 ・応急仮設住宅等での仮住まいか

ら恒久的な住宅へ移行できる環

境づくりにあわせて、災害に強

いまちづくりを進めながら、互

いを支え合うコミュニティ

（絆）を強化することが重要と

なります。 

 ・隣近所や家族などで助け合うコ

ミュニティの絆の大切さを知

り、さらには、ボランティアを

はじめとした支援活動のありが

たさに改めて気づきました。こ

の苦難から立ち上がり、復興に

取り組んでいくためには、この

ような市民の力、市外から支え

てくれる力が不可欠であり、こ

れらを結集し、生かしていくこ

とが求められます。 

2011年10月  

岩沼市 

震災復興計画グ

ランドデザイン

～愛と希望の復

興 

震災復興計画マ

スタープラン 

1. すみやかな仮設住宅の建設と暮

らしの安定 皆に優しい、緑ゆた

かなくらし 

(１) 現状 

① すみやかな仮設住宅の建設 

 ・仮設住宅は、宮城県により384

戸（里の杜東住宅162戸、里の

杜西住宅162戸、里の杜南住宅

60戸）が完成し、仮設住宅を希

望する被災者の入居が、被災地

で最も早く全て完了しました。

③ くらしのサポート 

■里の杜サポートセンターの開設 

 仮設住宅に入居する高齢者や障が

い者などの方々の日常生活を包括的

にサポートするため、総合福祉セン

ター内に「里の杜サポートセン

ター」を開設しました。 

 センターにおいては、仮設住宅で

生活する高齢者や障がい者などの

方々から様々な相談を受付け、専門

相談や心のケアなどにつなぐ「総合

相談機能」と、仮設暮らしによる孤

立や引きこもりを防ぐための「交流

拠点としての役割」などを担いま

す。 

2011年 

８月７日 

（2011年９月

マ ス タ ー プ ラ

ン） 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

(２) 復興に向けた基本的な考え方

■復興への考え方 

 「避難期」、「仮設期」、「復興

期」の全過程を通じたゆるやかで連

続的な環境移行の支援とコミュニ

ティ復興の連続性の確保が必要。 

(１) 環境移行の支援 

   従来からの生活、コミュニ

  ティが損なわれることなく、被

災者が自分らしく生活し続ける

環境を確保できるような支援。

(２) 避難所から復興コミュニティ

に向けての連続性 

   避難所から復興後の生活に至

るまで「住まい」「生活」「か

かわる人」が途切れることなく

引き継がれることが重要。 

■仮設住宅における暮らしのサポー

ト 

 ・仮設住宅で生活する高齢者や障

害者の方々の孤立や引きこもり

の防止として、仮設住宅の見守

りや心のケアなどの支援を行う

とともに、コミュニケーション

の取れる共同空間を確保する。

■復興の可能性 

(１) 地域社会で孤立をせずに暮ら

せるまち 

 ・住宅に閉じこもらず、人とのつ

ながりを維持できる交流の場や

機会をもつことができる。 

(２) 高齢者が能力を活かし可能な

限り自立できる高齢者パワーが

支えるまち 

 ・介護ヘルパーや子育て支援、配

食サービスやふれあい喫茶等、

いくつになっても地域を支える

コミュニティビジネスにとりく

める。 

 ・趣味の活動、ボランティア活

動、いくつになっても自己実現

ができる。 

(３) たとえ弱っても、元気な頃の

生活習慣をケアミニマムで維持

できるまち 

 ・睡眠、食事、保清、排泄、離

床・移動、更衣。生活のリズム

を維持すること。 

 ・在宅医療、在宅看護、在宅介護

による支え。 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  
 ・コミュニティやインフォーマル

サービスによる「見守り」。 
  

亘理町 震災復興計画 

第１章 復興基本方針 

・何よりもまず、なりわいの確保な

ど被災者の方々の生活支援と被災

地の復興に最優先に取り組み、一

日でも早く回復させる必要があり

ます。また、町民の復興への意欲

を高め、持続的な地域コミュニ

ティの構築を図りながら、安全で

安心して暮らせる災害に強いまち

づくりを進める必要がある。 

第２章 復興基本計画 

２ 主要施策及び事業 

(１) 『安全』と『安心』を確保す

るまちづくり 

５）防災・減災システムの整備と防

災教育の推進 

仮設住宅におけるコミュニティ支援

事業 

 ・仮設住宅におけるコミュニティ

活動及び自治組織化の支援。 

 ・ＮＰＯ等の協力を得ながら、仮

設住宅入居者のニーズに即した

サービスの提供。 

(２) 『暮らしやすさ』と『亘理ら

しさ』があふれるまちづくり 

２）「住環境の再建の支援」 

 ・震災により再建が必要な住宅が

多く、また応急仮設住宅等に入

居している町民も多いことから

一日も早く町民が震災前の生活

を取り戻し、安心して生活でき

るよう被災住宅の再建と被災宅

地の復旧を支援する 

 ・被災住宅の再建支援と災害公営

住宅等の整備を行います。 

 ・応急仮設住宅の居住環境の向上

を図ります。 

 ・住宅再建が困難な人や、高齢

者・障がい者に配慮した災害公

営住宅等の整備を行います。 

４）保健・福祉・医療の健康まちづ

くりの推進 

 ・応急仮設住宅など新たな場での

コミュニケーションづくりが必

要。 

 ・住民の健康と福祉を確保すると

ともに、災害時の緊急医療活動

の拠点として保健福祉センター

2011年12月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  の整備を行います。 

 ・被災した老人福祉施設等の復旧

を図るとともに高齢者や障がい

者などに対する支援体制を整備

します。 

 ・応急仮設住宅における高齢者等

の孤立化を防ぐため、サポート

センターを設置し専門職による

相談・見守り体制を整備しま

す。 

  

山元町 震災復興計画 

６ 復興のポイントと方向性 

(１) 生活 

 ・この震災により住居を失った住

民には応急仮設住宅の整備等、

～また、津波被害が大きい地域

の住宅については、集団移転や

災害公営住宅にて新たな市街地

の形成や居住空間づくりを進め

ていきます。さらに、新たな地

域コミュニティを既存集落や震

災前コミュニティとともに再構

築を図ります。 

① 住居 

 ・（復旧期には）生活支援の第一

歩として、震災により住居を

失った町民に対し、応急仮設住

宅の整備及び民間賃貸住宅の借

り上げにより生活拠点の確保を

図ります。 

 ・被災者のニーズに合った災害公

営住宅等の公的住宅を整備し、

景観や環境と調和した住宅を計

画的に供給します。 

 ・既存の公営住宅の改修及び耐震

化を図り、入居者が安全で安心

できる居住環境を整備します。

 ・（復旧期には）甚大な津波の被

害を受け居住が困難となった被

災者に対し、生活・防災・福祉

の拠点となる集約型団地を造成

するとともに、集団移転を促

し、新たな中心市街地の形成を

図ります。 

 ・災害公営住宅や新たな居住地に

おいて、地域で支え合い、相互

に関わりを持ち居住できるよう

な居住空間づくりを目指しま

す。 

③ コミュニティ 

 ・（復旧期には）津波被害により

2011年12月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  地域コミュニティが分散した沿

岸部にあっては、被災者の生活

基盤に合わせた地域コミュニ

ティの回復を図ります。 

 ・仮設住宅の生活が長期にわたる

ことから、きめ細やかな環境改

善を図るとともに、仮設住宅で

の新たなコミュニティ形成を支

援します。 

 ・（再生期・発展期では）復旧期

に引き続き、沿岸部の居住地内

の地域コミュニティの再生を推

進するとともに、震災前のコ

ミュニティの維持に配慮しなが

ら、新たな市街地におけるコ

ミュニティの形成と併せて町全

体の地域コミュニティ（行政

区）の再構築を図ります。 

 ・これまで培ったつながりを活か

しながら、新たなつながりを構

築するため、地域主体のまちづ

くりを支援するとともに、地域

コミュニティ活動や行政、保

健・福祉サービス等を提供する

拠点となる集会施設整備を推進

します。 

(３) 保健・福祉 

③ 「いくつになっても安心して健

やかに暮らせるまちづくり」 

 ・（復旧期には）被災者のニーズ

を踏まえつつ、応急仮設住宅を

始め在宅で生活する高齢者や要

介護者が継続した在宅サービス

等を受けられるよう、体制の整

備を進めます。 

 ・震災により被災した町内医療、

福祉施設の復旧支援のため、関

係機関との調整を図ります。 

 ・応急仮設住宅でのコミュニティ

づくりを支援し、住民同士が高

齢者や障害者を支えながら生活

できるよう体制を整備します。

 ・応急仮設住宅入居者等の孤立

化、引きこもり等を防止するた

め、総合相談の実施や交流活動

等により安心した生活が送れる

よう地域サポートセンターを整

備します。 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

仙台市 震災復興計画 

Ⅰ 総論 

３ 復興に向けて 

(２) 復興に向けた４つの方向性 

③ 自立・自助と協働・支え合いに

よる復興 

 ・今回の震災を教訓として、災害

時に自らの手で自らの家族を守

る自助による安全安心の確保や

高齢者・障害者などの、誰もが

健やかに安心して暮らせるよう

に、地域での支え合いによる共

助の取り組みを活性化させると

ともに、公助の再構築を図りま

す。 

Ⅲ 暮らしと地域の再生 

１ 被災された方々の生活再建支援

(１) 健やかで安心な暮らしの確立

③ 仮設住宅における絆づくり・見

守り活動の推進 

 ・プレハブ応急仮設住宅における

自治組織の設立・運営に関する

支援を進めるとともに、防犯・

防災活動などの自治活動への支

援や、住民相互や近隣コミュニ

ティとの交流の機会づくりを進

めます。 

 ・民生委員児童委員、地域包括支

援センター、社会福祉協議会、

ＮＰＯなどの連携のもとで、借

上げ民間賃貸住宅を含めた仮設

住宅入居者に対する見守り活動

を進める。 

Ⅳ 復興まちづくり 

１ 市民の命と暮らしを守る『減

災』まちづくり 

(２) 災害対応力の強化 

④ 地域における防災力の向上 

 ・平時における地域・学校・行政

のお互いに顔の見える関係づく

りを進めるとともに、地域包括

支援センターや障害者福祉セン

ターなども含めた地域のさまざ

まな関係機関と町内会や民生委

員児童委員などが連携しなが

ら、高齢者や障害者などを支え

る仕組みづくりを推進します。

３ 支え合う『自立』・『協働』ま

ちづくり 

(１) 地域における支え合い活動の

推進 

2011年11月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

③ 地域活動・市民活動の活性化に

向けた環境づくり 

 ・市民センターや市民活動サポー

トセンターなどの活動拠点の機

能充実や連携強化を図るととも

に、まちづくりに関する専門家

の派遣を行います。 

(２) 復興を支える担い手づくり 

 ・今回の震災では、学生等による

災害ボランティアや企業の社会

貢献活動、～これらの活動主体

は、地域団体やＮＰＯとも連携

しながら、避難所の運営や、仮

設住宅での暮らしサポート、各

種の復興支援活動などに携わ

り、新たなまちづくりの担い手

として活動しています。～これ

らさまざまな担い手が生まれ、

活動したこの機会をとらえ、活

動の一層の促進と新たな担い手

の発掘や育成に取り組んでいき

ます。 

  

相馬市 
復興計画 

Ver.1.2 

第２章 基本計画 第１節 ソフト

事業 

第１項 応急仮設住宅での生活支援

⑧ 全体交流場の設置 

 ・被災者が安心して暮らせるサ

ポート体制を確立、維持するた

め高齢者等サポート拠点セン

ターを応急仮設住宅地区内に設

置し、高齢者の憩いの場、介護

予防事業の実施等、各種業務を

運営します。 

 ・高齢者等サポート拠点センター

で、日中保護者がいない被災児

童等に、お年寄りとのふれ合い

や遊びなどの生活の場を提供

し、健全な育成を図るための放

課後児童クラブ事業を実施しま

す。 

第４項 教育、子どもたちの成長 

① 被災した子どものＰＴＳＤ（心

的外傷後ストレス障害）対策 

 ・被災したことによる精神的ダ

メージが今後の成長の妨げにな

ることが懸念されるため、被災

した児童、生徒の心のケアを行

うことで、健やかに成長してい

くことを理念としている、「特

定非営利活動法人相馬フォロ

2012年３月 Ver.1.1を改定
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  アーチーム」との協働体制によ

り、臨床心理士、保健師等が持

続的かつ系統的に相馬市内の児

童・生徒や教員を支援します。

第６項 孤独死対策 

① 高齢者用共助住宅の建設と運営

対策 

 ・震災により家を失い、かつ資金

の問題等により自己再建が困難

な高齢者等のため、高齢者用共

助住宅の建設を進めます。 

 ・高齢者用共助住宅の運営に関し

ては、入居者がお互いに見守り

ながら日々の生活を送っていけ

るコミュニティ体制を構築する

ため、入居者の代表である「寮

長」を選出し、行政や介護事業

者との連絡調整等の役割を担っ

てもらい、また、全ての入居者

には寮長を中心に、共同生活を

送るうえでの必要な業務を分担

してもらいます。 

 ・高齢者用共助住宅の運営に際し

ては、ボランティア、各種団体

との協働を推進します。 

 ・高齢者用共助住宅については、

共助の精神が反映されるよう集

会所や談話室といった共有ス

ペースを設け、１日１回入居者

が全員集まって食事をする際に

利用する等、共有スペースを積

極的に活用し、入居者の孤独状

態を防ぎ、コミュニティが維持

できるよう支援します。 

  

南相馬市 復興計画 

主要施策２ 市民生活復興 

【基本施策２－１】 

 すべての市民が安心して暮らすこ

とができるまちの再生 

＜目標＞ 

 子どもから高齢者まで、すべての

市民が安心で安全な環境の下で、健

康でいきいきと暮らすことのできる

まちをつくります。 

＜主な方策（施策）＞ 

○医療、福祉、保健支援体制の整備

 ・障がい者が地域で自立した生活

や安定した生活ができるよう就

労の支援や障がい者施設の安定

経営に向けた支援を行います。

 ・高齢者が元気で生きがいを持っ

2011年12月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  て生活できるよう在宅支援、施

設入所による支援など福祉サー

ビスの充実を図ります。 など

○住宅再建の支援 

 ・震災により被災した市民につい

ては、災害救助法による住宅修

理のための補助や集団移転事業

により住宅再建の支援を行いま

す。 

○復興住宅の整備 

 ・震災により被災した市民のう

ち、自力で住宅再建が困難な世

帯を対象とした災害復興住宅を

整備します。 

【基本施策２－２】 

 コミュニティ、絆の復活 

＜目標＞ 

 市外に避難し、離れ離れになった

市民や、仮設住宅等に居住する市民

のコミュニティを確保するととも

に、伝統文化の継承などにより、地

域の絆をより深め、住みよいまちを

つくります。 

＜主な方策（施策）＞ 

○帰還後のコミュニティの再生（集

会所整備、地域活動の支援） 

 ・これまでに培ったコミュニティ

の再構築とともに、集団移転な

どに伴い求められる新たな絆・

繋がりの構築など、自治組織の

運営や立ち上げ、住民間の交流

を促す事業など、コミュニティ

づくりへの支援を行います。 

 ・地域の活動拠点となる集会所施

設整備やまちづくり委員会の運

営を支援し、市民自らが積極的

かつ主体的に復興に取り組み、

地域課題を解決できるまちづく

りを推進します。 

 ・幅広い住民のボランティア活動

やＮＰＯ活動への参加を促すと

ともに、地域資源を有効に活用

し、まちづくりや人材育成など

の各種団体活動への支援の充実

を図り、市民相互が共に支え合

う住民自治のまちづくりを推進

します。 

 ・海岸沿いの被災地には、共同墓

地の流失もあることから、これ

らの再建に向けた取り組みを支

  



－ 124 － 

自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  援します。また、被災者等の墓

地ニーズに応えるため、市営墓

地の整備を推進します。 

○にぎわいづくり （略） 

  

浪江町 
復興計画 

（第１次） 

計画編 

4. 避難期の生活再建に必要な取り

組み 

４）避難生活に伴う健康悪化の防止

  地域包括支援センターと基幹相

談支援センターの連携 

→要介護  支援・協力拡大 

→介護予防 浪江町サポートセン

 ター（介護予防事業、健康体操教

室）、ボランティア団体等による

支援→自治会等コミュニティの設

立、ボランティアの育成→自主活

動の確保 

→要介護等 介護・老人保健施設

（医療機関等との医療・介護に関

する連携、老人福祉施設の再開支

援） 

 在宅支援 

５）中長期的な医療・福祉環境の再

生に向けて 

  町外コミュニティにおける医

療・福祉のあり方の継続的な検討

→一体型センター拠点（仮名）（地

域包括支援センター、ＮＰＯ・社

会福祉法人等） 

 ・介護予防事業、健康体操教室、

町民サロン等 

 ・障がい児者通所サービス等 

 ・放課後児童クラブ、預かり保育

等 

７）町民と町民・ふるさとをつなぐ

絆の維持 

＜新たな絆づくり＞ 

○新たなコミュニティづくりの推進

○コミュニティ活動の充実 

○避難先コミュニティとの交流 

＜従来の絆の維持＞ 

○行政区活動の維持 

2012年10月  

富岡町 
災害復興計画 

（第１次） 

３－1. 富岡町内等の生活拠点「さ

くら富岡」の形成及び町内の復

旧・復興 

【重点事業④】健康管理事業(本所)

 ・医療施設や介護・福祉施設は、

施設の配置や整備方法を検討

し、双葉郡全体の問題として

国、県に対して要望し、整備を

2012年９月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  推進します。 

 ・高齢者等のための介護・福祉施

設の新設や既存施設の整備を推

進します。 

 ・子どもをはじめとして、全町民

の健康を守るために保健・医療

サービス強化に努めます。 

＜関連する主な施策・事業＞ 

 ・医療施設・福祉施設の整備、再

建（町） 

 ・地域医療体制の確保（県・双葉

郡全域・町） 

 ・医療・介護・在宅支援サービス

の提供（町） 

 ・高齢者等サポート拠点の整備

（町） 等 

【重点事業⑤】絆づくり事業(本所)

 ・町民間の絆を維持し、コミュニ

ティが図られるよう、情報提供

や交流の場の整備等の取り組み

を推進します。 

 ・災害公営住宅の整備にあたって

は、行政区ごとなどコミュニ

ティづくりに配慮した入居や、

各棟のなかにサロン等に利用で

きる共有空間の設置を検討しま

す。 

３－2. 町外の生活拠点「つつじ富

岡」「せきれい富岡」の形成 

【重点事業④】健康管理事業（サテ

ライト） 

 ・医療施設や介護・福祉施設は、

施設の配置や整備方法を検討

し、双葉郡全体の問題として

国、県に対して要望し、整備を

推進します。 

 ・高齢者等のための介護・福祉施

設の新設や既存施設の整備を推

進します。 

 ・子どもをはじめとして、全町民

の健康を守るために保健・医療

サービス強化に努めます。 

＜関連する主な施策・事業＞ 

 ・介護予防対策及び在宅での医

療・介護の支援サービスの提供

（避難先の自治体・町） 

 ・高齢者等サポート拠点の整備

（避難先の自治体・双葉郡全

域・町） 等 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

楢葉町 
復興計画 

（第１次） 

第二章 復興のための施策 

１ 絆を保ち、被災生活を乗り切る

１－１）長引く避難生活への対応 

  （内容略） 

(１) 被災者のケアと生活再建支援

のための実態把握 

(２) 仮設住宅・借り上げ住宅にお

ける心身の健康管理 

(３) 避難先における教育の確保・

子育て支援 

(４) 生計の維持・確保の支援 

１－２）コミュニティの維持・再構

築 

(１) 避難中のコミュニティ維持・

交流機会の確保 

 ① 町民同士の交流機会の確保

（略） 

 ② 行政区等の名簿作成の支援

（略） 

 ③ 高齢者孤立防止のコミュニ

ティ再生支援 

   高齢者の孤立を防ぐため、避

難中の住民による自主活動の応

援やサポートセンターでの活動

等によりコミュニティを再生・

構築します。すでに会津美里

町・いわき市に設置したサポー

トセンターでは、子どもからお

年寄りが自由に活動できる、さ

まざまな世代の交流の場として

「みんなの家」を目指していま

す。 

 ④ サークル活動、生涯学習など

の活性化（略） 

(２) 帰町時のコミュニティ自治機

能再生・再構築 

 ① 帰町時の自治機能再生（略）

 ② 新たに形成されたコミュニ

ティとの融合（略） 

 ③ 帰町時の高齢者孤立防止のコ

ミュニティ再生支援 

   高齢者の孤立を防ぐために避

難先で取り組んだサポートセン

ターにおける「みんなの家」づ

くりを、帰町後も取り組みま

す。こうした場を通じて高齢者

それぞれが役割・やりがい・生

きがいを持ち、お互いに助け合

い、おしゃべりをして笑いなが

ら、自然の豊かさとで生き生き

と暮らせる環境を目指します。

2012年４月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

大熊町 第１次復興計画 

3. あなた自身の生活再建 

(１) 子どもがいる世帯への支援 

パターン１ 居住地を自ら選択し帰

れるのを待つ場合 

生活－☆全町避難により仮設住宅や

借り上げ住宅での生活を余儀なく

されている状況の中で、安心して

子育てや教育ができる居住環境に

対する支援に努めます。 

 ・借り上げ住宅の継続支援の要望

 ・避難先自治体との連携による安

心して子育てなどができる居住

環境への支援 など 

☆子育てや教育を支えてきた地域社

会が失われ、孤立感を深めつつあ

る現状の中で、避難先のサポート

機関との連携や行事の開催などを

通じて絆の維持に努めます。 

 ・避難先での自治会立ち上げ及び

活動の支援 

 ・子育てに対する避難先支援組織

の紹介 

 ・イベントの参加呼びかけ など

パターン２ 町が指定した区域に居

住し、帰れるまで待つ場合 

生活－☆全町避難により仮設住宅や

借り上げ住宅での生活を余儀なく

されている状況の中で、安心して

子育てや教育ができる居住環境に

対する支援に努めます。 

 ・子育てや教育に配慮した復興公

営住宅などの建設支援 

 ・転居するまで借り上げ住宅の継

続支援の要望 など 

☆子育てや教育を支えてきた地域社

会が失われ、孤立感を深めつつあ

る現状の中で、避難先のサポート

機関との連携や行事の開催などを

通じて絆の維持に努めます。 

 ・自治会立ち上げ及び活動の支援

 ・町指定周辺との交流 

 ・大熊の子どもたちが集えるイベ

ントの開催と参加の呼びかけ

など 

 ・町民イベント、農業コミュニ

ティ、文化活動などの育成・支

援による絆強化 など 

パターン３ 大熊町に戻らない場合

生活－全町避難により仮設住宅や借

り上げ住宅での生活を余儀なくさ

2012年９月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

 れている状況の中で、安心して子

育てや教育ができる居住環境に対

する支援に努めます。 

 ・借り上げ住宅の継続支援の要望

 ・転居先自治体への協力要請によ

る安心して子育てなどができる

居住環境への支援 など 

☆子育てや教育を支えてきた地域社

会が失われ、孤立感を深めつつあ

る現状の中で、避難先のサポート

機関との連携や行事の開催などを

通じて絆の維持に努めます。 

 ・大熊の子どもたちが集えるイベ

ントの開催と参加の呼びかけ 

 ・町民が集えるイベントへの参加

呼びかけ 

 ・転居先での子育てに対する支援

組織の紹介など 

(２) 高齢者がいる世帯への支援 

   （子どもがいる世帯と違うと

ころ） 

パターン１ 生活 

☆・高齢者が暮らせる居住環境への

支援 など 

☆・高齢者に対する避難先支援組織

の紹介 

 ・高齢者の生きがいづくりの活動

支援 など 

パターン２ 生活 

☆・高齢者に配慮した復興公営住宅

の建設整備 

☆・高齢者の生きがいづくりの活動

支援 など 

パターン３ 生活 

☆・転居先自治体への協力要請によ

る安心して高齢者が暮らせる居

住環境への支援 など 

☆・転居先での高齢者に対する支援

組織の紹介など 

(３) 特にサポートが必要な世帯へ

の支援方針 

パターン３ 生活 

☆避難生活はこれまで受けてきた居

住環境を一変させ、不自由な生活

を余儀なくされており、様々な問

題を取り除いた安心して居住でき

る環境の整備に努めます。 

 ・借り上げ住宅の継続支援の要望

 ・転居先自治体への協力要請によ

る安心して暮らせる居住環境へ

  



－ 129 － 

自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  の支援 など 

☆慣れ親しんだ地域社会が失われ、

不安な避難生活を送られている現

状の中で、避難先のサポート機関

と連携し、支援に努めます。 

 ・町民が集えるイベントの参加呼

びかけ 

 ・特別なサポートを必要とする避

難者に対する避難先支援組織の

紹介 など 

(４) 一般世帯への支援 （略） 

  

新地町 復興計画 

２ 復興にあたっての視点 

(３) 復興にあたっての基本的視点

② 人の絆を育むまち 

  本町はかけがえのない郷土を大

事にし、これまで培ってきた地域

コミュニティなどを大切に、人と

の絆を育むまちづくりをめざして

きました。今後も地域のコミュニ

ティを再生し、町民・事業者・町

の役割分担のもと協働のまちづく

りをすすめます。 

【基本計画】 

１ 主要施策 

(３) 住宅・暮らしの復興 

② 住宅の建設・取得の支援（略）

③ 公営住宅の整備 

  多くの住宅が流出し、住まいの

再建が急がれていますが、高齢者

のみ世帯が増えるなど住宅再建が

困難な世帯もあることから、安定

した居住空間を確保するために、

災害公営住宅の整備に取り組みま

す。 

  仮設住宅への入居と同様に、公

営住宅についてもコミュニティに

配慮した配置を検討します。 

④ 保健・医療、介護・福祉の充実

  住宅移転等による慣れない生活

のためにおこる健康への悪影響を

防ぐため、要援護者の見守りネッ

トワークを充実するとともに、社

会福祉協議会や民生委員と連携

し、見守り・訪問活動の強化やサ

ポート体制の充実など、保健や介

護・福祉面での取り組みの充実を

図ります。このため、地域の専門

スタッフのみならず、ボランティ

アや外部の人材による見守りな

ど、きめ細やかな取り組みを検討

2012年４月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

 します。仮設住宅においては、サ

ポートセンター「まごころ」を活

用し、包括的な福祉活動を展開し

ます。被災した高齢者のみ世帯や

一人暮らし高齢者のための被災高

齢者共同住宅を建設します。 

  

広野町 
復興計画 

（第１次） 

４－３ 施策 

(２) 町民生活復興のための施策 

① 町民生活の復興 

＜目標＞ 

 ・町民の暮らしを復興、地域の人

と人との繋がりや絆を大切しな

がら安心・安全のまちを復興し

ます。 

◎住まいの復興 

＜取組方針 取組方針・施策＞ 

 ・町民の早期住宅再建を支援し、

地域コミュニティ復旧・生に配

慮した安全な生活環境の確保に

努めます。 

◎地域福祉サービス等の復興 

＜取組方針 取組方針・施策＞ 

 ・町民が安心して暮らせるよう保

健、福祉サービスの充実を図り

ます。 

 ・町民帰還の段階においては、福

祉サービスの需給バランスが崩

れることが想定されるととも

に、民生児童委員等サービスを

支える方々や地域でサービスを

必要とする方々の存在が見えに

くくなることが想定されます。

こうした状況を早急に回復でき

るよう社会福祉協議会等と連携

を図り、実態調査等によるニー

ズの把握、状況に合わせた支援

を実施します。 

④ 地域コミュニティ、絆の再生 

＜目標＞ 

 ・被災の経験を活かし、「自分た

ちのまちは自分たちで守る」強

い地域の絆をつくります。 

＜取組方針・施策＞ 

◎地域コミュニティ、絆の再生 

 被災により脆弱化した地域コミュ

ニティを再構築します。 

 ・自主防災やボランティア体制の

整備 

  地域コミュニティによる自主防

災組織の構築を促進し、防災資

2012年３月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

  機材等の確保など機能強化を支

援します。 

 ・小さいエリアによる交流事業を

促し、コミュニティの再生と、

人と人との繋がりの回復など、

新たな取組に対して支援を行

い、生きがいづくりを醸成しま

す。 

  

葛尾村 
復興計画 

（第１次） 

葛尾村復興イメージ図各ゾーンの説

明 

＜高齢者福祉施設ゾーン＞ 

 双葉郡内にあった高齢者福祉施設

の受け皿として、高齢者を対象にし

た各種施設を集約して建設する。グ

ループ・ホーム、支援センター、デ

イ・サービス、ショート・ステイ施

設、特別養護老人ホーム等を建設す

る。運営は、社会福祉協議会若しく

は福祉事業関連会社が行うが、医師

の常駐を念頭に置き、村も経営に参

画する。 

１ 避難生活の支援に関する施策 

③ （コミュニティの維持） 

  仮設住宅などにおける孤立を防

ぐため、葛尾村支え合いセンター

を設置し、コミュニティの維持を

支援するとともに、交流スペース

として活用する。 

１－２ 広域避難している村民の絆

の維持 

② （広域避難者のコミュニティの

維持） 

(１) 県外避難者生活サポート拠点

支援事業（絆－①－５） 

   避難先での生活相談や避難者

同士の交流の機会を設けること

により、避難者間の絆の維持や

地域コミュニティの再生を支援

する。 

④ （要援護者に対する支援） 

(１) 高齢者等サポート拠点整備事

業（応－④－30）（国・県の

み） 

   仮設住宅敷地内に、地域高齢

者等サポートセンターを設置

し、ディサービス、訪問介護、

生活相談、交流スペース等を支

援する。 

⑦ （心のケアの支援） 

  子ども・大人を問わず、村民の

2012年12月  
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

 心のケアについては、県精神保健

福祉センターなどの専門家の応援

を得て、臨床心理士などによる心

のケアを行うとともに、高齢者の

応急仮設住宅での孤独死や精神不

安定などによるうつ病が増加した

という教訓から、心の相談会を開

催するなど村民の心の健康を維持

する。 

  特に、子どもについては、避難

受け入れ先の学校等と連携して、

スクールカウンセラーによる十分

なケアを行う。 

５ 葛尾村の復旧のための施策（子

育てやコミュニティ強化） 

５－２ 葛尾村帰還後のコミュニ

ティ強化 

② （高齢者の生活支援） 

(３) 地域支え合い体制づくり助成

事業（絆－④－10）（県のみ）

   地域における高齢者等に対す

る見守り等の支え合い体制活動

を立ち上げ、地域活動の人材育

成を支援する。 

６－３ 葛尾村の医療・福祉の向上

(１) 地域包括ケアシステムの構築

（災－⑤－10） 

   高齢者が可能な限り住み慣れ

た地域で、医療、介護、予防、

住まい、生活支援サービスを切

れ目なく提供する地域包括ケア

システムを図る。 

  

川内村 
災害復興 

ビジョン 

【快適な居住空間の確保に関するこ

と】 

○集合住宅の整備を行い、村民の高

齢化による福祉活動の充実を図る

と共に村民への住民サービスの向

上を図る 

 ・村内には広範囲に高齢者が点在

しており、保健福祉業務の観点

からすると時間的なロスが生じ

やすく、住宅等の集合化によ

り、より効果的な住民サービス

の提供が出来ると予測されま

す。さらに災害時の対応を考慮

すると、避難指示誘導において

も迅速性が図られることとなり

ます。 

2011年９月  

 



－ 133 － 

自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

飯舘村 

いいたて 

までいな 

復興計画 

（第２版） 

3. 帰村についての考え方 

１）村のこれまでの取組み 

  自治会・コミュニティ－各仮設

住宅および公営宿舎に自治会を設

け、新しいコミュニティの活動を

支援するとともに、旧来の20行政

区に対する助成も継続して支援し

ています。 

２）村民一人ひとりの想いによりそ

う（略） 

３）「戻れる人｣､「戻れない人｣､

「戻らない人」それぞれに対する

支援 

４）段階的復興の考え方（略） 

５）復興のための拠点「新までいな

村（仮称）」整備の考え方 

① ｢帰村のための村内拠点(仮称)｣

の整備（略） 

② 「村外子育て拠点（仮称）」の

整備（略） 

③ 拠点を中心とした飯舘村ネット

ワークの構築（略） 

④ 復興拠点の将来的活用（略） 

5. その他の当面の重要施策・事業

＜戻りたい人のための施策＞ 

 ・帰村後の健康管理システム、放

射線情報提供 

＜戻りたくても戻れない人、戻らな

い人のための施策＞ 

 ・子育て支援の充実（預かり保

育・学童保育の充実等） 

 ・高齢者等の避難生活支援（買い

物支援等） 

 ・避難村民同士の交流支援 

6. 今後の復興に向けた重要施策 

○ コミュニティの再構築・生きが

いづくり 

  すべての村民にとって、地域の

コミュニティが早期に機能するこ

とは生活再建上欠かすことのでき

ない要素であり、上記土地利用計

画（略）の策定と並行して、村と

してコミュニティの再構築と生き

がいづくりを支援していきます。

2012年８月  

双葉町 
復興まちづくり

計画の基本方針 

復興の基本的な考え方 

〇「町」は「町民」なくして成り立

ちません。そのため、復興の主体

は、「町民」であるべきです。 

＜町民一人一人の選択への尊重＞ 

〇町民一人一人が置かれている状況

第10回 

復興まちづくり 

委員会 

（2013年 

４月３日） 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

 が異なることで、町民の皆さんの

将来に対する考えも様々です。双

葉町へ戻ると考えている方、双葉

町へ戻らないと決めた方、仮の町

に住むと考えている方、仮の町に

住まないと決めた方、いずれの選

択もこの避難生活を強いられてい

る中で町民の皆さんが難しい判断

を強いられながらなされる選択で

す。そのため、町民の皆さんが、

町民一人一人の選択を尊重するこ

とが大切です。 

＜行政と町民の協働による町民の力

を結集した復興＞ 

〇行政と町民が協働して、町民の力

を結集して、町民が主体となった

復興を目指すことが必要です。町

民同士が支えあい、助け合い、そ

こに全国からの支援の手を自分た

ちの復興に結び付けて、この難局

を乗り切っていかなければなりま

せん。 

〇双葉町の復興は、双葉町単独でな

しえるものではなく、他の双葉郡

の町村などとも連携して取り組む

必要があります。 

双葉町の復興の進め方 

＜不自由な避難生活改善と町民一人

一人の生活再建＞ 

〇双葉町への帰還については、放射

線量に対する考え方の違いなどか

ら様々な捉え方がありますが、双

葉町に帰る意思のある方、双葉町

へ帰らないと決めた方、どの方に

も共通の課題があります。それ

は、現在の不自由な避難生活の改

善を図ること、そして、生活の再

建です。 

〇町民の方からは、不自由な仮設住

宅や借り上げ住宅での暮らし、先

が見えない不安の声が数多く寄せ

られています。まず、そうした声

に対して、現在の避難生活の改善

を図っていく必要があります。 

〇いわゆる「仮の町」は、生活再建

するための場所の選択肢の一つと

して、また、町民のきずな（コ

ミュニティ）の拠点として、町民

の希望に沿った整備が求められま

す。 
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自治体名 名  称 
復興計画における 

「支え合い事業」等の言及内容 
復 興 計 画 
策定年月日 

備  考 

  

双葉町復興まちづくりの基本方針

と、計画に盛り込む施策との関係 

＜町民のきずなの維持＞ 

① 町民の交流機会の確保 

② 町からの情報提供 

③ 双葉町の歴史・伝統・文化の記

録と継承 

④ 避難先住民との交流の促進 

⑤ 事故の教訓の伝承 

⑥ 町民のきずなを維持する拠点と

しての「仮の町」の整備 

  

福島市 復興実施計画 

第３編 分野ごとの施策 

第１章 安全で安心なまち 

第３節 地域福祉と障がい者福祉の

充実 

（地域福祉）＊みんなで支え合い、

住み慣れた地域で安全で安心して

自立した生活をしています。 

１ 誰もが住み慣れた地域で安心し

て生活できるよう、地域ぐるみで

支え合う地域社会づくりを推進し

ます。 

２ 地域福祉計画に基づき、市民意

識の高揚と小地域福祉活動への参

加促進を図り、地域福祉を推進す

る体制の充実に努めます。 

第５節 高齢者施策の充実 

（高齢者の元気支援）＊高齢者が、

生きがいを持ち、住み慣れた地域

で安全に安心して暮らしていま

す。 

１ 高齢になっても目標を持ちいき

いきと暮らせるよう、社会参加や

就労、生きがいづくりを支援しま

す。 

２ 高齢者が住み慣れた地域で自立

し、健康で自分らしい生活ができ

るよう、要介護（要支援）状態に

なる前からの介護予防を推進しま

す。 

３ 高齢者が安全に安心して生活で

きるような生活環境全般の整備や

地域医療と福祉のネットワークな

どの地域の支援体制づくりを推進

します。 

４ 国民年金制度への理解が深めら

れるよう、制度の啓発に努めま

す。 

2013年３月 

復興計画の

2013年度以降

の実施計画 

 
※ この「付属資料」は、サポートセンターを設立した35市町村の『復興計画』における「支え合い

事業」等の言及内容を、伊藤久雄、菅原敏夫、佐野幸次の各委員の責任でとりまとめたものである。 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻山 幸宣（公益財団法人 地方自治総合研究所 所長）  はじめに    

佐野 幸次（公益財団法人 地方自治総合研究所 研究員） 第１章・附 章 

堀越 栄子（日本女子大学 教授）            第２章 

伊藤 久雄（認定ＮＰＯ法人 まちぽっと 理事）     第３章 

菅原 敏夫（公益財団法人 地方自治総合研究所 研究員） 第４章 

中村 健治（北海道社会福祉協議会 部長）        第５章 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同研究「大災害と自治体」 

第１次報告書 
                    （研究所資料115） 

 
2015年11月10日 印刷                  

2015年11月18日 発行                  

      発行所  公益財団法人 地方自治総合研究所 

        共同研究「大災害と自治体」 

      印 刷  株 式 会 社  ト  ラ  ス  ト 

 





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

共
同
研
究
「
大
災
害
と
自
治
体
」　

第
１
次
報
告
書

公
益
財
団
法
人 

地
方
自
治
総
合
研
究
所　
　

共
同
研
究
「
大
災
害
と
自
治
体
」

二
〇
一
五
年
十
一
月


	00　表紙
	001-005
	001-002
	003-005
	空白ページ


	007-008 【216x297】
	009-020
	空白ページ

	021-022 【216x297】
	023-044
	023-039
	040-044
	空白ページ


	045-046 【216x297】
	047-058
	059-060 【216x297】
	061-074
	075-076 【216x297】
	077-090
	091-092 【216x297】
	093-101
	空白ページ

	103-104 【216x297】
	105-138
	105-136
	空白ページ

	137-138

	h4
	空白ページ
	空白ページ


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /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 /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /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>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


