
身体障害者の災害時の避難に関する一考察 
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身体障害者は，単独で避難することの困難，避難指示や災害の状況についての情報入手の困難を有す

ることが多い．そのため，避難計画を立案する際に特に配慮が必要である．そこで，2004年10月20
日に台風 23 号によって生じた豊岡市内の浸水時，障害を有する方の避難時の行動をヒアリング調査

により把握し，問題を検討した．結果，住宅から脱出，避難所までの移動を行う際に，行政組織やボ

ランティアサービスに頼ることができないことが多かった．以上から，本論文では，地域組織に避難

支援の必要性を述べる． 
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１．はじめに 

2004 年 10 月 20 日，台風 23号による豪雨によ

り，豊岡市街地が浸水し，また，円山川の堤防の

決壊により円山川右岸地域でも浸水被害が発生

した．特に，円山川流域一体に午後から降雨が激

しくなり，夕方頃から円山川の増水，市街地部の

浸水が大きくなり，18 時 5 分以降，避難勧告や

避難指示があいついで発令されたことから，夜間

に避難を強いられた方や自宅等に取り残され救

助を待たざるを得なかった人が多かった．とりわ

け，身体障害者は単独で避難することが困難であ

るばかりか災害についての情報入手が困難な方

もおり，避難にあたっては周辺の支援が必要であ

ったと推測される．本研究では，これらの方々が

どのように避難されたか，災害についての情報を

どのように手に入れたかを把握し，水害発生時の

身体障害者の避難支援のあり方を考察する． 

 

２．災害の概要 

（１）豊岡市の概要 

豊岡市は，兵庫県北部の中心都市であり，人口 

47,092 人，世帯数 16,134 世帯（住基台帳 2004.3. 

31 現在）を有する．市街地の中心部を円山川が

流れる．円山川には，大屋川，八木川、出石川な

ど長さ 30～35 キロの支流があり、それらが近い

場所で合流する。そのため、円山川水系に大雨が

降ると、下流が増水するのとほぼ同時に、各支流

の水が一斉に流れ込む．また、豊岡盆地は低地で、

円山川は天井川に近い構造になっているため，洪

水被害を受けやすい． 
  

（２）被害の概要 

10 月 20 日午後から降雨が強くなり始めた．図

-1に円山川の水量の変化を示した．豊岡市では，

死者 1人，重傷者 3人，軽傷者 7人の人的被害が

生じ，表-1 に示した物的被害が生じた．総世帯
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図-1 円山川の水位変化 

（台風 23 号に係る災害に関する調査特別

委員会資料 1）をもとに作図） 
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の 24.8%が床上浸水の被害を受けるなど，多くの

世帯で，避難所または上階への避難を必要として

いた． 

 

表-1 台風 23 号による被害 

棟 3,801 

世帯 4,007 床上浸水 

人 10,928 

棟 2,281 

世帯 2,308 床下浸水 

人 6,230 

決壊 117 
道路  

冠水 130 
（台風 23 号に係る災害に関する調査特

別委員会資料 1）より抜粋） 

 

（３）移動環境の状態 

 表-1 に示したように多くの道路が冠水または

決壊しており，冠水部でも自動車で入り込み立ち

往生する等，自動車による移動は困難であった．

全但バスも 20 日 15 時以降に出発するすべての

便を運休し，ＪＲ山陰線，北近畿タンゴ鉄道は，

同日 16 時までに全線で運行を見合わせた．  

豊岡市では，福祉タクシーを表-2 に示す 3 つ

の団体を通じて提供している．20 日に福祉タク

シーを利用した記録があるが，午前の利用であり，

台風による風雨が激しくなって以後，福祉タクシ

ーは提供されていなかった． 

以上のように自動車，公共交通ともに，20 日

の夕方には機能をとめており，避難に際する移動

には，公共交通や福祉サービスの利用は難しい．  
 

表-2 福祉サービス運行回数 

 10/20 10/21 平均

タクシー会社 A 2 0 3.0 

介護サービス会社 B 4 0 2.9 

介護サービス会社 C 0 0 0.6 
 

（４）避難の情報の伝達 

豊岡市では，防災行政無線を通じて災害情報や

避難指示や避難勧告を伝達することとしており，

屋内設置型の受信機や屋外放送の整備が行われ

た．なお，防災行政無線は停電も機能する． 
聴覚障害者には，通常の情報伝達も FAX で行

っているため，災害情報も FAX で対応した．し

かし，今回避難指示などを伝達する際に，受信を

確認することができなかった．また，FAX の送

信場所が浸水により停電し，移動したため，送信

した FAX が聴覚障害者に伝わったかどうか確認

されていない． 
 
３．ヒアリング調査の概要 

災害の避難についての対策を考察するため，豊

岡市の水害で被災した身体障害者にヒアリング

調査を行った．この調査では，避難に関する問題

を次の 3時点に分け質問を行った． 

・ 避難情報の取得 

・ 自宅から避難所までの移動 

・ 避難所での暮らし 

なお，障害として，肢体障害（杖利用者），視

覚障害（全盲），聴覚障害（まったく耳が聞こえ

ない）を対象とした． 

加えて，身体障害者の避難を支援する状況を把

握し，どのような支援ができたのかを把握するた

め，洪水被害を被った 3地区の区長にヒアリング

を行った． 

調査実施日時は，身体障害者に対するヒアリン

グを 1 月 25 日に，区長に対するヒアリングを 1

月 27 日に行った．ヒアリング時間は，1 時間程

度を目安に行った．  
 

４．洪水から避難において生じた問題点 

ヒアリングの際に，「今後，同様の洪水被害が

起こった場合に避難をしますか」と質問したとこ

ろ，いずれの身体障害者も「今回のような洪水被

害であれば，避難しないでおこうと思っている」

との回答行った．これは，避難所に避難したほう

がさまざまな支援を受けられたとしても，家で自

分が我慢したほうが，避難所へ避難する労や避難

所での労のほうが大きいと言うことを示してい

る．この労を取り除く改善が必要であるが，本章

では，改善を考察するもととなる問題点を身体障

害者へのヒアリング結果から述べる． 
 
（１）災害・避難情報の取得について 

・肢体障害者 

外に出て様子を見ることができず，防災行政無

線と近所からの連絡で情報を入手していたとの



回答を得た．民生委員から自主的に避難を勧める

電話と，防災行政無線を通じた避難勧告などの情

報があったが，「避難勧告と避難指示の違いがわ

からなかった．」などの点から，ヒアリング対象

者は，自主的な避難を行わなかった．実際に避難

を決心したのは，自治会組織の長が避難するよう

に声掛けを行ったためである．  
 

・聴覚障害者 

聴覚障害者への情報伝達として FAX 送信が行

われた．しかし，豊岡市社会福祉課が重度の聴覚

障害者 21 世帯 26 人に「社会福祉課です。台風

の被害はどうですか。返事ください」と言う、FAX
を送信した．そのため，豊岡ろうあ協会の会員の

中では，FAX の情報をもとに避難を行ったとい

う人はいなかった．なお，本調査の回答者は，配

偶者が防災行政無線の情報を受けて，手話による

伝達によった． 
つまり，防災行政無線など住民に呼びかける内

容では，避難を決心させる内容の情報が流れてい

たものの，聴覚障害者への対応として整備された 

FAX による情報の提供には，その情報が流れな

かった．情報伝達手段のマニュアルがなかったな

ど，伝達すべき情報の内容についての準備が不足

していた． 
 
・視覚障害者 

回答者は，防災行政無線を聞くことができたた

め，避難についての情報の取得は，ほぼ問題はな

かった． 
 
（２）避難行動 

・肢体障害者 

自治会組織の長が家を訪れ，車で移動した．し

かし，冠水部などがあったため，車高が高かい車

両を用いたため，自分で乗ることができず，抱き

上げてもらった。 
この回答者の場合は，障害を有していることが

外見的にわかることと，近所のクリーニング店の

人に普段から「何かあったら頼む」と会話してい

たことなどから，近所に住む住民が気を掛けてお

り，避難が必要になった際にも，回答者を支援す

ることができたと考えられる． 
 

・聴覚障害者 

ヒアリング対象者が，健常者である配偶者の補

助を得ながら，自動車を運転し避難した．避難所

は，普段通りなれた地域の小学校であったが，へ

避難したが，降雨が激しく，小学校の入り口がわ

からなかったことが問題であった． 
 ヒアリング対象者が所属する聴覚障害者団体

の状況について，避難の状況をヒアリングした． 
聴覚障害者を助けた人も「助けた人が聴覚障害

をもっているとは知らなかった」と言っているな

ど，避難の際に話をして初めて障害を有している

ことが認知された場合が多かった．そのため，消

防や地元の人から呼びかけてもらえた聴覚障害

者は少なかった．そのため、団体の会員などの聴

覚障害者で１，２級の人を中心にまでに 26 人の

安否を確認したところ，半数以上の人が自宅に居

り，２階に残っていた．中には，食事を摂ること

ができなかった人も多かった． 
 

・視覚障害者 

台風時には，雨音や風きり音が強く，音が流れ

てしまうため，歩くと方向を見失う．そのため，

歩くことは困難である．ヒアリング対象者は健常

者である配偶者の付き添いで避難した。 
 ヒアリング対象者が所属する視覚障害者団体

の状況について，避難の状況をヒアリングした． 
視覚障害部会の 20 名のほとんどは避難しなか

った．その理由としては，以下をあげるものが多

かった 
・ 盲導犬をつれていくのが不安 
・ 避難所でのトイレが困る 

 

（３）避難所の問題点 

・肢体障害者 

早い時間に避難したため避難所に入れたが，後

からきた人は入れず，避難所への指示が不十分で

あったと考えられる．加えて，避難所内での生活

に次の問題点を指摘した． 
・ トイレは，和式で手すりもなく困った．ま

た，断水でトイレの水が流れず、バケツで



水を流さなければならなかったが、（左半

身が麻痺しているため）自分で流すことが

できずに困った。 
・ 水がなく，常備薬を飲めなかった． 

 
・視覚障害者 

避難所内での情報伝達において問題があった

と指摘している．具体的には，次の 2 点である． 
・ 市からの情報は FAX で送られ掲示板に張

られるが，視覚障害者には読むことができ

ない． 
・ 物資の支給の際に「こちら」と言われても

がどこかわからない 
 

（４）支援者側からの意見 

区長へのヒアリングでは，身体障害者の避難に

おいて，情報の把握に問題があることが多く指摘

された．具体的には，避難を提供すべき人を把握

しようとしても，プライバシーにかかわるため，

地域に住む身体障害者は把握できていなかった．

安否確認のため，避難所に電話をしても避難をし

ている人を「教えられない」と言われたと述べて

いる． 
 
５．まとめ 

調査結果をもとに，身体障害者の避難への支援

のあり方について考察する．なおこの際，社会福

祉学における補完性原理 2）を引用する．補完性原

理では，自分自身を助ける「自助」が基本となる，

自分自身で補えない困難を家族などの身の回り

の人が｢互助｣する．さらに，家族では補えない困

難に対しては，近所に住む人が「共助」する．さ

らに近所に住む人で補えない困難に対しては，

「公助」によって補う． 
避難においては，福祉タクシーなどの公的なサ

ービスが機能しなかった．浸水により地域が分断

されたためであり，また，地域の分断が起こって

いなかったとしても，一度に多くの助けを必要と

した人が発生し，対応は困難であったと予測され

る．公助が機能しなかった結果，ヒアリングに見

られるように，共助や互助によって，不足する避

難の能力を補っていることが多かった．このよう

に，災害時への対応において，共助や互助は重要

な鍵を握っている． 
共助による支援を実現するには，住民の参加意

識を向上する必要がある．そのため，まずは，地

域にどのような困難を持つ人が住んでおり，これ

らの人が，地域で今回の洪水において、困難を感

じたのかを住民自身が調査することが望ましい．

次いで，地域の避難計画を議論する．さらに，個

人がどのように避難するかを議論し，どのような

支援を受け，どのように避難するかを議論する．

さらに個人は，自分が受けられる支援が充分であ

るかを再度検証し，不足しておれば、自分自身の

問題点を地域の他の構成員に伝達し，再度避難計

画についての議論を行う． 
一方，公助として行わなければならないことに

ついて考える．河川水量変化や降雨の情報などの

情報は，住民が独自に得ることは難しい．そのた

め，少なくとも公助としての情報提供は欠かせな

い． 4．のヒアリング結果でも示したように豊岡

市が整備した防災行政無線は一定機能した．しか

し，聴覚障害者への情報伝達においては，仕組み

と機器の整備はなされたものの，どのような内容

を流すかが決定しておらず，効果のある情報の提

供はできていなかった．このような発信内容の決

定においても当事者の参加を得て，検討を重ねる

必要がある． 
このほか，物資の備蓄など，公助として行うべ

きことは少なくない．互助，共助，公助の間の分

担関係を意識した支援システム整備が必要であ

る． 
 
なお、本研究は、兵庫県産業労働部産業科学局

による平成１６年度「兵庫県ＣＯＥプログラム推

進事業」に採択された「LED を用いた高齢者・

視覚障害者の夜間歩行を支援するシステムの研

究」の研究プロジェクトの一環として遂行した。 
 

文   献 

1) 豊岡市総務課行政係：豊岡市公式サイト く

らしの情報～防災～台風 23 号災害の状況、

http://www.city.toyooka.hyogo.jp/kurasi

/bousai/index.htm（最終訪問日，2005.1.7） 

2) 坂田周一：社会福祉政策，有斐閣アルマ，

2000.11. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


