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Ⅰ．は じ め に

　健康日本２１では、栄養・食生活分野の目標として、
最終目標達成のために「栄養状態」をより良くするた
めの「適正な栄養素（食物）摂取」、適正な栄養素

（食物）摂取のための「行動変容」、及び個人の行動変
容を支援するための「環境づくり」の三ステップを達
成のための主な段階として設定している1)。こうした
目的を達成するための具体的な方法として、食物情報
や健康情報へのアクセスといった食環境面での整備が
有効とされており、職域のキャフェテリアや外食産業
への介入（ヘルシーメニューの提供など）などについ
ての大規模な介入研究では、効果がみられるという報
告がある1)。
　このような中、平成１５年に施行された健康増進法で
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は、特定給食施設等を特定の利用者が繰り返し食事を
行なう施設として定義し、利用者の健康状態等に配慮
し、健康の維持・増進を希求した給食を提供および管
理する施設であることの意味合いを強くしている2)。
　そこで、今回、特に健康づくり実施へのアプローチ
が難しい若年層の利用が多い事業所、寄宿舎に設置さ
れた特定給食施設等に対し、給食を健康づくり推進の
ための社会資源の一つとして活用できるよう支援を行
う目的で、松本保健所管内の給食施設の栄養管理及び
健康教育の実態について把握し、従事者や設備の充実
に影響すると思われる施設規模別及び管理栄養士ある
いは栄養士の配置の有無別にも検討をしたので報告す
る。

Ⅱ．方　　　法

A　調査対象

　松本保健所に届出のある管内の特定給食施設等のう
ち、事業所あるいは寄宿舎等の給食施設運営者３７施設
を対象とした。
B　調査の実施方法

　調査は、郵送法により、アンケート方式で行った。
調査時期は、平成１８年１２月から平成１９年３月の４か月
間である。なお、未回答項目や後に必要となった追加
項目については、平成１９年度に対象全施設の給食施設
指導実施時に、直接聞き取り調査を行い、検討に用い
た。
C　調査内容

　参考資料１に調査用紙を示した。調査したアンケー
トの項目は、施設規模（特定給食施設、準特定給食施
設）、栄養士の配置の有無、従業員（寄宿舎入所者）
の健康に関する情報の把握状況の有無、健康増進を考
慮した食事提供の有無、健康情報の提供の有無、食事
バランスガイドの活用の有無、及び健康増進法第２１条
についての認知状況の１１項目である。
　また、追加項目として、給食施設利用者の健康増進
のための給食提供方法、給食の効果の評価方法、健康
情報（栄養情報）の提供方法の項目も調査した。
D　解析方法

　検討にあたって、調査した３７の給食施設を、施設の
規模により健康増進法で規定する特定給食施設（１回
１００食以上又は１日２５０食以上の特定かつ多数のものに
対して継続的に食事を提供する施設。）と、長野県条
例で規定する準特定給食施設（１回５０食以上１００食未
満又は１日１００以上２５０食未満の特定かつ多数のものに

対して継続的に食事を提供する施設。）の２群に分け
比較を行った。また、施設の規模にかかわらず、給食
施設を管理栄養士あるいは栄養士の有無により２群に
分け比較を行った。なお、統計的有意性の検討には
Fisherの直接法を用いた。

Ⅲ．結　　　果

　今回、調査対象とした３７給食施設全てから回答が得
られた。表１に今回対象とした給食施設の種類別の状
況を示した。事業所等に付随する給食施設が３４施設
（９１．９%）で、寄宿舎の給食施設は３施設であった。
特定給食施設は、２５施設（６７．６%）、準特定給食施設
は１２施設（３２．４%）であった。運営状況をみると、直
営で運営されているのは特定給食施設、準特定給食施
設それぞれ１施設であり、他の給食施設は全て委託運
営されていた。
　表２に示したように、管理栄養士もしくは栄養士が
配置されている給食施設は、全体では３１施設
（８３．８%）であった。施設規模別には、特定給食施設
は９２．０％、準特定給食施設は６６．７％であり、両者間に
有意な差はみられなかった。
　給食施設利用者の健康に関する情報を把握している
施設は、全体で４５．９％であった。施設規模で比較する
と、特定給食施設では５２%と準特定給食施設に比べ
て割合は高かったが、統計学的な有意性はみられな
かった。
　利用者の健康増進のための給食提供の状況について
みると、給食施設利用者の健康増進のための給食提供
をしていると答えた施設は全体の９１．９％であった。そ
の内容をみると、味や季節感など心の満足感を得る食
事の提供と答えた施設が９４．１％と多かったものの、利
用者の身体状況に基づいた栄養量を満たす食事の提供
をしている施設は１４．７％にとどまっていた。その他の
取り組みとして減塩食やヘルシー弁当の提供を行って
いる施設がみられた。特定給食施設と準特定給食施設
の間で、統計学的に有意な差はみられなかった。

表１　解析対象とした施設の種類と運営状況

規模別内訳施設数施設種類
２４

（うち直営１）特定給食施設
３４事業所等 １０

（うち直営１）準特定給食施設

１特定給食施設３寄宿舎 ２準特定給食施設
２５特定給食施設３７合計 １２準特定給食施設
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　給食献立を作成するにあたり、利用者の性、年齢、
栄養状態に基づき給与栄養の目標の設定を行っている
施設は、全体の５１．４%であった。施設規模別にみる
と特定給食施設では６４．０％であり、準特定給食施設の
２５．０％に比べ有意に高いという結果であった
（p<０．０５）。
　提供した給食の効果の把握をしている施設は全体の
５９．５％であった。特定給食施設及び準特定給食施設間
で有意な差はみられなかった。その効果の評価方法を
みると、残食調査が７２．７％であり、嗜好調査は５０．０％
であった。他にはアンケートの設置などがみられた。
特定給食施設及び準特定給食施設間で有意な差はみら
れなかった。
　利用者に対して健康情報（栄養情報）の提供をして
いる施設は、全体の８９．２％であった。特定給食施設及

び準特定給食施設の間で、有意な差はみられなかった。
なお健康情報提供の主なものは、献立表の掲示が
９３．９%と多く、次いで栄養成分表示が６３．６％であっ
た。また喫食者に対する健康や栄養に関する情報提供
としてポスター等の掲示は５１．５％、卓上メモ等は
２１．２%であった。
　給食施設の場で健康教育（栄養教育）を実施してい
る施設は、全体の２９．７％にとどまっており、その内訳
は特定給食施設が４４．０％で、準特定給食施設での実施
施設はなかった（p<０．０１）。特定給食施設での健康教
育の提供方法は、健康メニューの設置が７２．７%であ
り、その他に食生活相談、キャンペーンなどを行って
いる施設もみられた。
　給食施設等での食事バランスガイドの利用状況につ
いてみると、利用している施設は全体の１３．５％にとど

表２　施設の規模（食数）別にみた栄養管理、健康教育実施状況　　（％　カッコ内実数）

p value準特定施設特定施設全体

０．０７３６６．７
（８）

９２．０
（２３）

８３．８
（３１）管理栄養士または栄養士の配置あり

０．３１９３３．３
（４）

５２．０
（１３）

４５．９
（１７）利用者の健康状態の把握をしている

１．０００９１．７
（１１）

９２．０
（２３）

９１．９
（３４）利用者の健康増進のための給食提供をしている

０．０３８２５．０
（３）

６４．０
（１６）

５１．４
（１９）利用者に対応した給与栄養目標量の設定している

０．７２４６６．７
（８）

５６．０
（１４）

５９．５
（２２）提供した給食について効果の把握をしている

１．０００９１．７
（１１）

８８．０
（２２）

８９．２
（３３）利用者へ健康（栄養）情報の提供をしている

０．００７０．０
（０）

４４．０
（１１）

２９．７
（１１）給食施設で健康（栄養）教育を実施している

１．０００１６．７
（２）

１２．０
（３）

１３．５
（５）給食施設等で食事バランスガイドを利用している

０．０３０６６．７
（８）

９６．０
（２４）

８６．５
（３２）利用者に対して嗜好調査の実施ができる

０．６９６６６．７
（８）

７６．０
（１９）

７３．０
（２７）健康増進法第２１条の内容を知っている

表３　管理栄養士（栄養士）の配置の有無別にみた栄養管理、健康教育実施状況　　（％　カッコ内実数）

p value配置無し配置有り全体

１．０００５０．０
（３）

４５．２
（１４）

４５．９
（１７）利用者の健康状態の把握をしている

１．０００１００．０
（６）

９０．３
（２８）

９１．９
（３４）利用者の健康増進のための給食提供をしている

０．０９０１６．７
（１）

５８．１
（１８）

５１．４
（１９）利用者に対応した給与栄養目標量の設定している

１．０００６６．７
（４）

５８．１
（１８）

５９．５
（２２）提供した給食について効果の把握をしている

１．０００１００．０
（６）

８７．１
（２７）

８９．２
（３３）利用者へ健康（栄養）情報の提供をしている

１．０００３３．３
（２）

２９．０
（９）

２９．７
（１１）給食施設で健康（栄養）教育を実施している

１．０００１６．７
（１）

１２．９
（４）

１３．５
（ ５）給食施設等で食事バランスガイドを利用している

０．０２２５０．０
（３）

９３．５
（２９）

８６．５
（３２）利用者に対して嗜好調査の実施ができる

１．０００８３．３
（５）

７１．０
（２２）

７３．０
（２７）健康増進法第２１条の内容を知っている
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まっていた。特定給食施設及び準特定給食施設とも同
程度であった。
　利用者に対して嗜好調査ができると答えた施設は、
特定給食施設では９６．０％と高率であったが、準特定給
食施設では６６．７％と有意に低率であった（p<０．０５）。
　健康増進法第２１条において特定給食施設における栄
養管理について定められていて内容を知っていると答
えた施設は全体の７３．０％であり、施設の規模別に差は
みられなかった。
　表３に管理栄養士または栄養士が配置されている給
食施設と配置されていない給食施設での比較を示した。
利用者に対して嗜好調査ができるかどうかの項目で、
管理栄養士または栄養士が配置されている施設では
９３．６%で、配置されていない給食施設に比べて有意
に高いという結果であった（p<０．０５）。他の８項目は、
二つの施設間で統計学的に有意な差はみられなかった。

Ⅳ．考　　　察

　これまで特定給食施設における栄養管理のシステム
等が具体的に示されてきている3)が、栄養管理及び健
康教育の実施について施設規模別及び管理栄養士等の
配置の有無などの環境により評価した研究は国内では
医学中央雑誌による文献検索でも見当たらなかった。
　今回の調査は、保健所が行う給食施設指導業務に合
わせて行ったものである。そのため対象とした全ての
給食施設から回答が得られており、また施設指導とい
う行政的な施策に伴って調査する場合には、調査結果
がやや良い方向に偏る危険性が多い。今回の調査は優
劣を決めるものではなく当該施設における栄養管理向
上に資する指導助言の資料に使用するための実態把握
である旨を依頼時に明記し口頭でも伝えたのであるが、
全体の結果は実態よりも良い結果として出ている可能
性は否定できない。しかし、今回の調査では記述式ア
ンケートで得られた回答をその後給食施設指導で施設
に出向いたときに実際に確認をしていることから偏り
は大きくないものと考えられる。また、今回比較した
施設規模（特定給食施設、準特定給食施設）及び管理
栄養士または栄養士の設置の有無によって、偏りの度
合いが異なっている可能性は少ないと考えている。
　地域住民を対象に健康づくりを行うとき、対象とし
て把握することが難しいのは若者層である。こうした
困難さを克服する方法の一つの手段として、厚生労働
省は平成２０年度から特定健診・特定保健指導を政策と
して開始した4)。この政策の目的を事業所で達成する

手段の一つとして、企業内の給食施設を活用すること
は十分に考えられる。また、地域住民として把握する
ことが困難な大学生のように、寄宿舎生活を送ってい
る対象者を、効率的に把握するためにも、給食施設の
活用は有用である。今回は、若者の健康づくりを効率
的に行う場としての、給食施設の栄養管理と健康教育
の実態について検討を行った。
　健康増進法の中で特定給食施設は、利用者の健康状
態等に配慮し、健康の維持・増進を希求する給食の提
供及び管理する施設として、遵守すべき栄養管理基準
の規定が設けられている2)。今回の結果をみると、調
査した給食施設ではこの理念がまだ十分に理解されて
いないことがうかがわれる結果であった。特に施設の
場での健康教育（栄養教育）の実施率や、食生活の指
標として策定されている食事バランスガイドの利用率
が全体に低いこと、また健康増進のための給食提供に
努めてはいるが内訳は心の満足感を満たすことが主で
あること、健康情報の提供に努めてはいるが内容は献
立表の掲示が主であるなど健康増進法の目指すところ
の取り組みがまだ少ない現状であり、給食施設に対し
て具体的な取り組みについて研修会等で啓発すること
が必要であると痛感した。
　今回の結果では、特定給食施設に比べ、施設の規模
が小さい準特定給食施設で、いくつかの項目で栄養管
理、健康教育に差があるという結果であった。今回の
結果は、今後給食施設を地域の若者の健康づくりの場
として活用するためには、給食施設に対するレベル
アップのための研修を、準特定給食施設に厚くする必
要性が高いことを示唆した結果であると考える。更に、
栄養士が設置されている給食施設かどうかによる結果
の差は大きくなかったので、給食施設の運営者を対象
に研修を行うことも重要であると考える。
　また、利用者の集団の嗜好の特性を分析し給食の品
質管理のために実施する嗜好調査については栄養士の
配置の有無により差がみられた。これは、今後栄養士
未設置施設を対象に、保健所栄養指導員等により具体
的な支援を行うことが必要であることを示している結
果と思われる。
　今回の調査対象施設はほとんどが業者委託をしてい
たが委託業者の運営方針により栄養士業務の内容や各
給食現場での取り組みにも反映していることも考えら
れた。広域的な運営展開している業者も多く、運営業
者に対する研修等を並行して行うことも各施設におけ
る取り組みの支援に必要であると考える。
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　今後、健康増進法の趣旨に沿った支援を給食施設に
対して行なうためには、栄養管理の水準の向上を妨げ
る可能性のある要因を検討し、より効果的な給食運営
が実施できるための研修会などの支援、及び給食施設
への個別支援などが必要であると考える。
　給食は利用者の健康状態、栄養状態の維持、改善を
支援し、同時に提供した食事は教育媒体としての価値
を持ち、給食施設は望ましい食事の体験の場、正しい
栄養情報提供の場でもある5)。しかし、社員食堂の設
置率の高い大規模事業所でも従業員の健康づくり支援
施設として具体的に活用する割合が低いという報告も
ある6)。事業所の給食施設を活用した具体的な健康づ
くりの取り組みとしては、産業医と事業所給食施設管
理栄養士との連携によるヘルシーメニュー、効能メ
ニューへの取り組みや7)、特定保健指導の継続支援を
見据えた食堂環境の整備への取り組み8)など、忙しい
働き盛りの世代に負担をかけない事業所ぐるみでの健
康づくりを支援する取り組みも報告されている。「食
事バランスガイド」による料理への表示は、カフェテ
リア形式の料理の選択時の参考の基準としても活用で
きる9)など工夫次第で利用の幅が広がるものと考える。
また、健康情報（栄養情報）の提供のための卓上メモ
は、業務の妨げにならない休憩（食事）時間を活用す
る集団全体に対する積極的な取り組み（population 
strategy）として有効という報告もある10)。
　このことから給食施設を設置している企業側にも従
業員の健康づくりという観点からの意識啓発を図り、

委託業者や栄養士と連携して職域保健活動に給食施設
を活用するなどの具体的な取り組みを提案する、施設
で活用できそうな卓上メモを共同で作成するなどの具
体的な支援や、ポスターリーフレット等、対象とする
施設や対象集団の特性に合わせた健康づくりの方法を
支援することで、給食施設を健康づくりの場として有
効活用できるものと考える。

Ⅴ．ま　と　め

　今回の検討から、給食施設は、地域の健康づくりを
行う場として活用できることが示唆された。しかしな
がら、施設規模などによって栄養管理、健康教育の実
態が異なることも明らかになった。
　今後、従業員に対する栄養管理、健康教育の場とし
て活用するためには保健所の栄養指導員が中心となり、
まず特定給食施設の役割を自覚して給食運営を実施で
きるような、研修会などの集団的な介入による啓発と
施設の実態に即した具体的な個別支援が必要であると
考える。

謝　　　辞

　調査にご協力いただきました事業所給食施設の設置
者と給食施設運営者の皆様に厚く御礼を申し上げます。
また、まとめるに当たり、適切なご指導をいただきま
した信州大学医学部衛生学公衆衛生学講座野見山哲生
教授に、心より感謝申し上げます。

文　　　献

１）健康日本２１企画検討会，健康日本２１計画策定検討会：２１世紀における国民健康づくり運動（健康日本２１）について報告
書：付　５，平成１２年２月．

２）健康増進法・健康日本２１研究会監修：健康増進法実務者必携，P８５　９１，社会保険研究所，平成１５年．
３）石田裕美，村山伸子，由田克士：特定給食施設における栄養管理の高度化ガイド・事例集，P３８　５７，第一出版，２００７．
４）標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）：厚生労働省 健康局　平成１９年４月．
５）石田裕美：特定給食施設における栄養管理、臨床栄養Vol.１０３　№１，P４１，２００３．７．
６）李　延秀，川久保清，川村勇人：職場における健康づくり支援環境評価に関する調査研究，産業衛生学雑誌：４５：５７　
６６：２００３．

７）井上公二：働く人の栄養と食生活―食事を通しての社員の健康づくり，予防医学第４４号，４３　４６，２００２：１２．
８）川上洋子：松下グループにおける管理栄養士の役割―特定保健指導に向けての展望，臨床栄養 Vol.１１２　№４，４１０　
４１５，２００８．４．

９）武見ゆかり，吉池信男編：「食事バランスガイド」を活用した栄養教育・食育実践マニュアル，P１０８　１１１，第一出版，
２００６．

１０）由田克士，木村律子，任田和子，他：職域における基礎的な栄養教育媒体の有効性に関する予備的検討，北陸公衛誌 
第２９巻第２号：５２　５７，２００３．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /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 true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


