
　5月 24 日の定時総会において、今
年度の重点課題の一つとして認証評
価制度について検討を行うことを確
認し、その一環として 7 月 3 日に第
1 回高等教育改革フォーラム「公立
大学にふさわしい認証評価制度のあ
り方について」を開催した。公立大
学の学長、副学長、職員らに加えて、
文部科学省、大学基準協会、大学評価・
学位授与機構、日本高等教育評価機
構、国立大学協会等から計 95 名が出
席し、活発な議論が行われた。
　本協会の奥野武俊会長、文部科学
省の板東久美子高等教育局長、中央
教育審議会の佐々木雄太大学教育部
会長からの挨拶に続き、文部科学省
の義本博司高等教育企画課長（当時）
から「評価制度の課題と文部科学省
における検討状況について」、中田事
務局長から「公立大学にふさわしい
認証評価基準について」の報告の後、
パネルディスカッションを行った。
　パネリストには、大学基準協会の
工藤潤事務局長、名古屋市と三重県
の公立大学法人の評価委員長を務め
る森正夫先生、清原正義兵庫県立大
学長、奥野武俊会長を迎え、認証評
価機関の立場から、公立大学法人評
価と認証評価を熟知する立場から、
認証評価を受審した公立大学の立場
から、本協会を代表する立場からそ
れぞれ発言をいただいた。工藤氏か
らは、認証評価の項目や基準につい
て本協会と連携しながら改善を図り
たいとの意見に加えて、認証評価機
関としての研究機能や財務運営につ

いてコメントがあった。清原学長か
らは、大学評価・学位授与機構の認
証評価について、人的・時間的・経
費的負担が大きい、評価結果が大学
改善に活かせない、実地調査の議論
を重視して欲しいなど、改善に向け
た具体的な指摘があった。森先生か
らは、公立大学法人評価において教
育・研究項目が重視され、認証評価
との重複による負荷の点や地独法の
趣旨の点からも、現状の制度と運用
に大きな課題があることが指摘され
た。奥野会長からは、設置自治体と
密接な関係にある公立大学の特性を
理解した上で評価を行うことの重要
さが指摘され、評価者・被評価者を
相互経験することで評価者を育てる
とともに評価の質向上を図る構想が
語られた。
　その後、会場からの質問を受け、
ディスカッションに入った。新たな
認証評価機関の必要性や本協会との
関係に関する質問については、現状
は既存機関の評価基準に公立大学に
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 第1回高等教育改革フォーラム（7月3日、東京グランドホテル）

「公立大学にふさわしい認証評価制度のあり方について」を終えて
公立大学協会副会長／第3委員会委員長　浅田 尚紀（広島市立大学長）

必要な評価基準を加えた素案を作成
し各関係機関と協議している段階で
あり、大学基準協会や大学評価・学
位授与機構が行っている評価基準の
見直しに対する具体的な提言である
と同時に、評価基準や認証評価制度
そのものの課題解決に向けた問題提
起でもあること、現在行っている本
協会の活動の大部分が認証評価のプ
ロセスを含んでいること、公立大学
が積極的に進めている情報公開（大
学ポートレート）によってアクレディ
テーション部分の負荷は大幅に軽減
できることなどの説明がなされた。
　本フォーラム終了後のアンケート
では、認証評価制度の現状、公立大
学特有の課題、本協会が提案する新
たな認証評価の検討状況がよく理解
できた、タイムリーな企画として有
意義であった等の回答が寄せられた。
　今後は、9 月の地区協議会での協
議を経て、11 月の学長会議において
新たな認証評価に関する取組み方針
について審議する予定である。
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一般社団法人 公立大学協会 定時総会報告
5月 24日（木）東京・学士会館にて一般社団法人として最初の定時総会（通算第 77回）が開催されました。

平成 24年度一般社団法人公立大学協会役員等名簿
　　　　　　　　　（平成 24年 5月24日現在）
役職名 所属・職名 氏　名

会 長 大阪府立大学長 奥野　武俊 
副 会 長 静岡県立大学長 木苗　直秀

〃 広島市立大学長 浅田　尚紀
〃 北九州市立大学長 近藤　倫明

地区選出理事
（北海道・東北）岩手県立大学長 中村　慶久
（関東・甲信越）山梨県立大学長 伊藤　洋
（東海・北陸） 金沢美術工芸大学長 久世　建二
（近畿） 和歌山県立医科大学長 板倉　徹

（中国・四国） 高知工科大学長 佐久間　健人
（九州・沖縄） 長崎県立大学長 太田　博道
指 名 理 事 青森県立保健大学長 リボウィッツよし子

〃 首都大学東京学長 原島　文雄
〃 大阪市立大学長 西澤　良記

監 事 秋田県立大学長 小間　篤
〃 名古屋市立大学長 戸苅　創

顧 問 都留文科大学長 加藤　祐三
〃 横浜市立大学長 布施　勉
〃 山口県立大学長 江里　健輔

相 談 役 元 愛知県立大学長 森　正夫
〃 前 北九州市立大学長 矢田　俊文
〃 前 秋田県立大学長 小林　俊一
〃 前 愛知県立大学長 佐々木　雄太

事 務 局 長 公立大学協会 中田　晃

■  全体会議
　開会にあたり、奥野武俊会長の挨
拶の後、来賓の板東久美子文部科学
省高等教育局長、横山忠弘総務省財
務調査課長、中喜多孝之大阪市東京
事務所長（全国公立大学設置団体協
議会代表・代理）にご挨拶をいただ
きました。
　続いて、池田貴城文部科学省大学
振興課長より、高等教育行政につい
ての基調講演をいただきました。

■  委員会拡大会議、事務局長等協議会
　午後は 3つの委員会拡大会議及び
事務局長等協議会が開催されました。

＊　　＊　　＊
第 1委員会（出席者：22名）
テーマ：大学教育部会審議のまとめ
に見る教育の質的転換の取組み
司会：佐々木雄太 委員長
ゲストスピーカー：
大学基準協会 鈴木典比古 専務理事
　鈴木専務理事より、中教審大学教
育部会審議のまとめを踏まえて、①
学生は勉強しない、②教員は密度の
濃い授業をしない、③教学プログラ
ムにガバナンスがない、の 3つの「な
い」を「ある」に変えることこそ、
学士教育の質的転換への取組みその
ものであると話されたのを受け、会
場から質問が寄せられました。
　その後、学生が学修時間を確保す
るためのハード面の施策について議
論がなされ、寮や図書館等の学修環
境の整備や、経済的支援の充実が課
題だとの指摘がありました。

＊　　＊　　＊
第 2委員会（出席者：30名）
テーマ：公立大学の国際化戦略を巡って
司会：木苗 直秀 委員長
ゲストスピーカー：
名古屋大学 濵口 道成 総長
　冒頭に濵口総長より、名古屋大学
では秋入学の準備として一部講義の
英語化を進めており、他にも事務職
員や教員の英語力及び交換留学体制
の強化、単位互換と質の保証、学生

の留学意欲の向上、就職活動との連
動等々、様々な課題を包括的・体系
的に改善する必要があるとのお話が
ありました。さらに、多様な価値観
と文化が混じる一方で伝統を維持す
ることも大切であり、今後もグロー
カルな発展をめざすと述べられまし
た。その後、秋に入学することになっ
た学生のギャップターム中のモチ
ベーション維持やグローバル化につ
いての大学の対応、サポート体制に
ついて議論が行われました。

＊　　＊　　＊
第 3委員会（出席者：33名）
テーマ：自治体の大学政策と学長ガ
バナンス－地域再生の核としての大
学モデルを巡って
司会：浅田尚紀 委員長
ゲストスピーカー：
文部科学省 義本博司 高等教育企画課長
　まず、義本課長より高等教育を取
り巻く環境について、同省の大学改
革タスクフォースでも COC 機能の
強化が重要とされ、地域課題の解決
に大学が力を発揮するなど、地域に
おいて大学が果たす役割が重視され
ていること等が説明されました。
　出席者からは、設置団体の首長が
替わることへの対応や、教育関連で
ない部署が大学の担当部署である場
合の大学への理解など、設置団体と
の関係構築を中心に意見交換がなさ
れました。

＊　　＊　　＊
　事務局長等協議会では「地方自治
と公立大学法人制度を巡って」をテー
マに、総務省財務調査課・久芳猛志
係長にご講演をいただきました。

■  定時総会（議案審議）
　以下の議題について審議を行いま
した。
○議案第 1号「新会員入会について」
（鳥取環境大学）
○議案第 2号「平成 23 年度公立大学
協会及び一般社団法人公立大学協会
事業報告及び決算について」

○議案第 3号「平成 24 年度一般社団
法人公立大学協会役員の選任について」
○議案第 4号「平成 24 年度事業計画
及び収支予算について」
　総会審議終了後、平成 24 年度第 2
回理事会が開催され、近藤倫明理事
が副会長に選定されました。

総会会場内の様子

　5月 25 日（金）、25 名の出席のもと、
新任学長等懇談会が開催されました。
中田事務局長による「公立大学を取
り巻く状況の変化と公立大学協会の
活動」の情報提供の後、「公立大学の
ガバナンスと運営」のテーマで会長・
副会長から話題提供があり、活発な
意見交換が行われました。

新任学長等懇談会
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平成 24年度公立大学職員セミナー（7月 18～ 20日　参加 95名及びファシリテータ 5名　計 100名で開催）報告

全国から意欲ある職員が集まり、多くの学びの成果を上げました
公立大学 SD作業部会　春日井 隆司　主査（愛知県立大学学術情報部長）

参加者から感想を寄稿頂きました（敬称略）

■宮城大学　吉川 陽大
　私は、法人からの指名により大学職員となって初
めて2泊3日の外部研修に参加しました。当初は「仕
事が溜まるな…」と負担感ばかりが先に立ち、正直
前向きな気持ちでの参加ではありませんでしたが、
初日が終わり、懇親会やワークショップを通して顔
見知りが増えてくるに従い、自分が普段抱えている
業務上の悩みなどが公立大学全般の現状でもあるこ
とが再認識でき、あっという間の 3日間でした。
　初日の「業務改善ワークショップ」で、コーディ
ネーターの方が我が班に来た際、「公立大学職員は
これだけ多くの業務を抱えて、どうやって乗り切っ
ているのか？」という話題となりましたが、私は
「ガッツと時間外労働です」と答えました。この言
葉が班のみなさんと 3日間、共通の合言葉になった
ことが、遠い昔のようです。恒常的な時間外労働を
本研修で得たノウハウを活かして改善し、たくさん
の仲間とのネットワークを糧に今後の職員生活に邁
進していきたいと思います。

■首都大学東京　小室 有利
　昨年の参加者からの薦めがきっかけで、セミナー
への参加を昨年から漠然と心に決めていました。
　正直なところ、気軽に申込んだのですが、事前課
題の多さと難しさについていけるだろうかと不安が
よぎりました。しかし、その不安はすぐに吹き飛び
ました。公立大学について様々な立場・視点から語
られる講演や、個人や大学業界が抱えている問題の
共有や解決策を考えることができたグループワー
ク。どれも興味深く、考えさせられるものばかりで
した。これから自分には何ができるだろうかと、わ
くわくするような感覚を覚えました。何より、普段
関わる機会の少ない他の公立大学職員の方々と交流

も私なりに努力してまいりたいと思います。

■福山市立大学　飯田 佳男
　開学２年目の本学からは、私が初めて本セミナー
へ参加しました。
　初任者研修では、経験年数の浅い職員同士で情報
交換ができ、各々が初任者でありながらも、自らの
大学の特色を紹介する様子から、他大学の初任職員
も頑張っていると感じとりました。また、講演では、
公立大学の現状と職員に求められる仕事に対して、
情報や課題を共有できました。この講演を踏まえた
グループワークでは、大学職員が今すべき仕事につ
いて、積極的な提案を多々聞くこともできました。
　本セミナーへの参加により、普段は顔の見えない
他大学の職員を知り、公立大学職員としての仲間意
識を痛感するとともに、他大学の優れた点を知るこ
とで、大学としてのライバル意識が芽生え、公立大
学職員間で切磋琢磨する起爆剤になったと確信して
います。今後、より多くの職員が参加し、人とのつ
ながりや情報の共有化による課題解決への契機にな
ればと思います。

■福岡県立大学　浦 悠子
　プロパー職員となった今年、公立大学職員セミ
ナーに参加する機会を得ました。協会の皆様には、
刺激的で楽しく、充実したセミナーを企画していた
だいたことに感謝いたします。
　今回のように「公立大学」についてじっくり学べ
たことは得がたい体験でした。ワークショップは特
に印象深いです。同じ公立大学職員であり、また事
前準備や講演等での共通理解の効果もあったと思い
ますが、セミナーが進むにつれてより深く話し合え
たように感じられました。グループの多彩で多才な
メンバーには多くを教えられ、刺激的であると同時
に、楽しくリラックスした雰囲気で活動することが
できました。このような温かい、励まされる仲間達
との出会いも何よりの経験となりました。
　振り返ると、セミナー全般を通して「自分はどの
ような職員となるか」をより意識する姿勢を得るこ
とができたと感じます。自分の知識不足、経験不足
を痛感することともなりましたが、協会の皆様の情
熱、参加者の方々から受けた刺激は忘れられませ
ん。セミナーで出会った多くの仲間達に追いつける
よう、「知識、情熱、行動、たゆまぬ努力」の備わっ
た職員を目指し、励んでいこうと思います。

　今回のセミナーは、高等教育に関
する講演や報告が「気づき」を促す
啓発的な要素と、問題解決や合意形
成の手法、発表力を学ぶ「スキルアッ
プ」の要素で構成しました。
　職員として日々感じる多くの課題
はセミナーに参加しただけで解決さ
れるものではありませんが、大学職
員として生涯学び、努力し続けるこ
との大切さを実感し、共に学び合う
多くの仲間がいることが感じとれれ
ば、セミナーはその目的を半ば達成
できているといえます。意欲ある学

びの主役が全国から集まったこと自
体、大変貴重であり、ここで生まれ
た「学びの循環」は、明日の力にな
ると確信しています。
　アンケートへも、感謝の言葉とと
もに、職員としての自覚、チャレン
ジ精神が喚起されたなどの感想が寄
せられました。前年のアンケートを
分析し、要望の多かった課題解決ワー
クショップ、グループ討議を主軸に、
それらと講演とを関連させたことが、
満足度を高めたと分析しています。
特に、事前課題は負担でもあったと

思いますが、基礎知識と期待感を持
ち寄っての参加となったことで、密
度の高い学びとなりました。
　今後は階層別や分野別、課題別研
修が必要となるかもしれません。ま
た、ファシリテート技法やプロジェ
クトマネジメント技法等、各大学で
のＳＤの実践に必要なスキルの習得
も盛り込む必要を感じています。
　いくつかのポイントを改善しなが
ら、3 年間は同内容で開催し、セミ
ナーの成果を検証していければと考
えています。

できたことが大きな収穫でした。公立大学ならでは
の共有できる悩みや課題があることを実感し、この
ネットワークを大事にしていきたいと思いました。
　この 3日間は想像以上のものを得ることができ、
大変充実したものとなりました。セミナーを通じて
感じたことや得たつながりを、実際の業務でしっか
りと活かしていきたいと思っています。

■静岡文化芸術大学　鈴木 康博
　本セミナーは、公立大学を取り巻く状況と公立大
学特有の課題（設置団体・地域との連携、大学事務
経験の少ない職員による運営等）、大学職員の役割・
業務の進め方について考えるよい機会となりまし
た。
　セミナーでは講演に加え、参加型のグループ別
ワークショップが多く、｢ 主体的な発言 ｣｢ 周囲の
方と連携した企画立案 ｣が必要でした。参加者は法
人採用職員、設置団体派遣職員など、雇用形態や経
歴などが違いましたが、皆さん ｢大学職員として何
ができるか ｣についての意識が高く、前向きな姿勢
に刺激を受けました。グループ討議で行った ｢課題
の洗い出し・目標の共有 ｣→ ｢方策の企画立案 ｣→
｢発表・提案 ｣は、普段の業務の流れそのものであり、
今後に生かすことができると強く感じました。
　公立大学は学問系統や規模、地域の違いはありま
すが、このセミナーを通じてできた他大学の方との
つながりを今後も生かし情報交換を行うなど、切磋
琢磨し、共に高めあっていきたいと思います。

■大阪府立大学　河口 友紀
　新卒着任 3カ月での本セミナー参加は、大変貴重
な体験となりました。
　まず、認証評価体験ワークショップでは、自大学
の特色や強み、取り巻く環境等について積極的に学
ぶ良いきっかけとなりました。さらに、評価者と被
評価者の両方の視点から、大学が適切に評価される
ことの難しさを感じ、職員として大学運営に関係す
る法令等を理解しておく重要性を痛感しました。
　また、他大学の職員と交流するなかで、公立大学
に共通の課題があることを感じ、それぞれの大学に
個性があることを改めて実感しました。他を知るこ
とで自大学の理解が深まったと思います。経験豊富
な職員の方のお話が大変勉強になりました。
　今回のチャンスを与えてくださった皆様に感謝す
るとともに、望まれる公立大学を目指し、これから
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公立大学協会の主な活動の記録　役職名、組織名は全て日付当時

（H24.4.1～ H24.7.31） 
4月
9日（月）★第 5回平成 24年度大学入試センター試
験に関する検証委員会傍聴〔文科省〕

10日（火）★大学基準協会主催 大学評価（認証評価）
に関する実務説明会出席〔早稲田大学〕

12日（木）★第 3回日中大学フェア＆フォーラム第 1
回推進委員会〔JST〕

16日（月）★大学教育部会傍聴〔文科省〕
17日（火）★第 1回理事会、第 1回各委員会合同会
議〔メルパルク東京〕

19日（木）★文科省グローバル人材育成推進事業及び
大学の世界展開力強化事業合同プログラム委員会
傍聴〔スクワール麹町〕

20日（金）★大学分科会傍聴〔文科省〕
26日（木）★第 6回平成 24年度大学入試センター試
験に関する検証委員会傍聴〔文科省〕

5月
10日（木）★大学教育部会傍聴〔文科省〕
21日（月）★大学教育部会傍聴〔文科省〕
24日（木）★定時総会、委員会拡大会議、第 2回理
事会〔学士会館〕

25日（金）★新任学長等懇談会、運営会議〔学士会館〕
29日（火）★大学教育部会、大学分科会（近藤副会長
発表）〔文科省〕

6月
7日（木）★大学教育部会傍聴〔文科省〕
7日（木）~8日（金）★公立大学協会図書館協議会（中
田事務局長出席）〔秋田ビューホテル〕

14日（木）★公立大学にふさわしい認証評価に関する
勉強会〔協会事務局〕

15日（金）★第 1回運営会議、公立大学の質保証に
関する特別委員会〔協会事務局〕

18日（月）★国立大学協会総会傍聴〔学士会館〕
19日（火）★大学教育部会傍聴〔文科省〕
20日（水）★大学評価・学位授与機構主催 大学機関別
認証評価等に関する説明会〔一橋講堂〕★就職問題
懇談会（伊藤理事出席）〔文科省〕

25日（月）★公立大学協会担当者説明会（実態調査票

事務局より
　高等教育改革フォーラム、また公立大学職員
セミナー及び公立大学法人会計セミナーには、
多くの方にご出席いただきまして、ありがとう
ございました。今後は、地区協議会及び部会、
学長会議が控えていますが、引き続きご協力よ
ろしくお願いいたします。

　平成 24 年１月１日以降に就任された学長と新たに入会された大学の学長のお名前、専門等をご紹介いたします（敬
称略）。なおカッコ内は現任期。

新学長の紹介（11大学）

釧路公立大学
髙野 敏行（たかの としゆき）
独語、哲学
（H24.4.1 ～ H28.3.31）

札幌市立大学
蓮見 孝（はすみ たかし）
プロダクトデザイン、地域振興デザイン
（H24.4.1 ～ H28.3.31）

青森公立大学
香取 薫（かとり かおる）
情報科学、ネットワーク経営論、地域情報政策、数理分析
（H24.4.1 ～ H28.3.31）

山形県立保健医療大学
青柳 優（あおやぎ まさる）
医学（耳鼻咽喉科学）
（H24.4.1 ～ H28.3.31）

愛知県立大学
高島 忠義（たかしま ただよし）
国際法
（H24.4.1 ～ H27.3.31）

滋賀県立大学
大田 啓一（おおた けいいち）
環境化学、地球化学
（H24.4.1 ～ H27.3.31）

九州歯科大学
西原 達次（にしはら たつじ）
感染分子生物学
（H24.4.1 ～ H28.3.31）

福岡県立大学
柴田 洋三郎（しばた ようさぶろう）
組織細胞学・分子解剖学・電子顕微鏡学
（H24.4.1 ～ H28.3.31）

大分県立看護科学大学
村嶋 幸代（むらしま さちよ）
公衆衛生看護学
（H24.4.1 ～ H27.3.31）

宮崎公立大学
井上 雄二（いのうえ ゆうじ）

（H24.4.1 ～ H25.3.31）

新会員大学紹介

鳥取環境大学
学　長：古澤 巖
所在地：鳥取市若葉台北１丁目１－１
学　部：環境学部、経営学部
学生数：829、教員数：58、職員数：33
（平成 24年 4月 1日現在）

　鳥取環境大学は、鳥取県と鳥取市が設置
する公設民営の私立大学として 2001年 4
月に開学し、「人と社会と自然との共生」を基
本理念に掲げ、環境を専門に学ぶユニーク
な大学としてスタートしました。
　2012年 4月より鳥取県と鳥取市が設置
する公立大学法人への移行とともに、「総合
力の高い環境人材の育成」「鳥取の環境を
生かした実践的学習」「循環型社会の実現」
「理想的な居住環境の創造」を目指す環境
学部と、「海外で活躍できる人材の育成」「地
域経営の担い手の養成」「経営の基礎を身
につけた即戦力人材の育成」「経営に活用
できる情報技術の修得」を目指す経営学部
を新設しました。
　自然環境保全と人間の経済活動の 2つの
視点をバランスよく兼ね備えた人材を育成し
ます。

鳥取環境大学
古澤 巖（ふるさわ いわお）
植物病理学・ウィルス学・植物分子生物学
（H24.4.1 ～ H26.3.31）

の作成に関する説明を含む）〔メルパルク東京〕★
日中フォーラム委員会〔JST〕

27日（水）★日本高等教育評価機構主催 大学、短期
大学評価セミナー出席〔アルカディア市ヶ谷〕

7月
2日（月）★全国公立大学設置団体協議会（奥野会長、
中田事務局長出席）〔ヴィアーレ大阪〕

3日（火）★第 1回高等教育改革フォーラム〔東京グ
ランドホテル〕

4日（水）★第 3回公立大学の質保証に関する特別委
員会、第 3回理事会及び委員会（合同会議）〔東京
グランドホテル〕

5日（木）★ UMAPワーキンググループ（中田事務局
長出席）〔学術総合センター〕

6日（金）★看護・保健医療部会〔神戸市看護大学〕
10日（火）★図書館協議会〔秋田ビューホテル〕
18日（水）~20日（金）★公立大学職員セミナー〔国立
オリンピック記念青少年総合センター〕
【プログラム】
○講演「公立大学職員に期待すること」
　（愛知県立大学　春日井 隆司 学術情報部長）
○大学を知るための認証評価体験ワークショップ
○業務分野別課題解決ワークショップ
○講演「公立大学と大学職員のありかた」（奥野武
俊会長）

○個別課題交流会
○講演「大学改革の動向を踏まえた今後の公立大
学について」（田頭 吉一 大学振興課課長補佐）

○大学教育の質的転換を考えるワークショップ
24日（火）★大学教育部会傍聴〔文科省〕
27日（金）★医科歯科部会〔ルブラ王山〕



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005700450042752800270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005700450042752800270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /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 /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FEFF005B4F4E89E350CF5EA6005D>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


