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１ 公民館のあるべき姿と今日的指標（抄） 
 

                                     昭和42年７月 

                                     全国公民館連合会  

 

総     論 

 

１ 序 説 

  （略）…しかし，最近の急速度な地域社会の変容と地域住民の生活構造の変化は，公民館をめぐる

社会的条件を著しく変質せしめつつあり，ふたたび公民館の存在理由を問いただし，公民館の機能発

揮の方向について，再確認することの必要を痛感せしめている。 

  ここにおいて，われわれは，公民館創設当時の社会的条件が一変した現時点においてあらためて「公

民館のあるべき姿」を探究し，ここにその「今日的指標」を見いだそうとするものである。 

 

２ 公民館のあるべき姿 

 (1) 目的と理念 

   公民館は，住民の生活の必要にこたえ，教育・学術・文化の普及ならびに向上につとめ，もって

地域民主化の推進に役立つことを目的とする。 

   このためには，つぎのような理念に立たなければならない。 

  １ 公民館活動の基底は，人間尊重の精神にある。 

    公民館は，すべての人間を尊敬信愛し，人間の生命と幸福をまもることを基本理念として，そ

の活動を展開しなければならない。 

  ２ 公民館活動の核心は，国民の生涯教育の態勢を確立するにある。 

    公民館は，学校とならんで全国民の教育態勢を確立し，住民に教育の機会均等を保障する施設

とならなければならない。 

  ３ 公民館活動の究極のねらいは，住民の自治能力の向上にある。 

    公民館は，社会連帯・自他共存の生活感情を育成し，住民自治の実をあげる場とならなければ

ならない。 

 

 (2) 役割り 

  １ 集会と活用 

    地域の社会生活は，集会活動をとおして向上する。このため集会場，いこいの場，茶の間など，

多様な役割りをはたすものが公民館である。 

    さらにすすんで，住民の日常生活の相談に応じ，資料をととのえ，住民を他の諸機関・諸施設

に媒介するなど，積極的な活用に供するのも公民館である。 

    これが，公民館の基本的な役割りである。 

  ２ 学習と創造 

    学習活動の場をととのえ，ゆたかな教材を提供し，教育・文化活動を展開するのが，公民館の

重要な役割である。 

    住民の継続的な学習活動は，各種の学級・講座等によって動機づけられ，促進され，かつ充実
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される。しかも，それらはさらに個人や小集団による自主的な学習によって深められ，進められ

る必要がある。そのような学習活動をささえ，発展させるための活動は数多く考案されるべきで

あり，また，各種の資料や図書をととのえて，これを活用する場を構成し，教育的な条件を整備

すべきである。 

    これが，公民館の中核的な役割りである。 

  ３ 総合と調整 

    地域社会における課題といかにして総合的に取り組むか，ここに公民館の高次の役割りがあ 

る。 

    公民館は，諸団体・諸機関の連絡と調整をはかり，住民の組織的な教育活動を通じて正しく力

ある世論をもりあげ，地域社会発展の原動力となるべきである。 

    これが公民館の究極的な役割りである。 

 

 (3) 特 質 

  １ 地域性 

    公民館は民主的な地方自治をうちたて，地域の生活環境をととのえるために，生活課題や地域

課題を発見し，その解決の方途を探究する場である。このためには生活連帯意識をささえる地域

性が重視されなければならない。 

    しかし，反面，陥りやすい地域閉鎖性をさけ，広く内外の社会の推移に眼をひらく必要がある。 

  ２ 施設性 

    公民館は，教育施設としての特質が強調されなければならない。計画的・継続的で多様な活動

を展開するためには，専用の施設と設備とが必要であり，とくに時代の進展に即応する教具・教

材がゆたかに導入されなければならない。 

  ３ 専門性 

    公民館は，専門の職員によって経営されるべきである。しかも，公民館の機能を効果的に発揮

するためには，職員の識見・技術・熱意にまつところが大きい。したがって，施設経営の能力を

高めるため，職員の不断の研修が奨励されなければならない。 

  ４ 公共性 

    公民館は，公立たると私立たるとを問わず，公共性をもつ。教育の機会均等・非営利性および

独立性を確立するために公共性を絶対の条件とする。 

 

３ 今日的指標 

 (1) 企画の科学化 

   社会の変容に対処するためには，科学的方法にもとづいて地域の実態を把握し，住民の要求に応

ずるキメ細かな企画が打ち出されなければならない。 

   企画を科学化するためには，つぎの視点に立つことが必要である。 

  １ 社会の進展や産業構造の変革にたいし，歴史的・社会的な洞察をおこなうこと。 

  ２ 消費革命や流通革命とともに進行しつつある私生活への逃避的傾向に対し，社会連帯の意識や

態度の形成をめざすこと。 

  ３ 一部マス・コミに見られる商業主義的傾向にたいして，自主的・批判的態度を育成すること。 

  ４ 近時の都市化・機械化などによって失われつつある人間性の回復をはかること。 
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 (2) 事業の近代化 

   公民館活動の堕性化を破るには，その成長度に応じ，地域の実態に即して，事業の近代化をはか

らなければならない。 

   事業の近代化には，つぎの視点が重視される。 

  １ 他の諸機関・諸施設との共催，他の公民館との共同，立地条件を異にする公民館相互の交流な

どにより，新境地をひらくこと。 

  ２ 受動的な学習に終始せず，創作・創造・実習・実験など，生活と生産にむすびつき，現代人の

心理に適合する能動的な事業を重視すること。 

  ３ 新しい視聴覚器材などを活用し，進展する科学技術に対応した事業を実施すること。 

  ４ 移動公民館・有線放送などを利用し，事業の機動性・普遍性・浸透性を高めること。 

 

 (3) 運営の効率化 

   教育活動が，ただちに具象的な効果をあげうるものでないという事実にかくれて，運営の非能率

が見すごされてはならない。 

   公民館の運営を効率化するためには，つぎの視点が重要である。 

  １ 地域住民の要求を反映し，社会教育に識見と熱意をもつ運営審議会委員を選んで運営審議会の

活動を活発にすること。 

  ２ 活動展開のため必要に応じ，地域諸機関・諸団体との連けい
．．

を密にし，またはすぐれた人材を

発掘し協力組織をつくること。 

  ３ 有志指導者（ボランティア）を発見し，随時協力を求めること。 

  ４ 常時の活動をとおして，住民の学習集団の形成とその波及，ならびにこれにもとづく実践運動

への展開を配慮すること。 

 

 (4) 管理の適正化 

   公民館は，公的機関として性格を明確にし，本来の使用に徹するため，管理の適正化をはからな

ければならない。 

   管理の適正化には，つぎの視点が肝要である。 

  １ 公民館長が公民館経営の責任者であるという管理体制を確立すること。 

  ２ 職員の専門的な知識と技術が最高度に発揮できるような職員構成と，その適正な配置をはかる

こと。 

  ３ 施設・設備の整備と運用にあたっては，住民の要求と協力を基本とすること。 

  ４ 公民館の経費は，目的遂行に必要な額が，じゅうぶん確保されるようにつとめるとともに，そ

の効率的な使用を綿密に考究すること。 

  ５ 公民館の配置を適正にするために，教育行政機関の積極的な施策を促進すること。 

 

                  各     論（注．以下，主な事項のみを掲げる。） 

 

１ 地方教育行政ならびに一般行政と公民館との関係 

２ 市民会館等の出現にともなう公民館のあり方 

３ 望ましい公民館の体制と配置 
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４ 公民館における標準的事業の領域と内容 

５ 公民館職員の職務内容と研修 

 

 

 

２ 都市化に対応する公民館のあり方（抄） 
 

                          昭和45年５月18日 

                          全国公民館連合会第二次専門委員会報告書  

 

まえがき 

 

 現代の日本には地域のいかんを問わず，「都市化」という急激で巨大な社会変動が進行しつつある。 

 われわれは，さきに生きた公民館活動を展開するための道標として「公民館のあるべき姿と今日的指

標」（以下「あるべき姿」と略称する）を世に問うた。 

 この「あるべき姿」も，発表後すでに３年を経過した。その間，社会の大きな変動を経た現在，「ある

べき姿」の先駆的意義をすぐれた成果の上に立って，再び「公民館とは何か，何をなすべきか」という

根源的な問題を問い直すことは，社会教育の現代化が叫ばれ，公民館の新路線が求められる今日，きわ

めて意義のある試みといえよう。 

 今回は，「都市化に対応する公民館のあり方」というテーマのもとに「あるべき姿」を基調として，と

くに「都市化」という観点から社会教育の果たすべき現代的役割りをさぐり，生涯教育の基盤確立との

関連について，公民館のイメージを焦点化しようとするものである。 

 

第１ 都市化の公民館のあり方 

 

１ 都市化と社会教育の今日的意義 

 (1) わが国，経済社会の急激な変動，なかんずくその地域社会における現象は，これを「都市化」と

いう観点からとらえることができる。いうまでもなく，「都市化」の基本指標は，第一に人口の都市

集住度であり，したがってそれにともなう都市の膨張，周辺非都市的地域の都市的環境化の進化の

度合である。（地域の都市化）都市化は，現在の日本においては，「過密」と「過疎」という問題を

ともなう形で生起している。 

 (2) 人口の過度な集中は，都市における経済活動や社会生活，すなわち都市社会の「なかみ」ともい

うべきものと，その「いれもの」ないし「場」である都市施設，資源との間にいちじるしいアンバ

ランスとズレを生ぜしめている。そのひとつひとつを解きほぐしながら，都市生活という体系のバ

ランスを確保しないかぎり，都市化は，現代人にとってマイナス条件の拡大再生産でしかない。 

   他方，人口の急激な流出地帯でも，同様な意味での都市化のひずみが生じている。ここでは，人

口減少のため，地域社会の生活上の基礎条件の維持が困難になり，また資源の合理的な利用もむず

かしくなって，地域の生産機能が低下し，その結果，さらに人口密度が低下するばかりか，人口の

質も変化（非生産年齢人口化・老齢化）がすすんで，生活のパターンが崩れ，生活意欲も減退して，

ついにはコミュニティの完全な崩壊にまでいたることさえみられるのである。 
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 (3) 第二の都市化の基本指標は，都市的な生活様式のすべての地域への広範な浸透過程に見出すこと

ができる。いいかえれば，地域社会に住む人々の「生活の都市的性格への変化のスピードがあまり

にも急激であることに問題がある。つまりスピードがもたらす摩擦が，人々の生活体系全体を過熱

させてしまい，それが既存の地域社会における人々の生活構造の解体と変化への不適応を生むので

ある。 

 (4) しかしまた，都市化は，地域社会に新たな教育需要を作り出している。地域社会条件と生活の変

化が，新しい環境への適応を促がす地域住民の学習意欲を引き出し，生活様式の変化が，生活の時

間的ゆとりを社会教育の場に市民たちを導く契機ともなっている。 

   地域社会の生活環境条件に対する住民の関心の高まり，生活に根ざす学習意欲の増大，より高度

な生活技術の習得への希求，人間的・文化的な教養へのあこがれなどの教育要求に応じて，社会教

育がみずからの態勢を整え，生活を切りひらく教育の総合的体系を樹立し，多様化・高度化する教

育需要にこたえるべき機は熟したといえよう。 

 

２ 都市化と公民館のあり方 

 (1) 以上のごとき社会教育への今日的要請に対して，公民館は従来からもっていた地域社会教育の拠

点としての役割りを十分に発揮しなければ，それ自体として存在することの意義すら失われてしま

うおそれなしとしない。公民館はいうまでもなく教育施設をともなう教育機関である。しかしなが

ら，今日，それは都市地域においてはおおむね“教育的”行事や事業が展開される建造物，ないし

は“文化”施設と理解され，農村地域なかんずく過疎地域においては，“生活”センターとして機能

せしめられようとしている。 

 (2) こうした公民館イメージの分極化という現実の中で，なお公民館をまず“教育”の場としてとら

えたい。もちろん社会教育にあっては，日常生活のなかで，自己学習意欲をもったものが，自己教

育および相互教育の形で学習をおしすすめることを第一義としている。したがって，一人ひとりが

学習者であると同時に教育者であることも当然ありうる。また，日常生活そのもののなかに教育条

件があり，教育内容をそこに見出すことも多い。だが，社会教育のもつこの日常性・生活性・自己

学習性・相互教育性という特質にもかかわらず，そのいとなみが教育である以上は，じゅうぶん意

図され，組織化された教育条件や教育方法を整備すべきである。公民館はその方向で内容の充実が

はかられなければならないと結論づけることができよう。 

   したがって，この基本をはなれて‘単なる利用施設’貸し館と考えられたり，象徴的な意味での

コミュニティ・センターとしてだけ受けとられたり，また住民談笑の場でよいとされたりするのは

どうであろうか。 

 (3) 都市化が激しければ激しいほど，以上のような公民館の教育的意義は強められなければならない

と同時に，公民館は地域に普及している各種の社会教育施設ならびにそれに類似する施設と提携し

ながら，その教育的な核として機能することをはからなければならない。 

   これら多様な施設が，地域住民の社会教育の機会をひろげているとき，それらをも活用しなが  

ら，かつ効率ある教育の実をあげるためにこそ，組織的な教育の機能を発揮すべき公民館の位置と

役割りが重要になってくるといわなければならない。 

 (4) また，公民館のもつ教育的機能を十二分に発揮するために，その前提として地域住民をコミュニ

ティのメンバーとして把握し組織づけることが必要である。コミュニティとは，地域社会という生

活の場において，市民としての自主性と主体性と責任とを自覚した住民によって，共通の地域への
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帰属意識と共通の目標をもって共通の行動がとられようとする，その態度のうちに見出されるもの

である。生活環境を等しくし，かつそれを中心に生活を向上せしめようとする方向に一致できる 

人々が作りあげる地域集団活動の体系にこそ，コミュニティが醸成される。公民館は，そうしたコ

ミュニティ志向的な市民が，しかも都市化の激しい今日において，生活の学習をするという一点に

おいて集う場であり，それを教育的に組織する場である。 

 

第２ 公民館の現代的機能（注．以下，主な事項のみを掲げる） 

 

１ 公民館の中心的機能 

２ 公民館の総合的機能 

３ 公民館の段階的機能 

 

第３ 今後への具体的提案 

 

１ 施設の機能的・有機的連携 

２ 利用者の広域化に見合うための施設の設置および管理運営 

３ 教育態勢の構造化 

４ 公民館主事の専門性の明確化 

 

 

 

３ 生涯教育時代に即応した公民館のあり方（抄） 
 

                           昭和59年３月31日 

                           全国公民館連合会第五次専門委員会答申  

 

まえがき 

 

 われわれ全国公民館連合会（以下「全公連」と略称する）の第五次専門委員は，昭和57年２月，諮問

を受けて以来２カ年余にわたる審議を重ね，また公民館に直接もしくは間接にかかわりのある人々の意

見を徴したうえで，昭和58年５月に中間発表を行った。引続き課題の内容について慎重な検討を加えた

結果，ここにそれらの結論をまとめて最終の答申を提出することとした。 

 われわれは，さきに公表された全公連の，第一次および第二次専門委員会が提唱したところに十分関

心を払いつつも，それらが構想されたおよそ20年前のわが国内外の状況から，著しい変化を生じ，さら

に近づく21世紀に向かって，いっそう大きな変容を来そうとしている社会の推移にかんがみ，公民館が

選ぶべき針路と，鮮明にすべき実像の大要を考察することに全力を傾注した。 

 したがって，第一次専門委員会が，戦後間もなく発想された，公民館の創業精神ともいうべきものを

忠実に伝承しようとした趣旨は認めるが，それだけでは足りないか，または現実に即し得ないものがあ

ることを指摘し，独自の提案を行った第二次専門委員会の報告内容を，さらに新たな観点と必要とに基

づいて検討し，追求することが作業の重点となった。 
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 調査研究の過程において，全国の市区町村で１万７千館を超える公民館が設置されているなかには，

施設や活動の実態に大きな開きがあることも無視するわけにはいかなかったが，しかし，法の定めると

ころにより，公費をもって設置・運営されるものが多数を占める公民館がこれからの時代に処して存続

し，独自の性格と任務とを遂行しつづけるためには，当然共通に守られるべき大綱が設定されなければ

ならない。それについて，本委員会は，次のように作業の基本方向を打ち出し，それらについて検討を

加えた結果，委員相互に見解の一致を見た内容を総論と各論とに分けて記述することとした。 

 

１ 公民館をとりまく社会の動向 

  まもなく21世紀に到達しようとする今日の社会は，科学の目ざましい進歩に促されて急激な変化を

遂げつづけるであろう。それに伴って，変容を余儀なくされる国民生活に対して，公民館は適切に振

舞わなければならない。 

 

２ 公民館をめぐる教育上の課題 

  かけごえの大きさに比べて，現実の生涯教育体制は容易に整う見通しを得られていない。しかも，

わが国の教育界は，危急存亡のふちに立たされるにいたっている。この時に当り，公民館は望ましい

生涯教育活動実践にむかって先頭を切らなければならない。 

 

３ 公民館内部の問題 

  公民館を時代の要請にこたえ得る教育機関として確立するには，未解決の事項が数多く残ってお 

り，その解消に向かって，自ら努力しなければならない。 

  しかも，最近，各地域には，公私多様の教育に関する施設や事業が併存するにいたり，それらの中

で，公民館が果たすべき役割や活動の特質を明示する必要がある。 

  こうした事態に対して，本委員会は，各地の公民館が直面する問題を精査し，それを解決に導くた

めの基本的な考え方と方策とを，委員の討議による試案をもとに，公聴会および研究集会にも提示し

て得られた公民館関係者の意見を加えて，最終的な結論を打ち出すようにつとめた。 

  以下，全般的な考察を「総論」とし，重要な問題領域別の考案を「各論」として記述する。その内

容は，全委員のほぼ一致した見解に基づくものであるが，必要に応じて，さらに各委員個々の補足も

しくは提言を付記して，いっそう考察を徹底させることとした。 

 

第１部 総 論（本文は略） 

 

１ 社会の推移と教育 

２ 生涯教育の推進と公民館の位置・役割 

３ 公民館の運営と行・財政の改善 

 

第２部 各 論 

 

Ⅰ 公民館の理念 

  かつて全公連の第一次専門委員会は，公民館の目的と理念を，①公民館活動の基底は，人間尊重の

精神にある，②公民館活動の核心は，国民の生涯教育態勢を確立するにある，③公民館活動の究極の
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ねらいは，住民の自治能力の向上にあると表現した。この基本的視点は，今日もなお生きている。た

だ変化してやまない現代社会においては，それらを静的に解釈するだけでは不十分であって，より動

的な見方と方向づけを行う必要を生じている。 

 

 １ これからの公民館に求められるもの 

   生涯教育体制下における公民館は，法的にも，実質的にも公教育の機関である。そして教育と  

は，あくまで人間性を尊重し，人間的なふれあいによって結実するものである。それゆえに，公民

館は，地域社会に生活する住民を教育実践を通じて人間としての成長に向かうように導くことを根

本目的とする。 

   最近，各地域社会にあらわれた，住民の日常生活に大きい影響を与えている現象を挙げれば 

  (ｱ) 新たに開発された技術を応用した家庭用機械器具の普及と半加工食品または貯蔵食品の利用に

よる生活の簡便さと単一化， 

  (ｲ) 住居様式や成人男女の勤労形態の変化と家族相互の接触の稀薄化， 

  (ｳ) 子女の教育や日常生活に関する近隣の人間関係や協力態勢の弱体化， 

  (ｴ) マスコミュニケーション手段の広がりに伴う思考や興味の焦点の流動化と，余暇利用方法の個

別化， 

  (ｵ) 対人・公共道徳の低下や職業倫理の衰退等に基因する安定感の減少と，断片的判断および刹那

的行動の増加 

  などが目立ち，世代間の意識や行動の開きも顕著になってきた。 

   こうした時代の傾向に対して，公民館は，一般に，その任務を遂行するための目標を，次のよう

に構成することが考えられる。すなわち，住民の「集まる」－「学ぶ」－「結ぶ」活動に，さらに，

「知る」ことと「参加する」ことを合わせ，しかも，これらの５つを並列的に見るのではなく，住

民の連帯を中心に据えた構造的な把握にもって行くべきである。さらに併行して，反省評価の改善

を図ることとする。 

   以上のようにして，第二次専門委員会が強調した「学習と創造」に焦点を置く基本方針をふまえ

つつ，これをさらに「総合し調整し」て地域へ還元するところまで高次化し，かつフィードバック

するところに公民館でなければ果たし得ない重要目標を新たに設定した。 

   この固有の目標に対して，当面重点的に活動方針を盛り込まれるべきものは，左のとおりであ  

る。 

  １ 流動してやまない国際情勢のもとに生きる人間として，まず自己の足許の地域社会に目をそそ

ぎ，未解決の課題をとらえるとともに，周辺の世界の状況について，正確な情報を揃えることが

できるようにする。 

  ２ 周囲から孤立し，逃避しがちな住民に働きかけて，学習活動を動機づけ，さらに共同の学習の

場を設定してそこに参加するように促す。 

  ３ 共同で学ぶことをもって，すべての学習が終わるのではなく，その内容を個々の生活に合わせ

て深化させ，具体化する活動に進むことが本当の学習であると自覚し，実行するように奨励をす

る。 

  ４ 個人による学習の成果は，自己の生活に還元されるばかりでなく，地域社会の営みに反映され

なければ，その意義が薄れる。学習結果の社会化を可能にするものは，主として地域に成立して

いる諸団体であり，住民相互のつながりである。公民館の活動は，これらの団体との連携協力に
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よって，特色あるものとなる。 

  ５ 科学技術や大衆伝達手段に一方的に支配される人間は増えるが，自己と周囲とを的確に見定 

め，適切な判断に基づいて行動する人間は容易には育たない。そのために地域社会は今後いっそ

う動揺をし不安定の度を増すおそれがある。公民館はこうした事態を防ぎ，生活の基盤を確立す

ることについての評価がたえず励行されるようにして，地域活動の方向を正すための世論形成を

促進する。 

 

 ２ 公民館の進路と他の機関施設との関係 

   地域社会の多面的で複雑な変化の状況を予見し，それに対処する必要を担う公民館は，特に，学

校の模倣と茶の間形態のいずれかという実態上の二極が，今後多極化することも考慮して， 

   生活を学び，創造する地域における生涯教育の代表的機関
ト ー タ ル エ デ ィ ケ ー シ ョ ン セ ン タ ー

であり， 

   よく知り，よく判断するための情報提供機関
インフォメーションセンター

であり， 

   地域社会生活を発展させるための 実践拠点
オーガナイジィングセンター

である， 

  という性格（規定）を鮮明にし，それぞれ館がおかれている地区の実態を科学的に究明して，具体

的な活動計画を立案しなければならない。それはもちろん，地域社会全体に共通の総合教育計画の

一環として考えられるものであるが，同一地域社会の中においても，地区ごとに特色ある施設や活

動を打ち出すことを是認するものである。 

   各地区館が，公民館として当然果たすべき役割にかなう施設設備や事業を必置すると同時に，地

区の特性を運営に反映させるためには，地域における公民館（類似施設も含む）全体の間のシステ

ム化を強めることが特に重要となる。内なるシステム化は，いわゆる連絡調整に当たる館を介し  

て，通称ターミナル公民館など，設置理由を異にする館も出現している今日，それぞれの位置と任

務とを十分に考慮するとともに，地域内の公民館網に盲点を残さないよう，その 組織
ネットワーク

と活動の構

成について綿密な配慮をほどこす必要がある。 

   しかし，右に提起したことは，公民館の独善と独走とを意味するものではない。今日，各地域社

会に，別個にかつ多様に成立し，利用されている諸施設は生涯教育体制を完成するためにも，有機

的に関連させ（学校も当然その中の一となる），それぞれの機能の限界にも十分留意して相互に協力

し合うようにしなければならない。なお，それについて付言したいのは，口先で連携を叫んでも，

それだけで実効が挙がるものではない。公民館がこの必要を自覚し，先頭に立って，各方面の関心

を呼び起こし，実現に向かう気運を醸成しなければならないということである。 

   さらに，公民館は，生涯教育のモデル機関の一として，プログラムや指導方法に関して，先導的

試行を実施することもできるように，自己の役割の拡大を図って行きたい。たとえば，最近の教育

界において，全国民の関心事となっている，在学青少年の非行あるいは怠学，自殺等の行為の頻発

に対して，学校も当該家庭もなすところがない状態にメスを入れ，問題の根源にさかのぼって，新

たな教育のしくみにあてはめるとともに，その中の重要視点については，これを住民が研究し実践

することを促すように事業計画として打ち出す試みにもって行きたい。それはまた，婚前教育と  

か，老齢期にそなえる中年成人の学習など，多くの必要課題についても同様に考えられるものであ

る。 

   事業の側面だけでなく，公民館は，住民の生活の向上に奉仕する各種の施設に対して，住民の心

をとらえ，かつ住民が進んで利用するように，施設の構造や管理・運営についても，モデル的な存

在となり，さらに事業などの協同化を主唱する気がまえをもつことが望まれる。そして，究極的に
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は，地域社会そのものを，より教育的な環境に改めて行くための原動力となるようにして行きた  

い。 

  （以下略） 

Ⅱ 公民館の管理・運営方針（本文は略） 

１ 現代的教育機関の管理 

２ 公立公民館運営の指針 

３ 公民館運営審議会の活性化 

４ 管理・運営の改善方策 

Ⅲ 公民館の専門的職員（本文は略） 

１ 専門職制の必要と人材の確保 

２ 専門職員の養成・配置 

３ 現職研修の強化 

Ⅳ 公民館事業の構造化（本文は略） 

１ 事業を構造化する必要とねらい 

２ 構造化の手順と方法 

３ 事業の構造化と定型化の区別 

Ⅴ 公民館をめぐる行・財政の課題（本文は略） 

１ 生涯教育体制の確立と行政 

２ 公民館に関する行・財政の課題と対策 

３ 法令・基準等の改正 

 

第３部 結 語 

 

 本委員会において，追究してきたところでは，その内容をおよそ次のように要約することができる。 

 

 １ 生涯教育と公民館 

  ㋐ 日本の教育は一日も早く生涯教育体制を打ち出し，そのもとで各機関が有機的かつ合理的に役

割を分担しなければならない必要に当面している。 

  ㋑ 生涯教育を推進するには，地域の実態に即した教育の総合計画（他の行政系統における施設の

活動も含む）を樹立し，すべての住民に，生活を学びつつ実践することができるように，目標を

設定しなければならない。 

  ㋒ その中で，公民館は，社会教育の基幹施設として，多様な住民の生活の中にある必要課題をと

りあげ，直接その事業計画に組み込むだけでなく，生涯教育体制下にある諸機関施設や団体との

協力を促進するため連絡・調整・評価の任務を担当する。 

 

 ２ 公民館の目標と活動 

  ㋐ 公民館は，公教育の機関としての要件を充足して，各地域の特性に基づき，構造的に事業を編

成して，教育の成果を地域社会に還元する。 

  ㋑ そのため，地域内の公民館のシステム化に努め，住民生活に密着できるようにする。 

  ㋒ 社会の動向や住民の生活実態を正確にとらえて，教育の総合計画に反映させ，たえず事業の充
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実を図る。 

  ㋓ 教育は「ひと」にあることを認識して，専門的資質をそなえた職員を確保し，教育にふさわし

い環境を整える。 

  ㋔ 施設の管理・運営については，利用者の拡大と，その活用に主眼を置き，また実施方法の改善

に関して，運営審議会委員や有志指導者などの知恵と能力とを最大限に引き出すように努める。 

 

 ３ 公民館と行・財政 

  ㋐ 行政機関と教育実施機関との任務の混同を避け，それぞれの役割に専念する。 

  ㋑ 館長，主事の身分・待遇を教育公務員にふさわしいように改善する。 

  ㋒ 現行の設置運営基準が定める最低の水準をもってしては，生涯教育の主要な位置を占めること

ができないことに留意し，財政を強化して，施設の改善を図る。 

  ㋓ 行政系統や事務の担当区分が極度に分かれてしまったことから生ずる矛盾，非能率を是正する

ため，教育の立場からしての整合を推進する。 

  ㋔ 各機関施設の特性と限界とに着目して，有機的な関係を保つように措置する。 

  ㋕ 現行法令，規則等を見直し，その改正に向けて努力し，財政の強化策を講ずる。 

   近づく21世紀にそなえ，変化してやまない地域社会に深く根を下ろして，自ら学ぶことをとおし

て住民の結びつきと社会生活の発展を促す公民館の責任は重かつ大である。 

 

あとがき 

   （略） 

 

 



<<
  /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
  /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 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 false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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




