
被災状況

ひとことメモ（参考）

特別教室の収納棚

対策事例
■日常点検

・ 収納物の整理整頓を行う。
・ 棚の上部に重い物を載せない。
・ 扉の止め金具にゆるみやさび等がないか確認

する。

■補強対策については「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究」報告書*1より引用

■食器等の落下（家庭科室）
・ 食器等を収納した棚の扉が地震の揺

れで開き、食器等が床に落下した。

2004年新潟県中越地震 2004年新潟県中越地震

■実験機器の落下（理科室）
・ 実験機器を収納している扉が開き、実験

機器が落下し、破損した。

■補強対策
・ ガラス戸の場合はガラスに飛散防止フィルム等の

対策を取ることも有効である。
・ 振動で扉が開かないように、止め金具等を取り付

ける。
・ 不安定な機材等は砂を入れた箱の中に埋めた状

態で若しくは格子のついた箱に収納保管する。
・ 戸棚から物が飛び出さないように、さんを取り付け

る。

さんを取り付けて収納物が飛
び出さないようにする。

ガラス戸に飛散防止フィルム
を貼付ける。

柔らかい敷物を敷い
て中の物の飛び出し
を防止する。

不安定な器具は、砂
等に埋める、または
格子のついた容器に
収納し転倒を防止す
る。

ワイヤー等で棚の転倒を防止
する。

棚の転倒防止

ガラスの容器の場
合は可能な限り、
ポリ容器等に変更
する。

金具の取り付け位置

止め金具は扉の上下に取

付けることが望ましい。
１カ所の場合は扉の中央に
取り付ける。

なるべく中央に
取り付ける

地震による被災状況と対策事例CASE⑬
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被災状況

ひとことメモ（参考）

体育館の設備器具

対策事例

■日常点検
＜バスケットゴール・スピーカー等＞

・ 取付金具、接合部のボルト等にゆるみ、つな
ぎ目のゆるみ・破損等がないか確認する。

・ 取付金具にさび、腐食等はないか確認する。

＜体育館天井照明＞
・ 吊り下げ照明の取り付け部分に腐食等がな

いか確認する。
・ 昇降式照明設備の場合は、昇降装置自体の

取付状態等の安全性を確認する。

■補強対策については「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究」報告書*1より引用

■バスケットゴールの破壊・転倒
・ 地震の揺れによる衝撃で、バスケットゴール

を支える 支柱が外れ、バスケットゴールごと
床に転倒しゴール部分の板パネルが破損し
た。

■体育館照明器具の落下
・ 体育館の天井に設置されたHID（高輝度放

電ランプ）照明器具が多数、落下した。

2004年新潟県中越地震

■スピーカーの落下
・壁に設置していたスピーカーが固定架

台より離脱して床に落下した。

2001年芸予地震2003年宮城県北部地震

■補強対策
・ スピーカー等の重量物は、落下により多大な

危害を及ぼすおそれが高いので、取付金物
で上下２ヶ所以上しっかり壁等に固定する。

地震による被災状況と対策事例CASE⑭
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被災状況

対策事例

ひとことメモ（参考）

■靴箱の転倒

・ 児童生徒用玄関の靴箱が地震の揺れにより転

倒し、背中合わせの靴箱が将棋倒しとなった。

・ 靴箱が転倒することにより避難路がふさがれる

と、地震後の避難に支障を来すことが予想さ

れる。

■対策図は 「防災マニュアル 東京大学生産技術研究所（2002年4月）」より引用

靴箱等

■靴箱等の転倒防止

・ 児童用昇降口等の靴箱はワイヤー等の支持部材で壁面に固

定する。（図(a)参照）

・ 靴箱は必ずしも壁に沿って配置されていない場合があるので

出入口で自立している靴箱などは、頑丈な天井・梁などに金具

で固定する。（図(b)参照）

■水槽など置物の破損

・ 玄関に設置される水槽などの置物が転倒・破損することにより、

避難時の妨げになる場合が考えられるので、設置している台が

転倒しないよう金具で固定するとともに、設置物自体の飛び出

し・破損を防止する副木の設置、ワイヤーによる固定、あるいは

耐震粘着シートによる固定などを行う。

・ 対策がとれない場合は、避難路の障害となりうる物を置かない

ようにする。

2003年十勝沖地震

靴箱

(b)

(a)

2005年福岡県西方沖地震

耐震対策により転倒を免れた

転倒し破損した水槽

地震による被災状況と対策事例CASE⑮
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被災状況

対策事例

ひとことメモ（参考）

■塀の転倒・崩壊

・ 地震の強い揺れにより、ブロック造や石造

の塀が転倒・崩落した。他の地域でも、塀の

転倒・崩落の事例がたびたび報告されてい

る。

■ ブロック塀の規定は建築基準法施行令第62条の８に定められている。

■ またブロック塀の点検・対策は、パンフレット 「あんしんなブロック塀をめざして」（社団法人 日本建築

学会 材料施工委員会 組積工事運営委員会 ブロック塀システム研究小委員会）に詳しく記載されて

いるので参照されたい。

◇http://news-sv.aij.or.jp/zairyou/s2/index.html  
◇http://news-sv.aij.or.jp/zairyou/s2/pamphlet.PDF

塀・門柱

■門柱の傾斜・転倒・ねじれ

・ 傾斜地に建つ学校敷地の地盤変状により、

門柱が傾斜した。

・ 傾斜地以外でも門柱が基部で回転したり、液

状化による地盤変状により傾斜あるいは転倒

する事例も見られる。

■日常点検

・ ぐらつき、傾き等が無いか、塀が必要以上に高くないか確認する。

・ ブロックや目地のひび割れ、鉄筋さび、汚れなどの劣化が見られないか確認する。

・ 基礎の根入れ深さ、鉄筋の配置、控え壁（柱）の配置は適切か確認する。

・ ブロック壁の高さ方向の増し積みをしていないか確認する。

■転倒防止

・ 危険と思われる塀は造り直すか、生け垣や金網

などの軽量柵に変更する。

・ 控え壁や鋼製フレーム等により補強する。

（右写真参照）

2005年福岡県西方沖地震

1997年鹿児島県北西部地震／東大生研中埜研

2004年新潟県中越地震
1978年宮城県沖地震
（東大生研岡田研）

地震による被災状況と対策事例CASE⑯
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被災状況

対策事例

■屋外鉄骨階段の傾斜

・ 屋外鉄骨階段が基礎から傾斜した。

外部階段とその周辺

■屋外階段のRC造壁面の傾斜

・ 階段室外壁が破損し、外側に傾斜した。

・ また、余震等により転倒・落下の危険性がある。

■日常点検

・ 階段室が構造躯体に十分強固に緊結されているか、あるいは自立可能な構造形式であるか点検・

確認する。これらの点検・確認は、校舎・体育館等の耐震診断時にあわせて行うと良い。

・ ガタ、脚部のアンカーボルトの劣化等がないか確認する。床スラブや階段部分から長く（高く）突出し、

他に支持部材のない壁などは地震による揺れの影響を受けやすいので留意する。

■対策等

・ 地震により階段室や壁面にひび割れや傾斜が認められた場合は、転倒・落下の危険性があるため、

直ちに使用禁止とするとともに、その影響範囲を考慮して付近についても通行禁止の措置を行う。

■階段室鉄筋コンクリート造壁の傾斜

・ 斜面に建つ体育館の階段室壁が被害を

受け傾斜した。

・ 地盤変状により生じた階段室床部分のひ

び割れの影響を受けたものと思われるが、

重い鉄筋コンクリート造壁は、いったん損

傷を受けると揺れにより容易に傾斜・転倒

することがある。（右写真参照）

2005年福岡県西方沖地震

2004年新潟県中越地震 1987年千葉県東方沖地震／東大生研岡田研

地震による被災状況と対策事例CASE⑰
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被災状況

対策事例

■崖地の崩壊による校地の崩落

・ 傾斜地に建つ学校の校地が、地盤変状に

より崩落した。

擁壁等

■斜面崩壊による通学路の被害

・ 山間地を通る通学路の斜面が崩壊し、通学

路を塞いだ。

■日常点検

・ 擁壁のひび割れ、はらみなどの劣化がないか確認する。

・ 急傾斜地の直上や直下に建物が建つ場合、あるいはそこを人や車両が往来する場合は、地震時に

おける地盤や擁壁の安全性を専門家に調査してもらう。

■対策等

・ 地震により擁壁にひび割れや移動が認められた場合は、擁壁の崩壊、転倒の危険性があることを校

地内外に表示するとともに、直ちに通行禁止等の措置を行い、児童生徒ならびに擁壁周辺を通行す

る一般者にも注意を喚起する。

■擁壁の被害

・ 斜面や造成地では地盤変状に伴い、擁壁にひび割れや周辺地盤の沈下、はらみを伴う大きな被

害が生じることが多い（写真(a)参照）。

・ また擁壁の移動は建設年の比較的新しいものにも見られることがある。（写真(b)参照）

2004年新潟県中越地震／東大生研中埜研 1995年兵庫県南部地震／東大生研中埜研

2005年福岡県西方沖地震2005年福岡県西方沖地震

よう

(a) (b)

地震による被災状況と対策事例CASE⑱
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被災状況

対策事例

ひとことメモ（参考）

■記念碑等の転倒

・ 地震により校庭の記念碑や銅像が転倒した。

・ 神社で石灯篭が転倒し死者を出した事例も

過去に見られる。（1987年千葉県東方沖地震）。

■ 転倒防止対策は「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究」報告書*1を参照して下さい。

その他

■雪囲い用資材の転倒

・ 校舎に立てかけた雪囲い用木材が転倒した。

・ 平積みあるいはワイヤー等で転倒防止がなさ

れていたものについては大規模な転倒は見ら

れない。

■日常点検

・ 壁面等に立てかけ放置された資材、高さ／幅の大きい重量物（石碑等）がないか、屋内、屋外に

わたって点検する。

・ 石碑等は基礎の根入れが十分であるか、ぐらつきは無いか確認する。

■転倒防止

・ 資材等は地震時の揺れによる荷崩れ防止対策を施した上、平積みとするか、ワイヤー、鎖、ロー

プ 等で転倒防止対策を行う。

・ 転倒防止用のワイヤー、鎖、ロープ等は、対象物の長さ（高さ）、重量を十分考慮するとともに、

対象物との間に必要以上にゆるみがないこと、

材長に対して十分有効な位置に転倒防止

対策がとられていることを確認する。

・ 石碑等の重量物は基礎の根入れを十分取るか

基部で転倒しないように十分補強する。

※直ちに対策が出来ない場合は、その周辺部分に

対して立ち入り禁止や通行禁止などの応急措置

を行う。

1978年宮城県沖地震／東大生研岡田研

2004年新潟県中越地震

1987年
千葉県東方沖地震2004年新潟県中越地震

地震による被災状況と対策事例CASE⑲
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【参 考 １】 

 

参考文献 

*1 「学校施設の非構造部材等の耐震点検に関する調査研究」報告書 

【発行元】  (社)日本建築学会 
【発行年月日】2003年５月 

http://www.aij.or.jp/jpn/publish/publish-menu.htm 
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【参 考 ２】

学校施設の耐震化の促進に関する調査研究

平成１６年１２月２２日

平成１７年 ３月３１日 一部改定

平成１７年 ７月１１日 一部改定

国立教育政策研究所長決定

１ 趣 旨

学校施設は、地震発生時に児童生徒等の安全を確保するとともに、地域住民の

応急避難場所としての役割を果たすため、その耐震性能の向上を積極的に図ってい

くことが重要な課題となっている。このことを踏まえ、今後の学校施設の耐震化の

円滑な実施に資するための調査研究を行う。

２ 調査研究事項

（１）学校施設の利用・管理面からの耐震化方策に関する基礎的研究

（２）機能改善を伴う耐震改修に関する基礎的研究

（３）その他

３ 実施方法

調査研究の実施に当たっては、別紙の学識経験者の協力を得るものとする。

４ 実施期間

平成１６年１２月２２日から平成１８年３月３１日までとする。

学校施設の耐震化の促進に関する調査研究協力者

（五十音順）

木村 信之 昭和女子大学短期大学部生活文化学科助教授

木村 秀雄 （有）万建築設計事務所代表取締役

高橋 典之 東京大学生産技術研究所助手

中埜 良昭 東京大学生産技術研究所教授

宮本 文人 東京工業大学教育環境創造研究センター助教授

なお、国立教育政策研究所においては、次の関係官が報告書の作成に当たった。

丹沢 広行 文教施設研究センター長

山本 聖一郎 文教施設研究センター総括研究官

竹内 真司 文教施設研究センター企画係長
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学校施設における非構造部材の対策事例集

平成１７年１２月

発 行：国立教育政策研究所 文教施設研究センター

所在地：〒153-8681 東京都目黒区下目黒6-5-22

電 話：03-5721-5693

ＦＡＸ：03-5721-5696

ホームページ http://www.nier.go.jp/shisetsu/



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /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 false
  /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 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 true
  /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 true
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




