
第２節

発達障害者支援法の改正

１．改正経緯

　発達障害については、頻度の高い障害であ
ると考えられていたが、発達障害者支援法成
立以前は、①発達障害のある人に対する支援
を目的とした法律がなく、障害者法制におけ
る制度の谷間に置かれており、従来の施策で
は十分な対応がなされていないこと、②発達
障害は、障害としての認識が必ずしも一般的
ではなく、その発見や適切な対応が遅れがち
であること、③この分野に関する専門家が少
なく、適切な対応がとりにくいこと、といっ
た問題点があったことから、発達障害のある
人やその保護者は大きな精神的負担を強いら
れており、その支援体制の確立は喫緊の課題
となっていた。このような状況のなか、議員
立法により成立した「発達障害者支援法」（平
成16年法律第167号）が平成17年に施行され
てから、発達障害者に対する支援は着実に進
展し、医療、保健、福祉、教育、労働等の現
場での取組は年々拡充している。例えば、発
達障害者支援センターは、全国すべての都道
府県、指定都市に設置されており、ペアレン
ト・トレーニングなどの家族支援を実施する
市町村も年々増加している。
　また、平成19年に国連総会においてカター
ル国の提出した議題「４月２日を世界自閉症
啓発デーに定める」が採択されたことに伴い、
平成20年に日本では「４月２日から８日を発
達障害啓発週間とする」ことが決定され、国
内各地でシンポジウムやブルー・ライトアッ
プ等の啓発活動を行うことにより、発達障害
に対する国民の理解も広がってきている。
　一方、発達障害者支援法の施行から10年が

経過し、例えば、乳幼児期から高齢期まで切
れ目のない支援、家族なども含めたきめ細か
な支援及び地域の身近な場所で受けられる支
援が必要となってきており、時代の変化に対
応したよりきめ細かな支援が求められていた。
　さらに、我が国においては、障害者基本法
の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）
や障害者差別解消法の成立といった法整備が
行われるなど、共生社会の実現に向けた新た
な取組が進められている。
　今般の改正は、こうした状況に鑑み、発達
障害者の支援の一層の充実を図るため、所要
の措置を講じるものであり、「発達障害者支
援法の一部を改正する法律」（平成28年法律
第64号、以下「本法」という。）が平成28年
５月に成立し、同年８月１日から施行されて
いる。
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■図表2-10

…

…

発達障害者の支援の一層の充実を図るため、
法律の全般にわたって改正

第１ 総則 第２ 発達障害者の支援のための施策 第３ 発達障害者支援センター等

第４ 補則

第５ その他

発達障害者支援法の一部を改正する法律　概要

■図表2-9

Ⅱ 主な趣旨
○発達障害者に対する障害の定義と発達障害への理解の促進
○発達生活全般にわたる支援の促進
○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備 等

Ⅲ 概要
定義：発達障害＝自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で、通常低年齢で発現する障害

○乳幼児健診等に
よる早期発見
○早期の発達支援

○就学時健康診断における発見
○適切な教育的支援・支援体制の
整備
○放課後児童健全育成事業の利用
○専門的発達支援

○発達障害者の特性に応じた
適切な就労の機会の確保

○地域での生活支援
○発達障害者の権利擁護

就学前（乳幼児期） 就学中（学童期等） 就学後（青壮年期）

Ⅰ これまでの主な経緯

発達障害者支援法の全体像

【都道府県】発達障害者支援センター（相談支援・情報提供・研修等）、専門的な医療機関の確保等

【国】専門的知識を有する人材確保（研修等）、調査研究等

資料（図表2-9～2-10）：厚生労働省
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２．改正概要

　今般の法改正では、さらに、発達障害者の
支援のより一層の充実を図るためには、個々
の支援に関する規定を見直すだけでなく、法
施行後の約10年の間に発展してきた共生社会
の実現に関する理念を本法に明記することが
望ましいことから、①障害者基本法の基本的
な理念にのっとることを規定するとともに、
②発達障害者が基本的人権を享有する個人と
しての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生
活を営むことができるようにすることを規定
し、併せて、③障害に基づく差異を否定的な
評価の対象としてではなく人間の多様性の一
つとして尊重し、全ての国民が、障害の有無
によって分け隔てられることなく、相互に人
格と個性を尊重し合いながら共生する社会の
実現に資することを規定した。主な法改正の
内容は、以下のとおりである。

（１）目的規定

　本法の目的に、切れ目なく発達障害者の支
援を行うことが特に重要であること及び障害
者基本法の基本的な理念にのっとり、発達障
害者が基本的人権を享有する個人としての尊
厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む
ことができるようにすることが明示された。
また、全ての国民が障害の有無によって分け
隔てられることなく、相互に人格と個性を尊
重し合いながら共生する社会の実現に資する
ことが規定された。

（２）発達障害者の定義

　発達障害者は、その障害特性により周囲や
社会から発達障害者の抱える困難さについて
理解されにくいことがある。そのため、必要
な支援や合理的配慮が受けられない等、社会
的障壁により日常生活又は社会生活に制限を
受けやすい状況にある。

　このような状況に鑑み、「発達障害者」の
定義は、発達障害がある者であって発達障害
及び社会的障壁により日常生活又は社会生活
に制限を受けるものとされた。
　また、この「社会的障壁」の定義は、発達
障害がある者にとって日常生活又は社会生活
を営む上で障壁となるような社会における事
物、制度、慣行、観念その他一切のものとさ
れた。

（３）基本理念の新設

　障害者基本法においては、基本原則として、
障害者があらゆる分野の活動に参加する機会
が確保されることや地域社会において他の
人々と共生することを妨げられないこと等が
規定されていることを踏まえ、本法において
も基本理念が新設された。
　基本理念には、発達障害者の支援は、全て
の発達障害者が社会参加の機会が確保される
こと及びどこで誰と生活するかについての選
択の機会が確保され、地域社会において他の
人々と共生することを妨げられないこと並び
に社会的障壁の除去に資することを旨として
行うことが規定された。
　また、発達障害者の支援は、個々の発達障
害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実
態に応じて、医療、保健、福祉、教育、労働
等に関する業務を行う関係機関及び民間団体
相互の緊密な連携の下に、意思決定の支援に
配慮しつつ、切れ目なく行われなければなら
ないことが規定された。

（４）国及び地方公共団体の責務

　国及び地方公共団体の責務に、発達障害者
及びその家族その他の関係者からの各種の相
談に対し、個々の発達障害者の特性に配慮し
つつ総合的に応じることができるようにする
ため、関係機関等の有機的連携の下に必要な
相談体制の整備を行うことが規定された。こ
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れは、発達障害者が日常生活等において困難
さを抱えていることや、その家族が発達障害
児の子育て等に困難さを抱えていることに鑑
み、地方公共団体に総合的な相談窓口を設置
するなどの工夫をし、必要に応じて専門的な
支援機関への橋渡しを行うことができる相談
体制を整備することを国及び地方公共団体の
責務としたものである。

（５）発達障害者の支援のための施策

　発達障害者の支援のための施策について、
発達障害者の教育、就労、地域における生活
等に関する支援、権利利益の擁護、司法手続
における配慮、発達障害者の家族等の支援を
強化することが規定された。
　主な内容は、以下のとおりである。

ア　教育
　可能な限り発達障害児が発達障害児でない
児童と共に教育を受けられるよう配慮すると
ともに、個別の教育支援計画の作成（教育に
関する業務を行う関係機関と医療、保健、福
祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び
民間団体との連携の下に行う個別の長期的な
支援に関する計画の作成をいう。）及び個別
の指導計画の作成の推進、いじめの防止等の
対策の推進を図る。
　また、専修学校の高等課程に在学する者を、
教育に関する支援の対象である発達障害児に
含める。

イ　情報の共有の促進
　国及び地方公共団体は、個人情報の保護に
十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務
を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、
労働等に関する業務を行う関係機関及び民間
団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援
に資する情報の共有を促進するため必要な措
置を講じる。

ウ　就労の支援
　国及び都道府県は、個々の発達障害者の特
性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の
定着のための支援その他の必要な支援に努め
なければならない。
　また、事業主は、発達障害者の雇用に関し、
その有する能力を正当に評価し、適切な雇用
の機会を確保するとともに、個々の発達障害
者の特性に応じた適正な雇用管理を行うこと
によりその雇用の安定を図るよう努めなけれ
ばならない。

エ　地域での生活支援に関する支援
　性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に
応じた地域での生活支援を進める。

オ　権利利益の擁護
　権利利益の擁護のための必要な支援とし
て、差別の解消、いじめの防止等及び虐待の
防止等のための対策の推進、成年後見制度が
適切に行われ、広く活用されるようにする。

カ　司法手続における配慮
　国及び地方公共団体は、発達障害者が、刑
事事件若しくは少年の保護事件に関する手続
その他これに準ずる手続の対象となった場合
又は裁判所における民事事件、家事事件若し
くは行政事件に関する手続の当事者その他の
関係人になった場合において、発達障害者が
その権利を円滑に行使できるようにするた
め、個々の発達障害者の特性に応じた意思疎
通の手段の確保のための配慮その他の適切な
配慮を行う。

キ　発達障害者の家族等の支援
　都道府県及び市町村は、発達障害者の家族
その他の関係者が適切な対応をすることがで
きるようにすること等のため、児童相談所等
関係機関と連携を図りつつ、発達障害者の家
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族その他の関係者に対し、相談、情報の提供
及び助言、発達障害者の家族が互いに支え合
うための活動の支援その他の支援を適切に行
うよう努めなければならない。

（６）発達障害者支援センター

　都道府県及び指定都市は、発達障害者支援
センター等の業務を行うに当たっては、地域
の実情を踏まえつつ、発達障害者等が可能な
限りその身近な場所において必要な支援を受
けられるよう適切な配慮をする。具体的には、
地域の実情を踏まえつつ発達障害者支援セン
ターを複数設置することや、発達障害者支援
センターや発達障害者地域支援マネジャーが
市町村等が実施する発達障害者への支援の
バックアップを行うこと等が想定される。

（７）発達障害者支援地域協議会

　発達障害者やその家族をきめ細かく支援す
るためには、関係機関等が地域における発達
障害者の支援体制に関する課題について情報
を共有し、関係者等の連携の緊密化を図ると
ともに、地域の実情に応じた支援体制を構築
する必要がある。そこで、都道府県及び指定
都市は、地域の実情に応じた発達障害者の支
援体制の整備について協議を行う発達障害者
支援地域協議会を置くことができる旨の規定
が新設された。なお、当該協議会の主な役割
は、以下の３つが想定される。１点目は、都
道府県内の支援体制の現状を把握し、地域に
おける発達障害者の支援体制に関する課題に
ついて情報共有をすることである。２点目は、
医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関
等の連携のより一層の緊密化を図ることであ
る。３点目は、支援体制に関する課題解決や
関係者間の緊密な連携を図ることを含め、地
域の実情に応じた体制整備を進めることであ
る。

（８）国民に対する普及及び啓発

　国及び地方公共団体は、個々の発達障害の
特性その他発達障害に関する国民の理解を深
めるため、学校、地域、家庭、職域その他の
様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発
活動を行うものとする。

（９）その他

　個々の発達障害者の特性に応じた支援を適
切に行うことができるよう、国民に対する普
及啓発、司法や警察関係者も含めた専門的知
識を有する人材の確保及び調査研究の推進を
行うべき旨が規定された。
　これは、今般の法改正の趣旨を踏まえ、ライ
フステージを通じた切れ目のない支援を実施
するとともに、家族などへの支援も含めたきめ
細かな支援を推進し、身近な場所で支援が受
けられる体制整備を推進していくものである。

３．改正法の着実な施行に向けた対応

　平成28年８月に施行された改正発達障害者支
援法の着実な施行のため、厚生労働省において、 
・ 地域における発達障害者の課題について、
情報提供を図るとともに、地域の実情に応
じた体制整備について関係機関が協議・検
討を行うための「発達障害者支援地域協議
会」を設置する経費

・ 地域支援機能の強化を図るため、市町村・
事業所支援、医療機関との連携等を行う発
達障害者地域支援マネジャーを発達障害者
支援センター等に配置する経費

・ 発達障害における早期発見・早期支援の重
要性に鑑み、かかりつけ医等の医療従事者
に対し発達障害の診療、対応が可能となる
ような育成を行う経費

等を平成29年度予算に計上し、都道府県・指
定都市に対して改正法の趣旨に沿ったその運
用を促している。  
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資料（図表2-11～2-19）：厚生労働省

■図表2-11

 

定義（２条） 

目的・基本理念（１条、２条の２） 

国民・事業主等 

   
    

 
      

 

 

発達障害者支援法の改正内容の概要（１） 

■図表2-12

国及び地方公共団体 

 

発達障害者支援法の改正内容の概要（２）

34



■図表2-14

自 閉 症

アスペルガー症候群

注意欠陥多動性障害

学習障害

代表的な発達障害

広汎性発達障害（PDD）

■図表2-13

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

法制度における発達障害の位置付け
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■図表2-15

Ⅰ 患者調査

Ⅱ 障害福祉サービス等報酬改定検証調査

発達障害者の人数等

■図表2-16

)
)

15,903 
30,749 

38,023 
45,135 51,081 57,236 63,421 67,971 68,438 68,571 70,517 

発達障害者支援センターの概要

相談支援・発達支援・就労支援全体の推移

発達障害者支援センター

36



<<
  /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 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <<
    /JPN <FEFF005B002730BF30B04ED8304DFF37FF25FF227528767D66F800270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B30D730EC30B954C18CEA005D00270020306B57FA3065304F005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /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 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 <<
    /JPN <FEFF005B002730BF30B04ED8304DFF37FF25FF227528767D66F800270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B00276771531700270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B30D730EC30B954C18CEA005D00270020306B57FA3065304F005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /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 [612.000 792.000]
>> setpagedevice


