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Street activities in residential areas enrich our lives at home. A traffic rule born in the Netherlands, Woonerf, or 
“Home Zones,” allows residents unrestricted activities in the streets. However, certain traffic control is necessary for 
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1.研究の背景と目的  

Covid 19(新型コロナウイルス）への対応の中で、今まではあ

まり散歩をする余裕のなかった人々も自宅周辺の散歩やジョギ

ングを楽しむようになった。また、緊急事態宣言発令中の特に

学校が休校措置をとる間、多くの子供が家の近所の路上での外

遊びを楽しむ姿も見られた。増加している高齢者が、在宅で生

活し続けるために徒歩で外出しやすい住環境があること、子育

てが密室で孤立せず、子供たちが多くの大人に暖かく見守られ

ながら成長するためにも、住まいの周辺にある屋外空間の質は

重要である。身近な公共空間であり、誰もが使える空間で最も

広い面積があるのが、住宅地内の生活道路である。しかし、生

活道路であっても積極的な滞留行為を認めない交通安全指導が

されている。 

近年、国土交通省が中心となり、多様なニーズに応えるため

の道路空間機能の見直しが行われている。道路占用許可の弾力

的運用 1)により地域活性化や賑わい創出のためのイベント実施

が容易となり、実施方法や事例を含めたガイドライン 2)も改定

された。また、道路空間再編に関する事例集 3)や道路空間再編

を通じた地域づくりのための手引き 4)の発行もあった。直近で

は、道路法等の改正が行われ、歩道内の活用を促す「歩行者利

便増進道路制度」5)も創設された。欧州では、道路上での滞留を

積極的に認める交通規制であるボンエルフが1970 年代にオラ

ンダで導入されて以降、各国で導入されてきた。これは車両通

行が増加し生活空間としての道路利用がしにくくなったことを

受け、制度化されたものである。日本でもボンエルフという言

葉は、交通静穏化対策が施された道路を示す言葉として用いら

れている。時には、ハンプや狭窄といった交通静音化のための

デバイスを用いた道をボンエルフと表現していることも見かけ

る。しかし、住宅地内の滞留行為を認める交通規制としては導

入されていない。 

ボンエルフは、歩者共存の使い方をし、子供が道路全面を使

用して遊ぶことを容認する交通規制であるため、住宅地内であ

っても全ての道をボンエルフにすることは、現実的ではない。

住宅地内でも比較的車両の通行が多い道とそうではない道はあ

る。生活道路にその区別をつけられれば、検討の余地は広がる

であろうと考える。ボンエルフを最初に導入したオランダで

も、どの道路をボンエルフに指定をするのかは、周辺道路の速

度の段階的な構成を意識して慎重に検討したという注1）。イギ

リス版ボンエルフであるHome Zoneの指定においても、周辺道

路との速度等の段階的な構成の必要性が指摘されている 6)。日

本でもボンエルフ制度の導入に向けては、生活道路と一括りに

される住宅地内の道路について、使い方や道路の形状に応じた

分類を行い、ボンエルフの指定を可能とする道を見出すことが

必要であろう。 

そこで本研究では、日本でもボンエルフに類した住宅地内で

の滞留行為を認める交通規制を指定することへの提案に向け

て、「生活道路マスタープラン」を策定するための試験的取り

組み、作成の可能性を示し、かつ住民に受け入れられるのかを

検討することを目的とする。１）これまでの先行的取り組みか

ら生活道路分類を提案し、２）その分類が妥当かを住民にも確

- 439 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.19, 2021 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.19, February, 2021 

 

認したうえで、３）実際にまちの中の道を分類に基づいて指定

を行い、それを含めた生活道路マスタープランを策定し、４）

住民にマスタープランが受け入れられるかを、模擬パブリック

コメントを実施して検証した。 

 

2. 既往研究と本研究の位置づけ 

2-1.道路の分類手法に対する研究 

道路の分類手法に関する研究は、維持管理や交通安全を目的

としたものが多い。谷本ら 7)は自治体の道路維持管理において

複数の道路を重要性に基づき分類する手法を考案した。道路が

通行できなくなった際の迂回距離と道路の有する機能の相対的

な重みからオーダードロジットモデルとUTADISの双方で分類

を実施し、自治体担当者による分類と比較した結果UTADISに

よる分類の再現性が高いことを示した。下川ら 8)は速度サービ

スについて分析を行い、道路は高速道路と一般道路の2階層で

構成されており中間速度層が希薄なこと、中間速度層の担う役

割や意義を明らかにした。機能面に基づく分類事例として、福

田ら 9)は生活道路の生活環境空間としての機能に着目し、空間

状況・機能性・スペース・行動の面から生活道路の景観特徴分

類を行なった。桑原ら 10)は性能照査型の道路設計に向けて交通

機能及と拠点間の連絡スケールの2軸に基づいた道路階層区分

のマトリックスを提案した。しかし、道路上での滞留を可能と

するための道路分類は検討されていない。なお筆者らは、滞留

を促すことに成功した道路について、路面アート、ベンチ等の

簡易的な設えでも滞留を促す空間が形成されることや 11）12)、周

辺道路との関係の中では段階的な交通静音化による安全確保が

できない場合には、歩行者専用等の交通規制を行うことで実現

していることを確かめた13）。 

また中心市街地内の商店街や駅前等では、トランジットモー

ルを用いた社会実験の報告 14）や、路上駐車帯を滞留空間に変え

るパークレット等の取り組み 15)もある。これらはまだ実験的な

段階であること、またパークレット等は車道上ではないこと等

に加え、商店街等の不特定多数の人が集う賑わいを求める場で

の取り組み・考察であり、生活に身近な住宅地内の道路ではな

い。 

 

2-2.これまでの生活道路に対する主な取り組み 

 生活道路に明確な定義があるわけではないが、「主として地

域住民の日常生活に利用される道路で、自動車の通行よりも歩

行者・自転車の安全確保が優先されるべき道路」16)といった認

識が一般的であろう。生活道路について、国や自治体も様々な

対策をこれまでに投じてきた。その主眼は、安全性にかかわる

ものであり災害時の対応（避難や消火活動、また延焼防止）や 

交通安全対策等であった。狭隘道路は都市部を中心に全国各地

に存在し、スプロール市街地内には未だに未接道住宅や九尺道

路が数多く残る状態であり、災害時の安全確保のための対応策

としての道路拡幅等は急務として取り組まれてきた。また、生

活道路内での死亡事故割合が諸外国に比しても高く、歩道の設

置や速度抑制のためのゾーン30、時間帯による通行規制措置

や、規制を遵守させるためのライジングボラードの設置等の安

全対策が検討されてきた。道路毎の安全確保の取り組みもある

が、自治体内の都市計画道路ばかりでなく、生活道路まで計画

を策定して整備を進める自治体もある。 

世田谷区の道づくりプラン 17)は、区内の道路を幹線道路、地

区幹線道路、主要生活道路、地先道路、そしてそれ以外の５種

類に分類し、区内全体のネットワーク構造を意識した計画を立

てている注2）。しかしその主眼は、道づくりの５つの方向性の

うち第一に「防災・減災に寄与する道づくり」と示されること

に表れているように、防災や交通の面からの安全性を意識した

道路整備の推進にあり、生活空間としての豊かさを住宅地内で

確保するための視点を主としたものではない。同プランで地先

道路として示されるものについては、消防活動困難区域が生じ

ないように幅員６ｍ以上の道にするものであり、分類名称のな

い道（地先道路よりも更に住宅地内にある道）については、整

備の対象とはされていない。 

一方で、狭隘道路の中には路地としてその雰囲気を楽しむ

人々も多く、全国路地のまち連絡協議会 18)や、「路地からのま

ちづくり」19)といった本が出版される等、路地という言葉で語

られる界隈性のある道への関心は高い。また、大阪の法善寺横

丁の火災からの再建にあたっては、二項道路であった路地を廃

道とし、連坦建築物設計制度を利用して路地空間を再生する 20)

等、制度の利用方法の工夫による路地的空間の確保が試みられ

た事例もある。 

道路を生活の場とするための欧州で始まったボンエルフの考

え方を意識した取り組みは日本でも幾つか見られる。ニュータ

ウン等の開発においては、団地内通路が歩者共存空間として整

備された事例（青葉台ボンエルフ 21））、区画道路をコミュニテ

ィ道路として歩者共存空間としての整備が行われた事例（唐木

田ガーデンロード 22））もある。しかしこれは開発当初から十分

なスペースを確保して植栽や舗装を工夫して実現するものであ

る。既成市街地内の道路整備については、コミュニティ道路と

いう名称で車両の通行を抑制する工夫のある取り組みがみられ

るが、多くの場合は車両の通行速度を抑制するためのハンプや

シケインを設け、舗装を高質化するというものであり、歩者分

離の形態となることが多い。そういった意味では、欧州の道路

全面を使用した遊びの展開を積極的に許容する欧州のボンエル

フとは大きく異なる。 

生活道路を一様にとらえるのではなく、ランク分けすること

などにより安全性と、居住地内の道としての快適性を確保しよ

うという、地域全体の道の構成を意識した計画論も示されてき

た。産業革命後の都市拡大期には、田園都市論で知られるハワ

ードは、田園都市同士を結ぶ幹線道路“町の外周リング”、ま

ちの中央の「グランドアベニュー」、そして住宅が面する勘定

の道路である「街路」の分類を提案した 23）。この提案をもとに

して、アンウィンによるプランニングで、レッチワースに代表

されるような長い行き止まり道路や歩行者専用路を巧みに組み

合わせた住宅地が計画された。こうした通過交通を避けたプラ

ンニングは、クラレンス・ペリーの近隣住区論でも展開された
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24）。区域境界道路は広幅員、住宅地内の道路は行き止まりの主

要道路やクル・ド・サックを提唱し、クラレンス・スタインが

プランを描いたラドバーンでは、歩行者と自動車が立体交差や

グリーンベルトが通学する子供たちの動線となるような町が誕

生した。また自動車保有率が高まり歩行者の交通安全への危機

感を感じたブキャナンは、車両のコントロールを意識した都市

の実態調査を行い、「分散道路体系」の必要性を示している

25）。それは安全に歩いて生活ができる幹線分散路や地区分散路

の中に「居住環境地域」を成立させること、その中の移動は局

地分散路が支えるような分類案である。 

日本でも、多くのニュータウン開発では、田園都市論や近隣

住区論を参考に、スーパーブロックの採用や歩行者専用路が導

入された。今回取り組む生活道路マスタープランの検討にあた

って、参考になるのが表１に示す港北ニュータウンのV1道路

からV５道路までの道路分類の考え方 26）である。大街路から住

宅前の生活道路までが、車両交通の在り方に基づいて分類さ

れ、道路の形状（幅員や歩道整備）が、この分類に基づき計画

されている。 

 

表１ 港北ニュータウンにおける道路分類概要 

V1 都市間幹線道路：国道等の広域幹線道路。 

V2 
通過交通道路：広域センターに来る⼈のための道路
で、⽚側３⾞線道路 

V3 

通過交通を抑制したバス路線（⽚側２⾞線）で、歩
専道と⽴体交差した場所に、専⽤のバス停を整備し
た、バス優先道路。（港北ニュータウンの「⼩中学
校中⼼の近隣住区」はV3 道路で囲んだ） 

V4 

住宅地区に出⼊りするためだけの道路（両側に１ｍ
の歩道、中⼼に６ｍの⾞道）で、V３道路から⼊る
が、またもとのV3 道路に戻ってくる通過交通のな
い道路 

V5 

⼦供も遊べる道路：V4 道路を経て各宅地に出⼊り
するための６ｍ道路で、V４道路から⼊るが、また
もとのV4 道路に戻ってくる約40−50 ⼾だけのサー
ビス道路で、通過交通がないので⼦どもの遊び場に
なる道路 

 

2-3 既成市街地内での生活道路種の検討 

本稿では、生活道路、港北ニュータウンで用いられたV1～

V5までの分類を参考に、既成市街地内での道の滞留を促す使い

方を取り入れた分類を用いた生活道路種の検討を行う。既成市

街地には、区画整理により道路が現行法に基づく形で整備され

ている町、耕地整理や古くは江戸時代の新田開発等による道路

区画が現在でも残る町、面的開発制度が整わないまま人口が増

大し、特に関東大震災前後からスプロール的に市街化がされ現

在は木造密集市街地とされているような町、第二次世界大戦後

の高度経済成長期等に郊外の丘陵地域内の田畑や雑木林がスプ

ロール的に開発された複雑な地形を縫うように道がある町等、

東京近郊を見るだけでも数多くある。 

本稿では、第二次世界大戦前からスプロール的に市街地が形

成され、防災上の目的で道路の拡幅が急がれている木造密集市

街地を含むような地域が、複雑で多様な道路構成があるものと

想定し、そういった町での分類が可能なのかを確かめることも

意識して対象地を雑司が谷近辺に選定した。具体的には、明治

通り、目白通り、不忍通り、雑司が谷霊園、東通りに囲まれた

約70haを対象とする。これは面的整備がまだ行われていない範

囲であること、近隣住区論で一住区としての160エーカー（約

65ha）を目安としており、それに同等の広さと考え、この範囲

を対象とする。 

都市間幹線道路に該当する道は直接この地区に接していない

と考える。首都高の立体交差部が西側に隣接するものの、地区

内の建物が直接アクセスできるわけではないと考え、V1は指定

しない。幹線道路は目白通りや明治通り等の都道とし、V2の道

に該当すると考える。今回は生活道路についての分類を検討す

るために、これらV1、V2についての道は一括して幹線道路と

扱う。 

V3は、速度が抑制された状態の片側相互通行で、バスも走行

も可能となる道で、町の中を連絡する道である。これは現在整

備中の環状５号の１号線や、江戸時代からの鬼子母神参道、ま

ちを横断する弦巻川を暗渠化してできた弦巻通りが該当すると

考えられる。主要生活道路と名付ける。 

続いてV4は車両の通り抜けがないように、V3の道からV3

に戻る道とされるが、計画的な整備が行われてこなかった雑司

が谷ではこれに該当する道は見られない。ここでは、狭隘であ

るために片側の相互通行が困難であるような道と捉える。また

V3で想定されるように宅配車両等が住宅地内に入ってくること

が想定され、歩行者が立ち止まって道を譲る場面が時折ある道

と捉える。雑司が谷内には、住民が地区内を移動するために使

っている比較的長距離に繋がる狭隘な道が縦横にある。このよ

うな道をV4相当とし、地区内をよく知る人や、地区内の住宅

にアクセスしたい車両が使う道として、住民道路と名付ける。 

更にV5は、V4から出てV4に戻る道とされるが、これも雑

司が谷ではあまり見られない。しかしV4から別のV4にのみ通

り抜け、地区内の広い範囲を結ぶわけではなく、沿道住宅へ用

事がある車両のみが入る道が数多くある。こういった道をⅤ5

相当とし子供の路上での遊び、高齢化社会での住民同士の立ち

話の機会が生まれることも意識し、交流道路と名付けた。当該

道路沿いに住む住民の庭先の延長として、当該道路沿い住民同

士の交流の場となることを期待する道である。つまりここでの

交流は、地域全体の交流ではない。この道であれば、欧州で導

入されてきた歩者共存で子供が道路全体を使って遊ぶことを積

極的に許容するボンエルフへの指定が容易となる。 

雑司が谷には宅地の分割等により生じた相当数の私道があ

り、交流道路に分類するには、公共性の無い道があることがわ

かったため、前庭通路という名称で分類をした。表２にこれら

の道分類の一覧を示す。 
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表２ 生活道路分類 

分類名 道の概要 
幹線道路 

（V１及びV2) 
大街区を構成する住宅地の外周路である。地域
間をつなぐ広幅員で通行車両の多い道路 

主要生活道路 
(V3) 

地域内の交通を集約できる集散路で、狭隘では
なく、６ｍ程度あり低速の車両であれば通行に
不安を感じない道。 

住民道路 
（V4） 

地域内の移動に使われる道であるが、幅員が十
分ではなく（４ｍ或いは狭隘）、車両の通過に
あたっては歩行者が立ち止まる等して、通行を
譲ることのある道 

交流道路 
（v5） 

地域内の移動にはあまり使われず、沿道住宅等
へのアクセスを主として使われる道。短距離の
道。 

前庭通路 宅地の分割等により発生した私道等。主として
短い私道を対象とする。 

（ ）内は港北ニュータウンでの分類に該当。 

 

3. 生活道路分類の試み 

3.1 対象地の概要と市街地形成経緯 

今回の対象とした約70haの区域は、東京都豊島区の雑司が谷

１〜３丁目、南池袋３丁目及び南池袋４丁目の一部にあたる。

対象地域は、東京都の「木密地域不燃化１０年プロジェクト」

の対象と含まれる場所もあり、狭隘道路も多い。 

特に公道の狭隘道路は江戸時代から存在するものも多く、路

地的景観を形成している。この辺りは、江戸時代、昭和初期は

近郊農業と鬼子母神堂を中心とした町であり、宅地化は大規模

な寺社地の一部や邸宅が宅地化することで行われた。明治期以

降特に大正期に宅地化が進み、広い宅地に多くの住居を建て貸

し出す庭園地形式による住宅供給も多かった 27）。こういった場

所がそのまま現在の宅地となっている場所もあり、住棟間の通

路が現在でも道として使われ、狭隘道路となっているものも多

い。地区内の一部には、比較的広い宅地もあり、更新時には位

置指定道路を設けて４区画等に分割される宅地も散見される。

現在の狭隘道路や通路指定空間が多い背景には、一団地認定の

ルールが施行される以前に、このような庭園地内に地主の意向

に従って建てられた家が多いことに起因する。 

雑司が谷の宅地の多くは不整形街区である。数少ない整形街

区は、川の暗渠化に伴う街区整備された場所と、牧場跡地に道

を通し市街化させた街区整備である。 

 

3.2 生活道路分類の試み 

表２に示した分類を行うための作業プロセスを、雑司が谷に

存在している道路幅員をベースに、相対的な幅員の違いも踏ま

えた、道路分類作業の原則を図１に整理する。なお、分類時に

は、図１の分類フローに基づいて通り抜けの形状、幅員、そし

て商店街として店舗が立ち並ぶ道、更に日常的な道の利用状況

に加え、住民が日常感じている交通安全に対する不安を解消す

ることも含めた。 

住民へのヒアリングからは図２に示す交差点Aにおいて、優

先道路よりも非優先道路のほうが広幅員のために、非優先道路

を走行する車両（特に速度の速い自転車）が一時停止を守ら

ず、通学路となっている優先道路歩行者への安全確保への不安

が指摘された。交差点Aに繋がる交差点B及びCを含む３か所

で交通調査を実施し、交差点Bから交差点Aに向けての車両の

流入量の多さを確かめた。調査結果を図３に示す。交差点B）

西向き道路は、歩道のある並木道であり、かつ幅員も６m以上

ある道であるため、東側から交差点Aに向けて直進する車両を

減らす道の工夫をすることを前提に交流道路とすることとし

た。また、交差点Aから交差点Cに向かう道は、長距離の通り

抜けの道であり、目白通りに抜ける道であるが、幅員が狭く、

交差点Cの調査でも、目白通りから入る車両は弦巻通りに右左

折することがわかったため、住民道路とすることとした。 

当該学区内にある通学路を図４に示す。通学路は、主要生活

道路や住民道路といった地域内を長距離通り抜ける道と重なる

ことを基本として考え、生活道路分類に基づく道の指定を確認

した。このような作業の結果が、図５である。 

道路の形成の歴史と重ね合わせると、住民道路は、江戸時代

から存在する地域内を結ぶ道が該当することが多いことが一つ

の特徴である。また、交流道路に分類されたものは、大正・昭

和初期の宅地開発に伴い形成されたものが多く、かつては庭園

地指定されていた中の道も多い。前庭通路は近年の宅地委譲に

伴う宅地分割（所謂ミニ開発）により設けられたものが多い。 

 

 
実線のフローを判断の原則としたが、一部使い方等を踏まえて点線のような判断とした。 

図１ 雑司が谷地域を対象とした道路分類 

 

 

図２ 住民が交通安全に不安を感じる交差点 

⻑距離 短距離

６以上 ４−６ ４ｍ 狭隘

公

外周

私

幹線道路 主要⽣活道路 住⺠道路 交流道路 前庭通路

ネットワーク
形状

道路の⻑さ

道路幅員
の⽬安

所有権

道路種名称

⻑距離 短距離

通り抜け

⽬⽩通り
不忍通り
明治通り

⻤⼦⺟神表参道
弦巻通り
東通り

江⼾期からの道 明治・⼤正
昭和初期の宅地
開発に伴う道

４m未満の
⾏き⽌まり道路

狭隘道路

⾏き⽌まり
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交差点B）  交差点C） 

2019年5月15日(水) 9時から19時調査 

図３ 交差点における車両の進路 

 

図４ 対象地域内の通学路 

 

図５ 雑司が谷における道路分類 

 

3.3 住民との対話とそれに基づく分類の修正 

続いて各分類の道の使い方イメージを表３のように整理し、

生活道路マスタープランの策定資料とした。利用については、

クルマの目標の速度のイメージ、道路の機能（地域の中での移

動の位置づけ等）、滞留による利用を主とする生活行為・コミ

ュニケーション行為、単路と交差点部分に分けた利用・設え整

理、通行できる車両の種類について整理を行った。 

このようにして行った道路の分類が住民にとって違和感のな

いものであるのかを、住民ワークショップの形式で意見聴取を

行った。住民ワークショップ（2020年2月21日）では、国内

外の生活道路における滞留行為事例を紹介した上で、雑司が谷

の道の分類案を示し意見交換を行った。特に、交流道路等で滞

留行為を行う際の安全確保は、欧州のボンエルフを例に説明を

行った。住民からは、生活道路を滞留空間として利用する写真

を見ることで、使い方のイメージが広がり、生活道路での滞留

の可能性についての理解がされた。道路の分類を明示し、住民

同士により滞留行為を含む道路の利用方法が合意されることに

対する肯定的な意見が出された。 

なお、このワークショップを実施する前は、港北ニュータウ

ンのV4該当道路を住民生活道路、V5該当道路を住民交流道路

という名称にしていたが、名称が混乱しやすいとの指摘があっ

た。そのため、V4該当を住民道路、V5該当を交流道路と名称

を改めることとした。 

 

4. マスタープランの構成と模擬パブリックコメントによる検証 

4.1 マスタープランの作成と模擬パブリックコメントの実施 

本章では、前章までの生活道路分類の指定を踏まえて、生活

道路マスタープランを模擬的に作成し、住民から受け入れられ

るのかを確かめる。パブリックコメントを通して住民に提示

し、このような生活道路マスタープランが理解できるのか、ま

た雑司が谷地域での道の分類が妥当性をヒアリングした。 

生活道路マスタープランの構成は、一般的なマスタープラン

の構成に倣い、図６の通りとした。生活道路マスタープランの

必要性や（第一章）、道の分類の内容を示した上で（第二

章）、雑司が谷の都市計画的な特性を整理し（第三章）、第四

章にて生活道路分類に基づく道の指定を示して、マスタープラ

ンの説明をした。なおその際使用した道の利用イメージ写真の

抜粋を図７に示す。 

 

第１章 生活道路マスタープラン策定について 
１-１．目的と位置づけ 
１-２．生活のためのボンエルフという交通標識 
１-３．ボンエルフが導入されている道の例 
１-４．生活のための空間とする道の柔軟な使い方 
 
第２章 生活道路マスタープランにおける道路分類 
２-１．道路分類の考え方 
２-２．道路の使い方イメージ 
２-３．交差点のルールのあり方 
 
第３章 雑司が谷地域の現状と課題 
３-１．雑司が谷地域の概略と課題 
３-２．雑司が谷地域の道路形成の変遷と市街化に伴う課題 
３-３．雑司が谷地域の防災まちづくりの関連計画・事業の整

理 
３-４．上位・関連計画の整理 
３-５．豊島区の社会的背景と隣接する池袋の動向 
３-６．雑司が谷の生活道路の実態 
 
第４章 雑司が谷地域で考える道路の分類 
４-１．雑司が谷地域で考える道路分類のあり方 
４-２．雑司が谷地域の道の分類役割 
 
第5章 マスタープランに基づく地域改善に向けてのアクショ

ンプラン（今回は省略） 

図６ 雑司が谷生活道路マスタープラン構成 
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表３ 生活道路の分類と使い方イメージ 

 
 

パブリックコメントはホームページ上での呼びかけ及びこれ

までの実験等に参加をし、登録をしたモニター（合計113名）

に協力を依頼し2020年3月21日から3月28日までの期間で

実施した。またヒアリングは、パブリックコメント内容を聞く

と同時に、理解しやすさについてのインタビューを中心に9名

に対して3月23日13時〜16時に行った。なお、実施にあたっ

ては、本生活道路マスタープランは、自治体の策定しているも

のではなく、研究の一環として行っている模擬的なものである

ことを伝え、誤解が発生しないように十分な配慮を行った。 

 

4.2 生活道路分類に基づく指定に対する意見 

雑司が谷地域内で試みた道路の分類に基づく指定について

は、おおむね賛成できる意見が出された。表３に道路の具体の

分類についてのパブリックコメントの内容とその対応案を示

す。パブリックコメントの中には、幅員と道路の使い方の指定

が、合っていない場所が部分的にあると感じた人もいたもの

の、おおむね分類は妥当であるとの意見であった。図８はこの

パブリックコメントを踏まえて、微修正した生活道路分類図を

示す。公園周辺の道の位置づけを修正する等の対応を行った。 

 

 

幹線道路 主要生活道路 

 
  

住民道路 交流道路 前庭通路 

図７ 住民に提示した道路イメージ例 

 

道路の名称 幹線道路 主要生活道路 住⺠道路 交流道路 前庭通路 

 道路形状 外周道路 長距離通り抜け 長距離通り抜け 短距離通り抜け・長距離行き止ま

り 

短距離行き止まり 

 主な幅員 片側２車線等 ６ｍ以上 ４－６ｍ ～４ｍ ～４ｍ 

 所有権 公 公 公 公・私 私（位置指定） 

建築基準法での指定 １項１号 １項１号 １項１号 ２項・（３項）・通路 １項５号・通路 

級種 ３級 ４級 ５級 ５級 級種外 

 車の目標速度 50～60ｋｍ/ｈ 自転車程度（15～20ｋｍ/ｈ） 歩く程度の速度(8km/h） すぐ止まれる速度 すぐ止まれる速度 

 道路の機能 中広域移動 歩車共存 集散路  歩車共存、沿道間移動 生活の場（滞留が多い）＋α 生活の場＋α 

 生活行為 

コミュニケーショ

ン行為 

道のゆずり合いのハン

ドサイン 

買い物・店員との挨拶 

通勤・通学途中の挨拶 

自転車で通過 

道路の脇で立ち話 

通学路指定、 

地区内移動の道 

井戸端会議 

みち遊び 

井戸端会議 

みち遊び 

歩

き

方

等 

車の通行 ◎ 〇 △   

通勤・通学路 〇 〇 ◎   

立ち話  〇 〇 ◎ ◎ 

道の真ん中を歩く   〇 ◎ ◎ 

遊び・イベント  ○ ○ ◎ ○ 

単
路 

使い方イメージ 車両の円滑走行。 

歩車分離（良い歩道） 

譲り合い。トランジットモールや

商店街のシェアード・スペース。 

歩行者優先。 

シェアード・スペース形式。 

歩行者優先。 

シェアード・スペース形式。 

歩行者優先 

追加的 

道路構造物 

 入り口部歩道ハンプ 

イメージハンプ、高質化舗装 

必要に応じてボラード、イメー

ジハンプ等による速度抑制 

特殊舗装等 特殊舗装 

路側帯 歩道が必要 

歩道が無い場合には縁

石で歩車分離 

自転車専用レーン 

路側帯等による歩行者の安全確保

が必要な場合もある。 

縁石等による歩者路の分離を行わ

ないのが理想 

 

道路幅員がありすぎる（４ｍを

超える）場合は路側帯を設け

る。 

路側帯なし 路側帯なし 

路面装飾  特に商店街等、雰囲気醸成する場

合に実施 

入り口装飾 

路面アート 

路面アート 留め石 

路面アート 

家具・屋外家具  (バス停等の人が集うポイントに)

ベンチ 

ベンチ 

中規模のプランター 

縁台、植木鉢 縁台、植木鉢、 

遊具 

表出  ４ｍを超える部分には設置可能。

車両通行のために一転間隔を確

保。 

３ｍを超える部分に一定間隔を

おいて設置可能 

2.7ｍを超える部分に一定間隔で

設置可能。 

交差点から２ｍは見通し確保のた

めに物を置かない 

2.7ｍを超える部分に一定間隔

で設置可能。 

交差点から２ｍは見通し確保

のために物を置かない 

交
差
点 

交差点の渡り方 

 

横断歩道で渡る。 どこでも自由に渡れる。 車を気にせずに渡りたい。（お

喋りしながらでも安全） 

  

他の道との関係  地区内では、優先道路。 主要生活道路への出口に止まれ

記号 

主要生活道路の交差点は一時停止。

時には狭窄等による明確な区分。 

住民道路との間には、特になし。 

 

他の道から入る場

合 

 車・自転車は、この道に出る時に

はしっかり止まる。 

   

通
行
可
能
な
車
両
等 

路上駐車 指定場所のみ 指定場所のみ、買い物車両 

短時間にさばき、パークレット 

荷捌き、福祉車両、（停車） 

無余地駐車は禁止 

駐車禁止 近隣合意の上で可能 

車両の大きさ（居

住者以外の 

OK ２ｔOK ２ｔ原則禁止（但し沿道宅・施

設にアクセスする必要がある場

合のみOK） 

原則普通車 不可（住民合意による） 

配達車両 OK OK（地区内に用がある場合のみ） 侵入禁止（自転車・台車・リヤカー可） 侵入禁止  

送迎車両（タクシー） OK OK（地区内に用がある場合のみ） 沿道の家に行く場合のみOK 沿道の家に行く場合のみOK  

福祉車両 OK OK（地区内に用がある場合のみ） OK OK OK 

自転車 自転車専用レーンを設

ける 

歩行者優先 

気を付けて走行（混雑状況に合わ

せて走行。左側通行） 

歩行者優先 

ゆっくり走行 

真ん中走行を原則 

押し歩き 

ゆっくり走行 

押し歩き 
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4.3 生活道路マスタープランの存在に対する意見 

今回のような生活道路マスタープランを策定することに対し

ては、おおむね肯定的な意見が出された。表４に示すように、

生活道路として一括りであるよりは、分類をされていたほう

が、使い分けができる可能性があることや、車が来ないと思え

る道であれば安心して歩けるようになること等の期待ととも

に、生活道路の分類があることが肯定的に捉えられている。一

方で、生活道路の分類をして道毎のルールができても、遵守さ

れることに対する不安等もある。こういった不安を解消するた

めの方法の検討も必要であるが、欧州にあるような交通規制と

してのボンエルフ制度の導入や、広幅員ではない道で車道上を

柔軟に設えることに対する工夫が実践されることで、解消する

ものと考える。 

 

表３ パブリックコメントとして寄せられた生活道路マスター

プランへの意見と対応案の例 

参加者からのコメント 回答案 

・日本女子大の寮から雑司ヶ谷霊園内

を通る道、南池袋小学校東側の道は、

実際の使われ方として通行車両が多い

ため「主要生活道路」かもしれない。

住民の使われ方の希望としては「住民

道路」が良い。 

住民の皆さまの希望に合わせた使

い方となるよう、道の設えや、交

通静音化デバイスの導入を、検討

していきたいと思います。 

 

・旧高小の周辺の道は、昔はこの辺り

で実際に遊んでいたので、「交流道路」

としてよいと思う。 

今後の参考にさせていただきま

す。雑司が谷地域の道の事情に合

わせて、皆さまとともに検討して

いきます。 

・P12 分類表の役割と幅員が必ずしも

一致しているわけではないのではない

か。例えば弦巻通りは幅員が6mに満た

ない部分もある。 

 

幅員は目安として表記していま

す。おっしゃる通り、ひとつの道

路で見ても幅員は様々であるた

め、概ねという意味合いで整理さ

せていただきました。誤解のない

よう、本編（2-1）にも修正を加え

ました。 

・特例の道（前庭通路）に関してだが、

行き止まり道路は人も迷いこまないだ

ろうし私道なのだから、周囲がとやか

く言わずに放っておけばよい。 

特例の道（前庭通路）にも、いろ

いろな種類があり、迷いこむ道も

あるようです。道ごとの事情に合

わせた対応を検討していきます。 

・環状５の1号線については、かつて

のまちづくり協議会で話し合い、地上

部分については通り抜けできない道路

という位置づけであったはずである。

整備により、一層地域住民が憩える通

りとなってほしいので、主要生活道路

というよりは住民道路に変更してほし

い。 

通り抜け道路の役割や意味合いに

は、二通りあると考えられます。

外の地域から本道路を通り、別の

地域へ通り抜けるという意味と、

地域の方が地域内移動のために本

道路を利用して通り抜けるという

意味です。今回は後者の役割とい

う意味で使用しているのですが、

誤解を招くため本編（2-1）での説

明を修正しました。 

 

5. 結論 

本稿では、雑司が谷地域を事例として用いながら、生活道路

の分類の可能性や住民の理解の可能性を、生活道路マスタープ

ランの策定と公表のプロセスを通して確かめた。その結果以下

の点が明らかになった。 

・既成市街地内で、生活道路の段階的な道の指定は可能であ

る。生活道路は幹線道路に囲まれた住宅地内の道路を４分類

（主要生活道路、住民道路、交流道路、前庭通路）できる。 

・具体的な利用例を示せれば、滞留行為を含めた道の分類に対

する理解と受容は可能である。 

・道の形状や、道の成り立ち、幅員などの客観指標からだけの

道の分類では、住民の感覚と異なることはあり、微修正は必

要である。 

 滞留行為を促すために生活道路についても、今回策定したよ

うな道路分類を既成市街地内で行うこができることを示すこと

ができた。滞留空間創出の可能性に一歩近づいた。 

 

 
図８ 模擬パブコメを経て修正された生活道路分類図 

 

表4 生活道路マスタープランに寄せられた意見 

（パブリックコメント内容を含む） 

 道路分類への意見 分類のあり方への意見 

肯

定

的

意

見 

・このように分類することで、

安心して子供が遊べ、親もス

トレスを感じなくなる。運転

者の方もストレスがなくなる

のではないか。 
・分類するのはいいと思う。今

のまま（生活道路一括り）では

大雑把すぎる。 
・ランク分けの意識を持ってま

ちづくりを考えていくのが良

いと思う。 
・今後は沿道建物との関係を考

慮して、道の雰囲気をつくって

いくことが大切だと思う。 

・わかりやすく、違和感はない。 
・「住民道路」は自分たちの日常的

な動線で駅や霊園、散歩の時にも

通るので、しっくりくる。 
・雑司が谷が初めての人には「主要

生活道路」を教える。 
・雑司が谷二丁目の交流道路では

既に子どもが遊んでいる。家の前

でボール遊びをする子どももい

る。 
・マップ上に道路区分けが示して

あると、保育園のお散歩ルートなど

を検討するのに使用しやすい。 

否

定

的

意

見 

・分類を皆が守るかが不安。 
・普段歩いているときには意識

しないため、道路の使い方を

区別するのは難しい。自分中

心でその時々によって変わる 

・道の使い方を区別するのは、今は

まだ少し難しく感じる。 
・特例の道に関しては、行き止まり

道路は人も迷いこまないし私道

なのだから、周囲がとやかく言わ

ずに放っておけばよい 

 

付記 

本稿は2018年度JICE（国土技術研究センター）研究開発助

成「滞留行為を可能にする「生活道路マスタープラン」策定の

検討」の報告書に基づき加筆・修正を行ったものである。 
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補注 
(1) Mensen Straat で活動するEddie Kipps ⽒への、2017 年10

⽉27 ⽇ヒアリングより。 

(2) 世田谷区では、「せたがや道づくりプラン」を策定し、計

画的な道路整備を進めている。下図はその中に示される主要

生活道路、地先道路の説明である。 

 

 

参考文献 

1) 国土交通省道路局路政課長通知(2011), 「道路占用許可に係

る申請手続きの簡素化及び一層の弾力化について」 

2) 国土交通省道路局(2016), 「道を活用した地域活動の円滑化

のための ガイドライン -改定版-」 

3) 国土技術政策総合研究所(2018), 「道路空間再編・利用事例

集」 

4) 国土技術政策総合研究所(2018), 「地域づくりを支える道路

空間再編の手引き（案）」 

5) 国土交通省, 歩行者利便増進道路−ほこみち−, 

https://www.mlit.go.jp/road/hokomichi/, 2021/02/17 

6) 薬袋 奈美子・原 わかな、英国における住宅地内道路のボ

ンエルフ（生活空間道路）的利用の変遷 ホームゾーン制度

の成立とその後の変化を中心に、都市計画報告集 16、

pp335-340, 2018 

7) 谷本圭志 村田博美 灘英樹(2009), 「維持権利を目的とした

生活道路の分類手法に関する研究」, 第39回土木計画学研

究・講演集 

8) 下川澄雄 浜岡秀勝(2014), 「階層型道路ネットワークのわが

国への適用に向けた研究」, 平成26年度JICE研究開発助成

成果報告, 第 14010号 

9) 福田惇一 久隆浩(2009), 「生活道路の多面的価値に関する研

究」, 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集, 7巻, 

p.9-12 

10) 桑原雅夫(2008), 「階層的ネットワーク構造に基づく道路の

計画と設計」, 科学研究費補助金研究成果報告書, 18206055 

11）原 わかな，大山 祐加子，薬袋 奈美子  ，寺内 義典  ，

西村 亮彦：住宅地内道路における路面アートの整備状況と

整備プロセス 十日町市キナーレ南側進入路を事例として、

日本建築学会技術報告集 63、pp695-700、2020 

12) 薬袋 奈美子：デンマークKARTOFFELRAKKERNE団地内

のボンエルフにおける生活空間利用のための設え、日本建築

学会技術報告集62、pp314-318、2020 

13）薬袋奈美子、大山祐加子、原わかな、寺内義典、西村亮

彦、橘たか：「滞留空間を創出できた道路空間整備の特徴と

地域内交通の位置」、日本女子大学紀要家政学部第67号、

2020 

14）柳沢 吉保, 高山 純一, 轟 直希：中心市街地回遊トリッ

フ゜特性に着目したトランシ゛ットモールの導入効果に関す

る評価分析、長野市中心市街地中央通りの交通社会実験を事

例として、都市計画論文集41.3 巻 pp31-36、2006 

15）佐々木 宏幸：路上駐車帯の屋外飲食空間としての利用に関

する研究、－フレキシブル・ゾーンとパークレットの比較を

通して－、日本建築学会計画系論文集83 巻 747 号、pp885-

895、2018  

16) 国土交通省総合政策局(2017), 「生活道路の交通安全確保に

関する地方自治体等の施策の実態調査 報告書」 

17) 世田谷区(2016), 「せたがや道づくりプラン 平成28年3月

見直し版」 

18) 全国路地のまち連絡協議会, http://machi-roji.com/roji/, 

2021/02/17 

19) 西村幸夫(2006), 「路地からのまちづくり」, 学芸出版社 

20) 法善寺横丁復興委員会(2004), 「法善寺横丁復興の道のり 

語り継ぐ復興記録集」 

21) 青葉台ぼんえるふ管理組合法人(2008), 「青葉台ぼんえる

ふ」高齢化に向けたまちづくり調査報告書 

22) 一般財団法人住宅生産振興財団(2000), 「家とまちなみ 

42」, p.36 

23）E・ハワード著、山形浩生訳：【新約】明日の田園都市、

鹿島出版会、2016 

24）C・ペリー著、倉田和四生訳：近隣住区論、鹿島出版会、

1975 

25）八十島源之助訳：イギリスのブキャナン・レポート、都市

の自動車交通、鹿島研究所出版会、1965 

26) 川手昭二(1972), 「港北ニュータウンにおける道路網計画」, 

高速道路と自動車 15(10), pp 32-36, 高速道路調査会 

27) 杉浦美鈴 他(2020), 「雑司ヶ谷研究９ 明治期以降の宅地形

成の歴史」, 日本女子大学紀要家政学部第67号, pp.111-120 

 

 

 

 

- 446 -



<<
  /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 1.3
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 1.00000
  /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 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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 [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




