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経 団 連 情 報

日本経団連幹事会において、下記議題が討議・報告されました。

[10月 12日開催 ]

Ⅰ．議　件
 1. 公的統計の改善に向けた提言
  －行政記録情報の利活用等に向けて－
 2. 今後の医療・介護制度改革に向けて
 3. 政治との連携強化に関する見解ならびに主要政
党の政策評価 2021

Ⅱ．報　告
 1. ポスト2020生物多様性枠組への対応
 2. 副業・兼業の促進
 3. 東北復興応援フェスタ2021
Ⅲ．書面報告
 1. 入会報告

[11月 16日開催 ]

Ⅰ．議　件
 1. 感染症対策と両立する社会経済活動の継続に
向けて

 2. 地域協創アクションプログラム・事例集
 3. DFFT推進に向けたデータ流通政策
 4. 国際的な意見発信や国内基準の開発を担うサス
テナビリティ基準委員会(仮称)の設立を求める。

 5. GIGAスクール構想の確実な実施に向けた緊急
提言

Ⅱ．報　告
 1. 日越共同イニシアティブ第8フェーズキックオフ会合
の模様

 2. 経団連カーボンニュートラル行動計画
 3. COP26に関する取り組み
 4. 日本ブラジル経済合同委員会の模様
 5. 経団連－駐日ASEAN10カ国大使政策対話の模様
Ⅲ．書面報告事項
 1. 入会報告

　恒例の第43回会員交流会を下記のとおり開催いたします。
　会員多数のご出席をお持ちしております。

　　　日　時　2022年1月13日（木）14:00～
　　　会　場　ホテル東日本宇都宮

詳細につきましては後日御案内申し上げます。

ご案内
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2 0 2 1 年 度 第 1 回 常 任 幹 事 会

2021 年度上期事業及び収支決算の報告について
石塚専務理事より、会議、常設委員会活動、教育啓発事業、労務相談活動、キャリア形成支援事業、受

託事業、組織の状況、公設委員会等委員の推薦、日本経団連等との連携等の事業、収支決算等について報
告をした。

なお、これに先立ち、本年度第 3回理事会（第 1回正副会長会議）が、10 月 26 日に、ホテルニューイ
タヤ南館地下 1階 ｢菊の間｣ で開催され、上記議案を報告し、了承された。

上期事業・決算報告を承認
本年度第 1回常任幹事会が、10 月 26 日、青木勲会長ほか、34 名の理事・常任幹事の出席を得てホテル

ニューイタヤ本館 3階「天平の間」において開催された。
会長の挨拶後、議事録署名人に財田忠典氏、田中久貴氏が選出され、会長が議長となって議事に入り、
下記の議案の説明と報告をした。
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栃 木 県 知 事 へ の 要 望

経済 5団体から栃木県知事への要望

県内経済 5団体は、令和 3年 10 月 28 日（木）、栃木県庁において、ウィズコロナにおける社会経済活動の再
開について～次なる感染拡大に備えて～」と題した要望書を福田富一知事に提出しました。
要請内容は 2項目で、再度の感染拡大（第 6波）に備え、十分な医療体制の確保や社会経済活動の回復に向け

た対策の検討・準備を求めたものです。要望には、当協会青木勲会長のほか、県経済同友会松下正直筆頭代表理事、
県商工会議所連合会藤井昌一会長、県商工会連合会、県中小企業団体中央会の会長代理が出席しました。福田知
事からは、「病床確保については国の指示に基づき作業を進めており、経済活性化策についてもしっかり取り組
みたい」との話がありました。
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栃 木 労 働 局 長 か ら の 緊 急 メ ッ セ ー ジ

栃木労働局長から、「死亡労働災害の多発による栃木労働局長緊急メッセージ」がありました。
労働災害が過去に例のないペースで増加していることから、“あわてず あせらず あなどらず”をキャッチフレー

ズとした「Aない声かけ 3か月運動」を全県下で展開しているので協力願いたいとのことです。労働災害防止の
徹底に向けた取組強化をお願いいたします。
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研 修 会 だ よ り

10月13日・14日の2日間、宇都宮市内会場にて、会員企業等から18名が参加して開催した。
㈱ウェルネット 専属講師の柴田珠美氏をお招きして、2日間で合格に必要な知識習得ができる対策セミナーを開催した。
当セミナーは、過去の出題傾向を徹底分析し、試験に出るポイントを絞った効率的な学習方法となり、難しい専門用語
や内容を語呂合わせでわかりやすく解説するなど、実践力が身につく内容となっている。
セミナー実施後のアンケートでは、以下のような意見があった。
　·出題傾向がまとめられていて勉強のポイントが明確だった。
　· 問題集での勉強だけであったが、実際に講義を受けて、整理しながら内容理解ができた。

11月2日、宇都宮市内会場にて、会員企業等から45名が参加して開催した。
2部構成となり、1部の「ハラスメントの概要、対策について」では講師に栃木
労働局雇用環境・均等室 室長の相川武志氏をお招きし、「職場におけるパワー
ハラスメントの現状」や「パワハラ法制化の概要」、「職場におけるハラスメン
ト」、「防止対策」等について講義を行った。
2部の「働き方改革のポイント」では、講師に鍋島事務所顧問の鍋島勝子氏を

お招きして、「働き方改革の基本概要」や「時間外労働の基準」、「有給休暇の
取得義務」等について講義を行った。
セミナー終了後のアンケートでは、以下のような意見があった。
　·ハラスメントは身近な問題でもあり非常に難しいと感じた。
　· 実例を交えた内容であったため、非常にわかりやすかった。

11月9日、宇都宮市内会場にて、会員企業等から17名が参加して開催した。
㈱インソース 武田幸子氏をお招きして、「中堅社員に求められる役割」や

「フォロワーとして上司を補佐する」、「リーダーとして後輩を指導、支援する」
「業務推進者としての問題発見力」等について講義を行った。
また参加者より事前に「中堅社員の仕事上の悩み」の課題を行い、このテーマ
に沿ってパネルディスカッションなど行った。
セミナー終了後のアンケートでは、以下のような意見があった。
　·ワークやロールプレイングなどを通して実践しながら今の置かれている立場につ
いて考えることができた。

　· 業種は様々だが似たような悩みを共有することができ、解決するテクニックを学べた。

実  施  報  告

○○○○衛衛衛衛生生生生管管管管理理理理者者者者受受受受験験験験対対対対策策策策セセセセミミミミナナナナーー

○○○○人人人人事事事事・・労労労労務務務務担担担担当当当当者者者者セセセセミミミミナナナナーー

○○○○中中中中堅堅堅堅社社社社員員員員向向向向けけけけ 初初初初級級級級リリリリーーダダダダーーセセセセミミミミナナナナーー
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新型コロナウイルスの対策について
当協会では会場事務局と協力し、感染拡大防止に細心の注意を払い開催いたします。新型コロナウイ

ルスの感染防止対策を徹底して実施いたしますが、状況により中止や延期もございますのでご了承くだ
さい。

日　時：2月25日（金）　10：00～16：00
会　場：宇都宮市文化会館（無料駐車場あり）
講　師：岡本 明夫 氏：オフィスOKAMOTO 代表
参加費：会員企業　3,000円、一般企業　6,000円（資料代・消費税込み）
内　容：1．入社時に学んだことを継続していますか／2．会社にとって必要な社員になるために／3．でき

る社員とダメな社員、何が違うのか／4．さらに成長するために何が必要か

講　師：弁護士　高仲 幸雄 氏：中山・男澤法律事務所
参加費：無料
内　容：1．今後の人件費負担／2．感染発覚時の対応／3．勤務形態の変更／4．従業員数の削減／　 

5．手当・休暇の見直し／6．今後の採用計画／7．就業規則等の改定／8．労働契約書の改定／
9．コロナ後の労務管理／10．社員の心身の健康（100問100答）

時　間：講座の時間は約3時間
申　込：①栃木県経営者協会ホームページ内のセミナー案内から申込み
　　　　（http://www.tochikei.jp/seminar2021.htm）
　　　　②QRコードから申込み

○○○○若若若若手手手手社社社社員員員員フフフフォォォロロロローーアアアアッッッププププセセセセミミミミナナナナーー
　～会社が求める一流を目指せ!!～

○○○○新新新新型型型型コココロロロナナナナウウウウイイイイルルルルススススでででで検検検検討討討討すすすすべべべきききき労労労労務務務務問問問問題題題題（（（（オオオオンンンデデデデママママンンンドドドド配配配配信信信信ササササービビビスススス））））

11月16日、宇都宮市内会場にて、会員企業等から19名が参加して開催した。
講師には平野浩視法律事務所 弁護士 平野浩視氏をお招きして、「自動車事
故を起こした場合の責任」や「従業員の自動車事故と企業の賠償責任」、「企
業防衛としての車両管理」、「飲酒運転」、「自動車保険と公的保険」等につい
て講義を行った。
セミナー終了後のアンケートでは、以下のような意見があった。
　· 問題になりやすいケースについて、事例に基づいて説明があったのでとても参
考になった。

　· 企業としての車両管理について改めて考えさせられる点が多かった。

○○○○自自自自動動動動車車車車事事事事故故故故対対対対策策策策セセセセミミミミナナナナーー
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講　師：弁護士　中井 智子 氏：中町誠法律事務所
参加費：無料
内　容：1．パワーハラスメントとは／2．管理職が押さえておくべきパワハラ予防・対策の基本／3．パワハ

ラと言われない部下指導法／4．ケーススタディ／5．パワハラのない職場づくりに向けて
時　間：講座の時間は約2時間
申　込：①栃木県経営者協会ホームページ内のセミナー案内から申込み
　　　　（http://www.tochikei.jp/seminar2021.htm）
　　　　②QRコードから申込み

セミナー詳細は、ホームページ（http://www.tochikei.jp/seminar2021.htm）をご覧ください。

○○○○管管管管理理理理職職職職ののののたたたためめめめののののパパパパワワワワーーハハハハララララススススメメメメンンンントトトト予予予予防防防防対対対対策策策策講講講講座座座座
　（オンデマンド配信サービス）

講　師：弁護士　末 啓一郎 氏：ブレークモア法律事務所
参加費：無料
内　容：1．労働組合性について／2．初期対応について／3．不当労働行為について／4．交渉方法につ

いて
時　間：講座の時間は約2時間
申　込：①栃木県経営者協会ホームページ内のセミナー案内から申込み
　　　　（http://www.tochikei.jp/seminar2021.htm）
　　　　②QRコードから申込み

○○○○合合合合同同同同労労労労組組組組案案案案件件件件へへへのののの対対対対応応応応（（（（オオオオンンンンデデデデママママンンンンドドドド配配配配信信信信ササササービビビスススス））））
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最近の主要労働判例から最近の主要労働判例から No.55

【事案】
　主に観光バス事業を営む債務者（従業員数20名）のバス運転手として勤務していた債権者が、債務者に
よる業務縮小を理由とする解雇の無効を主張して、債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にある
ことの確認を求めるとともに賃金の仮払いを求める事案。
　債権者は、令和2年3月20日、営業所長から、解雇とすることを告げられた。また、同日には、他の運転
手1名についても解雇が言い渡されたが、営業所長は債権者ら2名が解雇の対象となったのは、高速バスを
運転することについて挙手しなかったためであると説明した。令和2年3月25日、債権者は、債務者より、
同月31日付で解雇する旨の解雇予告通知書を受領した。同書面には、解雇理由として、「コロナウイルス
被害の拡大により業務縮小の為」と記載されていた。同月31日付で解雇又は雇止めとなったのは債権者を
含めて4名であり、さらに同年6月末付で1名が自主退職した。
　債務者は、令和3年7月2日、高速バス事業を開始するため、高速バスの運転手2名を新たに雇い入れて債
務者の従業員数は17名となったが、その後も観光バス事業についてはほとんど受注がなく、観光バス運転
手4名は原則として自宅待機となっている。

【判示事項】
　債務者は、新型コロナウイルス感染拡大によって、観光バス事業が全くできなくなり、同年3月中旬に
はすべての運転手に休業要請を行う事態に陥ったこと、同年3月の売上は約399万円、同年4月の売上は約
87万円であったこと、従業員の社会保険料の負担は月額150万円を超えていたこと、令和2年3月当時、雇
用調整助成金の支給も不透明な状況にあったこと等を考慮すると、その後に高速バスの運転手2名を新た
に雇用したことを考慮しても人員削減の必要性があったことは一応認められる。
　しかしながら、債務者は、人員削減の規模や人選基準等は説明せず、希望退職者を募ることもないま
ま、翌日の幹部会で解雇対象者の人選を行い、解雇対象者から意見聴取を行うこともなく、直ちに解雇予
告をしたことは拙速といわざるを得ず、本件解雇の手続は相当性を欠くというべきである。
　債権者が解雇の対象に選ばれたのは、高速バスの運転手として働く意思を表明しなかったことが理由と
されている。しかし、債務者が、全従業員参加のミーティングの中で、高速バスによる事業計画を乗務員
に示して乗務の必要性を十分に説明したとは認められないうえ、高速バスを運転するか否かの意向確認は
突然であり、当該ミーティングの場で挙手しなかったことをもって直ちに高速バスの運転手として稼働す
る意思は一切ないものと即断し、解雇の対象とするのは人選の方法として合理的なものとは認め難い。
　そうすると、本件解雇は、客観的な合理性を欠き、社会通念上相当とはいえないから、無効といわざる
を得ない。したがって、債権者は、債務者の従業員としての地位を有することが一応認められるから、債
務者に対し、賃金請求権を有するというべきである。

森山事件

コロナ禍での業務縮小を理由とする整理解雇が無効と判断された例

福岡地裁　令和3年3月9日　　判決　速報2454号

8とちぎ経協



【事案】
　一審被告大学が他大学と共同で博士課程を運営するというDNGLプログラム（文部科学省の補助事業）
に係る業務に従事する旨の有期雇用契約を締結して平成25年11月1日から勤務していた（合計3回更新）シ
ステムエンジニアの一審原告が、平成30年3月31日の雇止めが労契法19条に反し無効であると主張して提
訴し、さらに原審において令和元年8月9日付書面で同法18条1項前段に基づく無期転換権も行使したとい
う事案。原審は、提訴段階からの一審原告の主張等を総合考慮して無期転換権行使を認める等して地位確
認を認容したが、あわせて請求された賃金・賞与等の金額は全部認容しなかったため、双方が控訴した。

【判示事項】
　①一審原告採用前に施行された特定プロジェクト職員規程によれば、雇用通算期間はDNGLプロジェク
トの終期が限度と解するほかないこと、②システム構築のみエンジニアに担当させ、保守運営は職員に行
わせるつもりだったこと、③DNGLプロジェクトのシステム構築のためのエンジニアの費用は補助金から
支出することが予定され、当該補助金は平成31年3月31日までに限定されていたこと、④プロジェクト終
了後も一審被告大学に勤務するためにはプロパー職員になる必要があると説明されていたこと、⑤一審原
告も平成31年3月31日にDNGLプロジェクトが終了すると認識していたこと、⑥第1回・第2回更新時の労
働条件通知書でもDNGLプロジェクトの予算措置の状況等により契約更新を判断すると明記されていたこ
と等から、本件労働契約は最長でもDNGLプロジェクト終了時までに終了することが予定された有期労働
契約であるといえる。
　そして、一審原告の平成30年3月31日の雇止めには更新の合理的期待が認められ人員削減の必要性等も
なく雇止めは無効であるものの、他方で平成31年4月1日以降の更新期待は合理的といえない。
　また、無期転換権行使については、明確に無期契約に転換する意思を判別できる方法で行使することが
必要であり、令和元年8月9日付書面までは有期契約雇止めが無効である旨の主張しかしておらず、同行使
は認められない。

高知県公立大学法人事件

従事プロジェクト終了時点以降の更新期待の合理性を否定した例
高松高裁　令和3年4月2日　　判決　速報2456号

○森山事件福岡地裁決定について
（労働経済判例速報2454号中井智子弁護士論説から抜粋）

　この事件は、いわゆる整理解雇の有効性が問題となった。整理解雇の典型的な争点は、①人員削
減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④整理解雇の手続の相当性である。昨今、裁判例
は整理解雇について要素説に基づく裁判例が増加している傾向にあるといえる（略）。
　本件では、新型コロナ感染拡大を理由として海外旅行客の貸切観光バス事業が壊滅的になったこ
とにより、売上高が激減するという債務者にとって未曾有の事態が生じたが、裁判所は上記①～④
の各要素を全てあてはめ検討し、①は肯定したものの②乃至④についていずれも満たしていないと
判断した。
　この判断は緊急事態といえる状況にあったであろう債務者にとって酷とも思える。しかし、長期
化する新型コロナ感染問題によって業態の転換を余儀なくされる企業も多いところ、この裁判例は
そのような場合のリストラの留意点を示しているともいえる。経営状態が悪化した際、企業は業務
規模を縮小して経営危機を乗り切る場合もあるし、従前の事業を廃止して新たな事業に活路を見出
す場合もある。本件では、長期化する新型コロナ感染問題に対抗するため、債務者は売上の短期回
復は難しいと判断した観光バス事業から高速バス事業へと転換を図ろうとしていた。運転手にとっ
ては勤務形態が大きく変わるであろうが、運転手としての資格や経験を生かすことは可能ともいえ
る。高速バス事業計画や乗務の必要性についての説明が十分ではないとの本決定の指摘は、会社が
目指す経営改善計画に柔軟に対応した、慎重なリストラ策が必要であることを指摘しているといえ
る。

実務に役立つ労働法の知識
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【事案】
　平成27年10月15日付で控訴人（原審被告）との間で雇用契約を締結し、運行管理業務や配車業務に従事
していた被控訴人（原審原告）が、同29年6月1日をもって本社倉庫部門において倉庫業務に従事するよう
配置転換命令を受けたため、同命令が無効であると主張して提訴したところ、原審判決は運行管理業務の
職種限定合意の存在を否定しつつ、運行管理者の資格を有し運行管理業務や配車業務に従事してきたとい
う被控訴人の能力・経験が生かされない漫然とした配転であって権利濫用にあたり無効としたことから、
これを不服として控訴された事例。

【判示事項】
　控訴人は、配転命令前後に倉庫部門が新設されたので、同部門に被控訴人を配転する業務上の必要性が
あったと主張する。しかし、同命令日やその２カ月前の人員配置図を見ると、いずれも「倉庫部」「倉庫
所長P7」という記載があり、倉庫部門が新設された実態はないのではないかとの疑問を抱かざるを得な
い。
　控訴人は、被控訴人と他の従業員とを比較して本件配転命令についての業務上の必要性を否定すること
は、配転にあたり余人をもって代え難いという高度の必要性を実質的に要求するに等しく、不当であると
主張する。しかし、本件配転命令についての業務上の必要性を検討するにあたり、労働力の適正配置、業
務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化といった観点から、本件配転命令
時において控訴人に在籍していた被控訴人以外の従業員の事情を考慮することが許されないとする理由は
ない。
　本件配転命令は、そもそも業務上の必要性がなかったか、仮に業務上の必要性があったとしても高いも
のではなく、かつ、運行管理業務及び配車業務から排除するまでの必要性もない状況の中で、控訴人にお
いて、運行管理者の資格を活かし、運行管理業務や配車業務に当たっていくことができるとする被控訴人
の期待に大きく反し、その能力・経験を活かすことのできない倉庫業務に漫然と配転し、被控訴人に通常
甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせたものであるから、本件配転命令は権利濫用に当たり無効
である。

安藤運輸事件

職種限定合意の成立を否定しつつも、配転命令を権利濫用にあたり
無効とした原審判断が維持された例

名古屋高裁　令和3年1月20日　　判決　速報2457号

【事案】
　昭和60年に幼稚園教員資格取得後、平成17年4月から本件幼稚園の教諭として勤務するようになった原
告は、経験年数の点で上回るP1教諭を差し置いて平成24年4月に昇格して副主任になったが、これ以降、
P1教諭や原告の上司（P3教頭とP2教務主任）との関係が悪化し、平成25年4月から体調不良を訴えて出勤
しなくなり「うつ病、心的外傷後ストレス障害（PTSD）」と診断され休職するまでに至ったことから、
労災保険法に基づく休業補償給付の支給を請求した（不支給処分の取消しを求めた）という事案。

国・和歌山労働基準監督署長事件

単独で心理的負荷「強」の出来事は認められないが、
総合的に評価すると「強」であるとして業務起因性を肯定した例

和歌山地裁　令和3年4月23日　　判決　速報2458号

10とちぎ経協



【判示事項】
　P1教諭らが研修会を欠席したこと、P1教諭と言い争いになったこと、P1教諭から悪口や嫌味を言わ
れたこと、P1教諭と共同担任になったことなど、合計12個の出来事について、心理的負荷「強」「中」
「弱」のいずれに該当するかを個々に評価すると、4個の出来事が「中」、7個の出来事が「弱」と評価
される。残り1個は、教頭と教務主任の板挟みになったこと自体は業務起因性の判断対象にはならず、そ
の他の出来事を評価するに当たっての基礎事情として考慮すると位置付けられる。このように、単独で
「強」と評価されるものは認められない。
　しかし、本件各出来事は、いずれも共通の人間関係を基礎とする中で連続して起きたものとして、発症
前6か月を超える出来事も含めて総合的に評価するのが相当である。P1教諭らが研修会を欠席した出来事
は、職場環境、関係者間の軋轢その他の状況に照らし、「強」に近い負荷があり、その後の一連の出来事
により全体として心理的負荷が増大していったと評価できる。
　結論として、これら一連の出来事を総合的に評価すると、発症直前に生じていた心理的負荷の強度は
「強」であったといえ、業務起因性が肯定されるから不支給処分は取消されるべきである。

○安藤運輸事件名古屋高裁判決について
（労働経済判例速報2457号岡正俊弁護士論説から抜粋）

　本判決の考え方は、従前の業務を継続できることに対する労働者の期待という、いわば労働者の
意向に配慮すべきというようなものであり、実務上の対応という点では理解できるが、このような
不明確な事情が法的保護に値するものとすべきかという疑問がある。本件では、採用時に一定の業
務に従事することが前提となっており、採用後も一定期間その業務に従事してきたこと等をもっ
て、上記のような期待が労働者に生じているとするが、このようなケースは少なくないと思われ
る。このような場合に使用者の配転権の行使が無効となってしまい制限されるのでは、使用者の人
員配置における裁量の範囲が狭くなってしまうのではないかと危惧される。
　さらに本件判決が、そのような労働者の期待とこれに対する使用者の配慮があるべきとの判断を
前提に、不当な動機・目的や経済的・生活上の不利益も認められない今回のケースにおいて、労働
者の期待に大きく反すること等を理由に、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負
わせるものとして権利濫用に当たるとした点も疑問がある。
　使用者の配転権を制限する労働者側の不利益としては、労働者の生活に著しい支障を来すような
不利益、すなわち経済的・生活上の著しい不利益を考慮すべきであり、そのような不利益や不当な
動機・目的もないのであれば、配転権を有する使用者側の判断を尊重すべきではないかと思われ
る。
　このように本件判決は法的判断としては疑問が残るところであるが、使用者が配転を命じる際の
実務対応としては、使用者の権利の行使といえども安易に配転を行うのではなく、配置転換の必要
性をよく検討し、対象労働者の理解を得るべく十分に説明を行った上で配転を行うことが、労務ト
ラブルを防ぐためにも必要と思われる。また、本件判決を踏まえれば、配転による労働者側の不利
益についてもより慎重に検討する必要があると思われる。

実務に役立つ労働法の知識
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㈱共立
代表取締役　石綱　知進
〒321-0912
宇都宮石井町3379
TEL:028-656-3508
FAX:028-656-3509
県内従業員数　16名
＜事業内容＞機械器具設置業、

　　　　　　　　　　　　　　  管工事業

―9月―
1日 しもつけフォーラム（Web会議）（専務理事）
8日 経団連地方・業種団体情報連絡会

（Web会議）（専務理事）
9日 労働委員会（専務理事）
10日 安全体感技塾
13日 カーボンニュートラル会議（延期）（会長 専務理事）
14日 労働委員会関東ブロック会議（Web会議）

（専務理事）

16日 関東経協持ち回り専務理事会（17日まで）
（延期）（専務理事）

22日 特定最低賃金審議会 合同専門部会（中止）
（専務理事 課長）

新入社員セミナーPart2（中止）
とちぎ外国人材活用推進協議会 製造業部会
オンライン会議（専務理事）

24日 栃木トヨタ自動車「ミナテラスとちぎ」内覧会
（専務理事）

29日 連合要請（就職差別）（専務理事）
30日 栃木県ボランティア活動振興センター運営委

員会（Web会議）（部長）

―10月―
1日 労働委員会（専務理事）

第1回栃木県特定最低賃金審議会（電気）（部長）
6日 第1回栃木県特定最低賃金審議会（自動車）

（専務理事）

7日 労働委員会（専務理事）
12日 経団連幹事会（Web会議）（専務理事）

栃木産業保健総合支援センター運営協議会
（専務理事）

13日 衛生管理者受験対策セミナー（宇都宮会場）
（14日まで）

経団連地方・業種団体情報連絡会
（Web会議）（専務理事）

14日 しもつけフォーラム（専務理事）
15日 第2回栃木県特定最低賃金審議会（電気）（部長）
18日 再犯防止の集い・講演会（事務局長）
19日 経団連育児・介護法（Web説明会）（専務理事）

第2回栃木県特定最低賃金審議会（自動車）
（専務理事）

第1回栃木県特定最低賃金審議会（塗料）（部長）
21日 地方団体連絡協議会（Web会議）（専務理事）
22日 北関東三県経営者協会交流会（延期）
25日 ＯＪＴ指導者セミナー（中止）

第2回栃木県特定最低賃金審議会（塗料）（部長）
26日 第3回理事会（第1回正副会長会議）

第1回常任幹事会
27日 コミュニケーションスキルUPセミナー（中止）

関東経協会長会議（Web会議）（会長 専務理事）
28日 東京経営者協会主催産学交流会（Web開催）

第5回栃木地方最低賃金審議会（部長）
21日 外国人材活用促進Webセミナー（専務理事）

新  会  員  紹  介（敬称略）

業 務 日 誌
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Ｅメール登録のご案内ＥメＥメールールル登録登録の録のごのご 内録のご案案内登Ｅメール登録のご案内

info@tochikei.jp

会員を募集しております
皆様からのご紹介をお待ちしております

総合窓口

教育関係

Eメール登録

調査関係

（一社）栃木県経営者協会
TEL：028（611）3226　　E-mail：info@tochikei.jp
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談相務相務相税務税・労務・税法法律・・・労労務・務・・税法律法律・労労務 務務務相相相税税税 談務 談税 相税 談務・・・ 務相談相談務務 談税 談相談務 談税務 談相税 談税務相相談務 談税務・税務税務相務相談法律・労務・税務相談 のお知らせ

法律・労務・税務に関する無料相談

弁護士・特定社会保険労務士・税理士 無料

平　野　浩　視　氏
鍋　島　勝　子　氏
小　林　恒　夫　氏

こんな相談をお受けします

お問合せ： （一社）栃木県経営者協会　TEL 028（611）3226
受付時間： 平日　08：45～17：15

とちぎ経協

発　　　行　　一般社団法人 栃木県経営者協会
　　　　　　　〒320-0806　宇都宮市中央3丁目1番4号
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　　　　　　　TEL 028-611-3226　FAX 028-611-1601
　　　　　　　ホームページ：http://www.tochikei.jp
　　　　　　　E-mail：info@tochikei.jp
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NO.484

15 とちぎ経協







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /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 true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.14286
  /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 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.14286
  /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 1.25000
  /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 (None)
  /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


