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企業行動憲章
−社会の信頼と共感を得るために−

社団法人　日本経済団体連合会
社団法人　群馬県経営者協会

　企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在でなけれ
ばならない。そのため企業は、次の10原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルールおよびそ
の精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する。

１．社会的に有用な製品、サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、消費者・顧
客の満足と信頼を獲得する。

２．公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。
３．株主はもとより、広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
４．従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。
５．環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積

極的に行動する。
６．「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。
７．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。
８．国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展

に貢献する経営を行う。
９．経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内に徹底するとともに、

グループ企業や取引先に周知させる。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、
企業倫理の徹底を図る。

10．本憲章に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかにし、原
因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行し、権限と責任を明確
にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。
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　明けましておめでとうございます。
　皆さまには健やかなる新春を迎えられたことと心よりお慶び申しあげます。

　平成20年を振り返りますと、燻り続けていたサブ

プライム問題は、米証券大手リーマン・ブラザーズの

経営破綻に発展し、米欧を中心とする未曾有な金融危

機を引き起こしました。世界経済は急激に後退色を強

め、日本経済にも深刻な影響を与えることになりまし

た。世界各国で様々な施策が講じられていますが、な

かなか底が見えず、この状況はしばらく続くものと予

想されます。

　一方、相変わらず産地や製品の偽装、農薬や有害物

質の混入などが次々に発覚しました。目先の利益を求

め、お客様の信頼を失墜させた企業のコンプライアン

スや企業倫理が激しく問われ、失った信用を取り戻せ

ず、市場から見放されるところもありました。

　昨年の県内景気は、前半は石油や原材料価格の高騰

がありましたが、好調な輸出に支えられ比較的順調に

推移しました。しかし、9月以降、急速に冷え込んだ

世界経済の影響を受け、一部の業界では既に生産調整

や雇用調整を余儀なくされるなど、様相は一変しまし

た。急速な円高に加え、世界規模での生産量の減少

は、県内にも大きな影響を与え始めています。

　こういった状況下、いかに生き残るかが経営者の役

割だと思っております。今ものすごいスピードで世の

中が変化しています。社内体制を引き締め、役職員一

丸となり全てを見直し、この変化に対応していくこと

が大切です。

　また、グローバル化の進展の中で、地方のものづく

りの集積が崩れてきたのではないかと懸念しておりま

す。もう一度品質管理を徹底するとともに、人材育成

にも力を入れる必要があります。

　今年は、雇用問題や労務問題など経営者協会の役割

は一層大きくなると思います。会員の皆様のお役に立

つとともに、総合経済団体として「魅力ある群馬県経

営者協会」を目指し、活動の充実を図っていく所存で

す。皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

　結びに、皆様のご健勝をお祈り申しあげ、新年の挨

拶といたします。

年頭に当たって
社団法人群馬県経営者協会　会長　牛久保　雅　美
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　あけましておめでとうございます。

　年頭に際し、一言ご挨拶を申し上げます。

　米国のサブプライムローン問題を端緒として、世界

経済はいま危機的状況にあります。各国の金融システ

ムや為替相場、株式市場は大きく揺らぎ、実体経済に

も悪影響を及ぼしております。まさに同時不況の瀬戸

際に立っており、当局の政策が奏功したとしても、金

融市場の安定や実体経済の回復には相応の期間を要す

ることを覚悟しなければなりません。

　日本経済も深刻な影響を受けております。わが国経

済を牽引してきた輸出は鈍化し、金融機関の貸出態度

も一段と厳しくなるなど、特に中小企業の多い各地域

の経済は大打撃を受け、一層の景気の悪化が懸念され

ております。

　わが国企業は過去、オイルショックやバブル崩壊後

の厳しい経営環境を、血の滲むような努力により克服

してきました。これらの危機を乗り越えられた要因の

一つに、わが国の労使関係が経済状況や企業実態を重

視する成熟したものへと深化していたことが挙げられ

ると思います。過去の経験・教訓を踏まえ、今回も労

使が危機感を共有して、一丸となって危機を乗り切る

姿勢が求められております。

　一方、このような経営環境は、他社が追随できない

競争力を築いていく好機と捉えることも可能です。苦

しい環境の下でも自らの力で発展・成長していくこと

のできる体力づくりに取り組むことも重要と考えま

す。

　われわれは未来への責任を負っています。まずは、

各地域を支える皆様方の協力を得ながら、この難局を

乗り切っていきたいと存じます。同時に、わが国を希

望に満ち、活力あふれる経済・社会にするために、引

き続き諸課題に全力で取り組んでまいる所存です。

　皆様のご健勝を祈念し、年頭の挨拶といたします。

新年挨拶
社団法人日本経済団体連合会　会長　御手洗 冨士夫
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　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、野球やサッカー、ラグビー、駅伝などス

ポーツを中心に明るい話題の多い1年でした。8月の北

京オリンピックでは、ソフトボール日本代表チームが金

メダルを獲得し、全国に夢と感動を与えてくれました。

　また、食育推進全国大会や全国高等学校総合文化祭

など、県内外から多くの皆さまをお迎えした1年でもあり

ました。中でも、全国都市緑化ぐんまフェアには142万

人もの来場者があり、県外のお客さまにぐんまの魅力を

満喫していただけたと思っています。

　群馬県には、優れた産業や魅力あふれる観光資源、

情が厚く誠実な県民性など、全国に誇るべきものがた

くさんあります。しかし、今までは知名度が低かったた

め、その良さを十分に伝えられなかったのではないで

しょうか。そこで、ぐんまの魅力を都心から全国に発信

しようと、東京の銀座にぐんま総合情報センター（愛称・

ぐんまちゃん家
ち

）を開設しました。市町村とも連携し、

物産販売や観光イベントを行うことで、最近ではテレビ

や雑誌に、群馬県が取り上げられることも多くなったと

思います。

　知事が率先して、群馬県を売り込むことも大切です。

企業立地セミナーを東京と名古屋で、展示商談会をトヨ

タ自動車本社で開催したほか、東京の築地市場ではぐん

まの農産物の素晴らしさをアピールし、中国の上海市と

広州市では海外からの観光客誘致に努めました。県経

済に活力を与えるため、これからもトップセールスに力を

入れていきます。

　今、国際的な金融危機の影響を受けて、国内外で景

気の減速が鮮明になってきました。しかし、わたしは群

馬県が持っている技術力やブランド力、立地条件などの

優位性に自信を持っています。各界の皆さまと力を合わ

せてこの難局を克服し、群馬県が大きくはばたけるよう、

全力を尽くしたいと思います。また、県民の皆さまに、

将来にわたって安心、安全な生活を送っていただけるよ

う、しっかりと県政のかじ取りをしてまいります。

　皆さまのご健康とご多幸を心からお祈り申し上げ、新

年のごあいさつといたします。

新年のごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　　　
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　平成21年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。

　また、旧年中は、労働行政の推進に当たり格別のご
理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、最近の経済情勢は、世界的な金融危機の深刻
化や世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為替市場の
大幅な変動などから、雇用情勢などを含め、景気の状
況がさらに厳しいものとなることが見込まれています。
　県内の雇用情勢について見ますと、有効求人倍率は
全国でトップクラスの水準で推移していますが、新規求
職者数は平成20年6月以降、対前年同月比で増加する
一方、新規求人数は、平成20年3月以降、対前年比
減少傾向で推移するなど、厳しさを増しています。
　特に、今後、派遣労働者、有期契約労働者等の非正
規労働者等を中心とした、大量離職の発生や新規学卒
者の内定取消しも懸念されることから、昨年12月3日
に「群馬労働局緊急雇用対策本部」を設置し、県内事
業所における雇用の維持と雇用調整により離職を余儀な
くされる方々への再就職を支援するため、群馬県等と連
携して効果的な雇用対策を実施して参ります。
　また、労働者を取り巻く厳しい環境にあって、解雇や
労働時間など労働条件を巡る労働相談や申告が後を絶
たず、長時間労働の抑制をはじめ、労働条件の確保・
改善対策の実施が強く望まれることから、労働基準関
係法令違反に対して、厳正に対処するとともに、労使の
自主的な取組の促進に努めて参ります。
　さらに、雇用・就業形態の多様化を背景に個別労使
間のトラブルが増加しているところから、労働契約に関
する基本的ルールを定めた「労働契約法」の周知を図る
ことなどにより、個別労働紛争の防止に努めて参ります。
　労働災害は、休業災害、死亡災害ともに減少する見
込みであるものの、重大災害は前年に比べて増加してい
るところから、企業の自主的な安全衛生管理体制の確

立を促すほか、労働災害防止対策の徹底に努めて参り
ます。
　また、労働者の健康確保では、健康診断の有所見率
が年々増加していることに加え、業務による脳・心臓疾
患、精神障害等事案が発生していることから、過重労
働防止対策やメンタルヘルス対策を推進するとともに、
被災労働者等の方々に対する適正かつ迅速な労災補償
に努めて参ります。
　また、パートタイム労働者が増加する中、賃金などの
待遇が働きや貢献に見合っていないといった問題が生じ
ていることから、パートタイム労働者の公正な待遇の実
現を目指すため、事業主等に対し、昨年4月より施行さ
れた「改正パートタイム労働法」の周知徹底に努めて参
ります。
　併せて、仕事と家庭の両立を推進するため、「育児・介
護休業法」に基づく「育児・介護休業制度の定着」、「次
世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動
計画の策定・届出及び認定」の普及促進に努めるととも
に、男女均等取扱いの徹底を図るため、「男女雇用機会
均等法」の周知徹底に努めて参ります。
　群馬労働局では、本年におきましても、県民の方々の
信頼や期待に応えるべく、労働関係法令の遵守の徹底、
地域の実情に即した総合的な行政サービスを積極的に
推進し、雇用・労働条件を改善させ、県民の不安感を
払拭するとともに、仕事と生活の調和が図られた、安心
して働ける社会の実現を目指して各種施策を積極的に推
進して参りますので、一層のご支援、ご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。
　結びに、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、
ご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただき
ます。

年頭ご挨拶
群馬労働局　局長　鮫　島　裕　司
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　平素、日本銀行および私ども前橋支店の諸活動につ

きまして、格別のご支援ご協力を賜り、衷心より御礼

申し上げます。

　昨年来、国際金融資本市場の混乱と実体経済の悪化

の相乗作用が働き、世界経済は全体として減速傾向が

より明確化しています。各国の政府や中央銀行によっ

て矢継ぎ早に措置が採られていますが、現状、状況改

善の糸口はみえません。その理由であり、今次混乱の

特徴点でもある以下の2点を踏まえておくことが重要

です。

　第1に、今回のグローバルな景気の悪化・減速や金

融危機に先立つ数年間、世界経済は持続可能な安定的

な成長の軌道を上回る高い成長率を謳歌してきまし

た。現在は、この間に蓄積された様々な過剰や不均衡

の調整過程です。これらの整理に伴う大きな損失は、

企業の過剰債務の解消と同様、日々の経済活動から生

じるフロー所得で穴埋めせざるを得ません。調整を終

了させるまでには一定の時間を要します。

　第2に、90年代以降、金融・経済のグローバル化

が進展し、世界経済に大きな恩恵をもたらしました。

そして今、世界経済は、金融・経済の結び付きが強固

になった状況の下で初めて景気悪化・減速に見舞われ

ています。既に新興国の資金の流れには変調が生じて

います。新興国は世界経済成長の牽引役です。資本不

足に起因する最終需要の減少は先進国経済にも跳ね返

ります。

　こうした厳しい経営環境の中、企業経営者の皆様を

訪ねる頻度・範囲を増やしています。受注の急激な減

少、不確実性の高まり等の不安と苦しみに満ちた心情

は我が肌身を貫き心の奥底に突き刺さっています。そ

のうえで能天気との謗りを覚悟の上で申し上げれば、

今を「好機」と捉える余地もあるように思います。

　「神は細部に宿る」という言葉があります。モノ造

りで言えば、超繁忙の時には受注に応えることに精一

杯でしたが、細部を凝視すれば、要改善事項は見つか

る筈です。小さな穴を早期発見・早期解決できるか否

かで経営の成否は決まると言われています。今こそ、

無駄を排除し、より低コストで効率的な仕組みに直

す、さらに、「省エネなくして成長なし」という新たな

時代に生き残る研究（例えば製品の軽量化等）に注力

する好機です。米国の故ケネディ大統領も、「中国語で

書くと“危機”と言う言葉は二つの単語からなる。一

つは“危険”であり、もう一つは“機会”だ」という

名言を残しました。

　結びに、皆様が危機を機会と捉える強かな気構えで

この難局を乗り越え、中長期的な成長の礎を築き、ひ

いては本県経済の更なる発展に繋がることを祈念いた

しまして、川柳一句を添えさせて頂き、年頭のご挨拶

とさせて頂きます。

　　　　　天啓の　息吹あれかし　初茜

年頭にあたって
日本銀行前橋支店　支店長　柴　山　卓　也

群馬県経営者協会　会報№209（2009.1.20発行）

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
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年頭のご挨拶
連合群馬　会長　大　橋　　　豊

　皆様方には、ご家族お揃いで健やかな新年を迎えら

れていることと、心よりお慶び申し上げます。

　また、日頃より連合群馬の諸活動に対しまして、絶

大なるご支援とご協力、さらにはご指導をいただいて

おりますことに、心より感謝と御礼申し上げます。

　2008年は、米国サブプライムローンの影響を受け、

景気は下り坂との認識に立ち、厳しさは覚悟の上でス

タートしました。しかし、米国はその後深刻な金融危

機に陥り、後半は全世界的な景気後退の度合いが日を

追うごとに深刻となり、個人消費マインドが冷え込

み、さらに景気が後退するという状況となりました。

この状況は、労使が協同してこれまでやってきた施策

では到底対応できない、想像を越えた荒波であると認

識しておりますが、この厳しさは長期化の様相を呈し

ております。

　県内におきましても、雇用問題をはじめ、組合員は

不安を抱えての生活を余儀なくされており、経営を心

配する声が日増しに大きくなってきています。これま

で先輩方が築き上げてきた信頼関係をベースとして、

行政も含めた連携をさらに強化していくことが重要と

考えます。

　お陰様で、群馬県は「新春労使セミナー」共同開催

など、他県には例を見ない労使関係を構築させていた

だいておりますので、これをさらに強固なものとする

チャンスと捉えて、このような厳しい状況の中だから

こそ、これまで培った労使関係の原点に立ち返り、「今

なすべきことは何か」「現状のどこに問題があり、何を

打開すればよいのか」等、現状分析に基づく現状認識

を共有し、危機を乗り切る短期的な対応策と中・長期

的な進むべき方向について真摯に論議することが大切

であると思います。

　経済環境が厳しい年頭に当たり、経営に携わる皆様

には、これまで以上に的確な舵取りと、強いリーダ

シップを発揮していただくことを切にお願い申し上げ

ます。

　「事業の発展なくして組合員の幸せなし、組合員の

努力なくして事業の発展なし」との認識の下、労使が

しっかりと前を見て種々取り組みを、スピード感を

持って進めることが重要と考えます。

　連合群馬は、「県民が安心して暮らせる地域社会を目

指して」をスローガンに本年も多くの取り組みを計画

しております。引き続き貴協会の皆様には、ご理解と

ご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

　新年あけましておめでとうございます。
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県知事に対し緊急雇用対策の要請書提出
　去る12月22日、連合群馬と連名で、群馬県知事に対し、緊急雇用対策に関
する要請書を提出しました。連合群馬とは、労使の立場の違いを踏まえながら
も、「労使が共同でできることは共同で実践しよう」との合意の下、各種の提言
や新春労使セミナーの開催などを行ってきています。
　今回は、急激な景気悪化への対応に関し、労使の努力の限界を超える事項
─主に雇用面での対策─について、県並びに県を通じて国に要請したもので
す。群経協からは曽我隆一副会長と松井義治副会長が、連合群馬からは大橋
豊会長と丸山満副会長が出席し、曽我副会長と大橋会長より、要請書が知事
に手渡されました。

　米国に端を発した世界的な金融危機は、実体経済に影響を及ぼし、世界同時不況の様相を呈するなど、1930年
代の世界恐慌以来最も深刻な経済状況に陥っています。ワシントンで開催されたG20金融サミットでは、金融・
経済対策の国際協調について合意がなされましたが、その成否は、今後、各国が、いかに迅速かつ適切な施策を
実施するかにかかっています。
　日本国内では、急激な円高と株安のもと、世界的な景気後退等による外需の減少、物価の高止まりと家計の改
善の遅れによる内需と地域経済の低迷に加え、雇用情勢も厳しさを増しています。労働者としての企業業績向上
の努力や一企業の経営努力だけでは解決しえず、深刻な雇用問題が生じております。中央、地方の行政において、
強力かつ的確な政策運営ならびに予算措置による雇用対策をはじめとした緊急的な政策対応が喫緊の課題です。
　私たち労使がやるべきことは確実に実行していく中で、労使では解決できない課題については、中央、地方の
行政が緊密な連携をはかり、適切な経済対策、金融対策、新たな雇用創出対策など、県民の将来不安を解消する
ための施策を実行して頂きたいと考えます。
　つきましては、貴職におかれましては、以下の内容を当面の政策運営および予算措置に十分反映するとともに、
政府に対して強く要求されることを要請いたします。

記

　地方における中小・地場企業への信用収縮対策をすすめるとともに、県政につぎの政策を求める。
 （１）金融機関の融資拡充対策
　　①中小・地場企業に対する政府系金融機関への資金供給を拡充する。
　　②信用保証制度のさらなる拡充と、適正かつ迅速な制度運営をはかる。
　　③金融検査マニュアル（中小企業融資編）の趣旨・内容を周知徹底し、画一的・一律的な適用はしない。

 （２）雇用創出、消費回復、地域経済の再生など内需の拡大につながる政策運営。
　　①地域経済の活性化に向けて、政府、自治体の予算を増額し、様々な分野での雇用拡充をはかる。
　　②福祉、教育、環境、防災等国民の暮らしに直結した歳出項目への予算措置の重点化を進め、加えて雇用
　　　拡充をはかる。
　　③ものづくり産業における技術・技能労働者確保等への支援措置を拡充する。
　　④食料自給率向上に向け、農林水産業の振興に向けた取り組みを通じて、ふるさと雇用の再生をはかる。
　　⑤原油価格の低下や、円高メリットを生かした消費拡大に取り組み地域経済の活性化をはかる。
　　⑥住宅困窮者に対し、公営住宅、民間賃貸住宅等への入居支援、住宅入居資金の低利貸付制度を拡充する。

　県より政府に対し、つぎの政策実現を要求する。
 （３）所得税制度改革
　　①物価上昇分に相当する家計支援策として、中低所得者層を中心に所得税減税を実施するとともに、生活
　　　困窮世帯に対する補助金制度を創設する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

2008年12月22日
群馬県知事
　大　澤　正　明　様 社団法人　群馬県経営者協会

　　　　　会　長　 牛久保　雅　美
日本労働組合総連合会  群馬県連合会

　　　　　会　長　 大　橋　　　豊

政策運営および予算編成等に関する要請書
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牛久保会長講演録
（要約）

はじめに
　社長を辞めてちょうど今年で8年です。よその人は、

牛久保雅美をサンデンのオーナーと言いますが、私は

自分自身をサンデンのオーナーだと思ったことはありま

せん。ある人が私のことを、「ファウンダーだよな」っ
て言ったんです。この30年間一生懸命になって引っ
張ってきたファウンダーとしての位置は納得します。
その結果、私はやっぱりサンデンに対する思い、これ

は強いです。ではその思いってのは何なのかを考えてみ

ると、結局、サンデンが安定してずっと栄えていって欲

しいという思いです。もう一つは、この年になり、少な

くとも、この何十年間か、世界中を飛び歩き、色んな

経験をしてきたこと、これを後の人に知らせる義務があ

ると思っています。大げさに言えば社会貢献といいます

か。私どもの会社の社是でもありますし、とにかく社会

に貢献することが会社の一番の使命であるということ

で、やはり私の経験を皆さん方に話してやる義務がある

んじゃないかと思っています。今日、若し偉そうに聞こ

えることがあるとすれば、恐縮ですが、私の体験、感

じたこと、特に、最近の経済情勢についての私の考え

方と、後継者問題について、話をさせていただきたい

と思います。

アメリカ市場の弱体化が経済に大打撃
　ちょうど今から15年くらい前、私が社長になってす

ぐのことですが、大変な円高で1ドル80円まで上がり、

サンデンの利益がなくなって、減配に次ぐ減配、挙句

の果てには、このままの為替の状況だったら、来年社

長をクビだなあと思ったことがありました。あの頃は、

円高があり、環境対策があり、色々なものが重なって、

取引先の皆様方に「何とか一緒になって頑張っていた

だきたい」と、地獄の釜の蓋を見ながらお願いしたの

を覚えています。その時と今回とは、状況がまったく違

います。何が違うのかと言うと、サブプライムだの何だ

の、金融の話がありますけれども、何と言ってもアメリ

カのビッグ3の問題です。これは今までの経済の中で

なかったことです。たとえばGEは元々テレビや冷蔵庫

等をアメリカ国内で作っていましたが、それがだんだん

外へ出て行ってアメリカで作らなくなった、という歴史

がありますよね。今回の場合も、自動車産業がだんだ

ん無くなるなら、これは手の打ちようがあるんです。と

ころが、ついこの間まで社長が何億円という給料をも

らっていた会社が、急に破綻でしょう。この「急に」が

一番の問題なのです。日本の経済や世界の経済が、こ
れからどう回復するかは、ビッグ3がどう再生するか
にかかっているのではないかと感じています。いずれ
にしても、アメリカの興廃が世界経済の浮沈を握って
いるので、ビッグ3が支えるのか、日本のメーカーが
支えるのか、あるいはヨーロッパのメーカーが支える
のか、これがどうなるかに時間がかかるということで
はないかと思います。

円高と為替変動について
　そこで、我々はどうしたらいいのかということです。

例えばサンデンが影響を受ける問題は2つあるわけで

す。ひとつは、先ほど申しましたが、生産量が減って

しまうということ、これが一番大きな問題です。生産

量が減るということは、群馬県の経済にも大きく影響す

るのではないかと思います。もうひとつは、為替の問

題です。たとえば昔の円高の時は、もちろん為替だけ

の問題でなく、地元に工場がないとお客さんが買ってく

れないということもありましたが、アメリカに工場をつ

くり、ヨーロッパに工場をつくり、色々なところに工場

をつくって対応しました。しかし、今回の為替変動は、

短期間に大きく動いている。特に私どもの場合はユー

群経協合同地区懇話会　平成20年12月5日



ロですが、ユーロがついこの間まで160円、それが今

110円です。3分の1落ちたんです。円に対するユーロ

の価値がなくなっているんです。ドルもそうです。ただ、

この為替の問題というのは、一過性の感が強いのです。

かつて、360円から80円にまでなり、当時は随分きつ

かったけれども、でも、円が高くなるってことは、日本

にとっては良いことです。「円を持って行っても世界中が

相手にしてくれない？」これは円にとって大変なんです。

ですから、円高というのは、決して悪いことばかりでは

ないんです。ただ問題になるのは、急激な変動ですね。

大幅な変動が今もって落着していない。ただしこの件

については、必ずどこかで収斂してくる。だから、世界

不況により消費支出が減り、生産が減ることよりも楽だ

ということです。

　いずれにしても、大きい企業だからといって安心で
きない。大きい企業であろうが小さい企業であろう
が、企業は生き物だという点では同じです。ではど
うしたらいいか？　それぞれの企業の立場により違
いはあると思いますが、やはり、バタバタしないで、
じっくり、嵐が過ぎ去るのを待って、様子を見て動
く。これが大事なのではないかと思います。この時
期をどう乗り越えるかは、経営者の腕、役割だと思
います。

会社経営の後継者には歴史を伝え、
外からの刺激を
　それから、私は、歴史が大事だと思っています。後
継者を選ぶ人たちは、自分が何をやってきたか、ど
うやってきたかということを、下にしっかりと伝える
べきだと思います。歴史を語るべきです。歴史を知っ
ていると、先を読めます。今回の状況下でも、私はあ

まりガタガタしていません。それは、私の歴史の中で、

こういう嵐がきてこういう風が吹いたときにはこうなん

だという、自分なりの経験があるからです。「ガタガタし

なくたって大丈夫だ。そのうちに過ぎるよ」と。一生、

朝から晩まで風が吹いている世の中はない。冬が来れ

ば春は必ず来るということです。

　会社の歴史ということで考えると、会社は永遠に
続いていかなければならないと言います。会社が続
くということは、会社の信用力です。「この会社の社

長はいつどうなるか分からないよ」という会社との取引

は、無くなってしまいます。結局は信用問題です。社会

で人間が仕事をしていく上では、お互いの信用が基本

です。人間は信用で生きています。会社もやはり信用で

す。信用とは何かと言ったら、長く続いていることだと

私は思います。だから会社は続いていかなければなら

ない。別な言い方をすれば、だんだんなくなる。消える

が如くなくなる。これはいいかも知れません。消えるが

如くなくなるのは別にいいけれど、今まで信用していた

人が、明日いなくなったら、これは大変なことです。

　そうならないように、後継者をどのようにつくってい

くか。これを皆さんも多分、お悩みだと思いますし、私

もそうです。

　社員の教育という視点で、我が社の歴史を考えてみ

た場合、創業時代の役員がやってきた営業活動はすご

いものです。子供ながらに見ていて、私はそれが当たり

前だと思っていました。役員がトップ外交で日本中、世

界中歩いて、ガンガン営業活動をやるわけです。そう

いう基礎の下に、今のサンデンがある。こういう歴史を

いかに伝えていくかということが、今、私が痛切に感じ

ていることです。

　私自身、サンデンのこの30年間、海外事業をゼロ

からスタートしたわけです。ゼロから始めて今、海外を

含めて1万数千人。当時、私が始めた時は国内だけで

すから約3,000人。海外展開に当たっては、目の色の

違う人、肌の色の違う人、髪の色の違う人、世界中の

人にどんどん来てもらって、ここまできたわけです。で

すからサンデンというのは、外から見ると同族企業に
見えたかも知れませんが、中身はいわゆるコスモポリ
タンでやってきた会社です。で、この何年間か、私が

社長を辞めてから、ほとんど外からの人を入れてなかっ

た。ということで、今回、6月に外から役員を思い切っ

て入れたわけです。半分くらい取締役を外からスカウト

しました。はっきり言って、訳の分からない人に役員に

なってもらうわけですから、かなりリスクはある。リス

クはあるけれども、今放っておくよりも間違いなくよくな

るという考え方です。私なりの思いで、今サンデンの経

営陣に対して、外からの刺激を与えているわけです。

　外に出て刺激を受ける。外からの刺激を中に積極
的に入れる。これが会社活性化の基本であり、創造
の原点であると思います。　　　　　　（文責：事務局）
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牛久保会長講演録
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　世界中混沌としているし、政治も混沌としている。一

口でいうと、経済はアメリカを震源地とする大地震・大

津波がグローバルに襲っているということなんで、アメ

リカが落ち着くまでは、何やってもなかなか難しい。ア

メリカに買ってもらっている、あるいはアメリカから買っ

てくるという大動脈が詰まっちゃうわけですから、なか

なか日本だけで健康体に戻るということはないと思うん

ですね。このアメリカの大地震というのは、よく100

年に一度といいますが、フーヴァー大統領（1874〜

1964）の時代にあったといいます。そういう過去の経

験から、こういうときに何をすればいいかということを、

世界が認識している。例えばフーヴァー大統領の時は、

不景気になったから、輸入を禁止して、自分のところの

ものを売れるようにしたので、段々ブロック経済になる

わけですよね。結局第二次大戦が始まるわけですけれ

ども、そういうことをやっちゃまずいよということだけは

わかっているんですね。それから、貸し剥がし。俺のと

ころが潰れたら大変だというんで、みんなワーッと、そ

れこそ日本で起こった貸し剥がしどころの話ではなくて、

俺さえ生き残ればいいと、藁をも掴む勢いでみんな貸し

剥がしをした。これも良くないことだということは世界

が共有しているから、なるべく金利を安くして、資金の

供給をふんだんにやっている。だから、対処の方法は

みんなわかっているわけですよね。何しろ協調しなけれ

ばいかんというのもわかっている。それでもどでかい後

遺症が残るだろうと思います。

　アメリカがどうやって回復するのかは、これは非常に

難しいと思う。結局アメリカの衰退かなと思いますけれ

ども、日本人は、戦後のアメリカを資本主義の手本にし

て、一生懸命何でも真似してきて、あれは良いもんだと

思ってますけども、それは間違いなんですね。私、7年

間ヨーロッパにおりましたけれども、ヨーロッパがアメ

リカを見る目は、日本人が見る目とぜんぜん違う。ヨー

ロッパは本家本元ですから、そこから冒険野郎とか不満

分子とか、あるいは自由を求めてとか、要するに新天地

を求めて行ったわけですよね。そこで彼らは成功したわ

けだけれども、しかし、ヨーロッパは、アメリカのこと

を「資本主義の実験室」だと思っているんですね。実験

というのは、うまくいくこともあれば失敗することもある

んで、ヨーロッパはそこはものすごく落ち着いていて、こ

れはうまくいったな、じゃあ真似しようとか、これは失

敗したな、ダメだな、と考える。例えば、取り入れたも

のでうまくいったのは、独占禁止法ですね。これは日本

はまだぜんぜん目覚めてないんだけれども、天下りと直

接関係があるから、談合のし放題でしょう。ヨーロッパ

もそうだったんだけれども、EU結成に当たってみんな

がそういうことをやりだしたら、EUになりませんよね。

共同体に。だから、ここだけはしっかりしようってんで、

各国でもっていたよりも、レベルの高い独禁法を入れた

んですよね。これはすさまじい法律で、例えば、どこか

の電機メーカーが、入札を求められたけど応札しなかっ

た。会社の都合によりますから、何でもかんでも事業

があれば入札するとは限らないですよね。で、応札しな

屋山太郎先生講演録（要約）

「内外情勢の展望と
  これからの日本の課題」

群経協合同地区懇話会　平成20年12月5日

　1932年6月4日福岡県に生まれる。産経新聞の「正論」欄、静岡新聞「論壇」を二十余年に渡り執筆中。月刊誌『WiLL』
の連載コラム担当、ほか『正論』、『諸君』などに常連執筆。2002年第17回「正論大賞」受賞。TV「日曜放談」のレギュラー
メンバーを七年間つとめた。「たけしのTVタックル」にコメンテイターとして出演中。1959年東北大学文学部仏文科卒。同
年、時事通信社入社、政治部へ配属。1965年ローマ特派員（3年）帰国後政党担当の後、首相官邸キャップ。1977年ジュ
ネーブ特派員（4年）帰国後、解説委員兼編集委員。1987年退職。1981年第二次臨時行政調査会（土光臨調）に参画。引
き続いて、第一次〜第三次行政改革推進審議会専門委員。1984年臨時教育審議会専門委員。1998年選挙制度審議会委員。
2007年年金記録問題検証委員、公務員制度改革懇談会委員。著書に『なぜ中韓になめられるのか』（扶桑社）、『小泉純一郎宰
相論』（海竜社）、『日本の教育ここが問題だ！』（海竜社）、『天下りシステムの崩壊−官僚内閣制の終焉』（海竜社）がある。

屋山太郎先生 プロフィール
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かったら、応札しないのは、応札した会社と談合があ

るからだと、罰金1700億円だかいくらだか払えってい

うんですね。これはまあ、一生懸命弁明して濡れ衣は

晴れたんだけども、談合についてはべらぼうに厳しい。

フェアな競争ということですから。

　アメリカの企業経営ってのは、全然私は感心しませ

ん。例えば、アメリカの企業の社長は、社員の年収の

何倍もらっているのか、大体350〜400倍ですよ。こ

の間辞めたリーマンの社長の年収が60億円だとか。無

茶苦茶なわけですよね。アメリカンドリームだからそれ

でいいんだと、思い切りやる。その代わり、うんと儲け

た人は、ものすごい寄付をするんですよね。彼らが慈善

事業に寄付したら、税金払ったのと同じになるんですよ

ね。ところが日本の官僚ってのは、あらゆる金は全部俺

が遣うのが公平だという頭だから、勝手に寄付したって

いうのを認めないわけですよね。一遍税金引いてそれか

らやれと。そういう発想ですよね。日本の経営者の年

収は数千万円ですね。数千万円で満足する経営者、こ

の思想ってのはですね、恐らく、ずっと昔から続いてい

るんですね。日本の殿様でもいるじゃないですか、絹な

んか着るな、木綿でいけ、とか、贅沢をすごく戒めるわ

けですよね。昔からそうなんだ。これがいつからかとい

うのを日本史の伊藤隆先生に伺ったら、それは仏教が

入ってきた頃からだというわけです。要するに、4世紀

とか5世紀からそういうマインドなんですよね。これは

もうまさに、欧米なんかよりはるかに歴史が古い日本人

の思想なんで、私はこういうものは絶対に損なっちゃい

かんと思っています。ついでにいいますけれども、仏教

が入ってきた頃の話ですが、それまで日本は神道でずっ

と来て、そこへ仏教が入ってきた。その時に、推古天皇

が、廃仏毀釈を禁じたんですね。新しいものは文化を

もっているから、入れろと。その代わり古い文化を壊し

ちゃいかんというんで、神仏習合ってのが何百年も続く

んですね。これがやっぱり日本の文明の基礎で、そこへ

どんどんどんどん新しいものが来てもみんな尊重すると

いうのは、日本の文明の厚さですよね。これはまずヨー

ロッパなんかよりよほど古いですよね。

　だから、日本人ってのは、戦後、何か、新しく生まれ

変わんなきゃ生まれ変わんなきゃっていったけど、一番

古くていいものを、日本人がもっているわけです。

　そして、我々の価値観に自信を持たなくちゃいかん。

これをまずいうのは、この先、アメリカが世界のリー

ダーじゃなくなるだろうと思うんですよね。というのは、

アメリカの稼いでいる金の4割はマネーゲームですよ。

これがメタメタに傷んだわけですよね。二度とボロい、

濡れ手で粟みたいな分野はなくなったわけですよね。こ

れに付き合ったイギリスもひどい目に遭ったんだけども、

仏・独はあまり付き合ってないね。それでも波はかぶっ

てますけれども、しかし、やっぱり、ヨーロッパが金融

の自由化ってあれだけやりながらドーンとこなかったの

は、アメリカは実験室だと思っている根があるからなん

ですよね。そのアメリカが4割傷んだ。じゃあ、製造業

にまた復帰するかっていうと、ビッグ3を見てください。

これは私は助からないと思うけどね。ただ、潰したらで

かすぎるんですよ。それこそアメリカの製造業から何か

ら滅茶苦茶になっちゃう。関連産業から何から、アメ

リカ中に失業者が氾濫してえらいことになるから、政府

は何とかいいながらも、助けると思うんですよね。それ

じゃあ潰せないで、その分野でアメリカは復活するかっ

ていうと、私はないと思う。アメリカの復活は。

　日本は、この騒ぎでひとつ分わかったのは、まず、

金融なんかで食おうなんて思っちゃいけないってことで

すね。

　ちょうど、円がフロートになって、280円が240円に

なった時代に、私はジュネーブに駐在していましてね、

円がとにかく毎日毎日上がって、3ヵ月くらいの間に、倍

になっちゃったんですよ。280円が140円に。

　チューリッヒに張り付いて、毎日ユダヤ人の為替ディー

ラーなんかの取材をしていて、つくづく、人種が違うと

思いましたよね。あれは日本人には無理ですよ。

　これから、例えば環境の技術とか、省エネの技術と

か、あらゆる技術で日本が恐らく世界を引っ張っていく

と思うんですよね。すごい強力な国家になると思うんで

すよ。だから、円は滅茶苦茶強くなると思うんですね。

円が強くなったら日本人がハッピーだという経済社会を

拵えてかなきゃならない。

　麻生首相が、「地方整備局・農政局、原則廃止」と

いったときに、私はこの人は相当いい勘してんなと思っ

たけれども、翌日、廃止を含めて統廃合ってんだ。これ

はね、何にもやらねえのと一緒ですよ。せっかくいい勘

してんのに、そうなっちゃう。で、麻生さんは、何でそ

うなるかというからくりがわかってないんですね。

　道路族は、「それを壊されると、自分の地元に事業が

来ない。後援者に仕事が来ない。そういうのが来れば、

票になる」と思っているわけですよね。それは間違いで

すけどね。中選挙区制の時代と違うんで、そういう利益

誘導やったって、それで票がそんなに動くかっていうと、

動かないんですね。

屋山太郎先生講演録
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　麻生さんは、いいことをいうのに、何でそれがぶっ壊

れちゃうのかというシステムがわかってないね。そもそ

も官僚制度を終わらせるために、小選挙区制を導入した

わけです。

　小選挙区制を主にすると、必ず二大政党になって政

権交代が起こる。日本はすごく遅いですけれどもね。4

回やってもまだ交代しない。イタリアなんか小選挙区を

入れた翌年、政権交代ですよ。そういう意味では、政

権交代やらないと、官僚内閣制が終わらないっていうの

を、小沢一郎さんはいってますね。

　この間衆議院で、調査局で徹底して調べたら、天下

り法人が4,800、天下り人数が28,000人。そこに12

兆6,000億円が流れている。この12兆6,000億円が

全部無駄だとは思わない。問題は28,000人が天下っ

ているというその事実ですよね。というのは、天下りっ

てのは、大体3箇所くらい行くわけですよ。28,000人

が、それこそ経済・金融・社会・教育、あらゆるところ

に天下っているんですよね。この人たちは、次にまたど

こか世話してもらわなければならないから、年中本省の

方を向いて仕事をやっているわけですよ。

　本来社会・経済ってのはスポンジみたいなもので、ふ

かふかした、入りやすい、抜けやすい、融通が利くとい

うものなのに、そういうところに芯が入っちゃってるわけ

ですよね。

　例えばイギリスでは、サッチャー首相が、地方行政改

革の一環で、大ロンドン議会というのを廃止したが、ブ

レア政権では大ロンドン庁として復活したわけです。

　行政組織ってそういうもんなんですよね。いる時につ

くる、いらなくなりゃ潰す。存在意義がなくなったら潰

す。新しく雨後のたけのこみたいにつくってそこに天下

ろうなんてとんでもないんで、これを全部止めさせなけ

りゃいけない。

　いずれにしても、公務員制度について、2つだけ覚え

ておいてください。これをやれば、日本の官僚内閣制が

終わって、政党政治になるんですよ。ひとつは、キャリ

アで採ったら一直線で偉くなるというのをやめる。身分

保障もやめる。スト権も与えて普通の人にしちゃう。そ

れで総合職と一般職と専門職とにわけて。働きを見な

がら、できない人は、総合職で入っても、45歳で窓際。

あるいは50歳までいったけど降格とかね。それから、

民間でいい人がいたら、ボコッと抜いてくる。そして、

定年までいてもらう。肩たたきがなくなるわけですよ。

肩たたきがなくなれば、天下り先を作る必要もないわけ

ですよね。官にまつわる利権構造がなくなっちゃう。そ

ういう意味で、28,000人がいらなくなるわけですよね。

　つまり、民意が届くようなシステムに変えていくんです

よね。

　それから、内閣人事局ってのをつくる。そこで仕事振

りを見てるんですよね。こいつはBSEで失敗したから

×。もう絶対次官になれない。中でいくらいったって。

審議官以上は全部○×を内閣人事局でつくる。人事院

もそこにもってくる。これに対しては全官僚が反対して

いるんですよね。

　この2つをやれば、利権漁ってごちょごちょと政治家

に貸しつくって偉くなろうとか、そういうことしなくなるん

ですよね。

　とにかく、中央集権のやりすぎなんですね、日本は。

これを地方分権にしないといけない。

　私はいい国ばっかり見てきたけ

れども、やはり日本が一番いいで

すよね。それは、いい社会があ

るってことですよ。だから、これ

を守るための教育っていうのが、

根本なんだっていうことと、もう

ひとつは、140年続いた官僚内

閣制を、これで終わらせて、国民

の知恵・要求ってのがスーッと通

る。そういう政権交代のある世の

中に持っていく。

　今後の日本には、これが必要

だと思います。

　　　　　　　　（文責：事務局）
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■まずは群経協にご相談を
　急激に訪れた不況に伴い、人事・労務に関する諸施策を講じようと考えている企業も少なくない
と思います。企業を継続していく上では、当然手を下さなければならないこともあるでしょう。す
ぐにでも何らかの処置を講じたいと、気持ちも焦るものです。
　しかし、スピードばかりを重視し、充分な検討を省略して手当たり次第に取り掛かってしまった
り、手順を無視してやるべきことをやらなかったり、あるいは、法律に抵触する行為を行ったりし
てしまうと、結局、断腸の思いで講じた施策が失敗に終わってしまう危険性があるということに、
ご留意ください。
　人事・労務の課題について、何らかの手を打ちたいとお考えになったら、人事・労務問題のエキ
スパートである群経協に、まずはご相談ください。

■教育訓練の講師も派遣します
　雇用調整助成金の受給等に絡めて、教育訓練を実施する場合など、群経協より、講師を派遣しま
す（有料）。TWI・WSTCの定型訓練、管理者向けのMTP、その他、オーダーに応じて組み立てる
ことも可能です。お問い合わせください。

不況下の諸施策実施にはご注意を

　人事・労務の課題は、
　　　　　群経協へご相談ください

お問い合わせ、ご相談は：社団法人　群馬県経営者協会
　　　　　　　　　　　　〒371-0026 前橋市大手町3-3-1　群馬県中小企業会館2階
　　　　　　　　　　　　TEL 027-234-2770  FAX 027-234-2771

未曽有の経済危機下における労使交渉
日　時：平成21年2月13日(金)　14：00〜17：00（質疑含む）

講　師：大 久 保　力 氏（東京経営者協会・顧問）

会　場：高崎市柳川町「高崎ビューホテル」

定　員：50名(先着順)

参加費：１名につき(税込)　会　員＝5,000円

　　　　　　　　　　　　　非会員＝7,000円

お問合せ先：群経協事務局　諸川（もろかわ）・金野（こんの）

　　　　　　TEL.027−234−2770

経済経営労働問題研究セミナー
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雇用関係助成金のご紹介
雇用調整助成金制度が見直されました。厚生労働省のHPより抜粋し、ご紹介します。

●雇用調整助成金
　雇用調整助成金制度を見直しました。

　急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の

理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業

活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労

働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合

に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等

の一部を助成します。

１．主な受給の要件

　(1) 最近3ヶ月間の生産量がその直前3ヶ月間又は

　　  前年同期比で5％以上減少していること。

　(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の

　　  短時間休業を行うこと。

　又は

　(3) 3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

　　  大型倒産等事業主などの特定の事業主について

　　  は(1)と要件が異なります。詳しくは最寄りのハ

　　  ローワークにお問い合わせください。

２．受給額

　○休業等

　　休業手当相当額の1／2（上限あり）

　　支給限度日数：3年間で150日

　　　　　　　　　（最初の1年間で100日分まで）

　　　大型倒産等事業主など特定の事業主については、

　　支給限度日数が異なります。詳しくは最寄りのハロ

　　ーワークにお問い合わせください。

　　・教育訓練を行う場合は上記の金額に

　　　1人1日1,200円を加算

　○出　向

　　出向元で負担した賃金の1／2

●中小企業緊急雇用安定助成金
　雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安

定助成金制度を創設しました。（平成20年12月から当

面の間の措置となります。）

　急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の

理由による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業

活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その

雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向を

させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若

しくは賃金等の一部を助成します。

１．主な受給の要件

　(1)①最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年

　　　  同期比で減少していること。

　　  ②前期決算等の経常利益が赤字であること

　　　  （生産量が5％以上減少している場合は不要。）

　(2) 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の

　　   短時間休業を行うこと。

　又は

　(3) 3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと。

２．受給額

　○休業等

　　休業手当相当額の4／5（上限あり）

　　支給限度日数：3年間で200日

　　　　　　　　  （最初の1年間で100日分まで）

　　・教育訓練を行う場合は上記の金額に

　　　1人1日6,000円を加算

　○出　向

　　出向元で負担した賃金の4／5

お問い合わせは：群経協事務局（TEL 027-234-2770）、
　　　　　　　　または、最寄りのハローワーク まで

厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html）



　茨城・栃木・群馬三県経営者協会の会長・副会長・専務理事による役員交流会が、「品質管理と環境への対応」とい
うテーマで、サンデン㈱赤城事業所にて開催されました。三県の役員交流会は、昨年栃木県で開催され、今年の群
馬県が2回目の開催となります。
　茨城経協関正夫会長、栃木経協
青木勲会長、並びに群経協牛久保
会長の挨拶の後、サンデンの品質
管理とサンデン赤城事業所の環境
対応について説明を受け、工場お
よびサンデンフォレストの視察を
行いました。
　引き続き行われた意見交換会で
は、同席した茨城県企画部長から、
茨城空港開港や北関東自動車道全
線開通など、今後の北関東の交通
網整備について説明がありました。
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北関東三県経営者協会 役員交流会
　　　　　　　　─ 品質管理と環境への対応─

平成20年11月7日
サンデン株式会社赤城事業所

福豚の里「とんとん広場」

茨城県経営者協会
関　正夫 会長

栃木県経営者協会
青木　勲 会長

群馬県経営者協会
牛久保雅美 会長

平成20年度 第2回 理事会（常任理事会）
　定数報告では事務局より理事総数 150 名中委任状を含む出席
121名、欠席者数29名で理事の過半数を満たし会議の成立を報告
し、開会を宣言した後、牛久保雅美会長の開会挨拶がありました。
　その後、牛久保会長が議長に就任し、続いて議事録署名人には、
星野　純 氏（群馬電工株式会社　代表取締役社長）と、竹内　努 
氏（日本通運株式会社群馬支店　支店長）の2名が選任され、議
案審議に入りました。
  第1号議案「平成20年度事業活動報告(中間)に関する件」、第
2号議案「平成20年度収支決算報告(中間)に関する件」が審議さ
れ、各々の議案について議長より議場に承認を求めた結果、全員
一致で提案通り承認されました。

平成20年10月22日　前橋テルサ

第19回 群経協トップセミナー
　講師には、政治ジャーナリストの 中村 慶一郎 先生 をお迎えし、「揺れ動く内外情勢
とこれからの政局」をテーマに、ご講演いただきました。

平成20年10月22日　前橋テルサ

中村 慶一郎 先生

事業活動報告

第12回 政策理事会
　高橋康三座長（株式会社上毛新聞社　代表取締役社長）の開会挨拶の後、群経協から行政に対する提言につ
いての研究のため、群馬県企業局発電課地域エネルギー室の 八木 雄市 室長 を講師にお迎えし、「小水力発電の
意義とメリット」をテーマにご講演いただきました。

平成20年10月22日　前橋テルサ



会員の動向（敬称略）
   新入会
株式会社石井アーキテクトパートナーズ【高崎地区】

入会日：平成21年１月１日
　代表者：石井繁紀（代表取締役社長）
　業　種：建築設計・監理
　所在地：高崎市緑町2-2-3
　電　話：027-363-2828

   会員の変更
株式会社しみず　　　　　　　　　　　 　平成20年11月１日付
　前任：清水　進（代表取締役社長）
　後任：清水　武（代表取締役社長）

   会員の役職名変更
東日本旅客鉄道株式会社高崎支社　　　平成20年６月24日付
　鎌田伸一郎　旧役職：理事支店長
　　　　　　　新役職：執行役員支店長

   会員企業の事業所名変更
株式会社上毛　　　　　　　　　　　   　 平成20年10月１日付
　新名称：価値開発株式会社

   会員企業の事業所名および役職名変更
群馬県自動車販売店協会　　　 　　　　   　平成21年１月１日付
　新名称：社団法人日本自動車販売協会連合会群馬県支部
　代表者：滝澤政吉　　旧役職：会長
　　　　　　　　　　　新役職：支部長

   会員企業の所在地変更
関東三洋セミコンダクターズ株式会社  　平成20年10月１日付
　　新所在地：〒348-8507　埼玉県羽生市秀安476
　　新電話番号：048-561-0081

株式会社亀井製作所　　　　　　　  　平成20年11月11日付
　　新所在地：〒372-0022　伊勢崎市日乃出町710

株式会社両毛ビジネスサポート　　　 　　平成21年１月５日付
　　新所在地：〒376-0013　桐生市広沢町5-1633
　　新電話番号：0277-70-6600
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◆全地区

『群経協懇話会 合同地区懇話会』
　12月5日（金）
　ホテルメトロポリタン高崎（高崎市八島町） 108名参加

　　①会長挨拶

　　②地区の紹介・事業報告

　　③会長講話（p8 参照）

　　④特別講演（p10 参照）

　　　「内外情勢の展望と

　　　　　　　これからの日本の課題」

　　　　講師：政治評論家　屋山太郎 先生

　　⑤懇談会

『群経協懇話会 
　　　   第4回全群経協懇親ゴルフコンペ』
　12月6日（土） 赤城ゴルフ倶楽部（渋川市赤城町）   23名参加

◆桐生地区

『群経協懇話会 桐生地区懇親ゴルフコンペ』
　10月25日（土）
　 太田双葉カントリークラブ（太田市西長岡町）　   19名参加

『群経協懇話会 桐生地区懇談会』
　10月25日（土） 美喜仁（桐生市本町）   　23名参加

地区別活動報告

事務局からのお願い
会員名簿に変更のある場合はできるだけお早めに、下
記担当者までご連絡ください。

　　　　　担当　金
コ ン ノ

野和正
　　　　　　　　E-mail  konno@gunkeikyo.net
　　　　　　　　TEL 027-234-2770
　　　　　　　　FAX 027-234-2771
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・ 日本経団連からの情報を
　　　　　　　　お届けします！

・ 群経協会員との人脈が広がります！

・ 地区・委員会の活動で
　　異業種交流ができます！

・ 人事・労務問題等、様々な問題に
　　　ついて個別相談に対応します！

・ 労使問題のエキスパートとして、
　　問題の解決をお手伝いします！

・ 賃金関連情報をお届けします！

・ トップ・セミナーに参加できます！

・ 各種セミナー・教育訓練も
　　格安な会員価格でご提供します！
　　　　　　　　　　　　　　　　（有料）

群経協は総合経済団体として
貴社発展のお手伝いをいたします
群経協は総合経済団体として
貴社発展のお手伝いをいたします
群経協は総合経済団体として
貴社発展のお手伝いをいたします

お問い合わせは：社団法人　群馬県経営者協会
　　　　　　　　〒 371-0026 前橋市大手町 3-3-1
　　　　　　　　　　　　　　 群馬県中小企業会館 2 階
　　　　　　　　TEL 027-234-2770  FAX 027-234-2771　担当 / 五十嵐亮二


