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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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弁護士

略歴
昭和33年5月6日前橋生れ。附属小中卒、
前橋女子高校を経て群馬大学（特殊教育美術）卒。
県立諸学校勤務10年。シャローム造形教室主宰。
200名程の児童の造形教育にあたって15年。
平成15年より、産経新聞群馬版にて「筑井孝子
のぐんま七色スケッチ紀行」を連載。

前橋市日吉町3-33-4 TEL.027-232-0086

巻 頭 言

時代に生きる−生残りへの挑戦
社団法人群馬県経営者協会

企画委員長

（北辰機材株式会社 代表取締役）

父の経営する会社のいわゆる跡取りとして修行をしてい
るころ、私は後継者育成セミナーと称するものに幾度とな
く参加しました。その都度「企業の寿命は30年、戦後の
創業企業の二代目はしっかりしないと会社を潰しかねな
い」と発破をかけられました。
創業は昭和26 年、父は木材丸太の売買をしていた経
験から木箱の製造を手がけるようになりました。私は6歳
のときでした。地元で乾電池の輸送用箱を作りました。
出来た箱はリヤ・カーに積んで納品した時代でありまし
た。
小中学生時代は休みのたびに工場に入り面白半分で手
伝いをしました。当時は請負の釘打ち職人が30人も居て
借家の工場内は製品と人でごった返していました。人一人
が作る量は限られていて季節の変動もあり、職人を集め
るのは大変でした。その上自分の都合で休んでしまうの
は日常でそのたびに納期遅れをきたし、また人集めに走
り回る日々を見ました。こんなことでは職人にお金を食わ
れ何も残りません。父は日本で初めてという連続自動釘
打機を導入、人手が半分になりました。生産量も増え社
員も少しずつ正社員化してきて、なんとなく会社の形態を
成してきました。そして父は昭和31年今までの5 倍の新
地で自社工場を持つまでになり、法人としての創立を成
しました。
創業 20 年目にある転機が訪れました。それは今まで
の木材から段ボールに変わるという時代の変化。会社の
仕事が無くなる。入社まもなくの私が新事業の先頭に立
ちました。まったく未知への挑戦でありました。試行錯
誤の上技術的に軌道に乗るのに2年を費やしました。何
とか売上を確保できましたが木材は減りました。何とかし
なくてはと輸送用木製パレット市場への参入へとなりまし
た。と同時に下請け企業から自社製品製造へと一歩踏み
出しました。
創業 30 年を過ぎたころ、従来のお取引先様より家電
部品の組み立ての話が舞い込んできました。今までの会
社の製品はすべて消耗品で世に残らないものばかり、後
世にまでこれは自社が作ったという仕事をしてみたかっ
たのです。プレス、溶接、塗装、組み立てラインでの生
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産、年間 80万台、タクトタイム6 秒という今まで経験し
たことの無い未知への挑戦がまた始まりました。社員も
20 名増え売上が急に膨らみました。
「企業の寿命は 30
年」頭の中でくすぶっていたそのことは、この3 つの新
事業のおかげで乗り越えることが出来ることを確信しまし
た。しかし今まで頑張ってきた父がそれを見届けたかの
ようにこの世を去りました。自分の命の引き換えに会社を
残してくれたのかもしれません。経営者たる生き様を見た
ような気がします。
まもなく年号も平成に入りまた新たな決断のときを迎え
ました。手狭になった工場の新地への移転問題でありま
す。今までのままで居れば何の問題も無く数年は暮らせま
す。投資資金も半端ではありません。失敗すれば会社は
無くなる。幾度と無く父の墓前に聞きました。平成 2年、
決断して2年を経過し新工場が稼動しました。広く明るく
清潔感のある形の整った工場に仕上がりました。お客様
が高く評価してくれて注文が増えてきました。この時、物
事には無形の財産が存在することを知りました。
平成15 年創立50 年を迎えようとしていました。今ま
での事業に限界と不安を感じてきました。そこで次世代
に向けこれからのビジネスとしてプラスチックのリサイク
ル原料化事業を計画、また今までに経験の無い事業へ
の挑戦が始まりました。この責任者には入社 2 年目の息
子を当てました。奇しくも30 年前私が異業種の段ボール
事業に取り組んだのと同じ足取りであります。
会社経営の歴史の中で安泰というときはあまりありませ
んでした。それは私の企業の製造品が梱包材という消耗
品ゆえに、環境型社会にはある面反する品物であるがゆ
えであります。それゆえ時代背景を無視しある事業に特
化していたなら、言われたように会社は30 年で終わって
いたかも知れません。その時代対応での一つ一つの挑
戦が体力となり延命に繋がったのだと思われます。
今世の中はサブプライム問題、リーマンショックに端を
発し激変の真っ只中に居ます。当社も例外ではありません。
しかし今までの歴史の中で失敗や成功で学んだことを生
かし恐れずさらなる一手で挑戦していきたいと思います。
今後も皆様の御指導をお願いいたします。
群馬県経営者協会
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整理解雇の4 要件
弁護士

はじめに
今次の深刻な不況の影響で、人件費の削減は、多く
の企業でご苦労しておられることと思います。しかし、
必ずしも、その最後の方策である整理解雇までお考え
になっておられる企業が多いとは思いませんが、予備知
識として御質問を頂くことが多いものですから、取り上
げてみました。
第1 整理解雇の 4 要件の意味
労働契約法第 16 条には「解雇は、客観的に合理的
な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
と規定しています。どのような場合に解雇権濫用になら
ないかについては、判例法が形成されてきています。な
かでも整理解雇が解雇権の濫用にならないための要件
として次の 4つが挙げられています。
⑴ 人員削減の必要性
企業は、種々の事由、例えば、その事業の斜陽化、
景気変動、経営方針の変更、場合によっては、経営の
失敗などによって、人員を削減することが必要になるこ
とがあります。その必要の程度も千差万別であり、削減
しなければ企業の存続が危殆に瀕するような場合もあ
るでしょうし、削減しなくとも十分やっていけるが、削
減してスリムになった方が効率が良くなるといった場合も
考えられます。判例は、原則として、それをしなければ
倒産必至といった程度までの必要性は要求しないが（大
阪暁明館事件 大阪地決 平 7・10・20 労判 685 号
49頁、東洋酸素事件 東京高判 昭 54・10・29 労
判 330 号71頁等）、高度な経営上の必要性を要求して
います。しかし、これは、企業経営という高度に専門的
判断を要するわけで、裁判所がその経営判断の当否を
論ずることは容易ではありません。そのために、裁判所
は、この点の判断は、相当程度、経営者の判断を尊重
する傾向があります。主として、この要件が否定される
のは、一方で整理解雇をしながら、それと矛盾するよう
な行為、例えば多数の新規採用とか、大幅賃上げとか
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が行われた場合です。
⑵ 人員削減の手段として整理解雇を選択する
ことの必要性
人員削減の必要性は肯定されるとしても、その削減
の手段は、新規採用の抑制、派遣契約の解除、パート
労働者や臨時労働者の更新拒否（雇い止め）
、希望退職
者の募集、余剰人員の他部署への配転、出向等、解雇
以外の手段が考えられます。最近多くの企業で行われ
ている一時帰休などもその一手段です。使用者が、こ
れら解雇を回避するための努力をどれだけしているか
が、整理解雇が、解雇権濫用に当たるかどうかの判断
に影響するわけです。いいかえると、使用者が、どれだ
け真剣に解雇回避努力義務を尽くしたかが要件になるわ
けです。しかし、上記の考えられる全ての手段を尽くす
ことが必要かどうかは、具体的なケースごとに判断され
るべきです。例えば、今次の恐慌のように、その進行が
極めて早く深刻化してきたような場合には、十分時間を
かけて希望退職の募集をやったり、出向先を物色でき
ない場合も考えられるわけで、一律に判断できるわけで
はありません。
シンガポール・デベロップメント銀行（本訴）事件
（大阪地判 平12・6・23労判786号16頁）では、閉
鎖する事業所の労働者の整理解雇をする場合に、それ
以外の閉鎖しない事業所についても希望退職の募集を
して、配転先の余裕を作るところまでが解雇回避努力
義務になるかどうかが争われていますが、このケースで
は、そこまでの義務は否定されています。
⑶ 解雇の対象者の選定が妥当であること
人員削減が必要であり、その手段として整理解雇もや
むなしとしたとしても、整理解雇は、労働者全部を解雇
するわけではなく、ある人は解雇せずに留めておき、あ
る人々だけを解雇するわけですから（指名解雇という言
い方をする場合があります。
）
、その選択が、妥当でなけ
ればなりません。その選択が妥当といえるためには、ま
ず、選択をするための基準が作成される必要があり、そ
の基準の内容が客観的で合理的でなければなりません。

この基準の作成には現実にはかなり困難を伴うことが多
いようです。
この基準を作成するに当たり、企業は大きく分けれ
ば、二つの利害得失を考えます。その一つは、企業側
の利害得失です。例えば、各労働者の仕事の上での能
力、勤務態度、その担務の専門性などの、企業への貢
献度からの基準です。もう一つは、解雇される労働者
の利害得失です。例えば、その従業員の扶養家族の多
寡、転職の可能性等、解雇が、その労働者や家族への
影響の深刻さからの基準です。そして、それらは時とし
て矛盾します。例えば、仕事上の能力が高く企業に残っ
て欲しい者は、労働者の側からは転職が容易であると
考えられるような場合です。ヴァリグ日本支社事件（東
京地判 平13・12・19 労判 817号 5 頁）では、53 歳
以上という人選基準が、その年齢の労働者の再就職の
困難性も一つの根拠として、基準の合理性を否定してい
ます。
また、この基準は、ある程度具体的でないと基準に
なりませんが、具体的過ぎると、次の適用の際、柔軟
性を失うことになります。また、当然ですが、この基準
が法律に違反することは許されません。例えば、男女差
別とか思想信条による差別、不当労働行為となるような
基準は当然許されないことになります。もっとも、その
ような明確な法律違反の基準を作ることはほとんど考え
られないので、その基準の背景にそのような意図を隠し
たり、隠していると疑われたりしないように気を付ける
必要があります。
この基準を解雇以前に明らかにすべきか否かにつ
いて、労働大学（第 2 次仮処分）事件（東京地決 平
13・5・17労判 814号132頁）は次のような興味ある
判断を示しています。
「使用者が解雇の後に人選の基準を明らかにする場合
には、使用者が解雇当時からそのような基準を設定し、
これを公正に適用して被解雇者を人選したが、解雇当
時には従業員等に対してその旨を明らかにすることがで
きず、かつ、これを明らかにすることができなかった合
理的な理由が一応存在するなどといった特段の事情が
主張・立証された場合に限り、人選の合理性が根拠づ
けられる」と。
これは、基準など設けずに、場当り的に人選すること
がしばしば行われ、問題が起こってから、もっともらし
い基準を後付で作成するケースがあることを裁判所が
認識していることを示したものです。
基準ができたら、次はそれを適用することになります
が、その適用は公正でなければなりません。基準その
ものが、具体的であれば、例えば、年齢が一定以上と
か一定以下であったり、社歴が何年以下とか、過去の
出勤率、遅刻の回数などの基準（もちろんそれ自体が客

観的で合理性を持つ必要はありますが）は、適用にそ
れほど問題はありません。しかし、基準が比較的抽象
的である（例えば「協調性に欠ける。
」とか「勤務意欲が
十分でない。」等）場合になると、その当てはめが恣意
的になる可能性が高くなります。
現実の紛争で比較的多いのは、この人選の妥当性の
要件です。
⑷ 整理解雇するまでの手続の妥当性
企業に労働組合があり、労働者の解雇に関して協議
をすること、場合によっては同意を得ることが労働協約
で定められているときは当然にその手続を経る必要があ
ります。そのような労働協約がなくとも、労働組合に十
分な説明をし、その意見を真摯に聞き、可能な要望は
受け入れるような手続が必要です。労働組合が存在しな
くとも、労働者に対して、十分な説明をし、要望を聞く
など、可能な限りの理解を得る努力をする必要がある。
第 2 整理解雇の 4 要件の考え方の変容
以上、4 要件を個別に説明してきましたが、最近の
判例の傾向として、必ずしも4つの要件が全部満たされ
る必要はなく、各事情を総合的に判断して結論を出す
傾向が見られます。例えば、第 2 の要件である解雇回
避努力としての希望退職の募集がなされなくとも解雇を
有効としたティアール建材・エルゴティック事件（東京
地判 平13・7・6 労判 814号 53頁）や、回避努力を
しなくとも解雇を有効とした角川文化振興財団事件（東
京地決 平11・11・29 労判780 号 67 頁）等が見られ
る。また、前項の４の要件である手続としての労働者へ
の説明等を不要とした上記の角川文化振興財団事件も
見られます。ナショナル・ウエストミンスター銀行（三次
仮処分）事件（東京地決 平12・1・21労判782号23
頁）の決定などは、明確に 4 要件説を採らない旨を表
明しています。
事案を平面的に見ないで、立体的に見る傾向といえる
と思われます。
しかし、現段階での実務としては、まず、4 要件説を
前提にして、考えている整理解雇が正当かどうかを検討
する必要があります。その結果、特別の事情から、どう
しても、4 要件の一部を充足できない事情がある場合
に、それが、裁判所で是認してもらえる可能性があるか
否かを検討すべきものと考えます。

鈴木法律事務所
弁護士
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平成21年度
労

会議の開催
労務管理セミナーの開催
研究会（勉強会）の開催
調査・研究等による情報提供

務
教

時宜にあった調査の検討と実施
会議の開催
会員ニーズに応じた研修機会・講師の提供

育
環
境

会議の開催
会員企業の環境保全活動のスキルを
向上させるための活動支援

企 画 ＣＳＲ 総 務

環境法の遵守と行政との連携強化
環境保全活動全般への参画
会議の開催
経営幹部育成セミナーの開催
全群経協懇親ゴルフコンペの開催
群経協会報の検討・対応
会議の開催
会員企業に対する啓発活動
HP上での情報提供
会議の開催
諸規程類の見直し・整備
会長会議からの諮問事項の検討
会員拡大活動の進捗管理
会議の開催

事
連合群馬との共同事業

務
全会員対象の会合

局
4

委員会活動の支援
地区活動の支援
広報活動
公設委員会等への参画
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群経協主要事業活動計画
①委員総会の開催
②委員勉強会の開催

①春季労使交渉・賃金改定状況調査
②夏季賞与交渉状況調査
③新規学卒者初任給実態調査
④年末賞与交渉状況調査
⑤実在者ポイント賃金実態調査
⑥会員からのニーズに基づく個別調査
⑦労働情報・労務管理資料集の発行
委員総会の開催
①第34期フォアマン研修会
②フォアマン研修会TWI特別講習会
③TWIトレーナー養成講習会
④WSTCリーダー養成講習会
⑤中堅社員研修
⑥管理者研修MTP
⑦その他
⑧講師派遣の実施
⑨能力開発プログラムの見直し・発行
⑩通信教育の紹介斡旋
⑪教育用ビデオ貸出
委員総会の開催
①先進企業視察
②群経協HPとのリンク継続募集
行政懇談会の開催
委員総会の開催

委員総会の開催
①先進企業視察
②各種情報提供
群経協HPとのリンク募集
委員総会の開催

①通常総会
②政策理事会
③会長会議
④理事会・常任理事会
⑤監事会
①「県民意識調査」の協力
②ぐんまふれあいフェスティバル後援
③新春・労使共同セミナーの開催
④新時代労研委への参画
①トップ・セミナー
②合同懇話会の開催
地区懇話会の開催
①労働委員会使用者委員連絡会議の開催
②最低賃金審議会連絡会議の開催
③その他の委員会・審議会

2回（7月、2月）
2回（委員総会同時）
2回（9月〜12月）
2回（4月、6月）
1回（3月〜8月）
1回（6月〜8月）
1回（5月〜7月）
1回（10月〜2月）
1回（9月〜11月）
随時対応
2回（9月、3月）
随時対応
2回（6月、2月）
全13日（6月〜11月）
1回（9月）
4回（6月〜10月）
1回（4月）
2回（5月、11月）
1回（6月）
随時対応
随時対応
1回（2月）
2回（4月、10月）
随時対応
2回（7月、2月）
1回（7月）
1回（4〜6月）
1回（10〜11月）
随時対応
2回（7月、2月）
全6回（7月〜12月）
1回（10〜11月）
随時対応
2回（6月、2月）
1回（6月）
随時対応
1回（4〜6月）
2回（7月、2月）
委員会開催時
委員会開催時
委員会開催時
2回（5月、3月）
2回（10月、3月）
3回（5月、10月、3月）
3回（5月、10月、3月）
2回（10月、3月）
1回（3月）
1回（5月）
1回（1月）
随時対応
3回（5月、10月、3月）
1回（7月〜8月）
随時対応
原則1回（10月〜2月）
随時対応
1回（11月）
3回（6月、8月、10月）
随時対応

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

）
）

）

）

群馬県経営者協会

会報№ 210（ 2009 . 5 . 20 発行）

5

群

経

協

各委員会

平成 21年度主な事業説明

1 . 労務委員会
1-1. 労務管理セミナーの開催
労務管理の世界では、時代の変遷とともに、次から次
へと新たな課題が浮かび上がってきているのが実情で
す。新たな課題に取り組む際には、まず、関係法令や判
例を参照することが出発点となります。そのような考え
方から、例年「労務管理セミナー」を開催し、労務問題
に造詣の深い弁護士の講義を聴いています。21 年度も、
9月から12月の間に開催する予定であります。
群経協の定番セミナーともいうべきこの「労務管理セ
ミナー」に、ぜひご期待ください。

労務管理セミナー

1-2. 研究会（勉強会）の開催
4 月 22 日に、
「整理解雇･希望退職･雇止め･賃金引下げ等をめぐる法律実務 −生き残りをかけて い
ま企業がなすべき施策とは−」と題して、緊急セミナーを開催しましたが、このような、緊急・突発
的な問題を中心に、研究会（勉強会）を企画する予定です。

1-3. 調査・研究活動
調査・研究活動は、群経協の事業の柱の1つです。以下のように分類できます。

1．定期調査
群経協が長年にわたり、年に 1 回ずつ実施している調査です。現在では、以下の 5 種類の調査を実
施しています。
①春季労使交渉・賃金改定状況調査
④年末賞与交渉状況調査
②夏季賞与交渉状況調査			
⑤実在者ポイント賃金実態調査
③新規学卒者初任給実態調査

2．臨時調査
その時々のニーズに応じて実施する調査です。昨年度は、
「『裁判員制度への企業の対応』実態調
査」および「通勤手当等改定状況アンケート」
「経済危機下における諸施策に関する緊急アンケート」
を実施しました。

3．個別調査
個別会員からの要望に応じて、同業他社等の実態を調査し、フィードバックします。群経協の
ネットワークを駆使したこの個別調査は、一度ご利用いただければ、その価値が実感できるかと思
います。

4．労働情報・労務管理資料集発行
定期調査や臨時調査の調査結果をまとめて、CD−ROMで会員の皆様にお届けします。
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労働条件を考える際に、他社の動向や県内企業の水準などは大変参考になりますが、それらの情
報をより精度の高いものにするためには、どうしても会員皆様方のご協力が必要です。ご多忙の折、
調査票が送られると思いますが、ぜひともご回答をお願いいたします。

2 . 教育委員会
2-1. 会員ニーズに応じた研修機会・講師の提供
【第 34 期フォアマン研修会の実施】
教育委員会では、様々な研修を通して、会員企業のニーズに応えていきたいと思います。活動の中
心は34期の歴史を誇る「フォアマン研修会」です。
「フォアマン」とは「監督者」を意味します。第一線の監督者は、仕事の面でも、また人間関係の
面でも、職場の要であり、その働きぶりが日々の成果に大きく影響します。一方で、新しく監督者に
なった人をはじめとして、監督者の役割に疑問や不安を
感じつつ日々を過している人も多いようです。このフォ
アマン研修会には監督者に必要な幅広い内容が含まれて
おり、しかも一方的に講義を行なう形式ではなく、グ
ループ討議を多く盛り込んでいますので、会合ごとに
日々の問題解決の糸口をつかむことができ、職場での実
践につながります。
主な特徴および日程・テーマは下記の通りです。34 期
目を迎える 21 年度もさらに効果のあがる研修となるよう
準備を進めております。
フォアマン研修会

【フォアマン研修会の主な特徴】
◆長期にわたる動機づけ ････ 6月から11月にかけて11回13日(合宿2回)の長期的な刺激を受け
ることにより、職場での態度変化につながる。
◆「他流試合」の場 ････････ 他の企業の監督者と接することでよい刺激を受け、自分自身や自分
の職場のあり方について考えるヒントが得られる。
◆講師は地元企業から ･･････ コーディネーター(講師)は、各会合とも全員地元の有力企業で人事・
教育関係に携わっている方々が担当している。
◆体験は歩行ラリーで ･･････ チームワーク等について肌で感じ、文字通り「体得」する。
◆グループ課題で実践も ････ グループ毎に課題を設定し、各自の職場で実践し、毎会合終了後に
その進捗状況等について討議していく。最終日第10会合では、半年
間の課題実行の成果を全員の前で発表する。

【 21 年度・第34期フォアマン研修会日程・テーマ】
第1会合(6月11日)：期待されるフォアマン
第2会合(7月2〜3日)：グループ課題設定(合宿)
第3会合(7月16日)：組織運営			
第4会合(8月6日)：部下育成			
第5会合(8月27〜28日)：歩行ラリー研修(合宿)
第6会合(9月10日)：職場のコミュニケーション

第7会合(9月24日)：カウンセリングマインド
第8会合(10月8日)：リーダーシップ
第9会合(10月21日)：自己革新
認定試験(11月5日)
第10会合(11月19日)：グループ課題達成発表会
認定式(11月19日)
群馬県経営者協会

会報№ 210（ 2009 . 5 . 20 発行）

7

【20年度参加企業】
（敬称略 順不同）
㈱イチタン、富士ゴム工業㈱、㈱タツミ、パナソニック電工群馬㈱、桐生工業㈱、㈱フジアイタック、
㈱オギハラ、㈱モミモ、八木工業㈱、㈱東葉電機製作所、小倉クラッチ㈱、㈱吉野工業所、㈱ミツバ、
富士スバル㈱、サンデン㈱、㈱クシダ工業、㈱大嶋電機製作所、(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団、
澤藤電機㈱、NSKステアリングシステムズ㈱

計20社

その他、TWIトレーナー養成講習会や MTP等、各種の公開講座を随時開催いたします。また各社の
ご都合に合わせた日程で研修を実施する講師派遣も実施しております。是非ともご活用くださいます
ようお願いいたします。

3 . 環境委員会
3-1. 会員企業の環境保全活動のスキルを

向上させるための活動支援

企業経営にとって環境問題は益々重要性を増しておりますが、環境委員会としては、会員の皆様が
環境問題に取り組む際に少しでもお役に立てればという観点から、事業を計画・実施しております。
まずは、
「先進企業視察」です。環境問題に取り組む先進企業の視察を通して、実践的なスキルや考
え方を学ぶ機会を提供しようというものです。7 月に予定しておりますが、経済環境の動向により、時
期は変更する可能性があります。
もうひとつは、
「群経協 HPとのリンク継続募集」です。会員の皆様方の企業の HPには、環境活動や
環境方針に関するページを作成しているケースが多くありますが、それらのページと、群経協 HPとの
間にリンクを貼らせていただき、皆様方の環境保全活動の PRに役立てようというものであります。既
に二十数社にリンクしていただいておりますが、今後、少しでも増やしたいと思っております。

3-2. 環境法の遵守と行政との連携強化
目まぐるしく変化する環境関連の法律にキャッチアップしていくことは、なかなか難しいことであ
りますが、法律は守らなければならないので、放っておくわけにもいきません。また、行政の方針や
施策を知っておくことは、環境関連活動の効率性・効果性を確保するためにも、重要なことでありま
す。このような観点から、当委員会では、群馬県環境森林部の首脳をお招きし、
「行政懇談会」を継続
して開催しております。主要な法改正等の解説や行政の施策の説明と、環境行政に関する質疑応答な
どを行う場であります。10月〜11月に予定しております。

3-3. 環境保全活動全般への参画
これまでは、
「尾瀬クリーンウォーク」を開催しておりましたが、尾瀬のゴミも相当減ってきたこと、
参加希望者も少なくなってきたことなどから、その役割は終えたと判断し、終了することとしました。
その代わりに、別の環境保全活動への参画の呼びかけ、情報提供などを行っていきたいと考えており
ます。
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4 . 企画委員会
4-1. 経営幹部育成セミナーの開催
企業が継続していくためには、事業面や資金面での継続が重要であることはもちろんですが、人材
面での継続も、大きな柱であります。とは言え、特に経営幹部層の育成については、何か実施したい
と思いながらも、日常業務の繁忙もあり、結局は OJTが中心となってしまって、これといった施策を
取り切れていないということが、多くの企業での現実であろうと思います。このようなジレンマを解
消するために、企画委員会では、昨年から、この「経営幹部育成セミナー」を開催しております。月 1
回の無理のないペースで、経営幹部として必要な基礎知識を学び、また、グループワーク・ケースス
タディにより、実践的な問題解決能力を養う、全6回の講座です。
群経協の会員は、様々な業種にわたっており
ますので、この「経営幹部育成セミナー」に参
加することは、異業種交流に参加するという側
面も持ち合わせます。また、県内全域の会員企
業を対象としている点で、普段接することの少
ない異地域の方々と交流ができることも、群経
協のセミナーならではの特色です。
いわゆる「二世経営者」のみならず、今後会社を
支える経営幹部・管理者を対象としております。7
月から12 月まで、月1回、全 6 回で開催いたしま
す。皆様方の企業からも、ぜひご参加をお願いいた
します。
経営幹部育成セミナー

4-2. 全群経協懇親ゴルフコンペの開催
恒例の全群経協懇親ゴルフコンペを、今年も開催いたします。10 月〜 11 月を予定しております。
奮ってご参加ください。

4-3. 群経協会報の検討・対応
群経協会報を年 3 回（ 5 月・10 月・1 月）発行します。また、今後の会報のあるべき姿について検
討していきたいと考えております。

5 . CSR委員会
5-1. 会員に対する啓発活動
CSR（Corporate Social Responsibility＝企業の社会的責任）については、企業により様々な切り口
がありますので、CSR委員会では、啓発活動や情報提供を中心に据えて事業を行います。
啓発活動の一環として、
「先進企業視察」を 6 月に計画しております。また、この分野では、
「行政や
NPOとの協力・連携」という発想も必要となりますので、行政等からの情報については、吟味した上
で会員の皆様に提供していきたいと考えております。
群馬県経営者協会
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5-2. HP上での情報提供
環境委員会で、環境に関する会員企業の活動の紹介を行っておりますが、CSR委員会でも、会員の
皆様のCSR関連活動について、群経協HP上に専用ページを設け、リンクを貼らせていただきたいと考
えております。

6 . 総務委員会
6-1. 諸規程類の見直し・整備
6-2. 会長会議からの諮問事項の検討
必要に応じ、群経協の諸規程類を見直し、整備を検討します。また、会長会議から特に諮問のあっ
た事項についても、検討します。

6-3. 会員拡大活動の進捗管理
各地区の副会長・幹事の皆様を中心に、会員拡大活動を地道に続けていただいておりますが、経営
環境の激変が、群経協の会員数にも大きな影響を及ぼしております。平成 21 年 3 月 31 日現在、347
社で、前年同期比マイナス6社となっております。
経費削減の厳しい状況ですが、会員の減少を食い止め、1 社でも多く入会を促進したいと考えており
ます。会員の皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

年度末会員数の推移（平成10年度以降）

社数

370

362

360

354

351
350

344

343

353
347

346

340
330

321

324

315

320
310

10年

11年

12年

13年

14年

15年

16年

17年

18年

19年

20年

群経協会員数の推移
年

10

度

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

年度当初会員数

344

315

321

324

343

346

354

353

増減

−29

6

3

19

3

8

−1

−6

年度末会員数

315

321

324

343

346

354

353

347
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事業活動報告
平成20年度 第3回理事会 兼 第２回通常総会

平成 21年 3月23日 ウェルシティ前橋

定数報告では事務局より会員総数360 名中委任状を含む出席 264 名、欠席者数
96 名で会員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、佐藤 真澄 氏
（日本ケロッグ株式会社高崎工場 工場長）と、上田 健昭 氏（株式会社モミモ 代表
取締役社長）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 21年度事業活動計画案に関する件」
、第2号議案「平成 21年度収
支予算案に関する件」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。

第20回 群経協トップセミナー

平成 21年 3月23日 ウェルシティ前橋

講師に日本銀行前橋支店の 柴山 卓也 支店長をお迎えし、
「最近の金融経済情勢について」をテー
マに、国内外の経済動向について多様なデータを基にご講演をいただきました。
柴山卓也 先生

第13回 政策理事会

平成 21年 3月23日 ウェルシティ前橋

髙橋康三座長（株式会社上毛新聞社 代表取締役社長）の開会挨拶の後、群
経協から群馬県に対する提言について審議しました。

地区別活動報告
◆前橋地区

『前橋地区緊急地区懇話会』
3月4日㈬ 群馬県中小企業会館

17名参加

①担当副会長挨拶 ②「経済危機下における諸施策に関す
る緊急アンケート」結果解説 ③各社の対応報告 ④意見
交換・情報交換 ⑤懇談会

◆桐生地区

『桐生地区緊急地区懇話会』
2 月24日㈫ 桐生プリオパレス

22名参加

①担当副会長挨拶 ②「経済危機下における諸施策に関す
る緊急アンケート」結果解説 ③各社の対応報告 ④意見
交換・情報交換 ⑤懇談会

◆伊勢崎地区

『伊勢崎地区緊急地区懇話会』
3月5日㈭ 伊勢崎プリオパレス

15 名参加

①担当副会長挨拶 ②「経済危機下における諸施策に関す
る緊急アンケート」結果解説 ③各社の対応報告 ④意見
交換・情報交換 ⑤懇談会

◆太田地区

『太田地区緊急地区懇話会』

2 月23日㈪
三洋電機株式会社東京製作所 群馬保健センター

◆高崎地区

『高崎地区懇話会』

2 月27日㈮ 高崎ビューホテル

18 名参加

①担当副会長挨拶 ②「経済危機下における諸施策に関す
る緊急アンケート」結果解説 ③各社の対応報告 ④意見
交換・情報交換 ⑤懇談会
25 名参加

①担当副会長挨拶
②事務局からの連絡
③講演 「変化への胎動」
講師 商工中金前橋支店
支店長 三室 一也 様
④懇親会

◆渋川地区

『渋川地区緊急地区懇話会』
3月2日㈪ 渋川プリオパレス

9 名参加

①担当副会長挨拶 ②「経済危機下における諸施策に関す
る緊急アンケート」結果解説 ③各社の対応報告 ④意見
交換・情報交換 ⑤懇談会
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会員の動向（敬称略）
新入会
株式会社シバヤギ【渋川地区】
入会日：平成21年１月22日
代表者：蜂巣達之（代表取締役）
業 種：研究用試薬製造
所在地：渋川市石原1062-1
電 話：0279-25-0279
株式会社アビリティジャパン【前橋地区】
入会日：平成21年4月1日
代表者：井上好則（代表取締役社長）
業 種：ホールディングカンパニー
所在地：前橋市問屋町1-3-1
電 話：027-252-8819

会員の変更
アイオー信用金庫
前任：石原越夫（理事長）
後任：赤石 裕（理事長）

平成21年1月１日付

株式会社吉野工業所群馬工場
前任：古賀信博（工場長）
後任：神山晴男（工場長）

平成21年1月16日付

正田醤油株式会社
前任：正田宏二（代表取締役会長）
後任：正田 隆（代表取締役社長）

平成21年2月1日付

日本精密測器株式会社
前任：竹内宏二（代表取締役会長）
後任：君浦康友（代表取締役社長）

平成21年2月1日付

かみつけ信用組合
前任：萩原昭朗（理事長）
後任：関 雄幸（理事長）

平成21年 4月1日付

富士重工業株式会社
平成21年 4月1日付
前任：鴨川珠樹（常務執行役員群馬製作所長）
後任：笠井雅博（執行役員群馬製作所長）
三菱電機株式会社群馬製作所
前任：秋山雄一（所長）
後任：長谷川和弘（所長）

平成21年 4月1日付

日本通運株式会社群馬支店
前任：竹内 努（支店長）
後任：宮近清文（支店長）

平成21年5月1日付

会員企業の事業所名および役職名変更
合資会社小林段ボール
平成21年１月１9日付
新名称：株式会社小林ダンボール
代表者：小林克之
旧役職：代表社員
新役職：代表取締役

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。
コ ン ノ

担当 金野和正
E-mail konno@gunkeikyo.net
TEL 027-234-2770
FAX 027-234-2771

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

■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。

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
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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
・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）

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

