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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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平成22年度
第1回理事会・通常総会
報告

新会長に児玉三郎氏を選任
平成 22年 5月25日、高崎ビューホテルにおいて、社

案通り承認されました。新たに児玉三郎氏が会長に、

団法人群馬県経営者協会 平成 22 年度第１回理事会・

町田錦一郎氏、八木議廣氏、町田久氏が副会長に、ま

通常総会が開催されました。

た魵澤恭一氏、茂木俊宏氏、布施光一氏、狩野明氏

日野茂副会長より開会を宣言した後、牛久保雅美会長

が政策理事に、それぞれ選任され就任しました。また

の開会挨拶がありました。その後、牛久保会長が議長に

退任した牛久保前会長は、児玉新会長の提案により、

就任し、続いて議事録署名人に、金井功氏（三山鋼機株

顧問に就任しました。新任役員を代表して児玉新会長

式会社 代表取締役会長）と、石川晃氏（石川建設株式

から就任の挨拶がありました。

会社 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。
まず第 1号議案「平成 21年度事業活動報告」並びに
第 2 号議案「平成 21 年度収支決算報告」が審議され、

その後の感謝状贈呈では退任された牛久保前会長に対
し、児玉会長より感謝状および記念品の贈呈があり、牛
久保前会長から退任の挨拶がありました。
その後、ご来賓の稲山博司群馬県副知事、大橋豊連

各議案について議長より議場に承認を求めた結果、全

合群馬会長、谷川隆一群馬労働局長、柴山卓也日本銀

会一致で提案通り承認されました。

行前橋支店長より祝辞を賜りました。

続く第 3 号議案「役員改選に関する件」で、松井義
治副会長より説明があり、審議の結果、全会一致で提

引き続いて会員交流会が開催され、盛会裏に終了しま
した。

牛久保前会長

児玉新会長

群馬県経営者協会
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牛久保前会長と新役員

総会に出席された役員 左より八木副会長、松井副会長、日野副会長、児玉会長、牛久保前会長、古賀副会長、町田（久）副会長

牛久保前会長への感謝状贈呈
会員交流会

ご来賓による祝辞

稲山副知事

2

群馬県経営者協会

大橋連合群馬会長
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谷川群馬労働局長

柴山日本銀行前橋支店長

会長就任挨拶
社団法人群馬県経営者協会

会長

児

玉

三

郎

（株式会社小島鐵工所 代表取締役会長）

「泉湧くや ときどき高く 吹き上ぐる」 これは
群馬の誇る俳人

村上鬼城さんに私の父親が昭和 5

れ世界を制覇し米国を生き返えらせました。日本の
現在は当時の中国や米国と同じです。普天間問題、

年の不景気な時に、景気の良い句をと頼んで作って

政治と金の問題も無論大切ですが、経済の建て直

もらった句です。なんだか景気が良くなりそうな気

し、財政の健全化、少子高齢化対策等の大方向性を

分になりませんか？ 又泉は夏の季語で涼しく、爽

今出すべき時と考えます。

やかな感じが出て居りませんか？
さて最近の日本の政治・経済は、ぱっとせず閉塞

このような状況下における群経協がいかにあるべ
きか？ 私は会員の皆様の協力の基、下記を推進し

感に閉ざされて居ります。政治は歳入（税収）が

たいと思います。

37 兆円、国債 44 兆円、その他 11 兆円、歳出は 92

1 . いままで推進してきた労務相談、研修を更に充

兆円、歳出はばらまきで 100 兆円を超えそう。実

実と経営面についてのアドバイスが出来るよう

に国債発行額が GDPの二倍です。家庭でも企業で

に勉強する（職員のレベルアップ）
。

もこんなことは許されません。一方経済は IMFの試
算によると、今年の経済成長率は中国 10％、イン
ド 8％、ASEAN 5％、NIES 4 . 5％、世界 4％、そ
して日本は 2％と一人取り残されております。指令
塔が無くリーダーシップの欠如と言わざるをえませ
ん。リーダーシップの顕著な例は、中国の故・鄧小
平であります。文化大革命で行き詰まった中国を鄧

2 . 労使協調の精神の基、連合群馬との交流を深め
る。
3 . 全体及び地区毎の会員同士の交流を深める（賑
やかに楽しく）
。
4 . 各委員会活動の活性化と、会運営の一層の透明
性を図る。
5 . 上記の充実のため会員増強を図る。

小平の「黒い猫も白い猫も鼠を取る猫は良い猫だ。
」

ともかく群経協は会員の皆様の会費で運営されて

で中国人の商売気質を呼び覚まし、今の中国を築き

おり、何処からも補助金等貰っていない団体です。

上げる基本を確立しました。又製造業で行き詰まっ

又日本経団連群馬であり群馬県の企業代表です。是

た米国をレーガン大統領は、1985 年のプラザ合意

非会員の皆様のご協力を仰ぎ立派な群経協となるよ

で対ドル 240 円を 120 円とし、米国民の財産は半

う期して会長就任のご挨拶といたします。

減しましたが、輸出競争力が生まれ、IT産業が生ま
群馬県経営者協会
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会長退任挨拶
サンデン株式会社

平成13 年12月から前児玉会長の後、約 8 年 6か月

代表取締役会長

牛久保

雅

美

者協会を運営させていただきました。心から感謝をす
る次第であります。

の間、会長を務めさせていただきました。
この間、副会長の皆様には地区活動をはじめ協会

この間、リーマンショックをはじめ不況の中を会員

の活性化に尽力されたこと、各委員会の委員長をはじ

増強に努力いただきました総務委員の方々には特に御

め委員の皆様には事業活動の発展にご協力いただい

礼申しあげます。

たこと、さらに事務局については、会員の皆様に対す
る教育、サービス等を大変忠実にそして各々の役割を

終わりに群馬県経営者協会の発展と会員の皆様の
ご多幸を祈念申しあげます。

果たしたことなど、会長として誇りを持って群馬県経営

副会長就任挨拶
社団法人群馬県経営者協会

副会長

町

田

（マチダコーポレーション株式会社

私は、前橋市駒形町でコンクリートブロックを主体に、
エクステリアの製造販売を行っているマチダコーポレー
ション株式会社の代表取締役を務めております。
当社は、明治初期祖父の代に製糸工場を創業し、昭
和に入り織物業に移行し戦前は内地向け羽二重の白絹、
戦後は輸出織物を生産しておりました。朝鮮戦争を経て
昭和 30 年代よりコンクリートブロックの生産を始め、日
本経済の復興基盤となる建設資材として、主に関東一円
に出荷して参りました。
また現在は、エクステリアの総合企業としてガーデニ

4

群馬県経営者協会
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錦一郎
代表取締役）

ングをはじめとする住宅関連商品を製造しております。
経営者協会の前橋地区幹事長として活動して参りまし
たが、この度地区役員の皆様方の推薦により副会長に
就任することとなりました。群経協の会員の皆様と手を
携えて、情報交換等の連携を強化することが重要である
と考えております。
これからも副会長として、微力ながら経営者協会の
健全なる発展に貢献出来るよう努力して参りますので、
今後ともご指導・ご協力をお願い申しあげます。

副会長就任挨拶
社団法人群馬県経営者協会

副会長

八

（八木工業株式会社

この度、5月25日の総会で高崎地区の児玉副会長が
会長になられ、その後任という事で、高崎地区担当副
会長に選任されました八木と申します。
年齢もまだまだ若く、許より浅学非才の身ではありま
すが、
「社会に貢献出来る企業」という弊社企業理念の
実践でもあり、また永年お世話になっております群経協
の皆様に、少しでも御恩返しが出来ればと考えて、お引
き受けをさせて頂きました。
何卒、よろしくお願い申しあげます。
私は、高崎市倉賀野町にあります八木工業株式会社
の2代目の社長を務めて居ります。当社は、熱間鍛造・
熱処理・機械加工までの自動車部品の前工程の一貫加
工を行っている会社です。従業員は440 名で、事業拠
点としては、日本（ 3 か所）、ポーランド、中国（合弁）

議

廣

代表取締役社長）

と海外展開も行って居ります。現在の仕事量は、ほぼ
リーマンショック前の水準まで戻りましたが、我々の抱
えている構造的な問題の本質が解決されたわけではあり
ません。群馬県産業の競争力を高める為に、我々はどの
ようなビジョンと具体策を持って、これからの時代を切
り開いて行けば良いのでしょうか？模範解答はひとつで
はなく、おそらくはそれぞれの経営者の信念と実行力に
懸かっていると思われます。
これから、皆様と共に考えて実践して行くことにより、
群馬県の経済力を上げて行くこと（ CランクからBランク
へ）に貢献出来ますよう微力を尽くす所存です。
会員の皆様や関係する団体の皆様から、幅広くご指
導とご協力をお願い申しあげまして、副会長就任のご挨
拶とさせて頂きます。

社団法人群馬県経営者協会

副会長

町

（株式会社渋川製作所

この度、渋川地区の皆様のご推挙で、副会長の任に
就かせて頂くことになりました。日野貞夫会長の時代
に、父親が長くお世話になりました当会の役員に就任さ
せて頂くことは、身に余る光栄と感謝申しあげます。
当時とは、時代背景が異なり、経済環境も激変して
はいますが、企業活動を労使が支えていく構造に、変
化はないように思えます。
特に、群馬県経営者協会は、松井副会長という逸材
を抱えて、近辺の他の協会で対応できなくなった所もあ
る労務相談を第一に掲げて、日野会長時代から力を入
れている教育事業を第2の極において活動されておられ
ますが、この姿勢は、今後も末永く続けていくべき使命
を持っているように思われます。
労働委員会の委員を数年務めさせて頂いております
が、公の場に出てから労働問題を解決するのは、容易

木

田

久

代表取締役社長）

なことではなく、問題のこじれる前に、当会のような組
織のノウハウを持った職員に事前に相談し、適切なアド
バイスを得て行動することは企業にとって、大変に助か
りますし、ロスの少ない合理的な運営が可能になると思
います。
労働法等の法律は、労働者を弱者として救済する思
想ですが、現実は経営側の方が規制や法制に縛られて、
かえって弱者ではないかという場面が、特に近年多くみ
られるように思えます。国内だけでなく海外との競合も
考慮しなければならない複雑な現在社会で、円滑な企
業活動が可能になる土台作りに少しでも寄与出来れば、
これに勝るものはないと思います。
何分、非力ではありますが、微力ながら精一杯務め
させて頂きたいと思いますので、今後もご指導ご鞭撻を
宜しくお願い申しあげます。

群馬県経営者協会
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副会長退任挨拶
カンサン株式会社

この度、牛久保雅美会長が 8 年の任期をしっかり勤
められ勇退され顧問になりました。お疲れ様でした。あ
りがとうございました。副会長は曽我隆一さんが退任
し、私も任を終わりました。新執行部の児玉三郎会長
はじめ3人の新副会長さんの活躍を祈念します。
印象に残ったことを2、3 記します。まずは 3 代前の
日野貞夫会長の時は、経済の概況を的確に話され参考
になりました。かすれた声でしたが、経済に対する眼は
間違いがなく、大変良かったです。
1998 年創立50 周年を児玉貴会長で迎えました。児
玉会長は芸術にくわしく、オペラその他をよく話してもら
いました。
事務所が新しい中小企業会館に移りましたが、それ
は1959 年に当時の伊藤会長が広田専之助氏の紹介で
購入した土地があったので可能となりました。
日経連と経団連の合併は 2002 年でしたが、これは

6
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堀

口

靖

之

当協会に与えた影響は大きくありませんでした。会の合
理化でした。
ビックリしたのは 2001年 8 月14 日に児玉貴会長が
急逝されたことです。5月末に総会を前橋で終え歓談を
し、7月には群馬交響楽団の指揮をされました。その
1ヵ月後に70 才で逝去されたのは大変残念でした。
全副会長が11月に集まって会長候補の相談をしてサ
ンデン（伊勢崎）の牛久保会長に固まりました。群馬銀
行頭取さんに相談して説得を勤めてもらって承諾をえま
した。
そのとき牛久保さんは会社の部下を会に連れてきて
発足しました。費用も自分持ちと思いますが、これはや
る気の会長だと会の勢いを感じました。
最後は 2006 年のポーランド・チェコ等の欧州視察研
修と60周年記念のロシア視察研修でした。初めての地
で何でもとても印象に残りました。

曽我製粉株式会社

2008 年 9 月の100 年に一度といわれるリーマン・
ショックは世界中に大きな難題をもたらした。日本も例
外でなく、近代で見るとき明治維新、昭和 20 年太平洋
戦争による敗戦と並ぶ時代の大転換期に今、直面して
います。
政治も昨年（平成 21年）50 年ぶりに民主党へ政権交
代となったことも一つの時代の象徴だといえると思いま
す。
民主主義の先達である英国でも今年 5月に13 年ぶり
に政権交代がなされ、第二次大戦後初の連立政権が誕
生し、新・副首相とも同じ 43 歳という200 年で最も若
い首相となりました。これらの事象は決して政治だけで
なく遍く社会・経済面でも大きな転換期を迎えているわ
けであります。

代表取締役社長

代表取締役社長

曽

我

隆

一

群経協では、長年リーダーとして我々を引率して頂い
た牛久保雅美会長がご勇退され、新しい執行部体制が
樹立されました。私にとりましても、前橋から伴 敬さ
んのご指名で主に労務委員会一筋にお世話になって参
りましたが、公的組織の必須条件であります定期的な
人事の交代の重要性を考え、退任させて頂くことになり
ました。
最後に、上州人の偉人であります内村鑑三の明治 27
年箱根芦ノ湖でのスピーチの言葉で退任挨拶の結びとし
ます。
「人間が後世に遺すことのできる又、誰れも遺すこと
のできるところの遺物で、利益ばかり有って害のない遺
物がある、これは、勇ましい高尚なる生涯 これが本
当の遺物ではないかと思う。
」

パワー・ハラスメント
弁護士

第1

パワー・ハラスメントの意味

鈴

木

航

児

精神的に傷ついたり、うつ病等に罹患して被害を被

一般に受け入れられるパワー・ハラスメントの定義

れば、それはその行為をした者の不法行為として損害

は見当たりません。漠然と、職場において、職制上

賠償義務の対象となります。また、その直接の行為を

の地位を背景にして、下位の従業員に対して、不当な

行った上司の雇い主は、その上司の行為が「事業の執

指導、叱責、注意、いじめ、いやがらせなどをする

行につき」行われたものならば（ほとんどが「事業の

ことと考えられているようです。セクシャル・ハラスメ

執行につき」行われたものと評価できるでしょうが）、

ントの問題が取り上げられ、議論が深まり、社会に受

民法第 715 条の使用者責任を負い、同じく損害賠償

容されるのに平行して、このパワー・ハラスメントの問

責任を負うことになるわけです。

題も登場しました。しかし、パワー・ハラスメントの方

現段階では、そのような判例はありませんが、も

はかなり多様な内容を含み、その用語のもつ力を利用

し、パワー・ハラスメントが起きることが職場環境か

して、いわばキャッチフレーズとして用いられることが

ら十分予測できるにもかかわらず、使用者はそれに対

多いのが現状です。

する対策、例えば管理職教育などの対策をとらなかっ

しかし、セクシャル・ハラスメントとパワー・ハラス

たことが、安全配慮義務違反に当たり、債務不履行

メントとは、決定的な違いがあります。セクシャル・

責任を問われる場合もでてくる可能性があります（酒

ハラスメントに関しては、その程度が幾ら軽微でも、

井正史「職場環境に関する安全配慮義務をめぐる裁判

またいかなる理由があっても、本来的に正当化される

例と問題点」判例タイムス1192号 64頁）。

ことはありません。セクシャル・ハラスメントとされる
行為が、仕事の上で必要とされたり、有用であったり

第3

判例（最近公表された 2 件のみ紹介し、その

することは考えられないからです。しかし、職制上の

他数件をタイトルのみ記載します。）

上位者が、下位者に対して、職務遂行上において指

１

富国生命保険ほか事件（鳥取地裁米子支部判
平21.10. 21

導、命令をしたり、失策に対して注意をしたり、叱責

労判 996－28）

をしたりすることは、本来的には必要なことです。そ

生命保険会社の営業所に班長・マネージャーとして

れが、正当な限度を超えると、パワー・ハラスメント

勤務していたＸが、会社、支社長及び営業所長に対

と評価されることになります。また、パワー・ハラスメ

し、自分がうつ病に罹患し、退職せざるを得なくなっ

ントという用語が登場する以前から、いじめやいやが

たのは、支社長及び営業所長の自分に対する違法な

らせを違法と評価する判例は存在していたので、必ず

叱責等が原因であるとして、損害賠償を求めた事案で

しもパワー・ハラスメントの議論が新たな違法な類型

す。

を発見したというわけでもありません。

営業所長のミスで、X担当の顧客との間で、保険金
支給に関してトラブルが発生し、保険金の支給がなさ

第2

法的な構成

職制上の上司の部下に対する指導、叱責、注意、
いじめ、いやがらせなどが違法で、それにより部下が

れるかどうか分からないとのことから、その顧客は、
支社長を非難する手紙を代表取締役宛に出しました。
会社は、顧客の非難は Xが顧客へ不告知教唆（顧客
群馬県経営者協会
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に被保険者の健康状態を正確に言わないように教唆

宅し、翌日受診し、うつ病である旨の診断書を部長

すること）をしたことが原因ではないかとの疑いをも

に提出しました。すると部長は「うつ病みたいな辛気

ち、本社保険金部より支社長に対し、営業職が顧客

くさいやつは、うちの会社にはいらん。うちの会社は

に伝える範囲を超えたことをいわないよう指導教育す

明るいことをモットーにしている会社なので、そんな

るよう指示があり、支社長は営業所長に、Xを指導す

辛気くさいやつはいらないし、お前が採用されたこと

るよう指示しました。そこで、営業所長は、会議室に

によって、採用されなかった人間というのも発生して

Xを呼び、20 分ほど叱責しました。また、X自身及び

いるんだ。会社にどれだけ迷惑かけているのかわかっ

その班の成績が上がらなかったことを、支社長が営業

ているのか。お前みたいなやつはもうクビだ」などと

所の朝礼後、他の職員のいる前で、X班の成績を叱責

30 分ほど罵声を浴びせました。そのため、Xは自殺を

し、さらに、Xの了解なしに、Xの班の分割をしようと

図ったが、発見されたため一命を取り留めました。

しました。Xは、その後、医師よりストレス性うつ病と

以上の事実に対して、裁判所は、結論として、会社

診断され、休職することとなり、結局休職期間満了に

に対して、Xへ慰謝料 80万円の支払を命じました。そ

より自動退職することとなりました。

の理由の要旨は、一連の部長の発言は、自殺未遂の

以上の事実に対して、裁判所は、結論として、会

原因となったものと認められ、不法行為を構成すると

社、支社長及び営業所長に、連帯して慰謝料 300万

いうものです。

円、弁護士費用30万円を支払うよう命じました。

３

その理由の要旨は、他の社員のいるところで不告知
教唆の有無を問いただしたことは配慮が欠けて違法で

その他は、美研事件（東京地判

平 20 .11.11

労判 982－ 81 ）、デンソー（トヨタ自動車）事件
（名古屋地判

平 20 .10 . 30

労判 978－16 ）、天

あり、Xの承諾なくしてX班の分離を実施したことにつ

むす・すえひろ事件（大阪地判

平 20 . 9 . 11

労

いても、違法であり、また、支社長や営業所長が、X

判 973－41）、本田法律事務所事件（東京地判

平

に対し、
「マネージャーが務まると思っているのか」
「マ

８.12. 9

労判711－106）などがあります。

ネージャーは何時でも降りてもらって構わない」等の
言葉を使って叱責を与えることがあったものであり、
この点も違法といわねばならないとの判断を示しまし

コメント

感想めいたことになりますが、私たち人間にとって、
他人を、思うように動かすということが、いかに難し

た。
２

第4

ヴィナリウス事件（東京地判

平21.1.16

労判

いことかを思い知らされます。職制上の上位にあるこ
とだけでは、他人は決して的確に、上位者の希望ど

988－91）
Xが、上司である部長から、その指示どおり動けな

おりには動いてくれません。そのことを理解するだけ

かったりした場合に、他の従業員がいる前で「ばかや

でも、多くのパワー・ハラスメントのトラブルは防げる

ろう」と罵られたり、
「三浪して D大に入ったにもかか

のではないでしょうか。しかし、その認識のない上司

わらず、そんなことしかできないのか」
「私は、お客様

が、自分の管理能力の不足を認識せずに、苛立った

に愛されているし、英語もできるし、自分の方がよっ

りした場合に起こりやすいトラブルと考えられます。

ぽど上手なんだ」
「結局、大学出てもなんにもならない

部下を叱咤激励する場合でも、それが行われる場

んだな」と罵倒したり、
「今日やった仕事を言ってみろ」

所、同席者、言葉や態度が相手の人格の否定につな

と問い、Xが応えると「ばかやろう、それだけしかでき

がることがあることに注意する必要があります。

ないのか。ほかの事務をやっている女の子でもこれだ
けの仕事の量をこなせるのに、お前はこれだけしか仕
事ができないのか」などと30 分近くも叱責しました。
また、Xが執務中の居眠りを部長に注意され、居眠り
の理由を聞かれたので病気通院中で薬を飲んでるか
らかも知れないと応えると、
「お前はちょっと異常だか
ら医者にでも行って見てもらってこい」といわれ、帰

8
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鈴木法律事務所
弁護士

鈴

木

航

児

伊勢崎市今泉町 1 − 1277 − 4
TEL 0270 − 21 − 2291
FAX 0270 − 21 − 2290

事業活動報告
平成21年度 第3回理事会・第２回通常総会

平成 22 年 3月30 日 高崎ビューホテル

定数報告では事務局より会員総数348 名中委任状
を含む出席 257名、欠席者数 91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、吉永 國光 氏（株式会社東和銀行
取締役頭取）と、栁澤 佳雄 氏（エスビック株
式会社 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22年度事業活動計画案に関する
件」
、第2号議案「平成 22年度収支予算案に関する
件」
、第3号議案「役員改選の手続きに関する件」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、全会一致で提案通り承認されました。

第23 回 群経協トップセミナー

平成 22 年 3月30 日 高崎ビューホテル

講師に経営ジャーナリストの 疋田 文明 先生をお迎えし「人を育て、
企業を育てる『高質経営のすすめ』―企業改革の決め手は『人材の高
度化』―」をテーマに、経営者の学び方から社員教育のありよう、社
員のやる気の引き出し方等について、豊富な実例を交えてご講演をい
ただきました。

疋田 文明 先生

第14 回 政策理事会

平成 22 年 3月30 日 高崎ビューホテル

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、群経協から群
馬県及び国に対する提言について審議しました。
◆群馬県に対する提言・要望
…景気対策、雇用対策、環境対策、教育、
事業仕分け
◆国に対する提言・要望
…税制改革、エコポイントの延長等

群馬県経営者協会
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地区別活動報告
『群経協懇話会 桐生地区懇親ゴルフコンペ』

◆前橋地区

『前橋地区懇話会』

5月21日㈮ 城山カントリー倶楽部

4月26日㈪ 群馬県中小企業会館

11名参加

26 名参加

①担当副会長挨拶
②役員改選について
③その他（近況報告等）

◆高崎地区

『高崎地区懇話会』
4月12日㈪ 高崎ビューホテル

26 名参加

①担当副会長挨拶
②役員改選について
③講演 「光で拡がる新しい情報通信」
講師 東日本電信電話株式会社
群馬支店長 五十嵐 克彦様
④懇親会

『群経協懇話会 桐生地区懇親会』
5月21日㈮ 水車

9 名参加

◆伊勢崎地区

『伊勢崎地区懇話会』
4月27日㈫ 伊勢崎プリオパレス

15 名参加

①担当副会長挨拶
②役員改選について
③その他（近況報告等）

◆太田地区

『太田地区懇話会』
4月23日㈮
三洋電機株式会社東京製作所 群馬保健センター
①担当副会長挨拶
②役員改選について
③その他（近況報告等）

◆桐生地区

『桐生地区懇話会』
4月9日㈮ 桐生プリオパレス

29 名参加

①担当副会長挨拶
②役員改選について
③その他（近況報告等）

◆渋川地区

『渋川地区懇話会』
4月19日㈪ 渋川プリオパレス
①担当副会長挨拶
②役員改選について
③その他（近況報告等）
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12名参加

17名参加

会員の動向（敬称略）
新入会
東和銀リース株式会社【前橋地区】 入会日：平成22年3月3日
代表者：川島克彦（代表取締役）
業 種：総合リース業
所在地：前橋市本町2-14-8
電 話：027-224-7481
高信化学株式会社【高崎地区】
入会日：平成22年3月12日
代表者：高橋弘樹（代表取締役）
業 種：試薬､製造原料､機器､器材､什器等の販売
所在地：高崎市大八木町801
電 話：027-361-3221
富士機械テクノ株式会社【前橋地区】
入会日：平成22年3月16日
代表者：村松竹次郎（代表取締役）
業 種：人材派遣・製品設計
所在地：前橋市岩神町2-24-3
電 話：027-236-0230
昭和電気鋳鋼株式会社【高崎地区】入会日：平成22年4月21日
代表者：手塚加津子（代表取締役社長）
業 種：鋳鋼製造業
所在地：高崎市倉賀野町3250
電 話：027-346-6075

会員の変更

三共興産株式会社
前任：髙橋俊夫（代表取締役）
後任：中澤裕男（代表取締役）

平成22年 4月1日付

富田電機株式会社
前任：川本慶子（代表取締役）
後任：佐圓治生（代表取締役）

平成22年 4月1日付

電気化学工業株式会社渋川工場
前任：木村晴男（執行役員工場長）
後任：小山一幸（執行役員工場長）

平成22年 4月1日付

新日東株式会社
前任：近藤友司（代表取締役）
後任：須藤友美（取締役）

平成22年 4月26日付

サンデン株式会社
前任：牛久保雅美（代表取締役会長）
後任：海発隆男（参与 群馬総務部長）

平成22年5月25日付

株式会社ライフエレックス
前任：山本政美（代表取締役社長）
後任：野本嘉章（代表取締役社長）

平成22年5月27日付

市光エンジニアリング株式会社
前任：五十嵐正嗣（代表取締役社長）
後任：野村一之（代表取締役社長）

平成22年6月1日付

会員の役職名変更

関東電工株式会社
前任：福士良一（代表取締役社長）
後任：中洲一也（代表取締役社長）

平成21年12月１日付

株式会社アサヒ商会
代表者：広瀬洋一

平成21年12月22日付
旧役職：代表取締役
新役職：取締役会長

株式会社ミツバロジスティクス
前任：倉持憲一（代表取締役社長）
後任：髙澤伸行（代表取締役社長）

平成21年12月22日付

富士重工業株式会社
代表者：笠井雅博

平成22年 4月1日付
旧役職：執行役員群馬製作所長
新役職：常務執行役員群馬製作所長

東京精工株式会社
前任：藤田東也（代表取締役）
後任：河内正美（代表取締役社長）

平成22年1月31日付

三洋電機株式会社
代表者：有馬秀俊

平成22年 4月1日付
旧役職：取締役専務執行役員
新役職：取締役常務執行役員

社団法人日本自動車販売協会連合会群馬県支部
平成22年2月12日付
前任：滝澤政吉（支部長）
後任：大﨑 巖（支部長）
冬木工業株式会社
前任：冬木金雄（代表取締役）
後任：大竹良明（代表取締役）

平成22年2月16日付

サンワアルテック株式会社
前任：野沢秀男（代表取締役）
後任：大矢正規（代表取締役）

平成22年2月18日付

東京電力株式会社
平成22年 4月1日付
前任：平出信人（執行役員群馬支店長）
後任：原 英雄（執行役員群馬支店長）
日産プリンス群馬販売株式会社
前任：藤井貴治（代表取締役）
後任：小菅計一郎（代表取締役）

平成22年 4月1日付

株式会社サンユー
前任：大塚博司（代表取締役社長）
後任：武藤春喜（代表取締役社長）

平成22年 4月1日付

会員企業の事業所名変更
株式会社ＪＴＢ関東 法人営業前橋支店
平成22年 4月1日付
新名称：株式会社JTB関東 法人営業群馬支店
株式会社ルネサステクノロジ高崎事業所
平成22年 4月1日付
新名称：ルネサスエレクトロニクス株式会社高崎事業所

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
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広告

「失業なき労働移動」を
めざして

財団法人産業雇用安定センターは、昭和62年3月、政府の「30万人雇用開発プログラム」の一環とし
て、労働省（当時）と経済・産業団体の協力により出向・移籍（転籍）の専門機関として発足しました。
我が国の経済は、近年、グローバリゼーションを背景とした産業構造変化の中で、大規模なリストラ
を実施したり、また、廃業・倒産にいたる企業も多く、雇用失業情勢は深刻な状況を呈するにいたって
おります。
このような状況の中で、当センターは経済・産業団体、厚生労働省との綿密な連携の下に「失業なき
労働移動」の課題に取り組み、その実現をめざして、全国的なネットワークで出向・移籍(転籍)の斡旋、
各種セミナー事業等を通じて、働く人と企業を応援しています。

出向・移籍支援の
仕組み

センター

情報の授受
相談など

送出企業
人事部門

出向・移籍
対象者

情報の授受
相談など
企業間交渉の
機会の設定など
斡旋・紹介

受入企業

求人

成 立

企業間の人材マッチングの支援を行っています！
●人材を採用したい企業に対しては、現在登録されている人材リスト等
から、最適な人材情報の提供と紹介をいたします。

人

と企

業のかけは

し

●人材を他の企業等へ送り出したい企業に対しては、ご相談のうえ、受
入企業のあっせんをいたします。
●企業が様々な事情により雇用調整や事業所閉鎖等で人員整理等（希望
退職者募集や解雇など）を行う場合、あるいは事業所の移転や業務の
変更などに伴い離職者が発生する場合はご相談の上、離職予定者の希
望により在職中に登録していただき、出来る限り失業を経ないで再就
職できるよう支援いたします。

お気軽にご相談ください。
相談・あっせんは無料です。

財団
法人

産業雇用安定センター群馬事務所

〒371-0844 前橋市古市町1-50-1（新前橋駅前 吉野屋ビル3Ｆ） 電話

インターネットで最新の人材情報をどうぞ

027-255-2586 FAX 027-280-3402

http://www.sangyokoyo.or.jp/

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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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
http://www.gunkeikyo.net/

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！
様々な問題に
・人事・労務問題等、
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

