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　企業は、公正な競争を通じて付加価値を創出し、雇用を生み出すなど経済社会の発展を担うとともに、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、国の内外において、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しつつ、持続可能な社会の創造に向けて、高い倫理観をもって社会的責任を果た
していく。

１．社会的に有用で安全な商品・サービスを開発、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。また、個人情

報・顧客情報をはじめとする各種情報の保護・管理を徹底する。

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として、主体的に行動する。

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し、関係遮断を徹底する。

８．事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより、文

化や慣習、ステークホルダーの関心に配慮した経営を行い、当該国・地域の経済社会の発展に貢献する。

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、社内ならびにグループ企

業にその徹底を図るとともに、取引先にも促す。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制を確立する。

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。

目　　次

年頭にあたって　　　　社団法人群馬県経営者協会　会　長　　児　玉　三　郎

新年挨拶　　　　　　社団法人日本経済団体連合会　会　長　　米　倉　弘　昌

新年のごあいさつ　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　大　澤　正　明

新年のご挨拶　　　　　　　　　　　　　連合群馬　会　長　　北　川　秀　一

年頭あいさつ　　　　　　　　　　　　群馬労働局　局　長　　谷　川　隆　一

「ポスト・リーマンの時代」に挑む　日本銀行前橋支店　支店長　　竹　澤　秀　樹

副会長退任挨拶　　　コガックス株式会社　代表取締役社長　　古　賀　友　二

副会長就任挨拶　　　　社団法人群馬県経営者協会　副会長　　天　田　淸之助

事業活動報告

会員の動向

社団法人群馬県経営者協会　平成23年度講習会等の開催予定

………………   1

………………   2

………………   3

………………   4

………………   5

………………   6

………………   8

……………………   9

…………………… 10

…………………… 12

表紙の写真　左から、児玉群経協会長、大澤知事、北川連合会長（2011  新春・労使共同セミナー）



1

　明けましておめでとうございます。

　会員の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。

　昨年中は群経協の諸事業に格別のご支援、ご協力を

賜り心より厚く御礼申しあげます。

　昨年の経済は、穏やかな成長を続けてきましたが、

9月頃から景気刺激策の逓減、海外経済の減速による

輸出の低迷、内需の弱さなどから回復の歩みは鈍化し

てまいりました。県内でも多くの企業が先行きに対す

る根強い不透明感を持ち、設備、賃金、雇用など引き

続き厳しい見方をしております。

　厳しい経済情勢下、政府や県に経済の活性化対策を

求めますが、そればかりに頼っていてはいけないと

思います。よく「自助」「共助」「公助」といわれます。

「公助」はあれば有り難いものですが、経営者は「天

は自ら助くるものを助く」というように「自助」でな

くてはなりません。「公助」ばかりに頼ってはいけま

せん。政治が悪い、相手が悪い、環境が悪いといって

も逃げることはできず、そういう状況下でやって行か

なくてはなりません。他人に頼ることなく、自分で考

え、自分でやり抜き、展望を開いてゆく、そして何よ

り大事なことは、継続することだと思っております。

　私の信条は、「賑やかに楽しく」です。深刻な顔、し

かめっ面からは円滑な人間関係や新たな発想は生まれ

ません。アヒルは水面上では優雅に飄々と泳いでいま

すが、水面下では一生懸命に水をかいています。経営

者は見えないところで努力をし、人前では楽しそうに

振る舞うことが肝要です。

　「賑やかに楽しく」するためには、多くの会員が集

まらなくてはなりません。労務問題への対応など群経

協の果たす役割はますます増えております。会員の拡

大を図るとともに会員企業のニーズに合った活動を通

じ、「魅力ある群経協」を目指して行く所存です。皆さ

まのご理解とご協力をお願い申しあげます。

　結びに、皆さまのご健勝をお祈り申しあげ、新年の

挨拶といたします。

年頭にあたって
社団法人群馬県経営者協会　会長　児　玉　三　郎
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　あけましておめでとうございます。

　新年を迎えるにあたり、年頭のご挨拶を申し上げます。

　日本経団連の会長に就任いたしましてから、半年余

が経ちました。「強い経済、強い財政、強い社会保障」

を目指す菅総理のもと、政府は「新成長戦略」をはじ

めとする諸施策の早期実現に懸命に取り組んでおられ

ます。経団連といたしましては、こうした政府の取り

組みにできる限りの支援を申し上げながら、企業活力

による日本経済の復活・再生と持続的な成長を実現す

るため、自ら知恵を絞り、行動してまいりたいと考え

ております。 

　経団連では、わが国の産業競争力の強化に向けた民

主導のアクションプラン「サンライズ･レポート」を

策定し、先般、公表いたしました。その目玉である

「未来都市モデルプロジェクト」では、主に人口20～

30万人の都市を舞台に、環境・エネルギー、ＩＣＴ、

医療、交通などの分野で、日本企業が有する最先端の

優れた技術を結集して実証実験を行い、革新的な製

品、技術、システムを開発し、様々な社会的な課題の

解決と、安心で安全な都市づくりに取り組んでまいり

ます。さらに、その成果を広く国内外に展開し、日本

の新しい成長産業を創り出すことを目指してまいりま

す。 

　経団連は、「行動する経済団体」として、企業活力に

よる力強い経済成長の実現に向け、全力を尽くしてま

いる所存でございます。本年が、新しい「日昇る国、

日本」の夜明けとなりますよう心から祈念いたします

とともに、各地域代表の経営者団体の皆さまの益々の

ご発展とご健勝をお祈り申し上げまして年頭のご挨拶

とさせていただきます。 

新年挨拶
社団法人日本経済団体連合会　会長　米　倉　弘　昌

群馬県経営者協会　会報№214（2011.1.20発行）
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　明けましておめでとうございます。

　県民の皆さまには、健やかな新春をお迎えのことと、心からお喜び申し上げ

　ます。

　昨年は、春先の天候不順や夏の猛暑により、農作物

への影響が大変懸念された年でした。特に県内のコメ

の作況指数は、全国平均を大きく下回る異常な事態と

なり、農業災害特別条例を適用するなどの支援策を講

じました。

　10月には皇太子殿下をお迎えして、全国育樹祭を

開催しました。県土の3分の2を覆う森林は、国土の

保全や首都圏の水がめとして、大きな役割を担ってい

ます。関東一の森林県として、山や森林を守り育て、

次の世代に継承していくことに決意を新たにしたとこ

ろです。

　八ッ場ダムの問題では、11月に馬淵国土交通大臣

が現地を訪れ、ダム建設の中止前提を撤回するとと

もに、今年秋までに検証の結論を出すと明言されま

した。早期のダム建設と地元住民の皆さんの生活再建

を、引き続き国に強く求めていきたいと思います。

　さて、本年は待ち望んでいた北関東自動車道が、い

よいよ3月19日に全線開通します。これにより、茨

城港への移動時間が大幅に短縮され、関越自動車道な

どと交わる十字軸の完成で、東日本と西日本との人や

物の流れが大幅に増加することが期待されます。企業

誘致に一層の力を注ぎ、さまざまな産業の活性化と雇

用拡大に全力を尽くしていきます。

　また7月から3ヵ月間、群馬デスティネーション

キャンペーン（群馬DC）が開催されます。県内には、

全国的に有名な温泉地や景勝地のほか、歴史や文化に

育まれた場所や、種類が豊富でおいしい農産物がたく

さんあります。全国から訪れるお客さまを、人情味の

あるおもてなしの心でお迎えし、群馬の魅力をしっか

りと伝えていきたいと考えています。

　現在、これから5年間の県の方向性を示す、新しい

総合計画を策定中です。本県の持つ潜在力を生かし、

群馬がもっともっとはばたけるよう、誠心誠意取り組

んでいきますので、県民の皆さまの一層のご理解とご

支援をお願いいたします。

新年のごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　　　

群馬県経営者協会　会報№214（2011.1.20発行）
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　新年あけましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、つつがなく新年をお迎え

のことと、心よりお慶び申し上げます。

　また、平素より連合群馬の諸活動に対しまして、

ご支援・ご指導をいただいておりますことに、連合

群馬を代表し心より感謝申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、日本経済はリーマ

ンショック以降緩やかな回復基調にあると言われて

はいますが、私たち国民にはその実感に乏しく、急

激な円高によって先行きの不透明感が増していると

感じています。また、県内に目を向けても、雇用情

勢はそれらの影響を受け有効求人倍率が1倍を下回

るという厳しい状況が続いており、連合群馬で実施

している「なんでも労働相談」における相談件数も

増加傾向にあり、県民の不安が高まっているものと

思われます。

　そのような中ですが、この群馬県には、諸先輩方

がこれまで幾多の困難を経営者の皆様と乗り越えな

がら築き上げてきた労使の信頼関係があります。具

体的な活動においても「新春労使共同セミナー」の

開催や、県内の様々な課題に関して労使で研究・提

言を行う「労使合同研究委員会」など、他県にも自

慢できる実績を上げています。今後は、この労使の

強固な信頼関係に加えて、行政を含めた連携をさら

に強化することで、群馬県がいち早くこの難局を乗

り切れるものと確信しています。

　連合群馬は昨年10月に定期大会を開催し、結成

20周年という節目を迎え、これまで諸先輩たちの汗

の結晶として築き上げてきた組織の基盤をこれまで

以上に強化し「連携・連帯」から「連動」へと活動

をさらに進化させ、笑顔あふれる群馬県を目指して、

仲間とともに一歩一歩前進していくことを確認しあ

いました。経営者の皆様にも、このような厳しい環

境が予想される中においても、将来を見据えた前向

きなリーダシップを切にお願い申し上げます。連合

群馬としても、常に県内勤労者の目線で群馬県の健

全な発展につながる活動に全力で取り組んでまいり

ます。

　貴協会の皆様には、これまでと変わらぬご理解・

ご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。

群馬県経営者協会　会報№214（2011.1.20発行）

新年のご挨拶
連合群馬　会長　北　川　秀　一
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　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。
　
　最近の県内の経済情勢については、海外経済の改善などを
背景に生産は増加しているものの、円高やデフレの影響など
により、先行きについて慎重な見方が広がっております。
　県内の雇用失業情勢については、有効求職者数は減少傾向
で、有効求人数は増加傾向にあるものの、どちらも動きは緩
やかであり、大きな改善の状況にはなく、また、求人の内容も
期間工や、パート求人などが多くを占め、厳しい状況となって
おります。
　このような中、労働条件の引下げや育児休業取得による不
利益取扱い等の労働条件に関する申告・相談も増加している
ところから、労働者を取り巻く環境も大変厳しいものもあると
思われます。
　これらの状況を踏まえ、群馬労働局といたしましては、平成
23年におきましても雇用改善、労働条件の確保等に全力で取
り組んで参ります。

　雇用の安定については、「求人の総量確保のための求人開拓
の強化」、「緊急人材育成支援事業による基金訓練の活用及び
生活給付による支援」、「貧困、困窮者支援の強化」及び「雇用
調整に対する的確な対応」など雇用対策の推進により県内雇
用情勢の改善に向け取組を進めて参ります。
　また、新卒者の就職環境が厳しいことから、政府において
決定した「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」に
より、「新卒者就職応援本部（群馬労働局内）」や前橋新卒応援
ハローワークの設置など、地域の行政、学校、産業界、労働
界が一丸となり、新卒者の就職支援を推進していくこととして
おります。

　労働条件については、解雇や労働時間など労働相談や申告
が後を絶たないことから、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。　さらに、昨
年4月から、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保する
とともに仕事と生活の調和が取れた社会を実現することを目的

とした改正労働基準法が施行されていることから、その周知
や履行確保に努めて参ります。
　労働災害の発生状況は、死亡災害は、前年を下回るペース
で推移しているものの、休業災害は増加していることから、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
神障害に係る労災補償の請求事案が散見されていることから、
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。

　昨年6月に改正育児・介護休業法が施行されたところです
が、引き続き周知徹底を図るとともに、法に沿った規定の整
備が適切に行われるよう指導して参ります。
　また、本年4月に施行される改正次世代育成支援対策推進
法に基づき、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の
企業は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の
整備等を進めていただくために「一般事業主行動計画」を策
定し、労働局へ届出・公表等が義務化されることから、引続
き、普及促進に努めて参ります。
　厚生労働省は昨年6月に、男性の育児休業取得促進等を目
指した「イクメンプロジェクト」を立ち上げたところです。
　平成21年度の男性の育児休業の取得率は、1.72％と女性
の取得率に比べはるかに少ない状況ですが、周知･啓発に努
め、少しでも社会へ浸透させたいと考えています。

　群馬労働局では、県民の方々の信頼や期待に応えるべく、
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、働く者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、社団法人群馬県経営者協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。

群馬県経営者協会　会報№214（2011.1.20発行）

　平成23年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。

年頭あいさつ
群馬労働局　局長　谷　川　隆　一
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　平素、日本銀行に対し、格別のご理解、ご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。

　さて、群馬県内の景気は、エコカー補助金の終了、

為替円高や海外経済の減速を背景に、昨年秋以降、改

善の動きを弱めているところです。「日銀短観」にみる

管内企業の景況感は、昨年12月、1年9か月振りに悪

化方向に転じました。全国的には、踊り場的様相はよ

り明瞭です。

　こうした景気動向の中、日本銀行では、昨年11月、

「包括的金融緩和政策」と呼ぶ一段と強力な金融緩和

に踏み切りました。「実質ゼロ金利政策」を継続するほ

か、総額35兆円の基金を設け、国債、CP、社債、さ

らには指数連動型上場投資信託（ETF）や不動産投

資信託（J-REIT）といった過去に例のない金融資産

の買入れも駆使しています。

　そうして迎えた今年の県内景気を展望しますと、足

許は景気改善テンポの鈍化した状況が続きますが、そ

の後、海外経済の成長に牽引されて、緩やかな回復

経路に復していくと期待されます。米国では、昨年暮

れにかけて、追加金融緩和、減税延長策がとられまし

た。アジア新興国は、現状より成長テンポを高めてい

くとみられています。不確実性はありますが、群馬県

の経済が、海外経済の成長の恩恵を享受しやすい構造

である点は、明るい材料です。

　もっとも中長期的にみると、日本経済は成長率の趨

勢的低下という課題を抱えています。このため、日

本銀行では昨年、企業の生産性や競争力の強化に向け

た金融機関の融資・投資を支援し、促す政策を導入し

ました。この「成長基盤強化を支援するための資金供

給」の枠組みを使った企業への融資が、県内でも既に

実行されています。

　群馬県経済を巡る環境は、急速な変化を遂げていま

す。「リーマンショック前」への回復は、目標とはな

り得ません。組織のトップから現場まで、持てる柔軟

性を十分に活かして変化を遂げ、次なる成長の基盤を

整えることこそが目標とされるべきです。ダーウィン

は、「生き残るのは、環境に最も敏感に反応する種であ

る」という趣旨の言葉を残していますが、今日、思い

起こすに値するのではないでしょうか。

　私どもといたしましても、前例にとらわれない目で

経済動向の把握に努め、県経済の発展に貢献していく

所存です。

　「ポスト・リーマンの時代」に挑まれる皆様の、こ

の一年のご多幸を祈念いたします。

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

「ポスト・リーマンの時代」に挑む
日本銀行前橋支店　支店長　竹　澤　秀　樹
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本年もよろしくお願い申し上げます。
役職員を代表してご挨拶申し上げます。

八
や

木
ぎ

 議
のりひろ

廣
八木工業株式会社
代表取締役社長
高崎地区担当
総務委員会担当

天
あま

田
だ

 淸
せ い の す け

之助
サンデン株式会社
特別顧問

伊勢崎地区担当
企画委員会担当

松
まつ

井
い

 義
よしはる

治
社団法人群馬県経営者協会

副会長
事務局担当

町
まち

田
だ

　 久
ひさし

株式会社渋川製作所
代表取締役社長
渋川地区担当
労務委員会担当

日
ひ の

野　 茂
しげる

株式会社ミツバ
取締役相談役
桐生地区担当
教育委員会担当

町
まち

田
だ

 錦
きんいちろう

一郎
マチダコーポレーション株式会社

代表取締役
前橋地区担当
CSR委員会担当

有
あ り ま

馬 秀
ひでとし

俊
三洋電機株式会社
常務執行役員
太田地区担当
環境委員会担当

五
い が ら し

十嵐 亮
りょうじ

二
社団法人群馬県経営者協会

事務局部長

樋
ひ ぐ ち

口 俊
としゆき

之
社団法人群馬県経営者協会

専務理事

児
こ だ ま

玉 三
さ ぶ ろ う

郎　株式会社小島鐵工所　代表取締役会長

会　

長

専
務
理
事

事
務
局
部
長

副　
　

会　
　

長
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　11月24日に開催された平成22年度第2回理事会
の席上、伊勢崎地区の古賀友二副会長から、副会長
退任の表明がなされました。その表明を受けて、理
事会で審議した結果、後任副会長は伊勢崎地区懇話
会の選出によることが決議されました。

　その後、12月21日に開催された伊勢崎地区懇話
会において審議した結果、サンデン株式会社特別顧
問の天田淸之助氏が、伊勢崎地区の新副会長に選出
されました。

伊勢崎地区副会長に天田淸之助氏

　日本を取り巻く現状は大変厳しい状況にありま
す。経済のグローバル化が進むなか、EU・中国・
新興国は国をあげて競争力の強化に取り組んでおり
ます。我が国も一刻も早く政府・地方行政部門・企
業共に新しい成長戦略を実行する必要があります。
　我が群経協においても各企業が新しい「環境エネ
ルギー分野」等に対する技術開発・商品・サービス

を生み出し、需要の創造をする必要があります。
　行動する群経協の一員として、また副会長として
積極的に行動します。　会員の皆様もご協力をお願
い致します。
　私のライフワークでもある「社員を元気に」を各
企業の幹部・組合の皆様とレクリエーション・ス
ポーツ・QCサークル活動を通して実行します。

　この度、一身上の都合により、群経協の副会長を退
任することとなりました。平成17年に就任して以来、
足かけ6年に亘った副会長職を遂行するに当たり、伊
勢崎地区の皆様をはじめ、群経協会員の皆様には多大
なるご支援ご協力を賜りましたこと、誠にありがとう
ございました。衷心より御礼申し上げます。
　この間、色々な事業を推進してまいりましたが、
中でも記憶に残っているのは、企画委員会担当とし
て企画・実行した2度の海外視察であります。平成
19年の欧州視察では、ポーランドのサンデンや八木

工業を視察しました。平成21年9月の、まさにリー
マン・ショック直前には、当時右肩上がりだったロ
シアに行きました。新旧が入り混じりながら猛然と
発展している姿は、大変印象的でありました。
　副会長職を退任することとはなりましたが、引き
続き、群経協の事業活動にはご協力させていただく
所存です。
　最後になりましたが、群馬県経営者協会並びに会
員の皆様方の益々のご発展を祈念して、退任の言葉
とさせていただきます。

社団法人群馬県経営者協会　副会長　天　田　淸之助
（サンデン株式会社　特別顧問）

コガックス株式会社　代表取締役社長　古　賀　友　二

副会長就任挨拶

副会長退任挨拶
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労務管理セミナー
平成22年9月17日　　高崎ビューホテル
テーマ：「精神疾患の復職判定＆『ゆとり世代』の労務管理」
講　師：丸尾法律事務所　弁護士��丸�尾　拓�養�氏

事業活動報告

丸尾拓養弁護士

全群経協懇親ゴルフコンペ
平成22年10月23日　　赤城ゴルフ倶楽部

第35期フォアマン研修会認定式
平成22年11月25日　　前橋テルサ

労務管理セミナー
平成22年11月19日　　高崎ビューホテル
テーマ：「事例から見る解雇･退職･懲戒処分の留意点」
講　師：中山・男澤法律事務所　弁護士��男�澤　才�樹�氏

男澤才樹弁護士

第24回群経協トップ・セミナー
平成22年11月24日　　前橋テルサ
テーマ：「人の気持ちを動かすコミュニケーション術」
講　師：大人の寺子屋�縁かいな�主宰／
　　　　感動CSコーチ　上�田　比呂志�氏
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桐生地区労務問題セミナー
平成22年12月10日　　桐生プリオパレス
講話１　テーマ：「労働組合のある企業の安定的労使関係の構築」
　　　　講　師：医療法人日望会��理事本部長　毒�島　�豊�氏
講話２　テーマ：「労働組合のない企業の職員管理の試み」
　　　　講　師：医療法人山育会��理事長　山�口　典�利�氏
講話３　テーマ：「労働組合はこうして作られる」
　　　　講　師：ＵＩゼンセン同盟��常任中央執行委員・組織拡大局長　清�水　陽�仁�氏
講話４　テーマ：「突然労働組合が結成された時どうするか」
　　　　講　師：群経協副会長　松�井　義�治

毒島豊氏

2011 新春・労使共同セミナー
平成23年1月18日　　前橋テルサ
第１部　セミナー　テーマ：「夢の実現……“航空宇宙を地場産業に”」
　　　　　　　　　講　師：株式会社アオキ��代表取締役　青�木　豊�彦�氏
第２部　全体交流会

山口典利氏 清水陽仁氏 松井義治副会長

会員の動向（敬称略）

   新入会
アース環境サービス株式会社【高崎地区】

入会日：平成22年6月14日
　代表者：石毛伸武（北関東支店長）
　業　種：工場内の管理・衛生コンサルティングサービス業
　所在地：高崎市栄町14-11　木村ビル3Ｆ
　電　話：027-323-6400

株式会社恵光【太田地区】　　　　  入会日：平成22年6月15日
　代表者：澤村元康（代表取締役）
　業　種：人材派遣業
　所在地：太田市西新町3-2
　電　話：0276-33-7230

株式会社JSテック【伊勢崎地区】   入会日：平成22年9月21日
　代表者：野上正人（代表取締役専務）
　業　種：輸送用機械器具製造業
　所在地：伊勢崎市市場町2-1008
　電　話：0270-63-1011

前橋倉庫株式会社【前橋地区】　　  入会日：平成22年10月1日
　代表者：曽我隆一（代表取締役社長）
　業　種：倉庫・運送業
　所在地：前橋市力丸町828
　電　話：027-265-2321

須藤忠商事株式会社【高崎地区】　  入会日：平成22年11月8日
　代表者：須藤二三男（代表取締役）
　業　種：仏壇・墓石　小売・卸
　所在地：高崎市島野町691-1
　電　話：027-352-3388

株式会社横浜銀行高崎支店【高崎地区】入会日：平成23年1月1日
　代表者：管　泰明（支店長）
　業　種：銀行
　所在地：高崎市連雀町8-1
　電　話：027-322-4411
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   会員の変更
医療法人鶴谷会　　　　　　　　　　 　  平成22年3月26日付
　前任：鶴谷嘉武（理事長）
　後任：鶴谷英樹（理事長）

協和発酵キリン株式会社バイオ生産技術研究所   平成22年4月1日付
　前任：山谷　純（所長）
　後任：大橋秀哉（所長）

ミツクラテックス株式会社　　　　　 　   平成22年5月28日付
　前任：高橋秀尚（代表取締役）
　後任：赤石素彦（代表取締役）

サンデン電装株式会社　　　　　　　 　  平成22年5月29日付
　前任：荒垣醇二（代表取締役社長）
　後任：横室年男（代表取締役社長）

川島美術印刷株式会社　　　　　　 　 　   平成22年6月1日付
　前任：川島　聰（代表取締役会長）
　後任：川島和美（代表取締役社長）

理研鍛造株式会社　　 　　　　　 　 　   平成22年6月21日付
　前任：大髙秀樹（代表取締役社長）
　後任：古閑則和（代表取締役社長）

関東製酪株式会社　　 　　　　　 　 　   平成22年6月21日付
　前任：新堀誠治（代表取締役社長）
　後任：切本清和（代表取締役社長）

株式会社スナガ　　　 　　　　　 　 　   平成22年6月24日付
　前任：須永正男（代表取締役社長）
　後任：須永聡介（代表取締役社長）

JA東日本くみあい飼料株式会社　　　　  平成22年6月25日付
　前任：五味渕明（代表取締役社長）
　後任：北村　守（代表取締役社長）

株式会社ユタカ製作所高崎工場　　　　   平成22年6月25日付
　前任：石﨑昌義（取締役工場長）
　後任：向井幹男（高崎工場長）

株式会社イチタン　　　　　　　　　 　  平成22年6月29日付
　前任：田村　稔（代表取締役社長）
　後任：森川道雄（代表取締役社長）

株式会社ナカヨ通信機　　　　　　　 　  平成22年6月29日付
　前任：飯嶌貞夫（常務執行役員管理統括本部長）
　後任：加藤英明（執行役員管理統括本部長）

群馬くみあい運輸株式会社　　　　　 　  平成22年6月30日付
　前任：小渕正志（代表取締役社長）
　後任：金沢弘昌（代表取締役社長）

株式会社オギハラ　　　　　　　　　 　　  平成22年7月1日付
　前任：渡辺弘明（代表取締役社長）
　後任：田中雅志（代表取締役副社長）

ケイアイスター不動産株式会社高崎分譲部　平成22年7月1日付
　前任：大橋光照（執行役員部長）
　後任：塙　圭二（代表取締役）

株式会社科学飼料研究所高崎工場　　　  平成22年7月29日付
　前任：小原良教（常務取締役工場長）
　後任：石井智実（常務取締役工場長）

日本化薬株式会社高崎工場　　　　　　　平成22年8月27日付
　前任：鈴木政信（執行役員高崎工場長）
　後任：吉尾　毅（理事工場長）

株式会社吉野工業所群馬工場　　  　　　   平成22年9月1日付
　前任：神山晴男（工場長）
　後任：山田茂樹（工場長）

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

全国農業協同組合連合会群馬県本部　　　平成22年10月1日付
　前任：桜井誉三（県本部長）
　後任：須藤邦彦（県本部長）

サンデン株式会社　　　　　　　　　　  平成22年10月20日付
　前任：海発隆男（参与 群馬総務部長）
　後任：天田淸之助（特別顧問）

   会員の役職名変更
マックス株式会社　　　　　　　　　 　  平成21年6月26日付
　太田忠喜　旧役職：取締役上席執行役員生産本部長
　　　　　　新役職：常務取締役上席執行役員生産本部長

日本ケロッグ株式会社高崎工場　　　　　平成21年11月30日付
　佐藤真澄　旧役職：工場長
　　　　　　新役職：代表取締役工場長

三洋電機株式会社　　　　　　　　　 　  平成22年6月22日付
　有馬秀俊　旧役職：取締役常務執行役員
　　　　　　新役職：常務執行役員

株式会社オリエント　　　 　　　　　 　  平成22年6月24日付
　杉本　進　旧役職：代表取締役社長
　　　　　　新役職：取締役会長

株式会社ミツバ　　　　　　　　　　　　 平成22年6月25日付
　日野　茂　旧役職：常勤監査役
　　　　　　新役職：取締役相談役

関東いすゞ株式会社　　　　　　　　　　 平成22年6月25日付
　金井　昭　旧役職：代表取締役社長
　　　　　　新役職：代表取締役会長

東邦亜鉛株式会社安中製錬所　　　　　   平成22年6月29日付
　楠田泰彦　旧役職：執行役員所長
　　　　　　新役職：常務執行役員所長

   会員企業の事業所名変更
株式会社アルファケアー　　　　　　　 　  平成22年4月1日付
　新名称：株式会社アルファテックス

株式会社ミツバ・ウオルブロー　　　　　  平成22年7月29日付
　新名称：TI Automotive Japan Gunma株式会社
　代表者：佐々木道明（代表取締役社長）

   会員企業の所在地変更
今井鉄工株式会社　　　　　　　  　　 　  平成22年4月1日付
　新所在地：〒377-0061　渋川市北橘町下箱田626-14

株式会社岡村　　　　　　　　　　　　  平成22年10月18日付
　新所在地：〒370-0055　高崎市羅漢町34
　新電話番号：027-388-8911
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社団法人群馬県経営者協会　平成23年度講習会等の開催予定

ＷＳＴＣ（新入社員フォローアップ研修）

中堅社員研修

メンタルヘルスセミナー

講師派遣、随時

5/11～12
　9：00～17：00　－通学2日間－

21,000
（31,500）

講師派遣、随時

6月～11月
（全10回、うち合宿2日回）

講師派遣、随時

第36期 フォアマン研修会

ＴＷＩ-４Ｊ　10時間訓練講習会

ＭＴＰ（管理研修プログラム）

メンタルヘルスセミナー

実践的労働法講座

一
般
社
員

管
理
・
監
督
者

ＴＷＩ－ＪＩ　トレーナー養成講習会

ＴＷＩ－ＪＲ　トレーナー養成講習会

ＴＷＩ－ＪＭ　トレーナー養成講習会

ＴＷＩ－ＪＳ　トレーナー養成講習会

ＷＳＴＣ　リーダー養成講習会

社
内
講
師
養
成

名　　　　　　　　　　称

通信教育講座

教育用ビデオテープ貸出

そ
の
他

10/26, 28, 11/2, 4, 9, 11
　9：00～17：00　－通学6日間－

6/7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17
　9：00～17：00　－通学8日間－

7/5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15
　9：00～17：00　－通学8日間－

9/13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27
　9：00～17：00　－通学8日間－

4/12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22
　9：00～17：00　－通学8日間－

第57期：４月１日開講
第58期：10月１日開講

10/4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14
　9：00～17：00　－通学8日間－

講師派遣、随時

講師派遣、随時

随時【会員限定】

日　　　　　　時

－

105,000
（157,500）

－

105,000
（157,500）

105,000
（157,500）

105,000
（157,500）

105,000
（157,500）

105,000
（157,500）

84,000
（126,000）

－

－

－

各コースにより
異なります

無　料

公開講座
受 講 料

*

●公開講座とは当協会が受講者を募り実施する講習会のことで、講師派遣とは、企業に出向いて講座を開催することを
　言います。 
●公開講座受講料の欄の上段は会員価格、下段（カッコ内）は非会員価格を表します。
●フォアマン研修会の受講料につきましては、ＴＷＩ－４Ｊをすべて受講済みの場合の金額となります。ＴＷＩ-４Ｊの
　１コースでも未受講の場合は、会員110,250円、非会員165,375円となりますので、ご注意ください。 
●日時は予定です。変更することがありますのでご了承ください。
●通学の場合の会場は原則として前橋市「群馬県中小企業会館」を予定しております。 
●各講座とも、最少催行人員が設定されています。場合により中止となることもありますのでご了承ください。 
●講師派遣のご相談その他、お問合せ等につきましては、事務局担当までご連絡ください。 

お問合せ先

社団法人群馬県経営者協会
担当　五十嵐 亮二・金

コ ン ノ

野和正

〒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

E-mail  konno@gunkeikyo.net
ＵＲＬ:http://www.gunkeikyo.net

　このようなことでお悩みではありませんか？
���当協会では、教育訓練に関するご相談を随時受け付けて
おりますので、事務局宛お気軽にご相談ください。
　是非ご連絡をお待ちしております。

◆講師を派遣してもらいたい
◆自社の事情に合った内容、日程で訓練したい
◆教育訓練体系を見直したい

教育訓練に関するご相談について
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社団法人　群馬県経営者協会
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FAX 027-234-2771
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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。

　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



問い合わせ先　群馬労働局雇用均等室

　次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づき、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主には、
仕事と子育ての両立を図るための一般事業主行動計画（以下「行動計画」）の策定・届出、公表・周知が義務付けら
れています。

　平成23年4月1日以降は、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主についても、行動
計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられますので、お早めの取組みをお願いいたします。

　事業主が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備等に取り組むに当たって、

①計画期間  ②目標  ③目標達成のための対策及び実施時期を定めるものです。
　以下の厚生労働省ホームページに、会社の状況に応じた様々な「モデル行動計画」を掲載しておりますので、ご活
用ください。行動計画を策定した後は、同ホームページに掲載している「一般事業主行動計画策定・変更届」に必要
事項を記載のうえ、群馬労働局雇用均等室に届け出てください。

　http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html#dl01

　行動計画を策定したら、行動計画そのものを一般に公表し、労働者へ周知してください。

●行動計画の公表方法
　（1）インターネットの利用（21世紀職業財団が運営する「両立支援のひろば」（※）や自社ホームページへの掲載）
　（2）都道府県、市町村の広報誌への掲載　など

●労働者への周知方法
　（1）事業所の見やすい場所への掲示や備え付け
　（2）労働者への配布
　（3）電子メールを利用して送信　など

〒371-8567 前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階
電話 027－210－5009　　ＦＡＸ 027－210－5104

●行動計画の策定に関する不明点やお悩みについて、電話による相談や、事業場訪問による
　アドバイスを行っています。お気軽にご相談ください。

労働者が101人から300人の事業主の方へ
群馬労働局雇用均等室

仕事と子育ての両立のため、平成23年4月1日以降、

一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知が義務化
されます!!
行動計画を策定し、群馬労働局へ届け出ましょう!!

次世代法とは？

行動計画とは？

公表・周知の方法は？

★両立支援のひろば
　企業の行動計画等を閲覧・検索できるサイトです。行動計画を登録することにより、公表を無料で行う
ことができます。ぜひ、ご利用ください。　http://www.ryouritsushien.jp/

お早めに！


