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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
2010年 9月14日 改定
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。
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復興・再生から新たな飛躍へ
新年のごあいさつ

年頭に際して
社団法人群馬県経営者協会

会長

児

玉

三

郎

明けましておめでとうございます。

昨年は東日本大震災が有り、経済的に日本は閉塞感

改悪です。先進国は皆 20％前後の消費税負担は当た

に覆われた一年でした。今年は辰年。昇り竜という言

り前、日本はすぐに消費税 10％にしなければどうに

葉の様に、今までの閉塞感を打ち破り、上げ潮の一年

もなりません。いままで優遇されていた宗教法人や医

にしたいものです。

療法人にも応分の税負担をお願いすべきです。先送り

先ずそのためには政治を安定させねばなりません。
対立を止め、政治家本来の役割である話し合いや説得

して将来の日本国民に借金を残すことはやめるべきで
すし、恥ずべき事です。

を行い、大連立でもなんでもして調整を行い、リーダー

第3にTPP問題です。賛否両論ですが、これだけ世

シップを発揮し、賛否両論の国民を一本に纏めねばな

界が小さくなっては、国の中に閉じ籠ることは不可能

りません。その為に喫緊の 3 つの問題点について私の

です。又工業製品には関税をかけるな、農産物にはか

少々乱暴な考えをここに書いてみたいと思います。

けるな、などと言ってもどの国も相手にしてくれませ

第 1 に普天間問題を含む日米安保の問題です。つい

ん。円高と高関税では優秀な会社が皆外国に出て行っ

に米国議会は米兵 8 , 000 人のグアム移転の予算の計

てしまいます。日本の税収や雇用はどうなってしまう

上をせず、居座りを決め込んでしまった。町中の基地

のでしょう。解決策は農家には所得補償を行う。ただ

移転は何の進展も無く、更に日米安保の危機である。

し期限を切って競争力のある農業にしていただく。そ

又追い打ち的に米豪政府はオーストラリアに米兵の駐

して日本は TPP＋ 3（日加墨）と ASEAN＋ 6（日中韓

留を合意。日本は当てにならずだ。中朝露から日本を

印豪ニュージーランド）の両方に加盟し、米中のまと

誰が守るのか？ ともかく国と国との約束です。約束

め役となり太平洋経済圏を作り上げる。その規模は世

通りにするか、頭を下げて現状維持を認めるかどちら

界GDPの65％、人口42億人、世界3経済大国が一緒

かです。

の経済圏。日本の名誉回復にもなります。考えただけ

第 2 に税と社会保障の一体改革問題です。日本国の

でも楽しいではありませんか。

借金は 1 , 000 兆円超で GDPの 200％、ギリシャ、イ

群経協は「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も

タリアの比ではありません。国会の論議では社会保障

成らぬは 人の 為さぬなりけり」の意気込みで、
「賑

は現状維持で、税や受益者負担は先送り。改革で無く

やかに 楽しく 元気で」今年はやりましょう。
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復興・再生から新たな飛躍へ
社団法人日本経済団体連合会

会長

米

倉

弘

昌

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。

我々は、
「行動する経団連」として、本年を復興・再

ションを加速させ、競争力強化を図り、農業、観光、

生から新たな飛躍へと踏み出す「実行」の一年とした

医療・介護等といった分野の成長産業化を目指しま

いと思います。そのために、震災からの早期復興を通

す。こうした取り組みに不可欠なグローバル人材を産

じた地域経済社会の再生と内需の掘り起こしに取り組

学官の連携により育成します。

み、企業活動の活性化による雇用の創出、豊かな国民
生活の実現を図ります。同時に、アジア・太平洋地域

経済連携の推進のインフラ輸出

をはじめとする世界のダイナミズムをわが国の成長に

真に「開かれた日本」を実現するため、TPPと日

活かしつつ共に発展していきたいと思います。政治に

中韓 FTA及び ASEANプラス 6 による経済連携協定を

対しては、国民・国益本位の観点から党派の対立を乗

進め、2020 年を目途に FTAAP（アジア太平洋自由貿

り越え、政策遂行に専心することを強く期待します。

易圏）の構築を目指すとともに、日 EU・EIAの締結
を促進します。併せて、世界とともに発展するため、

民間活力を活かした成長の実現

パッケージ型インフラ輸出を進めます。

デフレからの脱却、行き過ぎた円高の是正、税制、
エネルギー・環境政策、労働政策の見直しをはじめ

社会保障と税、財政の一体改革の断行

とする国内の事業環境の改善、規制改革の推進によ

社会保障制度の持続可能性の向上と財政健全化に筋

り、企業の活力を最大限発揮できる環境整備を求めま

道をつけるため、消費税を含む税制抜本改革を早期に

す。併せて、新技術の創造、融合及び実証の場として

実現します。社会保障給付の効率化・重点化への一層

の「未来都市モデルプロジェクト」等を核にイノベー

の取り組みを強化し、国民の将来不安を解消します。
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新年のごあいさつ
群馬県知事

明けましておめでとうございます。
新しい年が、児玉会長はじめ群馬県経営者協会会員の皆さまにとって幸多き
年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

昨年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、我が国

して、成長著しい東アジアを中心に群馬の魅力を積極

に甚大な被害をもたらしました。被災された皆さまに

的に売り込み、そのための体制整備を進めていく考え

心からお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復

です。また東日本大震災を受け、国では首都機能の補

興を祈念いたします。県としても、被災地への復興支

完を検討する方向であることから、本県の立地条件の

援に今後も最大限努めてまいります。

優位性を強調し、バックアップ機能の誘致などにも取

本県でも、震災による直接的な被害にとどまらず、
原子力発電所事故の影響などにより、観光業や農業、

り組む方針です。
今年は、昨年 8 月に天皇皇后両陛下がご視察された

製造業などで深刻な打撃を受けました。直ちに補正予

富岡製糸場をはじめ絹産業遺産群の世界遺産登録に向

算を編成し、風評の払拭など本県経済の回復に向けた

けた動きに、大きな期待が寄せられます。

さまざまな支援や県民生活の安全・安心の確保に全力
で取り組んできたところです。

群馬には、古代から現代まで脈々と続く歴史や文化
があります。今の群馬の礎となった古代東国文化や日

そうした中、3 月に念願の北関東自動車道が全線開

本の近代化を支えた絹産業など、地域のさまざまな文

通し、7 月から 9 月には群馬デスティネーションキャ

化遺産を見つめ直し、発展させていくことが大切だと

ンペーン（群馬 DC ）が開催されました。群馬の元気

思います。

回復への好機となり、群馬 DC期間中には前年を上回

県では、先人から受け継いできた「群馬の限りない

る観光客が訪れ、県民の皆さまの温かいおもてなし

可能性」を大きくはばたかせるため、第 14 次群馬県

により、群馬の魅力を全国に発信することができまし

総合計画を推進しています。これからも、常に県民の

た。

目線に立って施策に取り組み、群馬の発展に力を尽く

これからの群馬の発展には、新たな活力を取り込む
ことも求められます。11 月には中国や香港を訪問し、

す決意であり、皆さまの一層のご理解とご支援をお願
い申し上げ、新年のあいさつといたします。

経済発展の力強さを実感しました。今後の国際戦略と
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新年のご挨拶
連合群馬

会長

北

川

秀

一

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、晴れやかに新年をお迎え
のことと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、

が増加傾向にあり、連合群馬が求める「すべての県
民が安心して暮らせる地域社会」の実現に向け取り
組みを強化する必要があると考えています。

ご支援・ご指導をいただいておりますことに、心よ
り感謝とお礼を申し上げます。

群馬県においては、諸先輩方のこれまでの取り組
みにより、経営者協会と連合群馬で県内の様々な問

昨年を振り返りますと、3 月 11 日に発生した東北

題に対して論議を行う「労使合同研究委員会」や

地方太平洋沖を震源とする大地震、津波など想定を

「新春労使共同セミナー」の開催など、さまざまな実

していなかった災害が大きな被害をもたらし、改め

績をあげ他県には無い取り組みを行っており、自慢

て大自然の猛威を感じさせられました。また、当た

できるものと考えます。

り前に暮らしてきた今までの生活を考え直すきっか
けとなったのではないでしょうか。
一方、復旧・復興に向け、世界各国から募金活動
やボランティアへの参加など、日本のみならず多く

今後は、この労使関係を更に強固なものとし、行
政とも更なる連携をはかり政労使が一体となり取り
組みを進めることが、現状の厳しい状況からの克服
に結び付けられるものと確信しております。

の方の支援を頂く中で、一日も早い復興を願って沢
山の人々の想い、絆が再認識されたものと考えます。

連合群馬は、これまで築き上げてきた組織の基盤
や地域住民に一番近いフィールドで活動している県

県内においても、東日本大震災の影響による部品

内 12 の地域協議会などを更に強化・発展させ、笑顔

の供給不足に伴う操業停止や、原発事故による計画

があふれる群馬県をめざして、県内の働く仲間や地

停電への対応や電力供給不足による節電対策など、

域住民との連携を強め一歩一歩着実に活動を展開し、

日本経済も緩やかな回復基調にあると言われている

前進させて行きたいと思います。

中での震災により、我々生活者には大変厳しい状況
にあります。

経営者の皆さんも、厳しい状況は続いております
が、将来を見据えた前向きなリーダーシップを発揮

加えて、EUにおけるギリシャのデフォルト危機を

されることを切にお願い致します。

はじめとする金融不安が高まっているとともに、急
激な円高の進行による先行きの不透明感は増大して

貴協会の皆様には、これまで以上のご指導・ご協

います。また、雇用情勢は依然改善の兆しも見えず、

力をお願い申し上げ、新年にあたっての挨拶とさせ

有効求人倍率が 1 倍を下回る状況が続いており、連

ていただきます。

合群馬で実施しているなんでも労働相談も相談件数
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年頭あいさつ
群馬労働局

局長

谷

川

隆

一

平成 24 年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。
昨年は東日本大震災により、群馬県内の経済も大
きな影響を受けました。
その後、立ち直りつつあるものの、円高等の影響
により、先行きについては懸念されるところであり
ます。
県内の雇用失業情勢についても、有効求人倍率は
依然として 1 倍を大きく下回り大変厳しい状況にあ
ります。
こうした状況を踏まえ、群馬労働局では今年度に
おきましても、雇用対策、労働条件対策等の諸課題
を推進してまいります。

争の防止に努め、事業場内の最低賃金引上げに向け
た中小企業支援対策として、生産効率の向上と労務
管理の見直しを援助するため無料相談窓口の周知広
報に努めます。
さらに、労働災害防止対策、過重労働防止対策や
メンタルヘルス対策の推進、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も努めます。
改正育児・介護休業法についても、今年 7 月から
全面施行となりますので、説明会の開催などにより、
周知・広報活動を進めます。
このように群馬労働局では、県民の方々の信頼や

雇用対策については、
「 新卒者の就職支援」、
「 求人

期待に応えるべく、地域の実情に即した総合的な行

の総量確保や求職者のニーズに合った求人開拓の強

政サービスを積極的に推進し、雇用 ･労働条件を改善

化」、
「求職者支援制度による就職支援」、
「障害者の雇

させ、働く者の不安感を払拭するとともに、仕事と

用対策」及び「雇用調整に対する的確な対応」など

生活の調和が図られた安心して働ける社会の実現を

の推進により県内雇用状況の改善に向け取組を進め

目指して各種施策を積極的に推進して参りますので、

ます。

一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上

労働条件については、解雇や労働時間等の労働相

げます。

談や申告が後を絶たないことから、労働基準関係法

結びに、皆様の益々のご発展とご健勝、ご多幸を

令違反に対する厳正な対処などにより、個別労働紛

祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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細 心か つ大 胆
日本銀行前橋支店

支店長

竹

澤

秀

樹

年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は、日本銀行に対し格別なるご理解、ご協力
をいただき、厚く御礼申し上げます。本年も宜しくお
願いいたします。

は景気を冷やす要因となっています。事態の改善が期
待されるところです。
海外経済の減速や円高に対応して日本銀行では、昨

昨年の群馬県経済は、東日本大震災の後、一旦は落

年 8 月以降 2 度に渡り国債等の買入れを増やす形で金

ち込みましたが、各般における懸命のご努力が功を

融緩和を強化しました。また 11 月には、国際的な金

奏し、急速な回復を果たしました。もっとも夏場以降

融市場の緊張の高まりに対応すべく、米欧の中央銀行

は、欧州の政府債務問題を背景とした海外経済の減速

と協力して金融機関に対して円だけではなくドル資金

や急速な円高の進行、さらにはタイの洪水もあって、

も供給する体制を整えました。さらに、経済の成長力

景気持ち直しのテンポは緩やかなものとなりました。

強化に向けた取り組みを支援するために、金融機関へ

この点は、昨年 12 月に実施した日銀短観においても

の長期・低利の資金供給を続けています。今後とも、

見てとれるところです。

日本経済がデフレを脱却し、成長経路に戻るための貢

今後の景気動向を展望すると、新興国の成長や震災
復興関係の需要の顕現化から、やがて緩やかな成長経
路に戻ると見通されるところです。

献を粘り強く続けていく方針です。
先行きへの不透明感が拭えない中、企業経営にあ
たっては、情勢を良く把握して先行きに複数のシナリ

もっとも、その実現を危うくするいくつかのリスク

オを準備し、必要があれば果敢に舵を切ることを念

があることは否めません。その最大のものは欧州の政

頭に置いておられると思います。細心かつ大胆な対応

府債務問題です。問題が悪化した場合には、輸出依存

により、この一年、群馬県経済が竜の如く雄々しい飛

度の高い県内経済に下押しの圧力が強まる可能性があ

翔をとげられますこと、あわせて群馬県経営者協会の

ります。欧州では、政府財政への信認低下による金利

益々のご発展と会員の皆様のご健勝を祈念申し上げ

上昇や、ユーロ諸国の国債を多く保有する金融機関の

て、新年のご挨拶とさせていただきます。

信用低下は続いており、金融機関の貸出姿勢の慎重化
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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。
会 長
こ だ ま

さぶろう

児玉 三郎

ひ

の

副

日野

しげる

茂

会

株式会社ミツバ
取締役相談役
［桐生地区］

株式会社小島鐵工所 代表取締役会長

まち だ

きんいちろう

や

町田 錦一郎

マチダコーポレーション株式会社
代表取締役会長
［前橋地区］

ぎ

のりひろ

八木 議廣
八木工業株式会社
代表取締役社長
［高崎地区］

長
まち だ

町田

ひさし

久

株式会社渋川製作所
代表取締役社長
［渋川地区］

あま だ

せいのすけ

わた べ

天田 淸之助

よし お

まつ い

渡部 由夫

サンデン株式会社
特別顧問
［伊勢崎地区］

よしはる

松井 義治

三洋電機株式会社
執行役員
［太田地区］

社団法人群馬県経営者協会
副会長
［事務局担当］

事務局部長

専務理事
ひ ぐ ち

としゆき

樋口 俊之

社団法人群馬県経営者協会
専務理事

い が ら し

りょうじ

五十嵐 亮二

社団法人群馬県経営者協会
事務局部長

群馬県経営者協会
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事業活動報告
平成 23 年度第 1 回理事会・通常総会
平成23年5月26日

高崎ビューホテル

第 25 回群経協トップ・セミナー
平成23年5月26日
高崎ビューホテル
テーマ：「これでいいのか日本 ─誇り高き日本への道─」
講 師：元航空自衛官 第29代航空幕僚長 田母神  俊 雄 氏

労務管理セミナー
平成23年10月4日
高崎ビューホテル
テーマ：
「近時の裁判例から学ぶ新しい人事労務管理のポイント
～ 一風変わった、興味深い、新しい動きを感じさせる
実務的判断 ～」
講 師：丸尾法律事務所 弁護士 丸 尾  拓 養  氏

全群経協懇親ゴルフコンペ
平成23年10月8日
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赤城ゴルフ倶楽部

北関東三県経営者協会交流会
平成23年11月2日〜3日
八ッ場ダム・福一・伊香保カントリークラブ

行政懇談会
平成23年11月17日
前橋テルサ
テーマ：「群馬県の環境施策について」
講 師：群馬県環境森林部各課長・室長

労務管理セミナー
平成23年11月18日
高崎ビューホテル
テーマ：「起こってからでは遅すぎる！ 解決が難しい労務トラブル
～ 多発するパワハラ、合同労組への対応 ～」
講 師：中山・男澤法律事務所 弁護士 男 澤  才 樹  氏

平成 23 年度第２回理事会・平成 23 年度臨時総会
平成23年11月22日

ホテルメトロポリタン高崎

第 36 期フォアマン研修会認定式
平成23年11月25日

前橋テルサ

群馬県経営者協会
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「第８回県内主要企業労働諸条件総合調査結果」発行のご案内
去る平成23年4月に実施した、特別調査「第8回県内主要企業労働諸条件総合調査」の調査結果が発行となりま
した。今回は群馬県の主要企業228社からご回答いただいたものを実例集として、労働諸条件の実態を各テーマ
（内容は下記参照）ごとにまとめ、CD－R1枚に収録いたしました。本調査は群馬県内では他に類を見ない当協
会独自の調査であり、その調査結果は大変貴重な情報源であるとともに他では入手できない情報でもあります。
今回の調査結果を貴社における労働諸条件の改訂・見直しにお役立ていただける総合的実務資料としてご案内申
し上げます。
収

録

内

容 （実 例 編）

1. 企業実態調査
労働組合、三六協定、時間外割増率
2. 賃金実態調査
支払形態および方法、賃金の控除、昇給、賞与、賞与支給日の扱いと控除、業績連動賞与制度、年俸制、役職者の昇給・
賞与、一般･役職者の賃金体系、諸手当(資格、役付、家族、住宅、通勤、交替勤務、技術(公的資格)、営業、精皆勤、特
殊勤務、食事、年末年始、禁煙、エコ通勤、その他)
3. 人事管理等実態調査
採用・配属、転勤、出向、労働時間の管理、懲戒制度、セクハラ・パワハラ対策、メンタルヘルス対策、個人情報保護対
策、内部通報、裁判員休暇、新型インフルエンザ対策、マイカーの業務上使用、携帯電話、情報漏洩防止策、不況対策、
身だしなみ等、クールビズ・ウォームビズ、従業員持株制度、次世代法への対応状況
4. 休日・休暇・労働時間等実態調査
休職期間と賃金、所定休日・休暇、過去5年間の所定外労働時間の推移、年次有給休暇、年休の半日付与制度、時間単位
年休、代替休暇、慶弔休暇等、リフレッシュ・ボランティア休暇、育児・介護休業制度、在宅勤務制度、通常・交替勤務
者の労働時間、変形労働時間制、みなし労働時間制
5. 慶弔見舞金・表彰実態調査
慶弔見舞金、表彰制度、永年勤続表彰における休職・休業期間の取扱い
6. 出張旅費実態調査
国内・海外出張旅費、海外駐在員、海外駐在員の国内給与
7. 福利厚生関係実態調査
業務・通勤災害の上積み補償、休業期間中の賃金保障等、人間ドック・脳ドック・インフルエンザ予防接種の補助制度、
社有社宅、借上げ社宅、独身寮、AED、レジャー施設等、社内報・機関誌の発行、共済会・親睦会等、社内預金・貸付
金、奨学金等、禁煙に関する援助
8. 役員関係・役職定年・高年齢者雇用・退職金実態調査
役員定年・任期制、役員退職慰労金、社外取締役、執行役員制度、役員損害賠償保険、早期退職優遇制度、役職定年・任
期制、高年齢者雇用、退職金制度(算定方法、特別加算、ポイント制、確定拠出年金制度、確定給付年金制度、退職金・
年金制度の見直し)、モデル退職金
9. 教育訓練実態調査
教育規程および制度、自己啓発援助制度、通信教育の受講費、教育訓練の際の時間外手当・交通費・日当
10. パートタイマー等非正規従業員実態調査
パートタイマー等の使用状況、就業規則の有無、採用方法、試用期間、賃金の支払形態、昇給、賞与、諸手当、有給休暇、
退職金、雇用契約期間、福利厚生、正社員登用制度、今後の雇用方針、アウトソーシング、派遣社員、外国人労働者
◆ 付帯調査
今回の東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)の影響等についての調査
【賃金体系のサンプル】

【価 格】
会員企業価格

12 ,600 円（税込・送料込）
非会員企業価格
21,000円（税込・送料込）
※同業他社・他団体等への販売はいたしません。
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【モデル退職金のサンプル】

【お問い合わせ先】
社団法人 群馬県経営者協会
事務局担当 金野 和正（こんのかずまさ）
E-mail konno@gunkeikyo.net

会員の動向（敬称略）
新入会
医療法人社団日高会【高崎地区】

入会日：平成23年1月15日

代表者：安藤 義孝（理事長）
業 種：医療機関
所在地：高崎市中尾町886
電 話：027-362-6201
新日本有限責任監査法人群馬事務所【高崎地区】
入会日：平成23年2月2日
代表者：桂川 修一（パートナー）
業 種：監査法人
所在地：高崎市あら町116-1 高崎第一生命ビル６階
電 話：027-328-7016
日本リスクコンサルティング有限会社【高崎地区】
入会日：平成23年2月2日
代表者：関口 俊介（代表取締役）
業 種：生命保険代理業
所在地：高崎市常盤町133-1
電 話：027-310-1703

株式会社セントラルサービス【前橋地区】
入会日：平成23年3月3日
代表者：大本 計馬（代表取締役）
業 種：人材派遣業
所在地：前橋市古市町210-3
電 話：027-210-8033

株式会社フレッセイホールディングス
旧社名：株式会社フレッセイ

入会日：平成23年4月1日
代表者：関根 勇（会長）
業 種：社会福祉事業
所在地：伊勢崎市上泉町151
電 話：0270-23-6317
シー・アール・ケイ株式会社【高崎地区】
入会日：平成23年4月12日
代表者：木村 晴男（代表取締役社長）
業 種：工業用ゴム製品製造
所在地：高崎市小八木町306
電 話：027-362-7510
入会日：平成23年9月6日

代表者：鈴木 憲一（理事長）
業 種：医療・福祉
所在地：高崎市榛名山町28-30
電 話：027-374-9221

平成23年9月1日付

一般財団法人日本健康管理協会
平成24 年1月1日付
旧社名：一般財団法人東日本労働衛生センター
株式会社OPENER（オープナー）
旧社名：株式会社ジー・エム・ケー

平成24 年1月1日付

会員の変更
群馬県農業協同組合中央会
前任：奥木功男（会長）
後任：長岡 武（会長）

社会福祉法人伊勢崎市社会福祉協議会【伊勢崎地区】

代表者：新見 祐三（取締役社長）
業 種：歯科材料製造業
所在地：桐生市横山町4-13
電 話：0277-22-2020

神宮工業株式会社【高崎地区】
入会日：平成24 年1月1日付
代表者：神宮嘉一（代表取締役）
業 種：総合建設業
所在地：高崎市貝沢町614
電 話：027-361-5337

社名変更

代表者：竹内 一普（代表取締役副社長）
業 種：葬儀業
所在地：高崎市本町89
電 話：027-323-3663

新見化学工業株式会社【桐生地区】

株式会社環境管理センター
【高崎地区】 入会日：平成24年1月1日
代表者：森田 岳志（代表取締役）
業 種：サービス業・建設業
所在地：高崎市新後閑町281-3
電 話：027-322-1984

─ 以下、平成23年度会員名簿発行以降の変更について記載 ─

株式会社プリエッセ【高崎地区】 入会日：平成23年2月22日

社会福祉法人榛桐会【高崎地区】

有限会社上野運輸梱包【渋川地区】 入会日：平成23年10月26日
代表者：上野 貞二（代表取締役）
業 種：運送業､メンテナンス業
所在地：北群馬郡榛東村山子田691-1
電 話：0279-55-5689

平成23年7月1日付

関東開発株式会社
前任：津田豊彰（代表取締役社長）
後任：笹川和弘（代表取締役会長）

平成23年8月27日付

サンワテック株式会社
前任：岩崎正博（代表取締役社長）
後任：新井 明（代表取締役社長）

平成23年9月21日付

ルネサス エレクトロニクス株式会社高崎事業所
平成23年10月1日付
前任：南村英二（事業所長）
後任：小宮山章（事業所長）
東邦亜鉛株式会社安中製錬所
前任：楠田泰彦（常務執行役員所長）
後任：沼崎孝則（常務執行役員所長）

平成23年10月1日付

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

入会日：平成23年9月6日

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

人と企業のかけはし

センター

情報の授受
相談など

情報の授受
相談など
企業間交渉の
機会の設定など

送出企業
人事部門

斡旋・紹介

出向・移籍対象者

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。

財団
法人

お気軽にご相談ください
相談、
あっせんは無料です

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
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●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。
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027-255-2586 FAX 027-280-3402

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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樋口 俊之
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宏義印刷株式会社

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/

事業主の皆様へ

意欲と能力のある 女性が活躍 できる職場づくりに取り組みましょう！
！
群馬労働局雇用均等室

ポジティブ・アクション

とは…

固定的な男女の役割分担意識や過去の経験から、
・営業職に女性はほとんどいない
・課長以上の管理職は男性が大半を占めている
等の差が男女労働者の間に生じている場合、このような差を
解消しようと、個々の企業が行う自主的かつ積極的な取組を
いいます。

シンボルマーク「きらら」

※例えば…
労働者の雇用に関する状況を分析した結果、勤続年数が長い女性労働者が多数勤務しているにもかかわら
ず、管理職になっている女性が男性と比べて極めて少数であるというような場合、計画において、
「3年間で女性管理職20％増加」という目標を掲げ、女性の管理職候補者を対象とする研修の実施、
女性に対する昇進・昇格試験受験の奨励、昇進・昇格基準の明確化等の取組を行っていくことが考え
られます。

ポジティブ・アクション

に取り組むと…

個々の労働者の能力発揮を促進するだけでなく、企業にも様々なメリットがあります！
女性労働者の労働意欲の向上

女性の活躍が周囲の男性に刺激→生産性が向上

多様な人材による新しい価値の創造

幅広い高い質の労働力の確保

外部評価（企業イメージ）の向上

ポジティブ・アクション普及促進のためのシンボルマーク「きらら」
ポジティブ・アクション（Positive action）の頭文字Ｐとａを組み合わせ、創造と活力あふれる女性の姿をデザイン
したシンボルマークです。ポジティブ・アクションに賛同される方は、誰でもご利用になれます。

・社員の理解促進のため、社内報に！
ダウンロード先

・企業のイメージアップのため、商品や名刺に！

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/100219.html

ポジティブ・アクション情報ポータルサイト
ポジティブ・アクションに関する雇用管理の改善方法や働く女性へのアドバイスなど、各種情報を提供しています。
また、ポジティブ・アクションについて、自社の取組を紹介（掲載）できるほか、他社の取組内容を閲覧できます！

http://www.positiveaction.jp/
【ポジティブ・アクションに関するお問い合わせ先】
群馬労働局雇用均等室 〒371-8567 前橋市大渡町1-10-7 群馬県公社総合ビル9階

TEL 027-210-5009 FAX 027-210-5104

