
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法が改正されました！
 ― 平成29年１月1日施行　就業規則への記載はお済みですか ―

改定のポイント
介護休業の分割取得や、育児・介護休業の対象となる有期契約労働者の拡大、妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメント対策等が義務付けられました。

介護休暇について
１日単位での取得

群馬労働局　雇用環境・均等室

１ 介護休暇の取得単位の柔軟化

改正前

半日（所定労働時間の
２分の１）単位での取
得が可能

改正後
有期契約労働者の方に
ついては、以下の要件
を満たす場合に育休の
取得が可能

①申し出時点で過去１
　年以上継続して雇用
　されていること
②子が１歳になった後
　も雇用継続の見込み
　があること
③子が２歳になるまで
　の間に雇用契約が更
　新されないことが明
　らかである者を除く

6 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

改正前
以下の要件に緩和

①申し出時点で過去１
　年以上継続し雇用さ
　れていること
②子が１歳６か月にな
　るまでの間に雇用契
　約がなくなることが
　明らかでないこと

改正後

・事業主による
妊娠・出産・育
児休業・介護休
業等を理由とす
る不利益取扱い
は禁止

8 いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

改正前
●左記に加え、上司・同僚か
　らの、妊娠・出産、育児休
　業、介護休業等を理由とす
　る嫌がらせ等（いわゆるマ
　タハラ・パタハラなど）を
　防止する措置を講じること
　を事業主へ新たに義務付け。
●派遣労働者の派遣先にも以
　下を適用。
　・育児休業等の取得等を理
　　由とする不利益取扱いの
　　禁止
　・妊娠・出産、育児休業、
　　介護休業等を理由とする
　　嫌がらせ等の防止措置の
　　義務付け

改正後

育児休業など※が取得
できる対象は、法律上
の親子関係がある実子・
養子

※育児休業の他に、子の看護休暇、所定外労働の制限（残業の免除）、時間外
　労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置も含みます。

7 育児休業等の対象となる子の範囲

改正前
特別養子縁組の監護期
間中の子、養子縁組里
親に委託されている子
等も新たに対象

改正後

介護休業について、
介護を必要とする家族
（対象家族）１人につき、
通算93日まで原則1回
に限り取得可能

2 介護休業の分割取得

改正前

対象家族１人につき通
算93日まで、３回を
上限として、介護休業
を分割して取得可能

改正後

介護のための所定労働
時間の短縮措置（選択
的措置義務）について、
介護休業と通算して93
日の範囲内で取得可能

3 介護のための所定労働時間の短縮措置等

改正前

介護休業とは別に、利
用開始から３年の間で
２回以上の利用が可能

改正後

なし

4 介護のための所定外労働の制限（残業の免除）

改正前
介護のための所定外労
働の制限（残業の免除）
について、対象家族１
人につき、介護終了ま
で利用できる所定外労
働の制限を新設

改正後

子の看護休暇について
１日単位での取得

5 子の看護休暇の取得単位の柔軟化

改正前

半日（所定労働時間の
２分の１）単位での取
得が可能

改正後

【問合せ先】
　群馬労働局 雇用環境・均等室　☎027－896－4739

一般社団法人　群馬県経営者協会
Jan� 2017.
No.220

（題字／群経協顧問　児玉　三郎）
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　新年、あけましておめでとうございます。

　皆様には新春を迎え、お健やかな日々をお過ごしの事とお慶び申し上げます。

　昨年は、熊本の地震から始まり、英国のプレグジッ

ト（EU離脱）、アメリカのトランプ大統領誕生など、

自然災害や国際情勢に関しては、まさに予断を許さ

ない出来事が次々に起った年でありました。我々経

営者にとっては、本当に先の見通しの立てづらい難

しい時代となったと感じています。日本国内におい

ては、安倍政権がアベノミクスの新３本の矢として、

GDP600兆円、出生率1.8、介護離職０、を掲げて

いますが、規制緩和や今まで以上に大胆で思い切った

政策を策定し、整合性を保ちつつ具体的な行動に結び

つけて頂きたいと思っています。そうした方向性を受

けて、群馬県においては大澤知事様の主導で次世代の

産業振興や雇用問題の解決、コンベンション施設の整

備など、重点的な行動計画が展開されており、明るい

未来が待っていると思われます。

　経営者協会としましても、児玉前会長の進めてきた

労使協調の精神を引継ぎ、群馬県や連合群馬との連

携・交流を深めて、会員企業の一層の発展を図って行

かなければなりません。若い頃に読んだ書物に、成功

者の条件というものがありましたが、その条件とは、

事のなるならないを他人のせいにしない、どんな時に

もプラス思考をする、と言うような内容であったと記

憶しています。テロや戦争、為替や原油価格など、短

期間に大きく揺れ動く本当の激動の時代を我々は生き

ているわけですが、天は自ら助くる者を助くる、で、

それぞれの企業の理念と自助努力が企業発展の原動力

になると思われます。

　本年も会員皆様の絶大なご理解とご協力を頂きなが

ら、経営者協会のますますの発展を計って参りたいと

存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。年頭に

当たり、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上

げまして、ご挨拶とさせて頂きます。

新年のご挨拶
一般社団法人群馬県経営者協会　会長　八　木　議　廣

群馬県経営者協会　会報№220（2017.1.15発行）

企業行動憲章
−社会の信頼と共感を得るために−

一般社団法人　日本経済団体連合会
一般社団法人　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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　新年明けましておめでとうございます。
　群馬県経営者協会会員の皆さまには、すがすがしい新年をお迎えのことと
　心からお喜び申し上げます。

  昨年は、NHK大河ドラマ「真田丸」が一昨年の「花

燃ゆ」に引き続き放送され、本県の魅力を県内外に

発信することができました。

　スポーツの分野では、リオデジャネイロオリン

ピック・パラリンピックという世界の大舞台におい

て、本県から出場した多くの選手が素晴らしい活躍

をしました。この姿は、３年後の東京オリンピック・

パラリンピックに向けて、子どもたちに夢と希望を

与えてくれました。

　また豊かな森林や自然に恵まれた群馬県にとって、

８月11日が国民の祝日「山の日」としてスタートし

た記念すべき年でもありました。

　さて、今年は、県政の新たな羅針盤である「第15

次総合計画」がスタートして２年目を迎えます。人

口減少が喫緊の課題として叫ばれる中「人・モノ・

情報を呼び込む」という新たな発想で、群馬の未来

を創生していかなければなりません。

　そのために、総合計画に掲げた「人づくり」「安全

で安心できる暮らしづくり」「産業活力の向上・社会

基盤づくり」の３つの基本目標に基づき、未来を担

う子どもたちの学習環境の整備や、人口減少対策の

ための移住・定住促進、若者や女性、障害のある人

など誰もが活躍できる雇用の場の創出、県産農畜産

物の輸出促進などを積極的に進めます。

　また広域幹線道路などの道路交通網やコンベン

ション施設の整備などにより、企業誘致や観光誘客

をさらに推進し、県内経済の活性化に努めます。

　群馬には、豊かな自然や温泉などの観光資源に加

えて、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」や多

くの古墳や埴
はに

輪
わ

など、本県が誇る歴史文化遺産が

あります。また夏には、古代東国文化を象徴する

「上
こうずけ

野三
さん

碑
ぴ

」のユネスコ「世界の記憶」への登録が期

待されます。これらの優れた資源を生かし、群馬の

魅力を力強く発信していきたいと思います。

　県政の主役である県民の皆さまが安心して幸せを

実感でき、将来にわたって住み続けたくなるような

「魅力あふれる群馬」の実現に向け、全庁一丸となっ

て県政に取り組んでまいります。

　結びに、この一年が県民の皆さまにとって健康で

幸多い年になりますよう心から祈念申し上げ、新年

のあいさつといたします

新年のごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　　　

群馬県経営者協会　会報№220（2017.1.15発行）
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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。

　世界の政治経済情勢は、保護主義の台頭やナショ

ナリズム志向の広がりが懸念される中、先行き不透

明感を増している。このような時にあって、わが国

は先頭に立ち、自由で開かれた国際経済秩序を維持・

発展させ、世界経済の成長を牽引していかなければ

ならない。同時に、政権基盤が安定している今だか

らこそ、社会保障制度改革や財政健全化、抜本的な

規制改革など、国民の痛みを伴う改革に真正面から

取り組むべきである。

　経団連としても、政治との連携を一層強化し

ながら、デフレ脱却と経済再生を確実に実現し、

GDP600兆円経済への確固たる道筋をつけるため、

主体的に取り組む所存である。

　第一に、政府が掲げた「日本再興戦略2016」の

「官民戦略プロジェクト10」の実現に取り組む。成

長戦略の柱であるSociety5 .0の実現に向けて、目

指すべき世界を描いた上で、具体策を提案していく。

また、消費マインド喚起策の一環として「プレミア

ムフライデー」を実施し、働き方を見直しつつ消費

を楽しむことを促していく。他のプロジェクトにつ

いても、早期具体化を図りたい。

　第二に、地域経済の活性化に取り組む。各地で経

済懇談会を開催し、自治体や地方経済団体による地

方版総合戦略の遂行を後押しする。また、「地方創生に

向けた経団連アクションプログラム」に基づき、地

方経済団体との連携協定の推進、農業・観光の振興

など、地域経済の成長力引上げに協力する。

　第三に、経済外交を積極的に展開する。米国につ

いては、現地事務所を拠点に新政権や議会との関係

を構築し、経済関係の強化を図る。その過程で、Ｔ

ＰＰ協定の発効を目指して、経済的・戦略的意義を

訴えていく。欧州については、日EU EPAの早期実

現を働きかけると共に、英国のEU離脱に係る企業

の懸念事項への理解を求めていく。アジア諸国とも、

緊密で互恵的な関係を強化すべく、官民リーダーと

の政策対話を進める。

　第四に、東京オリンピック・パラリンピック等の

開催成功に向けて、国民のムーブメント醸成および

全国的なレガシー形成を支援する。

　本年も、経団連ビジョン「『豊かで活力ある日本』

の再生」の実現に全力を尽くす決意である。皆様の

ご支援をお願い申しあげる。

群馬県経営者協会　会報№220（2017.1.15発行）

GDP600兆円経済への
確固たる道筋をつける

一般社団法人 日本経済団体連合会　会長　榊　原　定　征
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　本年は、年初から海外情勢、特にアメリカ新政権

への対応、あるいは近隣諸国の政情など、我が国経

済に大きな影響が予想され、国内では、急速な高齢

化の進展により、人手不足業種の拡大や熟練技能工

の不足など「ものづくり日本」を維持する対応が、

喫緊の課題となっております。

  働く能力と意欲のある方については、性差・年齢に

関わらず働けるよう、また、関係機関と連携した人

材育成・再教育のための職業訓練などの充実に傾注

するとともに、外国人労働者対応として技能実習制

度の改正により、新たな枠組みでの法施行が予定さ

れております。

　そのような中、政府として最重要課題は、「働き方

改革」への取組です。

　「適切な労働時間」で働き、ほどよく「休暇を取

得」し、仕事に対するモチべーションを上げ、「生産

性向上に寄与」する、「働く人を中心とした雇用環境

整備を求めること」を労働行政の重点課題として、

取り組むこととしております。

　過重労働対策は、月80hを超える長時間労働が行

われている事業場に対し、臨検の実施を、その際、

持ち帰り残業など、「形式的な時短は、容認されない」

ことなどの指導に取り組んで参ります。

　心身の健康維持問題では、個別の対処だけでなく、

「24時間の中で、労働時間・余暇時間・休息時間の

バランスが重要」です。

　このため、「ストレスチェック制度」の更なる実施・

推進と、産業医を活用した「定期的な健康診断・相

談できる体制の確保」の他、「ストレスの軽減」を図

る有給休暇取得促進、心身ともに仕事から離れる

「プラスαの連続休暇制度」の奨励など、ワークライ

フバランスにも配慮し、取り組むこととします。

　労働問題は、企業と働く人の関係だけで無く、企

業と企業、経済環境など経営の問題に深く関わり、

簡単には論じられませんが、誰もが豊かな気持ちで

生活していくため、今現に群馬で働いている人も、

これから群馬で働こうとしている若者達も異口同音

に「働きやすい群馬」・「若者が住みやすい群馬」・「未

来繁栄していく群馬」と、三拍子揃った雇用環境と

なる「健康経営元年」としての取組が、群馬県内に

深く浸透して行くことを強く望んでいます。

　最後に、貴協会及び会員企業様が、益々発展され

ますよう心から祈念いたしまして、年頭のあいさつ

とさせていただきます。

群馬県経営者協会　会報№220（2017.1.15発行）

　あけましておめでとうございます。

　新心穏やかに新年を迎え、大変、喜ばしいと重ねてお祝い申し上げます。
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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、健やかなる新年をお迎え

のことと心よりお慶び申し上げます。また日頃から

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、連合群馬を代表して感

謝と御礼を申し上げます。

　昨年を振り返りますと、自然の猛威による予期せ

ぬ災害が各地で発生し、台風の上陸により県内各地

においても大雨や土砂流出等による被害、また熊本

や鳥取においても大きな地震が起こり、多くの建物

が崩壊するなど生活そのものが脅かされる事態とな

り、改めて自然の猛威を感じさせられました。

　さて、わが国の経済は緩やかな景気回復局面にあ

ると言われていますが、多くの働く者・生活者が景

気回復を実感するまでには至っていません。その主

な要因は、個人消費の回復が遅れていることであり、

その背景には、2014年から連続して月例賃金の引き

上げを実現してきたものの、将来不安は解消されず、

格差是正もまだ緒に就いたばかりであることなどが

あげられます。また米国のトランプ大統領就任によ

る日本経済への影響は、金融市場の変動・通商政策

の行方・米国経済の動向・政策の不確実性など、上

振れ・下振れ双方のリスクがあるとされています。

　連合群馬は、「働くことを軸とする安心社会」を基軸

とし、連合群馬の目指すべき姿『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、取り組む

こととしています。そのために、地域住民に一番近

いフィールドで活動している県内８拠点の地域協議

会をさらに強化・発展させ、構成組織・地域協議会・

連合群馬が一体となって活動を進めていくことが、

肝要だと思っております。

　また、群馬県経営者協会と連携し、県内の雇用・

労働環境の改善に向け、「労使合同研究委員会」におけ

る論議を踏まえた、群馬県や厚生労働省群馬労働局

への“労使合同提言”、そして、他県にはない誇れる

取り組みとして、新年の幕開けに共同で開催してい

る「新春労使共同セミナー」については、お互いの

立場を尊重しつつ知恵と力を発揮する中で、労使一

体となって着実に前進していきたいと思っておりま

すので、引き続きの連携をお願い申し上げます。

　まだまだ、先行き不透明な社会情勢ではあります

が、経営者の皆様におかれましては、将来を見据え

たリーダーシップを発揮され、この厳しい状況を乗

り越えられますよう、そして元気な群馬県の創生に

向け、ともにがんばりましょう。

　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るとともに、本年がご家族

を含めた皆々様にとりまして、実り多き年となりま

すよう心からご祈念を申し上げ、新年のご挨拶とさ

せていただきます

年頭あいさつ
群馬労働局長　半　田　和　彦
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新年のご挨拶
連合群馬　会長　富　澤　　　誠
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　旧年中は日本銀行前橋支店の業務に対し格別のご

理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。本年

も宜しくお願い申し上げます。 

　さて、昨年を振り返りますと、群馬県経済は緩や

かな回復基調を続けました。わが国経済全体では弱

さが目立つ中にあってもしっかりとした展開を続け

た要因の一つとして、製造業の活発な活動とその県

内経済への波及が挙げられます。群馬県の鉱工業生

産は、北米での需要増加を背景とする自動車の好調

等から、全国の動きと異なり、リーマンショック後

の未曾有の落ち込みを既に取り戻して、過去最高水

準で推移しました。短観により2016年度の事業計画

をみますと、製造業、非製造業を合わせた全産業の

企業収益は４年連続の増益となっており、設備投資

計画は前年度をはっきり上回っています。企業部門

から家計部門に目を転じますと、労働需給は着実な

改善を続け、雇用者所得は緩やかながらも着実に増

加しています。個人消費は、夏場には天候要因等か

ら一部に弱めの動きもみられましたが、その後は持

ち直し、基調としては雇用・所得環境の改善を背景

に底堅い推移を続けています。

　こうした動きが今後も持続し、いま少し経済の水

準が高まってくれば、多くの企業や家計の方に景気

回復をしっかりと実感して頂けるようになると考え

ています。この点、「長短金利操作付き量的・質的金融

緩和」のもとでの思い切った金融緩和を通じて、経

済・物価の改善の動きをしっかりとサポートしてい

くことは、群馬県経済ひいてはわが国経済を持続的

な成長軌道に復帰させるために、やはり大事である

と考えています。

　金融面をみますと、群馬県内の金融機関貸出は、

業種や規模の拡がりを伴いながら、残高が前年を上

回って推移しています。地域の金融機関は、金融仲

介機能を高めて企業のニーズにしっかりと応え、地

域に前向きの好循環を作り出していくべく、産官学

との連携や地域を超えた広域連携による新たな資金

需要の創造、創業支援、事業承継等の取組みを積極

的に推進しています。日本銀行前橋支店としても、

群馬県経済のより一層の発展に向けて、こうした各

種の取組みを積極的にサポートしていきたいと考え

ています。

　本年が群馬県経済の更なる飛躍の年となることを

祈念しまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。

　新年明けましておめでとうございます。

年頭にあたって
日本銀行前橋支店長　神　山　一　成
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特別顧問
［伊勢崎地区］

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。
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代表取締役社長
［前橋地区］



●前橋地区懇話会　平成28年９月６日　ホテル　ラシーネ新前橋

●伊勢崎地区懇話会　平成28年９月15日　伊勢崎プリオパレス

●西毛地区懇話会
　平成28年９月27日　高崎ビューホテル

●労使役員懇談会　平成28年10月５日　前橋テルサ

●労務委員会　先進企業視察
　平成28年10月６日
　ルネサスエレクトロニクス㈱高崎事業所

●労務委員会　先進企業視察懇談会
　平成28年10月６日
　ルネサスエレクトロニクス㈱高崎事業所　赤城クラブ

●東毛地区懇話会
　平成28年10月11日　美喜仁館　太田

●特定最低賃金労使会議　平成28年10月20日　群馬県勤労福祉センター

●桐生地区懇話会　平成28年10月21日　美喜仁　本店

●北関東三県経営者協会交流会　平成28年10月28日　日光市内

●全群経協懇親ゴルフコンペ　平成28年11月５日　赤城ゴルフ倶楽部

●公労使三者トップ懇談会　平成28年11月10日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　●労務委員会　労務管理セミナー
　　　　　　　　　　　平成28年11月11日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　●環境・CSR委員会　行政懇談会
　　　　　　　　　　　平成28年11月22日　前橋テルサ

　　　　　　　　　　●環境・CSR委員会　行政懇談会　懇親会
　　　　　　　　　　　平成28年11月22日　前橋テルサ

●平成28年度第２回理事会　平成28年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　●平成28年度評議員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　●第36回群経協トップ・セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　●懇親・交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　●群馬県労働委員会使用者委員連絡会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年12月21日　千利

●公労使三者トップ懇談会　平成28年４月20日　ホテルメトロポリタン高崎

●平成28年度第１回監事会　平成28年５月２日　チャイニーズファン

●教育委員会　委員総会　平成28年５月25日　群馬県中小企業会館

●平成28年度第１回理事会　平成28年６月3日　ホテルメトロポリタン高崎

●平成28年度定時総会　平成28年６月３日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●平成28年度臨時理事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年６月３日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●第35回群経協トップ・セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年６月３日　ホテルメトロポリタン高崎

●懇親・交流会
　平成28年６月３日　ホテルメトロポリタン高崎

●第41期フォアマン研修会　平成28年６月９日～11月24日　前橋テルサ他

　　　　　　　　　　　　　　　　　●労使役員懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年６月15日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　●第9期経営幹部育成セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年７月15日～12月２日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　●労務委員会　委員総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年７月26日　前橋テルサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　●労務委員会　委員勉強会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年７月26日　前橋テルサ

●労務委員会　委員懇談会　平成28年7月26日　前橋テルサ

●群馬県最低賃金労使会議　平成28年８月３日　群馬県勤労福祉センター

●児玉前会長を囲む会・第１部　平成28年８月11日　赤城ゴルフ倶楽部

●児玉前会長を囲む会・第2部　平成28年８月11日　暢神荘

●北毛地区懇話会　平成28年８月30日　アネーリ渋川
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事業活動報告

労務委員会　労務管理セミナー

労務委員会　先進企業視察

平成28年度定時総会

第35回群経協トップ・セミナー

教育委員会　第41期フォアマン研修会

第36回群経協トップ・セミナー
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会員の動向（敬称略）

   新入会
かんざわ株式会社【西毛地区】 

    　入会日：平成28年2月1日
　代表者：神澤 利之（代表取締役）
　業　種：毛糸・手芸品卸小売
　所在地：〒370-0802 高崎市並榎町50-1
　電　話：027-363-7739
　紹介者：森田岳志評議員
　　　　　（株式会社環境管理センター　代表取締役）

川島工業株式会社【西毛地区】
入会日：平成28年2月10日

　代表者：川嶋 正靖（代表取締役社長）
　業　種：工業用ゴム部品及び部品組立加工
　所在地：〒370-0871 高崎市上豊岡町571-6
　電　話：027-343-3682
　紹介者：児玉三郎顧問
　　　　　（株式会社小島鐵工所　代表取締役会長）・
　　　　　関口俊介評議員（日本リスクコンサルティング
　　　　　株式会社　代表取締役）

株式会社マイナビ【西毛地区】
入会日：平成28年2月25日

　代表者：鈴木 隼人（群馬支社長）
　業　種：総合人材サービス業（求人サイトマイナビの運営）
　所在地：〒370-0849　高崎市八島町58-1
　電　話：027-330-1620
　紹介者：当協会会員企業との交流のため入会

株式会社根岸【西毛地区】
入会日：平成28年12月8日

　代表者：根岸 　淳（代表取締役社長）
　業　種：建設資材販売、足場架払レンタル
　所在地：〒370-2107　高崎市吉井町池77
　電　話：027-387-3431
　紹介者：竹中隆評議員（株式会社竹中組　代表取締役）

─ 以下、平成28年度会員名簿発行以降の変更について記載 ─

  会員の変更
株式会社ヌカベ　　　　　　　　　 平成28年9月28日付
　前任：西田 則良　(代表取締役社長)
　後任：西田 慶太郎　(代表取締役社長)

三富運送株式会社　　　 　　　　平成28年10月25日付
　前任：三浦 文雄　(代表取締役)
　後任：三浦 仁子　(代表取締役)

  会員名の変更
株式会社三興エンジニアリング　　 平成28年10月1日付
　旧社名：三興電気株式会社

  会員所在地の変更
株式会社群馬経済新聞社　　　　　 平成28年9月1日付
　新所在地：〒371-0017　前橋市日吉町3-31-17 3F
　　　　　　TEL 027-289-0990
　　　　　　FAX 027-289-3045

  会員の役職名変更
国際警備株式会社　　　　　　　 平成27年7月31日付
　山﨑 松惠
　　前役職：代表取締役会長
　　新役職：会長

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

■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：
　一般社団法人　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

まずは群経協に相談してみよう！



公益財団法人

産業雇用安定センターによる企業間の人材マッチング支援

まずはご一報ください、担当者が相談に応じます。

ホームページURL http://www.sangyokoyo.or.jp

○相談及びあっせんは無料です。
○お預かりした個人情報は当センターの個人情報管理基準に基づいて厳重に
　管理いたします。
○センターの利用時間は9：00～17：00です。
○日曜、土日、祝日は休業です。
○不明な点はご遠慮なく電話等でお問い合わせ下さい。

人人 とと 企企 業業 のの

かか けけ はは しし

事業
主の
皆様
へ

人材採用
を考えている事業主の方へ

求人している企業に対して、
最適と思われる人材情報を提供し、
マッチング支援を行います。

各種セミナー
をご活用下さい。（有料）

企業間の円滑な労働移動の実現や
人材の育成・従業員の活性化等に役立つよう、

各種セミナーを実施しています。

雇用調整
を考えている事業主の方へ

人材採用
を考えている事業主の方へ 各種セミナー

をご活用下さい。（有料）

雇用調整
移籍・退職 在籍出向

雇用調整
を考えている事業主の方へ

①まずは電話等によりご連絡下さい。担当者が
　求人内容等をお聞きします。（訪問可）
②求人条件に最適と思われる「人材情報」を提供し、
　マッチングを図ります。

手続き方法

・事業の縮小等により希望退職を募集する。
・事業所閉鎖などにより人員整理をする。
・生産拠点の縮小統合により離職者が発生する。
以上のような場合に、退職予定者の再就職支援を
在職中から実施します。

・人材育成のために他社を経験させたい。
・生産量の減少が見込まれ、人員の余剰感がある。
・他社の人材を受け入れたい。
以上のような場合に、出向相手社を斡旋します。

再就職の流れ

離職が予定
されている方
へセンターの
支援説明

支援希望者
の登録
（在職中）

登録者の
個別面談

求人の開拓、
支援の開始

就職

〒371-0844 前橋市古市町1-50-1（新前橋駅東口 吉野屋ビル3Ｆ）
TEL 027-255-2586  FAX 027-280-3402

産業雇用安定センター群馬事務所
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