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企業行動憲章
──持続可能な社会の実現のために──

一般社団法人日本経済団体連合会
1991年9月14日制定　 　　　　
2017年11月8日第５回改定　 　

　企業は、公正かつ自由な競争の下、社会に有用な付加価値および雇用の創出と自律的で責任ある行動を通じて、持続可能な
社会の実現を牽引する役割を担う。そのため企業は、国の内外において次の10原則に基づき、関係法令、国際ルールおよびそ
の精神を遵守しつつ、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていく。

（持続可能な経済成長と社会的課題の解決）
１．イノベーションを通じて社会に有用で安全な商品・サービスを開発、提供し、持続可能な経済成長と社会的課題の解決を図る。

（公正な事業慣行）
２．公正かつ自由な競争ならびに適正な取引、責任ある調達を行う。また、政治、行政との健全な関係を保つ。

（公正な情報開示、ステークホルダーとの建設的対話）
３．企業情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、企業をとりまく幅広いステークホルダーと建設的な対話を行い、企業価値の

向上を図る。
（人権の尊重）
４．すべての人々 の人権を尊重する経営を行う。

（消費者・顧客との信頼関係）
５．消費者・顧客に対して、商品・サービスに関する適切な情報提供、誠実なコミュニケーションを行い、満足と信頼を獲得する。

（働き方の改革、職場環境の充実）
６．従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。また、健康と安全に配慮した働きやすい職場環

境を整備する。
（環境問題への取り組み）
７．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。

（社会参画と発展への貢献）
８．「良き企業市民」として、積極的に社会に参画し、その発展に貢献する。

（危機管理の徹底）
９．市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、サイバー攻撃、自然災害等に備え、組織的な危機管理を

徹底する。
（経営トップの役割と本憲章の徹底）
10．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て経営にあたり、実効あるガバナンスを構築して社内、

グループ企業に周知徹底を図る。あわせてサプライチェーンにも本憲章の精神に基づく行動を促す。また、本憲章の精神に
反し社会からの信頼を失うような事態が発生した時には、経営トップが率先して問題解決、原因究明、再発防止等に努め、
その責任を果たす。
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令和４年年頭に当たって

一般社団法人　群馬県経営者協会　会長　天　野　洋　一

あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、清々しき新年をお迎えのこととお慶び申し上
げます。

さて、国内では令和３年秋以降、新型コロナウイル
ス感染症の陽性者数が減少しており、一安堵しており
ましたところ、年末に至って、より感染力が強いとさ
れるオミクロン株が欧米を中心に爆発的に広がり始め、
日本においても予断を許さない状況が続いております。

また、コロナばかりでなく、半導体をはじめとする部
材不足や価格高騰、世界的なコンテナ不足、新疆ウイ
グル自治区の人権問題等を中心とした米中間その他国
際関係上の問題、等々、我々の経済活動に大きく影響
を与える様々な要因が、年を越して引き続き世界中に影
を落としております。

新たな年においても、感染拡大予防の基本的な生活
習慣を継続しつつ、更なる生産性の向上を積極的に図っ
ていかなければなりません。

私共群馬県経営者協会の上部団体は「経団連」ですが、
さらに元をたどると、経団連と合併する前の「『日経連』
の地方組織」という位置づけでした。日経連は、「財界
の人事部」という異名をとっておりましたが、その名の通
り、経営の中でも主に「人」に関わる事柄を、群馬県経
営者協会も主に取り扱い、今日に至っております。

諸会議・研修等のオンライン化、テレワークの実施、
懇親会等の中止等々、コロナ拡大防止のため、会員各
社の皆様方も、「人」に関わる様々な施策実施にご苦
労されてきたと思います。その結果、上司と部下の間、
あるいは従業員同士の、コミュニケーションの量や質
に、変化を感じられている方も少なくないのではないで
しょうか。元々、コミュニケーションの希薄化が危惧さ
れておりましたので、その流れに拍車がかかったという
ことも、充分に考えられるところです。言うまでもなく、
仕事の柱はコミュニケーションです。これからの企業

組織運営において、どのようなコミュニケーションの取
り方が望ましいのか、維持すべきもの・変えていくべき
ものは何か、など、組織形態に即したコミュニケーショ
ンの再検討・再構築が求められる時期に差し掛かって
いるとも言えるでしょう。

他方、４月の賃金改定を控えて、労使で議論を進め
る時季でもあります。横並びの時代は随分昔に終焉を
迎えたはずなのに、「官製春闘」などという造語で賃上
げが煽られています。しかしながら、経団連のスタンス
は飽くまで「一律ベースアップということではなく、可能
な企業はベアに取り組んでいただきたい」というものです。

組織内のコミュニケーションから、労働条件改定ま
で、いずれも私共経営者協会が専門としているところで
ございますが、例年２月から３月に開催する地区の懇
話会では、これら諸課題についてコンパクトにまとめた

「経営労働政策特別委員会報告《経団連発刊》」の解説
を行っております。会員の皆様におかれましては、是非
ともこの地区懇話会にてご研鑽をお積み下さることをお
願いいたしますとともに、各社において具体的にこれら
の課題解決を行う際には、群経協事務局にも情報等ご
ざいますので、お気軽にご相談下さい。

本年も、「コロナに負けず」あるいは「コロナと共に」、
他の経済団体や連合群馬の皆様と連携を図りながら、
皆様方の企業経営に資する事業活動を行って参りたい
と存じます。会員の皆様におかれましても、深いご理解
と厚いご協力を頂きますよう、何卒宜しくお願い申し上
げます。

末筆ながら、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げま
して、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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サステイナブルな資本主義で

　持続可能な未来社会の確立を

一般社団法人　日本経済団体連合会　会長　十　倉　雅　和

昨年６月１日に会長に就任してから半年が過ぎた。

この間、最優先してコロナ禍の克服と社会経済活動

の活性化の両立を実践した。並行して、中西さんが

提唱したSociety 5.0 for SDGs、サステイナブルな

資本主義といった路線を継承しつつ、市場経済の中

に社会性の視点 （from the social point of view）

を入れることで、これまでの路線をさらに発展させ

るべくスピード感をもって取り組んだ。

経団連が掲げる「サステイナブルな資本主義」は、

岸田総理が目指す「新しい資本主義」と軌を一にす

るものである。岸田総理は、昨年10月の政権発足以

来、「新しい資本主義の実現」に力を注ぐことを表

明してこられた。柱となるコンセプトは、「成長と

分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」

である。総理を議長とする「新しい資本主義実現会

議」では私から、分配は成長とセットで議論すべき

でありまずは成長が重要であることを強調した。そ

のために取り組むべき課題は、コロナで問題となっ

た我が国の危機管理能力の向上など社会的共通資本

の構築であり、こうした課題は市場経済だけでは解

決できないため、政府の役割が重要になることを指

摘した。また、新しい資本主義の実現には、サステ

イナブルな地球環境が欠かせないことから、デジタ

ルトランスフォーメーション（ＤＸ）と並んで、グ

リーントランスフォーメーション（ＧＸ）について

も、政府全体で議論していく必要があることを繰り

返し訴えている。

ＧＸ、ＤＸに加えて、スタートアップ振興、規制

改革、地方創生、働き方の変革と人材の育成、国際

社会との連携・協調、財政健全化と持続可能な全世

代型社会保障改革など、内外の重要政策課題を強力

に推進することが急務である。

企業こそが成長と分配の担い手であるという覚悟

と気概を持って、経団連は、2022年も岸田内閣と

力を合わせ、コロナ禍の克服とサステイナブルな資

本主義による持続可能で豊かな未来社会の確立に向

けて、全力で取り組んでいく所存である。皆様のよ

り一層のご支援、ご協力をお願い申しあげる。

以　上
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新年のごあいさつ

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、心新たに輝かしい新春をお迎えのこ
ととお喜び申し上げます。

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、

多大なご尽力をいただいている医療関係者の皆さま、

また、感染拡大防止や社会経済活動の回復に向けて

ご協力をいただいております全ての皆さまに深く感

謝を申し上げます。

昨年は、感染症から県民の皆さまの命と健康を守

るため、保健所や医療提供体制の強化をはじめ、県

営大規模ワクチン接種センターをいち早く立ち上げ、

各市町村とも連携し全国トップクラスのスピードで

ワクチン接種を進めるなど、さまざまな対策に全力

で取り組んでまいりました。

また、全国に先駆けて「ぐんまワクチン手帳」を

活用した県内の旅行促進策「愛郷ぐんまプロジェク

ト」や飲食店等への応援のためのプレミアム食事券

を販売するなど、地域経済の早期回復に向けた対策

にもスピード感を持って対応してきました。

コロナ対策は長期戦となります。引き続き、県民

ならびに事業者の皆さまのご理解とご協力をいただ

き、力を合わせ、感染防止と地域経済を回していく

という、この２つを両立できるよう、油断すること

なく、しっかりと取り組んでいきたいと思っていま

す。

本年は、新・総合計画ビジョンで掲げた20年後の

本県が目指す姿「すべての県民が、自ら思い描く人

生を生き、幸福を実感できる社会」を実現するため

の取り組みをさらに加速させ、新たなチャレンジの

年にしていきたいと考えています。

新たな時代を切り拓く「始動人」を育成し、群馬

ならではの新しい学びを推進する教育イノベーショ

ン、災害やパンデミックに強い群馬の構築に注力し

ていきます。また、スポーツや文化芸術による地域

振興、地域資源を生かした観光、ぐんま暮らしのブ

ランド化や外国籍の県民の皆さまとの共生・共創な

どさまざまな課題に取り組みます。さらには、県民

の皆さまの利便性を高め、地域が直面している問題

を解決するため、デジタル化の取り組みを加速化し

ていきます。

今後も、県民の皆さまの命と健康、暮らし、経済

を守ると同時に、心豊かな生活によって誇りと幸福

感を持てるよう全力疾走で取り組んでまいります。

新しい年が、皆さまにとって、実り多き素晴らし

い１年となりますよう、心からお祈り申し上げます。

令和４年１月１日

群馬県知事　山　本　一　太
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新年のご挨拶

連合群馬　会長　佐　藤　英　夫

謹んで新春の祝詞を申し上げます。
また、日頃より連合群馬の様々な活動に対して、ご理解ならびにご支援を
いただいておりますことに、連合群馬を代表して御礼申し上げます。

昨年は、一昨年に引き続き、新型コロナウイルス

感染症の拡大、全国的には豪雨災害の頻発など、激

動の１年でした。

新型コロナウイルス感染症は経済にも影響を及ぼ

しましたが、足元の経済指標は回復基調にあり、世

界経済の不安定要因など先行き不透明感はあるもの

の、2021年度末にはコロナ前のＧＤＰ水準をほぼ

回復し、2022年度には超えることが見込まれてい

ます。

一方で勤労者家計は長期にわたり低迷し、セーフ

ティーネットが脆弱なため、有期・短時間・契約等

労働者、とりわけ、非正規雇用の約７割を占める女

性労働者の雇用の不安定さや生活面において深刻な

影響を受けています。

このような状況の中、連合が取り組んでいる「な

んでも労働相談」の件数は高止まっております。ま

た、生活に困窮した方からのライフサポート相談の

割合も増加傾向にあることも踏まえ、連合群馬は、

群馬県・群馬労働局・群馬県社会福祉協議会の４団

体合同での「悩みごと相談会」を実施しました。

一方、コロナ禍により、外出自粛や収入減少によ

るストレスをかかえている労働者や学生などへの対

策が求められていると考え、県知事へ「労働者支援

と新型コロナウイルス感染症対策」について要請行

動を行いました。

経営者協会の皆様とは、一昨年は「新型コロナウ

イルス感染症にともなう中小・零細企業支援」につ

いて緊急労使合同提言を県知事に提出いたしました

が、昨年においては、連携した取り組みに至りませ

んでした。今年度については、コロナ禍においても

取り組みを工夫することで連携していければと考え

ております。

連合群馬では、「すべての県民が安心して暮らせ

る地域社会」の実現をめざし、「すべての働く仲間

の笑顔のために！一体となって取り組みを推進しよ

う！」を今期の活動スローガンに掲げ、活動を推進

してまいります。

経営者の皆様には、いまだコロナウイルス感染症

の拡大が懸念されますが、雇用不安・将来不安を払

しょくし景気を安定的に回復させるためにも、引き

続き良好な労使関係構築のもと、ご指導・ご鞭撻の

ほどお願い申し上げます。

貴協会の皆様のご多幸とご健勝を心からご祈念申

し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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年頭のごあいさつ

群馬労働局長　丸　山　陽　一

あけましておめでとうございます。

一般社団法人群馬県経営者協会会員の皆様には、

お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。また、旧年中は、労働行政の推進に当たり格別

の御理解と御協力を賜り、心より御礼申し上げます。

昨年は、県内においても新型コロナウイルス感染

症による感染拡大の波が何度も押し寄せ、県民の生

活や経済・雇用に与えた影響は大きく厳しい一年と

なりました。

群馬労働局としても、感染拡大防止対策に取り組

みながら雇用の維持や生産性向上に取り組む企業の

皆様に対し、各種助成金等の迅速な支給に鋭意努力

してまいりました。また、職場における感染防止対

策の徹底について協力を依頼するとともに、業務に

起因して感染した方々に対して迅速に労災保険を給

付するなど、職場の安全・安心の確保に取り組んで

まいりました。

さて、昨年10月に示された新たな経済対策におい

ては、成長と分配の好循環による「新しい資本主義」

を起動させるため、安全・安心を確保した社会経済

活動の再開支援とともに、ポストコロナ社会を見据

えて未来社会を切り開く経済戦略を推進するとして

おり、その取組の一つとして「こども・子育て、人

への投資、働き方改革等」が掲げられています。

群馬労働局においては、引き続き県民の皆様の信

頼と期待に応えるべく、雇用維持の支援に引き続き

取り組むとともに、やむを得ず離職した方等の再就

職支援を積極的に行ってまいります。

また、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が進

む中、経済活動を維持・発展していくためには、企

業の皆様が生産性を高めつつ、働き方・休み方の改

善による労働時間の削減に取り組むほか、ハラスメ

ント防止対策、育児休業の取得など子育てのしやす

い雇用環境の整備、女性活躍の推進等に取り組み、

魅力ある職場づくりを進めていただくことが重要で

あり、多様で柔軟な働き方が選択できることで人材

の確保が図られるよう、働き方改革の実施に向けた

各種支援を行ってまいります。

こうした取組を効果的に推進していくためには、

何よりも貴会のお力添えが欠かせません。引き続き

暖かい御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し

上げます。

結びに、貴会の益々の御発展と会員の皆様の御健

勝と御多幸をお祈り申し上げ、新年の御挨拶とさせ

ていただきます。
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年頭にあたって

日本銀行前橋支店長　渡　辺　真　吾

新年明けましておめでとうございます。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。本年もどう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

本年の群馬経済ですが、企業部門では、世界的な

デジタル需要の拡大が引き続き波及するとともに、

自動車関連を中心とした供給制約が部品増産を受け

て解消に向かい、輸出・生産増加、収益増加、設備

投資増加という前向きの循環メカニズムが働き続け

るとみられます。家計部門も、感染症の流行は、波

を伴う可能性はあるものの、ワクチン接種により抑

制傾向を辿るとみられ、宿泊・飲食といった対面型

サービス消費への下押し圧力は徐々に和らぎ、個

人消費が全体として持ち直すとみられます。このよ

うに改善の動きが企業部門から家計部門に拡がるも

と、緩和的な金融環境といった政策効果にも支えら

れ、景気は、回復傾向が明確になっていくとみられ

ます。但し、こうした見通しについては、感染症に

対する警戒感、供給制約の解消時期、海外経済・国

際金融市場の動向などを巡り上下双方向のリスクが

あるのは言うまでもありません。

群馬経済は、こうした景気展開を辿るもとにあっ

て、持続的な成長を実現していくことが期待されま

す。例えば、脱炭素の流れや SDGs に対する意識の

高まりは不可逆的な動きですので、新たなニーズに

速やかに応じていけば、フロントランナーとして需

要を取り込めるはずです。また、感染症の流行をきっ

かけに、群馬を含め、地方に移住する人や地方に住

み続ける人が増加しています。移住促進策の充実や

在京企業のオフィス誘致などを通じてこうした動き

を一段と取込むことは、人口減少の抑制に繋がりま

す。更に、インフラ整備や再開発により、群馬経済

の潜在的な力を引き上げることも有効でしょう。

感染症の流行が収束に向かっていけば、家計、企

業、公的部門のいずれにおいても、人員配置や支出

といったリソースの使い方が、収束後の世界に対応

したものになるはずです。例えば、脱炭素や SDGs

への対応は加速する可能性があります。群馬経済が

タイムリーにそうした移行を実現できるか、そして、

国内外で移行に伴い生じるニーズに応えることがで

きるかが、2022 年の群馬経済の課題となりそうで

す。本年が群馬経済の一層の飛躍の年になることを

祈念致しまして、年頭のご挨拶とさせて頂きます。
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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

副

会

長

専
務
理
事

常
務
理
事

天
あま

野
の

 洋
よういち

一

町
まち

田
だ

 　久
ひさし

GNホールディングス株式会社
取締役会長

株式会社渋川製作所
代表取締役社長
【北毛地区】

藤
ふじ

田
た

 　実
みのる

藤田エンジニアリング株式会社
代表取締役社長
【西毛地区】

布
ふ せ

施 光
こういち

一
北辰機材株式会社
代表取締役会長
【伊勢崎地区】

樋
ひ

口
ぐち

 俊
としゆき

之
一般社団法人群馬県経営者協会

専務理事

松
まつ

井
い

 義
よしはる

治
一般社団法人群馬県経営者協会

副会長
【事務局担当】

荻
おぎ

野
の

 英
えい

司
じ

株式会社ＳＵＢＡＲＵ
常務執行役員群馬製作所長

【東毛地区】

植
うえ

木
き

 威
たけ

行
ゆき

株式会社フレッセイ
代表取締役社長
【前橋地区】

長
な が せ

瀬 裕
ゆういち

一
株式会社ミツバ
相談役

【桐生地区】

五
い が ら し

十嵐 亮
りょうじ

二
一般社団法人群馬県経営者協会

常務理事
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事業活動報告
●令和３年度監事会
　《令和３年４月26日　持ち回りによる開催》

●令和３年度第１回理事会
　《令和３年４月27日　ホテルメトロポリタン高崎》

●令和３年度定時総会
　《令和３年６月８日　ホテルメトロポリタン高崎》

●環境・ＣＳＲ委員会　委員総会
　《令和３年７月８日　前橋商工会議所会館》

●環境・ＣＳＲ委員会　環境・ＣＳＲ勉強会
　《令和３年７月８日　前橋商工会議所会館》

●最賃労使懇談会
　《令和３年７月29日　前橋テルサ》

●地域別最低賃金労使会議
　《令和３年８月３日　群馬県勤労福祉センター》

●特定最低賃金労使会議
　《令和３年10月14日　群馬県勤労福祉センター》

●東毛地区懇話会
　《令和３年10月15日　美喜仁館　太田》

●伊勢崎地区懇話会
　《令和３年10月21日　伊勢崎プリオパレス》

●桐生地区懇話会
　《令和３年10月25日　美喜仁館　桐生》

●前橋地区懇話会
　《令和３年10月28日　ホテル　ラシーネ新前橋》

●環境・ＣＳＲ委員会　行政懇談会
　《令和３年11月１日　前橋テルサ》

●西毛地区懇話会
　《令和３年11月９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
　《令和３年11月12日　Ｇメッセ群馬》

令和３年度定時総会　天野会長

令和３年11月度懇親・交流会　町田副会長

労務管理セミナー　高仲幸雄弁護士
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●令和３年度第２回理事会
　《令和３年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

●令和３年度評議員会
　《令和３年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

●第44回群経協トップ・セミナー
　《令和３年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

●懇親・交流会
　《令和３年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

地区懇話会

令和３年度評議員会

第44回群経協トップ・セミナー　江上剛氏

岩瀬春男県環境森林部長 佐藤裕幸産業雇用安定センター
群馬事務所統括参与

加藤昌昭産業雇用安定センター
群馬事務所長

荻野副会長 植木副会長 長瀬副会長 藤田副会長 布施副会長

坂田達也県環境政策課長 木島敏博県気候変動対策課長
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会員の動向（敬称略）

　新入会
アイコム株式会社【西毛地区】� http://aicom23.jp
 入会日：令和３年８月18日
代表者：内　田　　　恵（代表取締役）
業　種：労働者派遣業
所在地：〒370-0854　高崎市下之城町301-2
　　　　　　　　　　  ゼンテクノビルC-2
電　話：027-395-0686
紹介者：当協会ホームページを見て入会

カースチール株式会社【前橋地区】
� http://www.carsteel.co.jp/
 入会日：令和３年12月10日
代表者：金　子　　　剛（代表取締役社長）
業　種：自動車解体業、鉄・非鉄金属の回収販売
所在地：〒371-0852　前橋市総社町総社2913
電　話：027-251-6365
紹介者：天野洋一（群経協会長）

　─以下、令和３年度会員名簿発行以降の変更について記載─

　会員の変更
公益財団法人群馬県建設技術センター
� 令和３年７月１日
　前　任：上　原　幸　彦（理事長）
　後　任：岩　下　勝　則（理事長）

　会員事業所の所在地変更
株式会社キンセイ産業� 令和３年10月18日
　新所在地：〒370-1202　高崎市宮原町1-1

　社名変更 令和４年１月１日

　旧　サンデンホールディングス株式会社�
　新　サンデン株式会社

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　諸
もろ

 川
かわ

 尚
なお

 子
こ

E-mail morokawa@gunkeikyo.net
TEL 027－234－2770
FAX 027－234－2771
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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

人事・労務の課題は、
� 群経協にご相談ください

■群経協は人事・労務問題のエキスパート
人事・労務に関わる諸法令の新設・改訂等が目まぐるしく行われている昨今、「どう対応したらいい

のだろうか？」「他社の状況はどうなのか？」といったような疑問を抱くことがしばしばあるでしょう。

また、自社の経営状態によっては、大胆な人事・労務施策をとらなければならないときもあるでしょう。

そんなときは、群経協を思い出してください。

人の問題は微妙です。拙速は許されないケースも少なくありません。まずは、人事・労務問題のエ

キスパートである群経協にご相談いただき、しっかりとした対応を目指してください。私共が直接ご

相談を受けることだけでなく、関連各所をご紹介するなど、状況に合った対応をさせていただきます。

■教育訓練の講師も派遣します
教育訓練は、群経協の事業の柱の一つです。ＴＷＩ・ＭＴＰなどの階層別訓練のみならず、内容・日数・

時間数・会場等、皆様のニーズに応じて、カスタマイズした研修も、多数行っております。

「こんな研修をやりたいんだけど……」と思ったら、群経協にご相談ください。

 ※講師派遣は有料です。

まずは群経協に相談してみよう！
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■■令令和和４４年年４４月月１１日日かからら義義務務化化さされれるる内内容容
１１ 妊妊娠娠・・出出産産のの申申出出ををししたた労労働働者者にに対対すするる個個別別のの周周知知・・意意向向確確認認のの措措置置

①～④の全てを実施 ①育休の制度内容 ②育休の申出先 ③育児休業給付に関すること ④育休期間の社会保険料

の取扱い

２２ 育育児児休休業業をを取取得得ししややすすいい雇雇用用環環境境のの整整備備
①～④のいずれかを実施 ①研修の実施 ②相談体制の整備 ③自社の育休取得の事例の収集・提供 ④育休制度と育

児休業取得促進に関する方針の周知

３３ 有有期期雇雇用用労労働働者者のの育育児児・・介介護護休休業業取取得得要要件件のの緩緩和和
「引き続き雇用された期間が１年以上」の要件が削除 ⇐就業規則の変更が必要です！

■■令令和和４４年年1100月月１１日日かからら義義務務化化さされれるる内内容容
１１ 産産後後パパパパ育育休休（（出出生生時時育育児児休休業業））のの創創設設

子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能、２回まで分割取得可能、休業中の就業が可能（労使協定締結前提）

２２ 育育児児休休業業制制度度のの変変更更
①１歳までの育児休業を２回まで分割取得が可能
②１歳以降の育児休業開始日の柔軟化⇒期間の途中で配偶者と交代取得が可能

■■義義務務化化さされれるる内内容容（（事事業業主主がが講講ずずべべきき措措置置））

①事業主の方針の明確化及びその周知・啓発、②相談体制の整備、③ハラスメントが発生した場合の事後の
迅速かつ適切な対応、④プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止、等。

■■社社内内のの体体制制整整備備にに活活用用ででききるる情情報報・・資資料料
●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修⽤資料
厚生労働省のホームページからダウンロードできます
●ポータルサイト「あかるい職場応援団」
職場におけるハラスメントに関する情報を発信しています

令和４年４月１日より各種法律が施行されます
改正育児・介護休業法 令令和和４４年年４４月月１１日日かからら段段階階的的にに施施行行

労働施策総合推進法 職職場場ににおおけけるるパパワワーーハハララススメメンントト防防止止対対策策がが中中小小企企業業事事業業主主ににもも

義義務務化化

職場におけるパワハラの定義 ①〜③の要素を全てを満たすもの
①優越的な関係を背景とした言動 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの ③労働者の就業環境が害され
るもの
※※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

女性活躍推進法 一一般般事事業業主主行行動動計計画画策策定定等等のの義義務務がが110011人人以以上上のの事事業業主主にに拡拡大大

■■義義務務化化さされれるる取取組組

ステップ１ 自社の女性労働者の「活躍に関する状況把握」と「課題分析」

ステップ２ 行動計画を「策定」⇒「社内周知」と「外部公表」の実施 ※※１１

ステップ３ 群馬労働局に策定届を「届出」⇒情報の公表 ※※２２

あかるい職場応援団 HP 検索

職場におけるハラスメント防止のために 検索

 

厚生労働省
女性活躍推
進特集ペー
ジQRコード

※１「社内周知」と「外部公表」はどちらも行う必要があります。
公表の方法⇒厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページへの掲載

※２「情報の公表」とは、自社の女性の活躍に関する情報（採用した労働者に占める女性労働者の割合など15
項目示されている）から１項目以上選択し、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページへ
掲載することをいいます。

☘☘育児・介護休業法、ハラスメント防止対策、女性活躍推進法の問合せ先☘☘
群馬労働局雇用環境・均等室 ☎ ０２７（８９６）４７３９

前橋市大手町2‐3‐1 前橋地方合同庁舎８階

厚生労働省群馬労働局




