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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５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、新型コロナウイルス感染症も、第８波を迎えて

いるようですが、とは言え、昨年の今頃とは世の中の

雰囲気もかなり違っているように映ります。まさに、「with

コロナ」の時代が到来した感があります。

さて、昨年来、「ＤＸ」や「ＧＸ」など、いくつかの

ポイントとなる施策が掲げられておりますが、その中で

も私共経営者協会に最も関わりがあるのが、「人への投

資」でありましょう。

恒常的な人材不足の下、いかに群馬県内に人を戻す

か／呼び込むか、ということが一つの課題です。「Ｕター

ン・Ｉターン」や「移住」といった政策に更に力を入れ

る必要があるでしょう。特に、家族で群馬県内に来て

もらうための大きなポイントが、「子どもの教育の充実」

にあると考えます。産官学の協働により、質の高い教

育の場を設けることが、人材獲得競争のひとつの武器

になるのではないかと考えます。

また、「人への投資」として、「リスキリング」が提唱

されています。経済産業省によると、リスキリングとは、

「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要

とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要

なスキルを獲得する／させること」とされています。新

しい人材の確保が難しければ、今いる人材の充実化・

能力向上を図ることが、企業が生き残っていく上で取ら

なければならない対応策でありましょう。

リスキリングのためには、費用や時間が必要ですが、

では、費用や時間さえあればリスキリングに取り組める

かというと、そう簡単にはいかないでしょう。リスキリ

ングのために最も重要なものは、「学習の場」だと考え

ます。従って、リスキリングに対する助成金などの諸制

度を整備することも重要だと思いますが、それと同様、

或いはそれ以上に、やはり産官学が協働して、「学習の

場」「学習の機会」を設けるということが、大変意義が

あり、また実効性のあることだろうと考えております。

もちろん、経営者協会でも各種人材育成施策を実施

しておりますし、それにまつわる情報等もございますの

で、お気軽にご相談・ご活用頂ければ幸いです。

本年も、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の実践を目指し、

社会課題の解決と持続的な経済成長を実現する

一般社団法人　日本経済団体連合会　会長　十　倉　雅　和

昨年２月に勃発したロシアのウクライナ侵略は今

なお収束の兆しが見えず、国際秩序の根幹を大きく

揺るがしている。これに起因する世界的な資源・食

料価格の高騰により、わが国のエネルギー・食料安

全保障が大きな課題として浮き彫りになっている。

しかしながら、こうした厳しい情勢だからこそ、

事業方針に掲げた「サステイナブルな資本主義の実

践」が非常に重要であり、本年も社会課題の解決と

持続的な経済成長の実現に一層取り組んでいく決意

である。

持続的な経済成長には、「投資」と「消費」の拡

大が欠かせない。経済界は、国内投資の活性化、賃

金引き上げのモメンタムの維持・強化に最大限努力

していく。

国内投資の柱は、言うまでもなく、グリーントラ

ンスフォーメーション（ＧＸ）、デジタルトランス

フォーメーション（ＤＸ）である。とりわけ、ＧＸは、

気候変動問題という社会課題の解決とともに、活発

な国内投資を生む成長戦略の切り札であり、エネル

ギー安全保障上も重要である。また、核融合を含む

核エネルギー、量子、ＡＩ、バイオ、マテリアル等、

科学技術・イノベーション投資も欠かせない。さら

に、スタートアップ振興や、新たな成長を牽引する

ことが期待されるクリエイティブ産業、バイオ産業、

モビリティ産業の振興にも引き続き注力しなければ

ならない。ダイナミックな産業構造の転換を通じて、

わが国の産業競争力を強化してまいりたい。

同時に、経団連では「分厚い中間層の形成」も重

要視している。その実現には、構造的な賃金の引き

上げはもちろん、人への投資や労働移動の円滑化、

国民の安心確保に向けた税と社会保障の見直しが必

須である。分厚い中間層の形成は、格差の解消に資

するとともに消費の拡大による経済成長を実現する

ものである。

この他にも、コロナ感染症への取り組みは今なお

継続中であり、不確実な国際情勢下にあって、自由

で開かれた国際経済秩序の構築も極めて重要な課題

である。山積する課題を前に一刻の猶予もない。経

団連は、岸田内閣と力を合わせて、社会課題の解決

と持続的な経済成長の実現に全力で取り組んでいく。

皆様の一層のご支援、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様には、健やかな新年をお迎えのこととお喜び
申し上げます。

併せて、新型コロナウイルス感染症との戦いの

最前線で頑張っていただいている医療関係者の皆様、

感染防止対策にご理解、ご協力をいただいている全

ての県民の皆様に、深く感謝を申し上げます。

前年に引き続き、昨年も「新型コロナの抑え込み」

と「経済の回復」に全力を注いだ１年でした。同時に、

アフターコロナ時代を見据え、新たな富やイノベー

ションを生み出す政策にも、果敢に取り組みました。

日本の温泉文化をユネスコの無形文化遺産に登録

する運動に関しては、全国有数の温泉王国である群

馬県が中核となって、与党の国会議員連盟や、知事

の会を発足させました。遺産登録に向けた強力な推

進体制を整えることが出来たと考えています。

加えて、群馬県が、他県より一歩進んだ「ＤＸの

推進」や「災害レジリエンスの強化」を打ち出し、次々

と政策を実行していることで、本県の存在感や評価

は、大きく高まったと感じています。実際、２つの

大手企業が群馬県への本社機能の移転を決めました。

知事として、こうした動きをとても力強く感じてい

ます。

４月には、Ｇメッセ群馬において、初めて誘致に

成功した重要な国際会議「Ｇ７群馬高崎デジタル・

技術大臣会合」が開催される予定です。群馬県が目

指す「デジタル技術による地域課題解決」の推進に

大きく弾みをつけると共に、群馬の魅力を世界に向

けてアピールする絶好の機会にしたいと考えていま

す。

本年も、群馬県が未来ビジョンとして掲げた「誰

一人取り残さず、誰もが幸福を実感できる自立分散

型の社会の実現」を目指し、知事である私が自ら先

頭に立ち、邁進していく決意です。

群馬県知事　山　本　一　太



4
群馬県経営者協会　会報№ （2023. 1. 15 発行）226

新年のご挨拶

連合群馬　会長　佐　藤　英　夫

新年あけましておめでとうございます。
皆さまには、健やかな新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
また、日頃より私ども連合群馬の様々な活動に対して、ご理解とご支援を
いただいておりますことに、感謝申し上げます。

コロナ禍の下で３度目の新年を迎えました。コ

ロナウイルスとの闘いは未だに続いていますが、医

療をはじめ、人々の生活を支える様々な分野で多く

の皆さんが懸命に努力を重ねていただき、最近では、

ようやく社会経済活動が正常化しつつあるように

感じております。引き続き、感染防止に努めながら、

この間の経験と知見を踏まえた新しい運動様式に挑

戦して参ります。

国際情勢も混迷を深め、ロシアによるウクライナ

軍事侵攻をはじめ、さまざまな紛争があり、平和の

実現も困難な状況です。また、国内では「コロナ禍、

物価高、円安」の「三重苦」が私たちの日々の生活

を苦しめ続けています。経営者の皆様におかれまし

ても、企業経営に大変なご苦労をされていることと

思います。この「三重苦」は弱い立場・不安定な立

場にある仲間の雇用と生活に深刻な打撃を与えてお

り、可処分所得の減少どころか、生活そのものが厳

しくなっている方も少なくありません。

連合群馬は、すべての働く方はもちろんのこと、

困難な状況にある方の「必ずそばにいる存在」とな

れるよう、また、誰一人取り残されることのない包

摂に満ちた一年を実現できるように、引き続き活動

を進めていきたいと思います。

そのためにも、経営者協会の皆様と築きあげて

きた信頼関係をさらに深め、社会全体での賃上げ

に向けた機運づくり、また、行政への要請行動を含

め、すべての働く人の雇用と生活をまもる政策の実

現、地域での支え合い・助け合いをすすめて参りた

いと思います。

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！」と掲げたスローガンのもと、活動を推進して

まいります。

経営者協会の皆様には、いまだ終息がみえないコ

ロナ禍の影響が懸念される中、引き続き労使で協力

していくことを心からお願いします。

結びになりますが、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、新年のご挨拶とします。
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年頭のごあいさつ

群馬労働局長　加　藤　博　人

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

の御支援と御協力を賜り、心より御礼申し上げます。

昨年は、感染症や世界情勢等の影響による県民の

生活や経済・雇用への影響は依然として残ったもの

の、同時に、社会経済活動が正常化へ大きく動き出

した一年となりました。

群馬労働局としても、これまでの雇用の維持を中

心とした守りの姿勢から、労働移動の円滑化、人へ

の投資といった、企業活動を活発化して、必要な人

材の育成・確保に取り組まれる企業の皆様の期待に

お答えできるような施策の拡充に努めてまいりまし

た。一方で、引き続き職場における新型コロナウイ

ルス感染防止対策の徹底についてご理解をいただく

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、日本経済を持続可能で一段高い成長経路に乗

せていくため、「新しい資本主義」の旗印のもと、「物

価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長の

ための投資と改革」を重点分野とした総合的な対策

として、①物価高騰・賃上げへの取組、②円安を活

かした地域の「稼ぐ力」の回復・強化、③「新しい

資本主義」の加速、④国民の安全・安心の確保の４

つを柱とする総合的な経済対策が決定されました。

この４つの柱のもとに掲げられた施策のうち、労

働行政が担うべき“賃上げの促進”、“労働移動の円

滑化”、“人への投資”等については、群馬労働局に

おいても、同一労働同一賃金など雇用形態に関わら

ない公正な待遇の確保や、生産性を高めながら労働

時間の縮減等に取り組む事業者等の支援など、第一

線機関として、引き続き県民の皆様の信頼と期待に

応えるべく、情勢に応じた必要な施策の展開に取り

組んでまいります。

こうした取り組み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

続き温かい御支援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　肥　後　秀　明

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
ぞ宜しくお願い致します。

旧年中の世界経済は波乱の１年でした。２月の

ロシアによるウクライナ侵攻により天然ガスや貴金

属、小麦等の価格が急騰し、３月からは上海で大規

模なロックダウンが実施され、工場の稼働停止や物

流の混乱がみられました。欧米では労働需給の逼迫

等を背景にインフレ率が高まり、中央銀行が金融引

締め策に転じて海外金利が上昇したほか、日本との

金利差拡大に注目した円売りにより為替レートは大

幅な円安となりました。

わが国では、資源高や円安によって消費者物価指

数は３％台後半にまで上昇しましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の影響が和らぐもとで個人消費のペ

ントアップ需要が顕現化したほか、生産面も自動車

やデジタル関連需要に支えられ、景気は緩やかなが

ら回復を続けています。本年が所得から支出への前

向きの循環メカニズムが更に強まる一年になること

を期待しています。

リスク要因としては、不安定な国際金融資本市場、

ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症の状況

などがありますが、これらにしっかり備えることで

ピンチをチャンスに変えることが出来ると信じてい

ます。４月には、広島Ｇ７サミットにあわせて、高

崎市でデジタル・技術相会合が開催される予定です。

「最先端のデジタル県を目指す」群馬県を内外に示

す絶好の機会です。群馬県の災害リスクの低さに着

目した本社機能や拠点施設の移転・進出の動きが更

に活発化するかもしれません。脱炭素関連や自動車

のＥＶ化など、時代の大きな変化に伴って、チャン

スが巡ってくると予想しています。

過去を振り返ればバブル崩壊やリーマンショック

など様々な出来事があり、その度に皆さんの知恵と

勇気で乗り越えてきた歴史があります。郷土愛が強

く、人的ネットワークが密な群馬の県民性は、経済

活動においても大きな利点です。本年も、群馬県経

済が様々なリスクを乗り越えて一層飛躍する年にな

ることを祈念いたしまして、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

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

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】

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】

渡
わた

邊
なべ

 郁
いく

夫
お

株式会社ＳＵＢＡＲＵ
執行役員　群馬製作所長

【東毛地区】

岡
おか

部
べ

 洋
ひろ

行
ゆき

富士精螺株式会社
代表取締役
【伊勢崎地区】

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

専務理事

長
な が せ

瀬 裕
ゆういち

一
株式会社ミツバ
特別顧問
【桐生地区】

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】
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事業活動報告
●令和４年度監事会
　《令和４年４月25日　持ち回りによる開催》

●令和４年度第１回理事会
　《令和４年４月26日　ホテルメトロポリタン高崎》

●令和４年度定時総会
　《令和４年５月31日　ホテルメトロポリタン高崎》

●第45回群経協トップ・セミナー
　《令和４年５月31日　ホテルメトロポリタン高崎》

●懇親・交流会
　《令和４年５月31日　ホテルメトロポリタン高崎》

●地域別最低賃金労使会議
　《令和４年８月５日　群馬県勤労福祉センター》

●環境・ＣＳＲ委員会　委員総会
　《令和４年８月29日　群馬県公社総合ビル》

●環境・ＣＳＲ委員会　環境・ＣＳＲ勉強会
　《令和４年８月29日　群馬県公社総合ビル》

●北毛地区懇話会
　《令和４年９月７日　プレヴェール渋川》

●前橋地区懇話会
　《令和４年９月15日　ホテル　ラシーネ新前橋》

●西毛地区懇話会
　《令和４年９月21日　ホテルグランビュー高崎》

環境・CSR勉強会

令和4年度定時総会　天野会長

第45回群経協トップ・セミナー　宇留賀敬一副知事
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●東毛地区懇話会
　《令和４年10月６日　美喜仁館　太田》

●特定最低賃金労使会議
　《令和４年10月18日　群馬県勤労福祉センター》

●桐生地区懇話会
　《令和４年10月18日　美喜仁館　桐生》

●伊勢崎地区懇話会
　《令和４年10月27日　伊勢崎プリオパレス》

●最賃労使懇談会
　《令和４年10月28日　菜香家・わ》

●環境・ＣＳＲ委員会　行政懇談会
　《令和４年11月７日　群馬県公社総合ビル》

●労務委員会　労務管理セミナー
　《令和４年11月11日　ホテルグランビュー高崎》

●令和４年度第２回理事会
　《令和４年11月22日　ホテルメトロポリタン高崎》

●令和４年度評議員会
　《令和４年11月22日　ホテルメトロポリタン高崎》

●第46回群経協トップ・セミナー
　《令和４年11月22日　ホテルメトロポリタン高崎》

●懇親・交流会
　《令和４年11月22日　ホテルメトロポリタン高崎》

第46回群経協トップセミナー　佐藤将之氏

評議員会懇親会　町田副会長

労務管理セミナー　高仲幸雄弁護士
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会員の動向（敬称略）

　新入会
サントリービバレッジソリューション株式会社
伊勢崎支店【伊勢崎地区】
入会日：令和４年５月20日
代表者：内　山　義　次（支店長）
業　種：自動販売機による各種食品飲料の販売
所在地：〒379-2236　伊勢崎市八寸町5380-1
電　話：0270-61-0001

児玉企業株式会社【西毛地区】
� https://www.parklane-takasaki.com/
入会日：令和４年８月10日
代表者：児　玉　三　郎（代表取締役社長）
業　種：不動産賃貸業・ボウリング場
所在地：〒370-0807　高崎市歌川町7
電　話：027-323-8377

株式会社サンポウ【北毛地区】
� https://www.sanpo-group.co.jp/
入会日：令和４年９月26日
代表者：平　井　秀　明（代表取締役）
業　種：小売・サービス業、墓石、建築石材、
　　　　住宅、観光、ブライダル、ホテル
所在地：〒378-0031　沼田市薄根町4470-1
電　話：0278-24-4114

　─以下、令和４年度会員名簿発行以降の変更について記載─

　会員の変更
日本精密測器株式会社� 令和４年11月１日
　前　任：松　田　健　治（代表取締役社長）
　後　任：國　﨑　嘉　人（代表取締役社長）

株式会社東葉電機製作所� 令和４年12月19日
　前　任：片　貝　　　敦（代表取締役社長）
　後　任：和　田　良　一（代表取締役社長）

　本社所在地の変更
太陽誘電ケミカルテクノロジー株式会社
　新所在地：〒375-0051　
　　　　　　藤岡市藤岡市本動堂927-1
　　　　　　TEL 0274-40-7000

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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6つの取り組みで
働くと雇用をサポー

群群馬馬事事務務所所

〒〒371-0844 前前橋橋市市古古市市町町１１－－５５００－－１１ 吉吉野野屋屋ビビルル３３階階

TEL  027-255-2586 FAX 027-280-3402 【ご利用時間】9:00～17:00（土・日・祝日を除く）



一般社団法人　群馬県経営者協会

令和５年１月15日

発行者　　五十嵐  亮 二

印　刷　　上毎印刷工業株式会社

〒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/
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「キャリアアップ助成金」が使いやすくなりました！
各コースで助成金の金額が拡充されるなど、12月以降変更があります
｢キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員
化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

事業主のみなさまへ

人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正社員化すると、助成金額が加算されます。
令和４年12月２日以降に正社員化した場合は、以下の拡充の対象となります。

① 人材開発支援助成金の対象となる特定の訓練のうち、「人への投資促進コース」のうち一部訓練
（自発的職業能力開発訓練、定額制訓練）の加算額を9万5,000円から11万円に引き上げます。

※有期→正規の場合の助成額。無期→正規の場合は、上記の半額。

② 人材開発支援助成金のうち、以下の訓練コースが加算の対象となります。
● 事業展開等リスキリング支援コース
● 特別育成訓練コース
● 人への投資促進コース
● 特定訓練コース

新設

① 支給要件を見直す（２％以上→３％以上）とともに、５％以上の賃金引上げを行う場合の助成額を
大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止します。

② １事業所あたり１年度１回の申請制限を撤廃します。１年度１事業所あたり100人までは複数回の
申請ができます。

・事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和4年9月1日から令和4年12月2日の
間に賃金規定等の３％以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

・詳細は厚生労働省ウェブサイト等もご確認ください。
キャリアアップ助成金（厚生労働書ウェブサイト）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

お問い合わせ先
ご不明な点は、群馬労働局職業対策課（027‐210‐5008）にご連絡ください。

２ 賃金規定等改定コース 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、
実際に賃金を引き上げた場合に助成

助成金の金額（１人当たり）の拡充

申請上限の緩和

都都道道府府県県労労働働局局・・ハハロローーワワーークク

• 事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。なお、「賃金規定等改定コース」については、令和４年９月１日から令和４年 月２日
の間に賃金規定等の３％以上の増額改定を行った場合に限り、キャリアアップ計画の提出を支給申請日まで受け付けます。

• 詳細は厚生労働省ウェブサイト等もご確認ください。
キャリアアップ助成金（厚生労働書ウェブサイト）

 改正後の制度は令和４年９月１日以降の賃金規定等の増額改定に適用します。
 令和４年９月１日から令和５年３月 日までの間に賃金規定等を増額改定した場合は、改正前の

制度による申請も可能です。（その場合、申請様式は改正前の様式を使用してください。ただし、
改正前の制度による申請は１年度１回限りです。）

留意事項

改正前

賃金
引上率

対象
人数

２％以上
３％未満

３%以上
５％未満 ５%以上

中小
企業

１～５人 円 円 円

６人以上 円 円 円

大企業
１～５人 円

６人以上 円

支給要件を見直す（２％以上→３％以上）とともに、５％以上の賃金引上げを行う場合の助成額を
大幅に拡充します。見直しに伴い、「生産性要件」を満たした場合の助成額の増額は廃止します。

１事業所あたり１年度１回の申請制限を撤廃します。１年度１事業所あたり 人までは複数回の
申請ができます。

労働局事業所

② 支給申請

③ 万円支給
（ 円× 人）

改正前の 万円（ 円× 人）
より 万円増額

賃金
引上率

３％以上
５％未満 ５%以上

中小
企業 円 円

大企業 円 円

例：中小企業の非正規雇用労働者のうち、パートタイマー 人※の基本給を５％以上賃上げした場合

① 賃上げ

９ １

改正後制度

改正前制度

※一部の方の賃上げの場合、雇用形態別や職種別等の合理的な区分であることが必要です。
※また、賃金規定等を増額改定した日以降の か月間、当該対象適用事業所において雇用保険被保険者である必要があります。

改正後

３

「２％以上３％未満」の賃上げ、
「生産性要件」の増額も対象

９ １～

～３


