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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

　企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、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、国の内外を問わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルールおよびそ
の精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する。

１．社会的に有用な製品、サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、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。
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であることを認識し、自主的、積

極的に行動する。
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する。
８．国際的な事業活動においては、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展

に貢献する経営を行う。
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、社内に徹底するとともに、

グループ企業や取引先に周知させる。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、
企業倫理の徹底を図る。

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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　群馬県は全国の中でも冬期の日照時間が長く、空っ

風に代表されるように湿度が低いので、古来より麦作

に適した土地柄です。とりわけ小麦の栽培は上州人の

食文化に多大な影響をもたらしてきました。二毛作の

裏作として小麦を位置づけ易いですが、私はむしろ歴

史的には表作として取り扱うべきと思っています。

　その理由としては、夕食にお米でなく「手打ちうど

ん」を主食としていたのが、普通の農家の姿でありま

した。寒い時には野菜を入れた煮干しの出汁で「おっ

切り込み」（地域によっては煮ぼうとう）を作り、夕食

の残りを翌朝温め返して朝食におかずとしても美味し

く頂くのが通例でした。

　良く世間では麺の美味しさを表現するのに、腰（コ

シ）があるとか、のどごしが良いとかいいますが、上

州の伝統的な郷土食としての「うどん」はむしろ柔ら

かめの食感で、塩分濃度を押さえ、小麦の持っている

本来の旨味を引き出すのが、特徴です。

　なんと云ってもその為には二つの条件が必要であ

り、その一つは、小麦の品種にこだわること、即ち

「農林61号」の小麦であり、出来るだけ製粉歩留まり

の高い小麦粉（多少白さが低い）を使うこと、二つ目

は、面倒でも手打ちにこだわること。不思議に機械式

だと風味・旨味が十分に引き出せないからです。更

に、美味しさを求めるには捏ねた生地玉を最低でも一

時間以上乾燥させないようにして熟成時間をとること

が必要です。

　昔の農家においては嫁の仕事として、子供を背中に

背負いゴザのうえから生地を踏みながら毎日うどん打

（ぶ）ちに精を出していたのが普通でした。

　現在市販されている多くのうどんは外国産の小麦を

原料とし、機械式製麺で作られていますが、まだたく

さんの上州人のDNAの中には「農林61号」小麦のも

つ風味が染みついていて、消去されていません。

　今日、できる最高の贅沢の一つは新鮮な地場産野菜

を使って、手打ちうどんを食すること、出来れば、家

族や友人達と一緒に和やかに至福の時を過ごしたいも

のです。

　幸い私たちの住む群馬県はまだまだ沢山の農林61

号小麦が栽培されていますし、ミネラル豊富な野菜類

や畜産製品が生産されていますので、伝統的な郷土食

を守り普及するのに環境は大変恵まれていますし、地

産地消運動も活発になりつつあります。

　昨年来から経済情勢は大変厳しい状態が続いてお

り、個人消費の低迷がデフレを呼び、一円でも安くと

超ディスカウント競争時代に入っていますが、昔から

「医食同源」の言葉通り、日々の食生活には十分心配

りを忘れてはいけないと思います。

群馬県経営者協会　会報№211（2009.11.16発行）

地粉の不思議さ

社団法人群馬県経営者協会　副会長　曽　我　隆　一

巻 頭 言

（曽我製粉株式会社　代表取締役社長）

じ　 ご な
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はじめに

　前号で、整理解雇の4要件について説明させていた

だきましたが、今回は、その前段階の問題の一つであ

る退職勧奨について取り上げさせていただきました。こ

のような問題の検討は必要ない会社が多いと存じます

し、もし仮に、多少ご検討された会社も、既にその時

期を乗り越えておられると思います。

　失礼があったらご容赦いただきまして、一般論程度

にお受け取り頂き、ご一読いただけたら幸です。

　なお、この一文は、私の関与先等に送付申し上げた

小冊子の一部を、本原稿用にアレンジしたものですの

で、既に御高覧頂きました方々には、二番煎じになるこ

とをお許し下さい。

第1　退職勧奨（希望退職の募集）の法的意味
1　用語について
　退職勧奨と希望退職の募集とは、同じ意味で用いら

れる場合と別の意味で用いられる場合があるようです。

　別の意味で用いられる場合は、希望退職の募集は、

募集対象を厳密に限定せず、応募した場合の条件（退

職金の増額など）を広報して、退職希望者を募集する

ことをさすのに対して、退職勧奨は、勧奨の対象の範

囲や人数を限定して、使用者側から積極的に働きかけ

ることをいう（九州日誠電機（本訴）事件　熊本地判

平16・4・15労判878号74頁参照）ようです。この場

合は、まず、希望退職の募集を行い、その所期の効果が

上がらなかった場合に、次の手段として退職勧奨を行

うことになります。そして、それでも目的が達成できな

かった場合には、整理解雇が行われることになります。

　しかし、多くの場合は、余り区別を意識しないで用

いられることが普通で、ケースごとにその意味を確定

する必要があります。

2　法的意味
　使用者の希望退職の募集は、①労働者に対する労

働契約の合意解約の申込、②労働者に対する労働契

約の合意解約の申込の誘因、又は③労働者に対する

辞職の誘因という場合が考えられます。

　①ならば、労働者が募集に応ずる意思表示をすれ

ば、それが承諾となり、直ちに合意解約が成立するこ

とになりますが、②ならば、労働者が応募の意思表示

をしても、それが合意解約の申込となり、あらためて

使用者が承諾してはじめて合意解約が成立することに

なります。③の場合は、労働者の一方的な意思表示で

ある辞職によって、労働契約は解消されることになり

ます。津田鋼材事件（大阪地判　平11・12・24労判

782号47頁）は、②の申込の誘因と判断した例です。

事案は、会社が経営不振の打開策として、基本給の

6ヶ月分の退職金の上乗せを条件に約50名の希望退

職の募集をしましたが、募集要項には申込が募集人員

を超過した場合等は会社側で調整する旨の記載がされ

ていました。労働者9名がその募集に応募したところ、

会社は、解散を決定したとして募集を撤回しました。

しかし、応募した9名の労働者は、既に合意解約は成

立しているとして退職金の割増を請求しました。裁判所

は、本件希望退職の募集は、申込の誘因に過ぎず、会

社は労働者からの合意解約の申込に対して、承諾する

前に撤回したのだから、合意解約は成立していないと

して、労働者の請求を棄却したものです。

第2　退職勧奨に法律上の制約があるか
1　基本的考え方
　ダイフク（合意退職）事件（大阪地判　平12・9・8

労判798号44頁）は次のとおり述べています。事実と

しては、会社が経常利益の減少などから人員削減を行

退職勧奨（希望退職者の募集）に
ついて

弁護士　鈴　木　航　児
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うことを決定しました。3人の部長、部長代理、課長

の管理職は会社から合意退職の申込を受け、これに応

じて退職しました。その後、3人は、退職勧奨は解雇

の意思表示に近く人員削減を目的とした場合は、いわ

ゆる整理解雇の4要件を満たす必要があるとして（そ

の他の主張もありますが）地位確認等を求めて提訴し

ました。しかし、裁判所は「合意退職の申込は、当事

者の自由というべきであり、人員整理の目的であっても

整理解雇の4要件の充足を必要とするとはいえず、申

込を承諾しなければ退職の効力は生じないから、申込

自体を制限する理由はない」としました。この考え方

自体は、異論はないと思われますが、最初に、退職

勧奨をする相手の選択基準、次に、退職勧奨の手段・

方法の2面から問題を検討をします。

2　退職勧奨をする相手の選択基準
　鳥取県教委事件（鳥取地判　昭 61・12・4労判

486号53頁）は次のとおり述べています。事実とし

ては、教員に対する退職勧奨年齢につき、男女間で

差を設け、女子教員に対し、男子教員よりも低い年齢

で、退職勧奨をしたところ、女子教員はそれを拒否し

ました。しかし、その後、当該教員が退職したところ、

退職勧奨制度に基づく優遇措置の適用を拒否された

ので、これを不法行為として損害賠償を請求しました。

裁判所はそれを認容し、その理由として、「男女年齢差

のある退職勧奨年齢基準を設定し、原告らに対し男子

より低い年齢で退職勧奨を行ったこと、これを拒否し

た原告らの退職に対して、勧奨退職者としての退職手

当についての優遇措置を講じなかったことは、女子で

あることを理由とする不利益取扱いであり、不法行為

を構成する」というものです。

　そして、現在は、雇用均等法第6条に「事業主は、

次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、

差別的取扱いをしてはならない。」とし、その第4号に

「退職の勧奨」が定年及び解雇並びに労働契約の更新

とともに規定されています。そして、厚生労働省の指針

（平成18年厚生労働省告示第614号）の第2の10に、

詳細に、どのような場合が禁止されるかが説明されて

います。女性であることを直接に基準としなくとも、既

婚女性とか子を養育している女性などといった基準も

許されないものと解されます。

　労働基準法第3条は「使用者は、労働者の国籍、信

条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その

他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならな

い。」としています。ここでいう「その他の労働条件」

の中に退職勧奨が含まれるかどうかは明確ではありま

せん。「解雇」に関する条件（基準）が「労働条件」に

含まれるという考えが有力です（菅野和夫「労働法第8

版153頁、東京大学労働法研究会編「注釈労働基準

法上巻94頁）が、退職勧奨の基準として論じた判例、

学説は見あたりません。しかし、やはり、退職勧奨の

基準とすることも避けるのが好ましいことは間違いない

でしょう。

3　退職勧奨をする相手の選択基準
　下関商業高校事件（最高一小判　昭55・7・10労判

345号20頁）は次のとおり述べています。事実として

は、退職勧奨制度を実施していた市教育委員会は2名

の教員に対して、その年齢になった時期から数年にわ

たり退職勧奨をしましたが、両名はこれを拒否してきま

した。そこで、ある年度の3ヶ月間ほどの間に、10数

回教育委員会に出頭を命じ、20分から2時間15分に

およぶ勧奨を繰り返しました。そこで、2名は、その勧

奨行為を違法として損害賠償を請求したところ、一審、

二審ともその請求を認め、最高裁は、上告理由がない

として上告を棄却しました。しかし、この事件は、5名

の裁判官中3名の多数意見で結論がでたが、2名の裁

判官は、定年制のなかった公務員について、人事の停

滞を回避する等のために、本件教育委員会の行った説

得行為は違法とはいえないとして反対意見を述べてい

る微妙なものでありました。

　エール・フランス事件（東京高判　平8・3・27労判

706号69頁）は次のとおり述べています。事実として

は、フランスの航空会社の希望退職募集の過程で、そ

の募集に応じない者に対するチョークの粉を衣服に付

けるといった軽い暴力、他の人との接触のない仕事へ

配転する等の仕事の差別が認定され、損害賠償請求

が認容された事案です。

　国際信販事件（東京地判　平14・7・9労判836

号104頁）は次のとおり述べています。事実として

は、退職勧奨に応じなかった労働者が上司と男女関係

にあるという、事実に反する社内でのうわさ話につい

て、労働者からの事態改善の求めがあったにもかかわ

らず会社は特段の措置をとらなかったこと、過度の勤

務状況に対する改善を申し出ていた労働者に対し会社

は長期間にわたり人員補充などの適切な措置をとること
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なく、過重な勤務を強いたこと、会社は約2ヶ月間に

わたり具体的な仕事を与えず、また不合理な座席の移

動を命ずるなど繰り返し嫌がらせをしたこと、会社は、

当該労働者に対してのみ再就職の斡旋についての希望

の有無を問うことなく、あえて他の従業員よりも先に解

雇しました。そこで、当該労働者は、解雇無効を主張

したうえ、上記行為に対して慰謝料を請求したのに対

して、裁判所はこれを認容しました。

　以上の事例からも分かるとおり、退職勧奨の手段・

方法が、社会的相当性を逸脱しますと、損害賠償の支

払いを余儀なくされることは間違いありません。しか

し、上記はいずれも、労働者が退職した後に、損害賠

償を求めた事案であり、退職の効力そのものを争った

事案ではありません。それでは、行き過ぎた勧奨行為

がなされた場合に、退職そのものが無効になるかとい

うと必ずしもそうとはいえません。退職勧奨は、あくま

でも労働者の自由な意思に基づく応諾を前提にしてい

ますが、その労働者の応諾が自由でなかった場合、即

ち詐欺や脅迫による取消原因があったり、錯誤のよっ

て無効であった場合は、退職そのものの効力に影響す

ることになりますが、行き過ぎた勧奨が常に詐欺、脅

迫になるわけではなく、また仮に、詐欺脅迫に該当し

ても、労働者の退職が、その詐欺、脅迫行為を原因と

してなされた場合、即ち因果関係がある場合は、取消

原因になりますが、それとは関係なく、例えば、新た

な優遇策を受け入れて退職したような場合は、退職の

効力に影響はありません（安西愈「採用から退職までの

法律知識」724頁）。

第3　退職勧奨の労務政策上の問題点
1　希望退職の募集を最初にして、
　  退職勧奨をその後行う方策の公正さ
　募集範囲を厳密に限定せず、広く希望退職を募集

し、それでも所期の目的を達しない場合に、勧奨範囲

を限定して、積極的に使用者より働きかける退職勧奨

を行うケースがよく見られます。これは、比較的に公正

さが担保されるので、一見問題が少ないようにみえま

す。しかし、希望退職に積極的に応募してくる従業員

は、比較的に転職の容易な、能力の高い者が多く、い

いかえますと使用者としても残留して欲しい者が、真っ

先に応募してくる可能性が高いわけです。それは使用

者として困るので、いわゆる逆肩叩きとして、残留して

欲しい者に、その旨を密かに耳打ちするといった方法

がとられることがしばしば行われます。こうなりますと、

この方法は、現実には、見かけほど公明正大とはいえ

ず、退職勧奨と余り違わないことになります。

2　退職勧奨の担当者の選択が難しい
　退職勧奨は、それを実行する側の者もされる側の者

も、大変不愉快で、強い精神的緊張を伴います。その

ために、しばしば感情的になり、冷静さを失う結果、

前記のような勧奨の手段・方法が違法であるとの評価

を受けることになります。その効果を焦る余り、部門別

に勧奨の応諾者の数を競わせるようなことは絶対に避

けるべきです。

3　退職勧奨は次段階の整理解雇の有効性に
　  影響を与える
　既に前号で、整理解雇の要件として詳細に論じまし

たが、整理解雇が有効であるためには、それを回避す

るために、使用者がどれだけの努力をしたかが問題に

なります。その努力の一環として、退職勧奨や希望退

職の募集が事前に行われたかどうかが問われることに

なります。

第4　退職勧奨と届出義務
　雇用対策法第24条は、事業主は、経営環境変化に

より事業規模の縮小を余儀なくされる場合に、1ヶ月以

内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが

見込まれる場合は、最初の離職が発生する1ヶ月前ま

でに、再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出

し、認定を受けなければならない旨を規定しています。

これは、退職勧奨の場合だけでなく、整理解雇なども

含みますが、このような計画をもつ場合は、事前にハ

ローワークに相談しておくことが求められます。厚生労

働省のホームページに掲載されている「事業主の皆様

へ」を参照することをお勧めします。

弁護士　鈴　木　航　児
伊勢崎市今泉町1−1277−4

TEL 0270−21−2291
FAX 0270−21−2290

鈴木法律事務所
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新型インフルエンザ対策と
　　　　　　BCP（事業継続計画）

特集

　新型インフルエンザの流行が拡大しており、冬にかけてさらなる感染者の増加が懸念されています。

企業においては既に様々な対策を実施していることと存じます。

　今回のインフルエンザ以外にも大地震や大火災等の緊急事態が発生した場合、どのように企業を存続

させていくか、事業を復旧させるかは大変深刻な問題です。

　緊急時に生き残るための事前の備えとして、BCPを策定し、緊急時に事業の継続・早期復旧を図るこ

とが重要です。BCPについて、中小企業庁のホームページ等より抜粋しご紹介します。

1. BCP（Business Continuity Plan : 事業継続計画）とは
　事業継続計画とは、企業が地震や大火災、新型インフルエンザの大流行などの緊急事態に備えて、

普段から「緊急時にどの事業を継続させるのか?」や「そのために何を準備し、どのように継続す
るのか?」などを検討し、事業を継続するための対策などを取りまとめた計画のことです。

　新型インフルエンザの流行時には、働くことのできる人員や、部品・原材料の入手などに制約が

生じることが想定されます。そのような状況の下でも事業を継続していくための対処方法を検討し、

必要な経営判断をあらかじめ行っておくことが重要です。

　こうした事前の対策を計画として定めておくことは、取引先などからの信頼の向上にもつながり

ます。

BCP導入効果のイメージ（新型インフルエンザ発生の場合）



（1）BCP基本方針の立案
　まず初めに「何のためにBCPを策定するのか」を検討し、基本方針を立案します。新型インフルエ

ンザの場合は、事業を継続する前提として従業員や家族への感染を防止し、その生命を守ることを最

優先とします。

（2）策定・運用体制の確立
　基本方針を立案後、実際にBCPの策定、運用を推進する社内体制を決めます。

　運用体制を決めるときに実施すること
　 ・中核事業の選定や対策に係る経営判断を多く含むため、経営者自ら率先して策定・運用に当たる。

　 ・企業の規模や業務の役割分担に応じて、策定・運用への参画者の人選をする。

　 ・取引先企業や協力企業との意見交換やすり合わせを行う。

　 ・BCPを策定し、運用に取り組んでいることをすべての従業員に周知する。

（3）事業を理解する

　①事業への影響度を評価する

　　新型インフルエンザが発生した場合に「どの事業を継続させるべきか」などの経営判断を行うた

　めに、以下の3つの項目を検討します。

　【１】中核事業

　　　　事業を継続しなければならない社会的必要性、経営維持・存続のための収入を確保する必要

　　　性などから、企業にとって中核となる事業。

　　　※取引先や協力会社との認識共有も必要となる。

　【２】重要業務

　　　　受注、部品在庫管理、出荷、支払、決済など中核事業に関連する業務。

　【３】ボトルネック資源の洗い出し

　　　　ボトルネック資源とは重要業務を継続するために必要な資源（人、物、金、情報）。特に感染

　　　拡大期では人の確保が困難になる。

6
群馬県経営者協会　会報№211（2009.11.16発行）

2. BCP策定の手順とポイント

BCPを策定している企業は・・・
　インフルエンザ流行の蔓延期などにおいても感染防止策の実施により、従業員の感染拡大を抑え

ることができ、企業の存続にとって中核となる事業を必要最小限のレベルで継続することができま

す。またこうした的確な対応を行うことで、取引先などからの信頼を維持することができます。

BCPを策定していない企業は・・・
　流行の拡大に伴い感染による従業員の欠勤が増加し、徐々に操業率が低下していき、事業の休

止に追い込まれる可能性があります。また経営者を含むキーパーソンの感染の可能性もあります。

さらには納期の遅れなどにより取引先からの信頼が低下し事業の復帰に大きな支障を来す場合も

あります。
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【発生段階ごとの感染防止ルールの例】

•手洗い徹底

•通勤方法の変更

•従業員間の接触を減らす

•外出や対面の会議を避ける

•来訪者管理の実施

◆感染防止策の強化

◆必要な備品の調達

◆従業員の健康管理の強化

◆必要な備蓄の再調達

事
業
所
内
に
お
け
る
感
染
防
止
策

発生段階 前段階～第一段階 第二段階 第三段階 第四段階

　　また「中核事業やその他事業をどのくらいのレベルで継続させるのか（事業継続レベル）」を発生

　段階ごとに設定する必要があります。

　②中核事業が受ける被害を評価する

　　　どの程度の影響を受けるのかを可能な限り把握します。

　③財務状況を分析する

　　　事業が縮小・中断した場合、必要となる運転資金（従業員の給与など）を確保する対策を検討

　　します。

　

（4）BCPの準備、事前対策を検討する

　①事業継続のための代替策を検討しておく

　　　事業継続に必要な要員を確保する対策（交代勤務、在宅勤務）

　②事前対策を検討・実施する

　　事前対策の例　　社内緊急連絡網の整備、指揮命令系統の整備、重要情報（文書・データ）の

　　　　　　　　　　バックアップ、マスク・消毒剤等の備蓄、感染流行時の人員計画、等

　　感染防止策　　　通勤・外出時のマスク着用、出社時・帰社時の手洗い、国内外出張の抑制、等

【中核事業の特定及び事業継続レベルの設定の例】

前段階（未発生期）～第一段階（海外発生期）

新型インフルエンザ発生段階

第二段階（国内発生期）

第三段階（感染拡大期、まん延期、回復期）

第四段階（小康期）

事業の分類

すべての事業

中核事業

その他の事業

中核事業

その他の事業

中核事業

その他の事業

事業継続レベル

通常

通常

縮小・休止

縮小

原則休止

通常

一部再開
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　　BCPは企業が存続する限り必要なものです。より詳細な関連情報は以下のホームページを参照

　ください。

　■BCPに関する情報

　　①中小企業庁　中小企業向け新型インフルエンザ対策に関する情報提供資料のご紹介について

　　　　http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/influenza/index.html

　　②中小企業庁　中小企業BCP策定運用指針

　　　　http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/index.html

　■新型インフルエンザに関する情報

　　①厚生労働省　新型インフルエンザ対策関連情報

　　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/index.html

　　②内閣官房　新型インフルエンザ対策

　　　　http://www.cas.go.jp/jp/influenza/index.html

3. BCPの運用
　①BCP文化を定着させる

　　BCPを策定しても、従業員が内容を理解していないと機能しません。社員研修や訓練を実施し、　

　緊急時に各自がどのように行動するか自覚させることが重要です。

　②BCPの診断、維持・更新を行う

　　定期的にBCPのチェック及び更新を実施します。新型インフルエンザに関する情報（国の行動計

　画）等は更新されることが予想されるため、最新の情報を適宜反映させます。

（5）BCPを策定する

　①BCP発動基準を明確にする

　　どのような場合にBCPを発動するのかを決めておくことが重要です。

　　（例）国あるいは地方自治体が「第二段階」を宣言した時点で発動する。

　②BCP発動時の体制を明確にする

　　緊急事態の発生時にどのような体制で対応するのかも明確に決めておく必要があります。トップ

　ダウンの指揮命令によって従業員を先導することが重要です。また経営者が感染した場合の代理の

　意思決定者も決めておきます。

　③事業継続に関連する情報の整理と文書化をする

　　中小企業庁の策定運用指針の中の「BCP様式類（記入シート）」が活用できます。
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平成21年度 第1回理事会 兼 第1回通常総会
　定数報告では堀口靖之副会長より会員総数349名中委任状を含む出席258名、欠席者数91名で会員の過半
数を満たし会議の成立を報告し、開会を宣言した後、牛久保雅美会長の開会挨拶がありました。
　その後、牛久保会長が議長に就任し、続いて議事録署名人には、新井 孝雄 氏（株式会社ヤマト　代表取締
役社長）と、天田 誉哉 氏（株式会社セイコーレジン   代表取締役）の2名が選任され、議案審議に入りました。
　第1号議案「平成20年度事業活動報告に関する件」、第2号議案「平成20年度収支決算報告に関する件」が
審議され、各々の議案について議長より議場に承認を求めた結果、全員一致で提案通り承認されました。

平成21年5月20日　高崎ビューホテル

第21回 群経協トップセミナー
　講師に早稲田大学大学院　アジア太平洋研究科教授の 川村 亨夫 氏を

お迎えし、「世界の指導者達の実像と新時代の経営者の資質」をテーマに、

国際政治や経済の動向に大きな影響を及ぼす世界の指導者の実像と、今後

の日本の進路をふまえた新時代の経営者に求められる資質についてご講演

をいただきました。

平成21年5月20日　高崎ビューホテル

川村亨夫 先生

事業活動報告

牛久保会長

第34期フォアマン研修会
　「フォアマン」とは第一線監督者のことであり、管理・監督者として必要な「原理・原則」を学ぶことを目的

に開催しています。34期目となる今年は参加企業14社・受講者37名にて下記の通り実施しました。

第1会合　「期待されるフォアマン」　  6月11日㈭　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：株式会社吉野工業所群馬工場　総務課長　小嶋　透　氏

　　　　　　　受講者全員による自己紹介を実施しました。フォアマンに対して会社が期待している基本
　　　　　　的な役割と使命を認識し、コース全体の概観を把握しました。

第2会合　「グループ課題設定」　　7月2日㈭〜3日㈮（合宿）　サンデンコミュニケーションプラザ
　　　　　　コーディネーター：サンデン株式会社　人事本部採用研修部主管　山本　里志　氏

　　　　　　　職場を活性化するための年間グループ課題を設定しました。系統図の作成を通じて、技
　　　　　　法の修得はもちろん、物事を真剣にかつ精緻に考えることを実践で身につけました。
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第3会合　「組織運営」    7月23日㈭　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：株式会社両毛システムズ　総務部人事課　石田　博之　氏

　　　　　　　組織とは何か、組織運営のポイントや職場改善を行うための問題解決、命令と報告、会
　　　　　　議の進め方等々、幅広い内容について学習しました。

第4会合　「部下育成」    8月6日㈭　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：太陽誘電株式会社　人事部係長　清水　幸成　氏

　　　　　　　部下育成の必要性・重要性およびその方法について学習しました。また、部下ヘの接し
　　　　　　方、動機づけ、ＯＪＴの方法についても合わせて学びました。

第5会合　「歩行ラリー研修」　　8月27日㈭〜28日㈮（合宿）　研修センターリバーサイド
　　　　　　コーディネーター：NSKプレシジョン株式会社　経営本部総務人事室　梅澤　弘　氏

　　　　　　　事実を事実として直視することの難しさと大切さ、情報共有の価値、チームワークで物事
　　　　　　を達成することの意義等について、歩行ラリーの体験を通して学び取りました。

第6会合　「職場のコミュニケーション」　　 9月10日㈭　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：株式会社ミツバ　総務部人事課　富澤　貴代美　氏

　　　　　　　人間関係を支える大きな柱であるコミュニケーションについて、その意義と留意点をコミ
　　　　　　ュニケーションゲームを通して体得しました。

第7会合　「カウンセリングマインド」  9月24日㈭　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：澤藤電機株式会社　総務人事部人事課長　中村　実　氏

　　　　　　　他人の気持ちや態度を把握する上で重要となることはもちろん、その他の場面でも監督者
　　　　　　の態度として必要な「傾聴」について学びました。

第8会合　「リーダーシップ」   10月7日㈬　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：群栄化学工業株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　管理グループ人事企画チーム係長　佐野　信介　氏

　　　　　　　リーダーシップとは何か、職場のリーダーとして職場を活性化するには何が必要か、どん
　　　　　　なことをすればよいか、等について学習しました。

第9会合　「自己革新」    10月21日㈬　群馬県農協ビル
　　　　　　コーディネーター：小倉クラッチ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　経営管理本部総合企画部長　阿部　研一　氏

　　　　　　　自己啓発、さらに自己革新の必要性を学び、その前提として、現在の自分をチェックシー
　　　　　　トを用いて様々な角度から把握しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　また自己革新プラン(今後の人生の計画)を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　検討しました。

　　この後は11月5日㈭に認定試験、11月19日㈭に
　第10会合(グループ課題達成発表会)・認定式を実
　施して研修を締め括ります。
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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

■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。

不況下の諸施策実施にはご注意を

　人事・労務の課題は、群経協へご相談ください

地区別活動報告
◆高崎地区

『高崎地区懇話会』　10月5日㈪　高崎ビューホテル　29名参加

　①担当副会長挨拶
　②講演　テーマ「最近の金融経済情勢等について」
　　　　　講師　日本銀行前橋支店　支店長　柴山 卓也 様
　③懇親会

【34 期フォアマン研修会　参加企業】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略　順不同）

㈱東葉電機製作所、㈱タツミ、(財)群馬県埋蔵文化財調査事業団、㈱吉野工業所、㈱オギハラ、小倉クラッチ㈱、
富士スバル㈱、㈱フジアイタック、㈱モミモ、理研鍛造㈱、パナソニック電工群馬㈱、澤藤電機㈱、八木工業㈱、
NSKステアリングシステムズ㈱
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会員の動向（敬称略）

   新入会
株式会社群馬バス【高崎地区】　　    入会日：平成21年5月1日
　代表者：大島義一郎（代表取締役社長）
　業　種：旅客自動車運送事業
　所在地：高崎市緑町3-2-3
　電　話：027-364-1111

株式会社榛名モールド【高崎地区】    入会日：平成21年7月1日
　代表者：佐藤徳重（代表取締役）
　業　種：プラスチック金型設計製造
　所在地：高崎市箕郷町柏木沢2023
　電　話：027-371-5811

有限会社日伯センター【太田地区】  入会日：平成21年10月14日
　代表者：髙野光雄（代表取締役）
　業　種：自動車部品製造業
　所在地：邑楽郡大泉町西小泉2-22-8
　電　話：0276-62-0814

   会員の変更
株式会社田村屋　　　　　　　　　　 　　  平成21年4月１日付
　前任：遠藤　潤（代表取締役）
　後任：遠藤清高（代表取締役）

東邦亜鉛株式会社安中製錬所　　　　　   平成21年4月21日付
　前任：武田松夫（常務執行役員所長）
　後任：楠田泰彦（執行役員所長）

日本運輸株式会社　　　　　　　　　　 　平成21年5月27日付
　前任：黒岩慶太（代表取締役社長）
　後任：黒岩秀彰（代表取締役社長）

財団法人群馬県公園緑地協会　　　　  　　平成21年6月1日付
　前任：岩渕　哲（理事長）
　後任：田村一男（理事長）

日本化薬株式会社高崎工場　　　　　　  　平成21年6月1日付
　前任：若海弘幸（高崎工場長）
　後任：鈴木政信（執行役員高崎工場長）

大洋電機株式会社群馬事業所　　　　     　平成21年6月1日付
　前任：猪俣恒二（常務取締役事業所長）
　後任：宮内政美（常務取締役）

東京精工株式会社　　　　　　　　　     　平成21年6月9日付
　前任：東宮輝武（代表取締役）
　後任：藤田東也（代表取締役）

株式会社サンユー　　　　　　　　　     　平成21年6月17日付
　前任：深沢則雄（代表取締役社長）
　後任：大塚博司（代表取締役社長）

三興電気株式会社　　　　　　　　　    　平成21年6月17日付
　前任：成瀬　茂（代表取締役社長）
　後任：金井利夫（代表取締役社長）

東日本電信電話株式会社　　　　　　    　平成21年6月19日付
　前任：安部德行（取締役群馬支店長）
　後任：五十嵐克彦（群馬支店長）

群馬くみあい運輸株式会社　　　　　    　平成21年6月22日付
　前任：小林勝市（代表取締役社長）
　後任：小渕正志（代表取締役社長）

株式会社大嶋電機製作所　　　　　　   　平成21年6月22日付
　前任：伊藤正幸（代表取締役社長）
　後任：加藤　勇（代表取締役社長）

東日本旅客鉄道株式会社高崎支社 　     　平成21年6月23日付
　前任：鎌田伸一郎（執行役員支社長）
　後任：伊藤嘉道（執行役員高崎支社長）

ぐんぎんリース株式会社　　　　　　     　平成21年6月26日付
　前任：眞下信夫（取締役社長）
　後任：狩野俊郎（取締役社長）

高崎ターミナルビル株式会社　　　  　  　平成21年6月26日付
　前任：伊藤進五（代表取締役社長）
　後任：阿部　純（代表取締役社長）

伊勢崎ガス株式会社　　　　　　　　    　平成21年6月30日付
　前任：國府省一郎（代表取締役社長）
　後任：松野尚武（代表取締役社長）

株式会社森傳自動車事業本部　　　　  　　平成21年7月1日付
　前任：木村泰司（取締役事業本部長）
　後任：森田康雄（代表取締役副社長）

財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団　　平成21年7月16日付
　前任：高橋勇夫（理事長）
　後任：須田栄一（理事長）

株式会社ジー・エム・ケー　　　　　　　　 平成21年10月1日付
　前任：六本木　誠（代表取締役）
　後任：六本木佳代子（代表取締役）

   会員の役職名変更
株式会社フレッセイ　　　 　　　　   　　　平成21年6月1日付
　植木康夫　　旧役職：代表取締役社長
　　　　　　　新役職：代表取締役副会長

味の素冷凍食品株式会社関東工場　　　　平成21年6月29日付
　上武英夫　　旧役職：工場長
　　　　　　　新役職：執行役員工場長

三山鋼機株式会社　　　　　　　　　　　 平成21年7月27日付
　金井　功　　旧役職：代表取締役社長
　　　　　　　新役職：代表取締役会長

   会員企業の所在地変更
株式会社ベスト　　　　　　　　　　　　　　　  平成20年9月
　新所在地：〒376-0011　桐生市相生町5-271-26
　新電話番号：0277-40-2700

群馬くみあい運輸株式会社　　　　　　　　平成21年2月1日付
　新所在地：〒379-2147　前橋市亀里町1306-3

株式会社桐生ソウイング　　　　　　　　　 平成21年5月1日付
　新所在地：〒379-2302　太田市山之神町505-1
　新電話番号：0277-46-6115

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
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・ 日本経団連からの情報を
　　　　　　　　お届けします！

・ 群経協会員との人脈が広がります！

・ 地区・委員会の活動で
　　異業種交流ができます！

・ 人事・労務問題等、様々な問題に
　　　ついて個別相談に対応します！

・ 労使問題のエキスパートとして、
　　問題の解決をお手伝いします！

・ 賃金関連情報をお届けします！

・ トップ・セミナーに参加できます！

・ 各種セミナー・教育訓練も
　　格安な会員価格でご提供します！
　　　　　　　　　　　　　　　　（有料）

群経協は総合経済団体として
貴社発展のお手伝いをいたします
群経協は総合経済団体として
貴社発展のお手伝いをいたします
群経協は総合経済団体として
貴社発展のお手伝いをいたします

お問い合わせは：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　担当 / 五十嵐亮二


