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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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　明けましておめでとうございます。
　皆さまには健やかなる新春を迎えられたことと心よりお慶び申しあげます。

　昨年は、政権交代という大きな変革がありました。

政策と財源の問題がクローズアップされ、新政権の舵

取りが衆目の的となりました。リーマンショックの影

響が残り、加えて、円高やデフレの進行から二番底が

懸念される経済状況下、喫緊の課題は経済対策であ

り、新政権の迅速な対応が求められます。

　また、政権交代と同時に、八ツ場ダムが大きな話題

となりました。ダムの必要性を再検証する検証基準が

今年の夏にも策定されるということですが、地元の

方々の意向や生活に十分配慮して一日も早く解決され

ることを心から願っております。

　昨年の県内景気は、一昨年に引き続き低調で、多く

の企業で生産調整や雇用調整の継続を余儀なくされま

した。また、雇用状況の厳しさ、所得の伸び悩みなど

から個人消費は弱く、経済活動の縮小は、製造業ばか

りでなく、広く非製造業にも及んでいます。

　一方、春ごろから、自動車関連など一部に下げ止ま

りの兆しがみられるようになりました。多くの業種は

依然水面下で、厳しい状況ですが、最悪期は脱した感

があります。景気回復への歩みは遅く、厳しい日々は

続きそうですが、このまま順調に推移すればと思って

おります。

　こうした状況下、今、経営者に求められるのは、聖

域を設けずあらゆるものを見直し、合理化・効率化を

進め、変化の方向を見定め、それに対応できる力を蓄

積することだと思います。

　また、雇用情勢が厳しい中、雇用に係わるトラブル

が増加しております。労使関係の安定を図り、労使で

一体感を持ち自社の課題に取り組む必要性を強く感じ

ます。

　昨年に引き続き、今年も雇用問題や労務問題など経

営者協会の役割は一層大きくなると思います。会員の

皆様のニーズに合った活動を通じ、皆様のお役に立つ

とともに、総合経済団体として「魅力ある群馬県経営

者協会」を目指し、活動の充実を図っていく所存で

す。皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

　結びに、皆様のご健勝をお祈り申しあげ、新年の挨

拶といたします。

年頭に当たって
社団法人群馬県経営者協会　会長　牛久保　雅　美
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　あけましておめでとうございます。

　年頭に際し、一言ご挨拶を申し上げます。

　昨年は、16年ぶりに政権交代が実現し、政治の情

勢は大きく変化しました。今回の政権交代は、総選挙

の結果、国民の意思により実現したものであります。

わが国は、本格的な政権交代が可能な時代に入ったと

も言えます。 

　皆さまの活動に関わりのある労働分野の政策決定も

大きく変化しました。これまでは、政労使で決定して

きた審議会での建議が尊重され、国会において制度改

正が決められておりました。しかし、昨年末にかけて

開催されました厚生労働省の審議会では政治主導の

下、制度改正の方針があらかじめ示され、これに沿う

形で議論、取りまとめが行われております。 

　政権交代により政治主導で政策が立案、調整される

なかにあっても、日本経団連に求められる役割は変わ

りません。政府・与党に対して、必要な政策を国民目

線から提言し、政策対話を通じてそれを実現していく

のが経団連の使命であります。 

　新政権発足後も経団連は、鳩山総理を始め各大臣と

の懇談の機会を積極的にもち、経済界の考え方を真摯

に説明してまいりました。今後もさまざまな機会を通

じて政策対話を行い、新政権の政策に反映させてまい

る所存でございます。 

　各地域を代表する経営者団体である皆さまにおかれ

ましても、地域に根差した諸活動の充実を図るととも

に、自らが主体となって関係各方面との政策対話を積

極的に進めていただきたいと存じます。 

　皆さまのご健勝を祈念し、年頭の挨拶といたしま

す。 

新年挨拶
社団法人日本経済団体連合会　会長　御手洗 冨士夫
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　明けましておめでとうございます。

　昨年は、一昨年後半から始まった未曾有の経済危機

への対応に、全力を尽くした1年でした。景気や雇用

対策に重点を置いた当初予算に加え、3回にわたり大

型補正予算を編成するなど経済危機対策に努めまし

た。トップセールスにも力を入れ、東京や大阪、静岡

などで、本県が持っている立地条件の優位性や高い技

術力、農産物の魅力を訴えることができました。

　館林で発生した竜巻や、今なお流行が収まっていな

い新型インフルエンザへの対策など、安心・安全な暮

らしを守ることにも力を注ぎました。また、ドクター

ヘリの運航開始や全国に先駆けた中学校卒業までの医

療費無料化など、県民の皆さんとの約束であるマニ

フェストの実現に向け、着実に前進することができた

1年でもありました。

　今年は、県税収入の大幅な落ち込みによる財源不足

が見込まれ、昨年末からの急激な円高による景気への

影響も危惧されています。こうした中、本県経済を回

復の軌道に乗せ、雇用を確保していくことが大きな課

題となっています。県民の皆さんと力を合わせなが

ら、この難局の克服に努めていきます。

　一方、八ッ場ダム地元住民の皆さんの生活再建問題

は、喫緊の課題です。下流都県とも力を合わせ、一日

も早く解決したいと考えています。

　群馬は実力のある県です。わたしはその魅力や潜在

力を、全国に発信することが大切だと訴えてきまし

た。今秋には、全国育樹祭が本県で開催され「森林県

群馬」をアピールする絶好の機会となります。来年に

は、北関東自動車道の全線開通や、国内最大規模の観

光キャンペーン「デスティネーションキャンペーン」

の開催も予定されています。これらを有機的に連携さ

せ、本県が大きく飛躍するためのステップにしたいと

考えています。群馬県がもっともっとはばたけるよ

う、しっかりと取り組んでまいりますので、ご理解と

ご協力をお願いいたします。

　今年一年が、皆さまにとって健康で幸多い年になり

ますよう心からお祈り申し上げ、新年のごあいさつと

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№212（2010.1.20発行）
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　平成22年の新春を迎え、心より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ご

理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　県内の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きはみられ

るものの、依然として厳しい経済情勢を反映して、有効

求人倍率が低水準で推移する等厳しい局面が続いてお

ります。こうした厳しい雇用情勢に伴い、労働者をとり

まく環境も悪化しているものと思われます。

　これらの状況を踏まえ、群馬労働局といたしまして

は、平成22年におきましても雇用改善、労働条件の確

保等に全力で取り組んで参ります。

　雇用の安定については、総理大臣を本部長とする緊

急雇用対策本部が設置され、雇用の創出・失業者への

生活支援・雇用維持支援の強化等、様々な対策を実施

することとしておりますが、群馬労働局においても、こ

れらの対策を群馬県など関係機関と連携して、県内雇

用情勢の改善に向けた取組強化を図って参ります。

　雇用調整助成金については迅速支給に努めるととも

に、「緊急人材育成・就職支援基金事業」による離職者

対策、求人開拓推進員の活用を通じた求人確保対策、

再就職支援のための就労準備研修の実施による日系人

求職者対策等も推進して参ります。

　労働条件については、解雇や労働時間などの労働相

談や申告が後を絶たないことから、労働基準関係法令

違反に対して、厳正に対処するとともに、「労働契約法」

の周知を図ることなどにより、個別労働紛争の防止に努

めて参ります。

　さらに、本年 4月1日から、長時間労働を抑制し、

労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がと

れた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が

施行されることから、その周知等に努めて参ります。

　労働災害の発生状況は、休業災害は減少しているも

のの、死亡災害は前年を上回っていることから、労働災

害防止対策の徹底に努めて参ります。

　過重労働防止対策やメンタルヘルス対策を推進すると

ともに、被災労働者等の方々に対する適正かつ迅速な

労災補償に努めて参ります。

　一方、労働者が妊娠・出産や育児休業を取得したこ

と等を理由とした解雇等不利益取扱いに関する相談が

増加していることから、「男女雇用機会均等法」及び「改

正育児・介護休業法」の周知徹底を図って参ります。

　併せて｢次世代育成支援対策推進法｣の更なる普及促

進及び「パートタイム労働法」の周知徹底に引き続き努

めて参ります。

　群馬労働局では、本年におきましても、県民の方々の

信頼や期待に応えるべく、各種施策を積極的に推進し

て参りますので、一層のご支援、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

　結びに、貴会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝、

ご多幸を祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただき

ます。

年頭ご挨拶
群馬労働局　局長　谷　川　隆　一

群馬県経営者協会　会報№212（2010.1.20発行）
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　平素、日本銀行および私ども前橋支店の業務運営に

対し、格別のご支援ご協力を賜り、衷心より御礼申し

上げます。

　群馬県の輸出・生産は、昨春以降、着実に増加して

います。一方、民間需要の自律的な回復力は依然とし

て弱い状況が続いています。こうした中で、最近、「二

番底」という言葉を多く目にします。しかし、人々が

二番底を懸念している中で景気が腰折れるリスクは高

くない、と私は考えます。

　「奴雁」という言葉をご存知でしょうか。福沢諭吉

の論集に出てくる言葉で、「雁の群れの中で、仲間を外

敵から守るために周囲の情勢変化に注意を払う役割を

担う一羽の雁」という意味です。警戒を要するのは全

ての雁が餌を啄ばむことに夢中になっている状況で

す。今はその逆です。

　また、日本を含む先進国の当局は景気をサポートす

る姿勢を堅持しています。日本銀行も、「物価安定のも

とでの持続的成長経路」に復するため、引き続き最大

限の努力を尽くしていきます。

　さらに、国際通貨基金（IMF）は、本年の世界経

済の成長率が3.1％まで高まるという見通しを示して

います（昨年見込みは▲1.1％）。こうした経済の回

復に大きく寄与するのは新興国です。多くの新興国で

は、生活水準の向上に伴う消費活動の活発化や社会資

本の整備の必要性の高まりなどを背景に、内需の基調

が強い状態にあります。IMFの推計では、本年の1人

当たりGDP（購買力平価ベース）は、中国が7,210

ドル、アジア新興国が4,786ドルです（因みに日本

は33,910ドル）。いずれも日本の1960年代の水準

です。当時、日本の内需も年率10％という高い伸び

を示しました。世界経済の回復基調が途切れないこと

を前提とすれば、当県でも、輸出・生産は基調的には

増加傾向を辿り、企業部門の持ち直しが家計部門に染

み出していく姿を展望できます。

　そして、思い起こしましょう。わが国の経済成長を

支えてきた原動力の一つは「現場力」という「見え

ざる資産」です。昨年末、「経営環境はもとより、日本

という国家の将来に漠然とした不安を覚える」とい

う声を多く聞きました。こうした空気の中では、「二番

底」のような活字の感染力が強まります。しかし、今

こそ、各々が蓄積してきた現場力を信じ、これを一段

と鍛え上げることに邁進することが肝要です。私ども

も、皆様方の負託に応えるため、「上州の奴雁たらん」

との志を持って現場力を強化していく所存です。

　結びに、人事を尽くされる皆様が天命に恵まれるこ

とを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせて頂きま

す。

「現場力」を信じ、鍛える
日本銀行前橋支店　支店長　柴　山　卓　也
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年頭のご挨拶
連合群馬　会長　大　橋　　　豊

　皆様方には、ご家族お揃いで健やかな新年を迎えら

れていることと、心より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、絶

大なるご支援とご協力、さらにはご指導をいただいて

おりますことに、心より感謝と御礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと一昨年のリーマンショックの

影響を引きずり、全世界的な景気後退から個人消費マ

インドが冷え込み、さらに景気が後退するという状況

となりました。この状況を打開すべく労使が一丸と

なって企業業績の回復に向けた取り組みが進められた

ことと思いますが、一部には明るい兆しも見えるもの

の雇用情勢をはじめ引き続き深刻な状況にあります。

　お陰様で、群馬県は「新春労使セミナー」共同開催

など、他県には例を見ない労使関係を構築させていた

だいております。これをさらに強固なものとするチャ

ンスと捉えて、このような厳しい状況の中だからこ

そ、これまで培った労使関係の原点に立ち返り、「～だ

からだめだ」ではなく、社会情勢、事業・経営状況等

の現状分析に基づき、そのことを労使が共有し、「今な

すべきことは何か」「現状のどこに問題があり、何を打

開すればよいのか」といった視点で論議を尽くして危

機を乗り切る短期的な対応策と中・長期的な進むべき

方向について真摯に論議することが大切であると思い

ます。

　経済環境が厳しい年頭に当たり、経営に携わる皆様

には、これまで以上に的確な舵取りと、強いリーダ

シップを発揮していただくことを切にお願い申し上げ

ます。

　「事業の発展なくして組合員の幸せなし、組合員の

努力なくして事業の発展なし」との認識の下、労使が

しっかりと前を見て種々取り組みを、スピード感を

持って進めることが重要と考えます。

　連合群馬は､「県民が安心して暮らせる地域社会を目

指して」をスローガンに本年も多くの取り組みを計画

しております。引き続き貴協会の皆様には、ご理解と

ご協力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。

　新年あけましておめでとうございます。
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第1　問題の所在
1　問題の背景
　今次不況の対策として各社において、賃金切り下げ

とか一時帰休など、労働者を在籍させたまま、人件費

削減の方策をとりました。その結果、労働者は、収入

が減り、生活に支障をきたすので、他での収入確保の

手段として、アルバイトをしたり、二重に就職をしたい

との要求がでてきました。しかし、ほとんどの企業で

は、その就業規則で、二重就職（兼職）を禁止したり

制限しているのが実状であり、それに違反すると懲戒

処分の対象になることになっています。

　そこで、一部企業は、暫定的処置として、当分の間、

二重就職（兼職）を容認することとしたのです。私は、

その場合に発生する法律問題について検討することを

求められたわけです。

2　二重就職（兼職）禁止の就業規則の法的意味
　使用者と労働者は、労働者が勤務時間に労働力を

提供し、使用者はそれに対して賃金を支払う契約、即

ち労働契約を締結しています。したがって、勤務時間

外まで、使用者が労働者の行動を制約できるかという

ことが、そもそも問題にされてきました。国家公務員や

地方公務員は、全体の奉仕者であるとの観点から、国

家公務員法（第101条、103条）、地方公務員法（第

35条、38条）という法律そのものに二重就職（兼職）

禁止の根拠がありますが、私企業については、法律自

体には根拠がありません。そこで、判例がどうなってい

るかを検討しますと、小川建設事件（東京地判昭57・

11・19決定）は「労働者がその自由なる時間を精神的

肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは次の

労働日における誠実な労務提供のための基礎的条件を

なすものであるから、使用者としても労働者の自由な時

間の利用について関心を持たざるをえず、又、兼業の

内容によっては企業の経営秩序を害し、また、又は企

業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうる

ので、従業員の兼業の拒否について、労務提供上の支

障や企業秩序への影響を考慮したうえでの会社の承諾

にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不

当とはいいがたい」という考え方を示していました。そ

の他、多数の判例が存在しますが、二重就職（兼職）

禁止の就業規則を、一般論として、労働者の勤務時間

外の行動を拘束することはできないとして無効としたも

のはありませんでした。この問題は、山本吉人「労働

条件紛争と解決基準」（労判407号11頁）、大島惣之

輔「退職願提出後の他社就労と兼職禁止規定」（労判

655号94頁）、石原輝「兼職禁止と女子労働者」（労

判117号23頁）等に詳しく論じられています。

　最近は、この件であまり問題になった事例がありま

せん。しかし、この兼職禁止の就業規則の効力が原

則的に認められる背景には、使用者の方が、労働者の

生活に対して、兼職などしなくとも成り立ちうる処遇を

しているということが前提になってきたように思われま

す。しかし、今次不況で、賃金切り下げや、一時帰休

などのため、労働者の生活が成り立たないために、二

重就職（兼職）を暫定的に解除するというような事態

が生ずると、兼職に対する社会の考え方が根本的に変

化し、労働者の勤務時間外の行動に制約は加えられ

ないという議論やそれを認めるとしても極めて限定的

な議論が多くなるのではないかと思われます。過去の

判例に、このようなことを論じたものは見あたりません

が、生活ができない処遇をしながら、勤務時間でない

時間まで拘束するのは社会的に矛盾だからです。

二重就職（兼職）禁止の解除

弁護士　鈴　木　航　児
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第2　どのような改正が必要か
1　現行就業規則との関係
　就業規則の二重就職（兼職）禁止の規定にどのよう

な改正を加えるかは、まず現行の就業規則がどうなっ

ているかによります。兼職を全く禁止しているもの、使

用者の許可又は承認があれば認めるとしているもの、

届け出をすればそれで済むものなど、多くの場合が考

えられます。又、規制の対象も、他に雇用されるもの

だけを禁止しているもの、自営も禁止しているもの、報

酬を得るものだけを禁止しているものなど種々のものが

存在します。

　二重就職（兼職）は原則禁止の定めをしている就業

規則の場合は、改正しなければなりません。しかし、

許可・承認制の場合は、その運用でまかなえる場合も

あるでしょうし、届け出制ならば、改正はほとんど必要

ないと思われます。

2　改正の方向
　そこで、改正をする場合にはどのようにするかです

が、これは、各企業の労務政策や労働組合の意向に

よることになるでしょうが、理念的には、全く制約をも

うけず、労働者は、勤務時間さえ働けば、何らの手続

も必要なく、どのような兼職もできるようにする場合も

考えられます。又、ある程度内容的に制約する場合、

例えば、同業者への二重就職は禁止とか、会社の体

面を傷つける兼職、例えば風俗営業は認めないなどと

いうものも考えられます。また、手続的には、全くの放

任から、届出は必要というもの、届出といっても、兼

職をすることだけの届出から、兼職先の名称、勤務時

間、賃金など詳細な事項まで届出させるものなど種々

の場合が考えられます。届出をさせるか、又どの程度

内容の届出をさせるかは、次の労働時間の管理の問題

で違いがでてくる可能性があります。

第3　労働時間の管理
　労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場

を異にする場合においても、労働時間に関する規定の

適用については通算する。」と定めています。この「事

業場を異にする場合」の意味について、通達（昭23・

5・14　基発769号）は、事業主を異にする場合も含

むとしています。この考え方には、現在は有力な反対

説がありますが（菅野和夫「労働法第8版」253頁）、

上記行政解釈も通説（東京大学労働法研究会編「注釈

労働基準法下巻653頁）も事業主を異にする場合も

含むとしている以上、実務としては、それに従って処理

すべきと考えます。

　そうなると、労働者が二重就職した結果、法定の

労働時間を超えることがあり得ますが、その場合いず

れの使用者が、その法的な対処をすべきかということ

が問題になります。時間外労働協定（36協定）を締

結すべきこと、割増賃金を支払うべきこと、休憩時間

を与えるべきことなどであるわけです。この責任につい

ては、原則として労働契約を後に締結した事業主が負

うと解されています（前記「注釈労働基準法下巻653

頁）。したがって、一般には、兼職の禁止を解除した

事業主は、労働契約を先に締結しているでしょうから、

その責任を負わないことになります。しかし、例外的

に、後から締結した事業主になる場合には、その責任

を負いますが、使用者が、当該労働者の別の使用者の

事業場において労働していることを知らない場合には、

労働時間の通算による法違反の故意がないため労働基

準法違反の犯罪は不成立となるとされており、この意

味で、前記届出の要否、その内容が関係してくること

があるわけです。

第4　その他予想される法的問題
　その他の問題として労働災害が発生したときのこと

が考えられます。例えば、いわゆる過労死事件等が発

生したとき、どちらの事業主が労災に関する賠償責任

を負うのかといった問題です。理論としては、どちらの

仕事がその労災の原因となっているかという事実認定

の問題でしょうが、事故による負傷や死亡はともかく、

疾病となると、かなり解決困難な問題になるだろうと思

います。過労などということは、普通は、いずれの就

労も競合した原因になっているのだろうと思います。

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



9
群馬県経営者協会　会報№212（2010.1.20発行）

平成21年度 第2回理事会（常任理事会）
　定数報告では事務局より理事総数141名中委任状を含む出席
122名、欠席者数19名で理事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、笠原　道也 氏（上信電鉄株式会社　代表取締役社長）と、
木村　晴男 氏（電気化学工業株式会社渋川工場　執行役員工場
長）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21年度事業活動報告(中間)に関する件」、第
2号議案「平成21年度収支決算報告(中間)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11月16日　前橋テルサ

第22回 群経協トップセミナー
　講師には、株式会社ダ
イヤモンド社 元社長の 
岩佐　豊 先生　をお迎え
し、「勝ち残る企業の経営
者の条件」をテーマに、
時代の転換期に求められ
る経営者の条件について
ご講演いただきました。

平成21年11月16日　前橋テルサ

岩佐　豊 先生

事業活動報告

牛久保会長

経営幹部育成セミナー
　基礎から応用まで経営幹部に必要な知識とスキルを身につけること、「異業種・

異地域交流」により幅広い視野を身につけることを目的に開催しています。

2回目となる平成21年度は、参加企業9社・受講者15名にて下記の通り実施し

ました。

第1会合　「経営マインドと経営管理」	 	 	 	 	 	 7月15日㈬
　　　　　　講師：株式会社アイム　代表　木村　哲也　氏

　　　　　　　①導入講義（経営者としての「覚悟」、企業の目的とは何か、他）、②演習（グループ討　
　　　　　　　議）、③経営計画・方針展開・目標管理の概要、④経営革新の実際（実例紹介）

布施企画委員長による開講挨拶
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第2会合　「戦略的経営計画策定の実践とコツ」	 	 	 	 8月26日㈬
　　　　　　講師：株式会社浜銀総合研究所　経営コンサルティング部長　寺本　明輝　氏

　　　　　　　①最近の中小企業をめぐる環境、②企業独創化の必要性、③中期経営計画の意義と体
　　　　　　　系、④問題の構造、⑤現状分析フェーズ、⑥目的戦略構築フェーズ、⑦計画策定フェー
　　　　　　　ズ、⑧計画実行推進フェーズ

第3会合　「人事労務管理と労働関連法規」	 	 	 	 	 9月16日㈬
　　　　　　講師：社団法人群馬県経営者協会　事務局部長　五十嵐　亮二

　　　　　　　①人事労務管理、②労働関連法規、③実務的演習問題討議

第4会合　「財務分析」	 	 	 	 	 	 	 	 10月21日㈬
　　　　　　講師：CSチャレンジ・サポート所長　小坂　雄二　氏

　　　　　　　①決算書とは、②決算書の捉え方、③資金繰り改善の手順、④資金繰り分析、⑤担保
　　　　　　　力・担保余力を知ろう、⑥経営管理・資金改善のポイント、⑦キャッシュフロー計算書の
　　　　　　　基礎

第5会合　「Ｍ＆Ａ／事業承継　～事業承継を円滑に進めるステップ～」	 	 11月18日㈬
　　　　　　講師：クリエイティブ・マネジメント研究所　代表　宮崎　健治　氏

　　　　　　　①今なぜ事業承継なのか、②具体的な事業承継について、③事業承継におけるＭ＆Ａ、
　　　　　　　④事業承継の進め方、⑤事業承継の支援について

第6会合　「リーダーシップによる組織改革」	 	 	 	 	 12月9日㈬
　　　　　　講師：株式会社浜銀総合研究所　経営コンサルティング部長　寺本　明輝　氏

　　　　　　　①マネジメントの基本、②組織の現状、③組織風土の定義、④風土改革の基本的な考
　　　　　　　え方、⑤モチベーション理論、⑥リーダーシップ理論、⑦コミュニケーションを考える、
　　　　　　　⑧コーチングの基本

　会　場：各会合とも
　　　　　「群馬県中小企業会館」
　　　　　《前橋市大手町》

【参加企業】　　　　　　　（敬称略　順不同）

㈱関東高圧容器製作所、㈱サンユー、坂本工業
㈱、矢島工業㈱、星野物産㈱、コガックス㈱、
富士スバル㈱、三興電気㈱、研榮工業㈱

※平成22年度も開催いたしますので、ぜひともご参加をお願いいたします。
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地区別活動報告
◆全地区

『６地区合同懇話会』
11月16日㈪　前橋テルサ（前橋市千代田町）　35名参加

　同日開催の第22回トップ・セミナーに引き続いて、県内6地区合
同の懇話会（懇親会）を開催し、普段なかなか交流をもつ機会のな
い他地区の会員との懇親を深めました。

『群経協懇話会 第５回全群経協懇親ゴルフコンペ』
11月23日㈪　赤城ゴルフ倶楽部（渋川市赤城町）
13名参加

茨城・栃木・群馬三県経営者協会役員交流会

　茨城・栃木・群馬三県の経営者協会の会長・副会長・専務理事による役員交流会が、茨城県で開催されまし
た。この北関東三県の役員交流会は、一昨年の栃木県、昨年の群馬県に続いて3回目の開催となります。
　茨城港・常陸那珂港区および周辺地区の見学では、スケールの大きい土地開発計画並びに港湾整備計画の
説明を受けました。続いて日本原子力研究開発機構・東海研究開発センターではJ−PARC（大強度陽子加速器）
施設を見学し、陽子やニュートリノなど最先端科学について説明を受けました。
　最後の交流パーティーでは、茨城経協関正夫会長、群経協牛久保雅美会長、並びに橋本昌茨城県知事の挨
拶の後、各県からの参加者と懇談し交流を深めました。

平成21年12月10日
三の丸ホテル/ひたちなかインフォメーションセンター/日本原子力研究開発機構・東海研究開発センター

常陸那珂港区
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会員の動向（敬称略）

   新入会
三富運送株式会社【高崎地区】　　    入会日：平成22年1月1日
　代表者：三浦文雄（代表取締役）
　業　種：運送業
　所在地：高崎市吉井町池1043-2
　電　話：027-320-3815

   会員の変更
株式会社とりせん　　　　　　　　　　 　  平成21年7月１日付
　前任：前原章宏（代表取締役社長）
　後任：前原宏之（代表取締役社長）

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。

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

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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・ 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


