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　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。

目　　次

いま日本改造をやらなければ

　　　　　　　　　一般社団法人群馬県経営者協会　会　長　　児　玉　三　郎

決断と実行の年に

　　　　　　　　一般社団法人日本経済団体連合会　会　長　　米　倉　弘　昌

新年のごあいさつ　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　　大　澤　正　明

新年のご挨拶　　　　　　　　　　　　　連合群馬　会　長　　北　川　秀　一

年頭あいさつ　　　　　　　　　　　　群馬労働局　局　長　　小　玉　　　剛

成長への起動　　　　　　　　　日本銀行前橋支店　支店長　　相　良　雅　幸

事業活動報告

会員の動向

………………   1

………………   2

………………   3

………………   4

………………   5

………………   6

……………………   8

…………………… 10



1

　明けましておめでとうございます。

　今の日本の現状をみると、財政は国の借金は1000

兆円でGDPの200％強、しかも平成24年度の国家予

算90兆円の内税収分は37兆円であとは赤字国債で、

借金の上乗せ。にもかかわらずバラマキ予算の継続拡

大。家計を預かる主婦でさえそんな事はやらない。今

話題のギリシャでさえ国の借金はGDPの80％にすぎ

ない。子孫に借金を残す事は我々の恥じでは無いの

か。

　又物作り立国・輸出立国の日本が、貿易赤字に転

落した。円高、企業所得税が韓国の倍、高い電気料

金（25年度より更に値上げ）、雇用形態への諸制限等

の理由で、日本で物を作っていたのでは会社が継続出

来ない。1990年代日本における世界に冠たる企業の

電機会社のパナソニック・ソニー・シャープ、半導体

のエルピーダ・ルネサス、自動車金型のオギハラ・宮

津・富士テクニカ等が全て赤字、外国会社に身売り、

国の援助等の状況に立ち至っている。

　それにもかかわらずTPP反対の声が大合唱。FTAは

どうするのか？鎖国して日本が立ち行くのか。農協と

医師会の票がほしいだけの事である。税金や保険金の

使い頭である医療と農業を改革なくして、日本の改造

は出来ない。農業と医療で日本は食べていけるのか。

家庭でも会社でも国家でも同じで「入るを図りて、出

るを制す」が基本です。

　次に原発問題ですが、原発廃止を10年後とか20年

後とか言っているが、それは良いとして、いつまでに

再稼動させるのか、だれも言わない。日本改造には安

い電気が必要な事は皆わかっている。

　これを解決するために、安倍新首相は、1985年に

レーガンがやったプラザ合意で米国経済を救った様

に、円の為替レートを半額にでもやってみるか、サッ

チャーが本田や日産等の工場を英国内に誘致し、雇用

問題を解決したように頑張ってもらいたい。御手並み

拝見。

　頑張れば報われる社会に日本改造を出来るよう祈念

して、ともかく我々経営者は元気に勇気をもって希望

と夢に突き進み、今年も頑張りましょう。

いま日本改造をやらなければ
一般社団法人群馬県経営者協会　会長　児　玉　三　郎
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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。

　わが国は内政・外交の両面において課題山積の状

況にあります。しかしながら、企業ならびに国民一

人ひとりが有する能力や技術を十分に発揮すること

ができれば、日本は必ずやこの難局を乗り越え、再

び力強い経済成長を実現できます。

　昨年末、国民の大きな期待を背負って安倍政権が

誕生しました。新政権には、震災からの本格復興に

全力で取り組むとともに、民間が持てる力を最大限

に発揮できる環境を早期に整備していくよう強く求

めてまいります。とりわけ、大胆な規制・制度改革

や法人実効税率の引き下げ等による事業環境の国際

的なイコール・フッティングの確保、エネルギー・環

境政策の抜本的な再構築、成長と両立する持続可能

な財政・社会保障改革の推進、TPPへの参加をはじ

めとする諸外国との高いレベルの経済連携の実現は、

もはや待ったなしです。

　同時に、企業も政治に期待するばかりではなく、

世界に誇る技術力と人材力を梃子にイノベーション

を加速させ、自ら新たな成長の機会を創り出してい

かなければなりません。経団連としても、引き続き

「未来都市モデルプロジェクト」をはじめとする様々

な取り組みを推進し、民主導の持続的な経済成長の

実現に向けて邁進する所存です。

　今年こそ、決断と実行により、経済再生の道筋を

つけ、豊かで活力あふれる新たな日本、世界から期

待され、信頼される新たな日本の創生に向けた第一

歩を踏み出したいと考えております。

決断と実行の年に
一般社団法人日本経済団体連合会　会長　米　倉　弘　昌
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　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、健やかな新春をお迎えのことと思います。

　東日本大震災から1年10カ月が経とうとする中、

被災地ではさまざまな困難に立ち向かい、復興への歩

みが進められています。県としても、被災された皆様

への支援に、引き続き努めてまいります。

　昨年は、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が、ユネスコ

に推薦する世界遺産候補に決定し、26年度の世界遺

産登録に向け、大きな一歩を踏み出しました。また、

ロンドン五輪やパラリンピックで本県出身選手が活躍

し、私たちに勇気と感動を与えてくれました。　

　円高や震災などが影響し、低迷が続いていた県内経

済は、持ち直しの動きも見られるようになりました

が、最近の海外経済の情勢による影響が懸念されてい

ます。

　昨年夏の「ググっとぐんま観光キャンペーン」で

は、期間中、県内外から多くの観光客が訪れました。

企業誘致も、北関東自動車道の全線開通や自然災害へ

の強さなどから順調に進み、昨年の企業立地状況は全

国トップクラスでありました。県内景気の回復が本格

的なものとなるよう、全力で取り組んでまいります。

　昨年3月には、成長が著しい東アジアの活力を県内

経済に取り込むため、「群馬県国際戦略」を策定しまし

た。観光誘客や農畜産物の販路拡大などに向けて、さ

まざまな取り組みが進められ、新たな交流も生まれつ

つあります。また、今年4月には、中国有数の経済・

情報都市である上海市に、群馬の総合的な発信拠点と

なる県事務所を開設するなど、引き続き戦略的な国際

施策を推進していきます。

　さらに、特別支援学校の未設置地域の解消、救急医

療や高度医療の充実、交通安全対策の強化など、県民

の安全・安心の確保に一層取り組むとともに、群馬の

誇る自然、歴史文化、産業など、先人から受け継いだ

「群馬の限りない可能性」を生かし、「魅力あふれる群

馬」を全国に発信していきます。

　これからも、県総合計画「はばたけ群馬プラン」を

着実に推進し、「対話と協調・現場主義」を貫き、群馬

がさらに大きくはばたくよう、県民の皆様とともに県

政を進めてまいります。

　皆様のご健勝とご多幸を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№216（2013.1.15発行）



4

　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、晴れやかに新年をお迎え

のことと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、

ご支援・ご指導をいただいておりますことに、心よ

り感謝とお礼を申し上げます。

　昨年を振り返りますと、超円高やデフレ、少子高

齢化社会とそれに伴う人口減少、社会保障制度の崩

壊、さらには就労人口全体の3分の1が非正規労働

者である実態などの大きな社会構造的問題を抱える

中で、私たち生活者にとって非常に変化が激しく厳

しい時代となってきました。この状況下において、

連合群馬では「頼りにされる存在として地域社会に

笑顔があふれる活動を進めよう！」を基本目標とし

て掲げ運動を展開してきました。運動の一つの柱で

ある「政策提言と実現」の中で雇用労働に関する15

項目の提言を行い、13項目が前進、労働環境の改善

につながりました。また「なんでも労働相談」では、

年々相談件数が増加し内容も多種多様化する中、関

係機関と連携した取り組みで問題解決に向けた一役

を担うことができました。

　群馬県においては、経営者と労働者が日々連携し、

企業が元気になり、そこで働く人たちも元気になっ

ていこうといった方針をもとに、労使合同研究委員

会の中での「若年の就労観・職業観醸成の取り組み」

や、「新春労使共同セミナー」の開催など他県にはな

い様々な取り組みを行ってきました。本年も新たな

提言内容、テーマについて経営者の皆様と議論し、

労使一体となって進めていきたいと思います。

　昨年11月より、連合群馬の新しい期がスタートし

ました。向こう2年間は、すべての県民が安心して

くらせる地域社会の実現に向けた「活力ある地域を

目指した頼りにされる活動の展開！」を基本目標と

して、県内の働く仲間や地域住民との連携を強め一

歩一歩、着実に活動を展開し、前進させていきたい

と思います。

　経営者の皆さんの、将来を見据えた前向きなリー

ダーシップにより、厳しい状況を乗り超えられるよ

う、共にがんばりましょう。

　貴協会の皆様には、これまで以上のご指導・ご協

力をお願い申し上げ、新年にあたってのご挨拶とさ

せていただきます。

群馬県経営者協会　会報№216（2013.1.15発行）

新年のご挨拶
連合群馬　会長　北　川　秀　一
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　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、厚く御礼申し上げます。

  さて、県内の雇用情勢については、前年と比べて、

新規求職者は減少傾向、新規求人は増加傾向にあり

ましたが、このところ、生産は持ち直しの動きが一

服しており、労働需給も、全体として悪化しており

ます。

  雇用の安定については、このような厳しい情勢の下

で、ハローワークにおいて、個々の求職者に即した

就職支援を行うとともに、特に、①新規学卒者につ

いて求人の確保とともに学校と連携した就職支援を

行う、②障害者について企業への雇用率達成指導を

行いつつ就職支援を行う、など、様々な雇用対策を

推進してまいります。

　また、労働条件については、解雇や労働時間等の

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、昨

年8月に改正された「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まいり

ます。

　さらに、労働災害については、長期的には減少傾

向にありますが、昨年は増加していることから、今

後とも、企業の自主的な安全衛生管理体制の確立を

図り、労働災害防止の徹底に努めてまいります。

  また、女性の活躍を促進するため、引き続き企業に

対してポジティブ・アクションの取組を積極的に働

きかけてまいります。

　群馬労働局では、県民の方々の信頼や期待に応え

るべく、群馬県の実情に即した総合的な行政サービ

スを積極的に推進し、雇用や労働条件の改善を図り、

働く方の不安感を払拭するとともに、全員参加型社

会と、働きがいのある人間らしい仕事、いわゆる

ディーセント・ワークの実現を目指して、各種施策

を積極的に推進してまいりますので、一層の御支援、

御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

　結びに、(一社)群馬県経営者協会及び会員事業場の

益々の御発展を祈念申し上げ、新年の挨拶とさせて

いただきます。

群馬県経営者協会　会報№216（2013.1.15発行）

　平成25年の新春を迎え、心よりお慶び申し上げます。

年頭あいさつ
群馬労働局　局長　小　玉　　　剛
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　旧年中は、日本銀行前橋支店の業務につきまして、

ご支援、ご協力を賜り、誠に有難うございました。本

年も宜しくお願い申し上げます。

　さて、昨年の群馬県経済は、海外経済の動向に様々

な影響を受けた1年でした。春過ぎから夏場にかけ

て、輸送用機械を中心に輸出が増加傾向を辿ったこと

から、持ち直しの動きが続きました。もっとも、欧州

の緩やかな景気後退や中国経済の減速長期化、日中関

係の様々な影響などを反映して持ち直しのテンポが次

第に弱まり、年末にかけて横ばい圏内の動きとなりま

した。

　今年の群馬県経済を展望すると、海外経済の様々な

影響が及ぶ中で、当面、横ばい圏内の動きが続くと見

込まれます。もっとも、欧州債務問題や米国の「財政

の崖」の帰趨、今後の日中関係など様々な不確実性が

ある点には、十分留意する必要があります。

　この間、為替レートについては、リーマン・ショッ

ク以降、急速に円高化した水準で高止まる中、輸出や

企業収益の押し下げ、企業マインドの悪化や海外シフ

トの加速などを通じ、経済全体に負の影響を与える可

能性があると懸念されます。今後の為替レートの動向

と企業行動への影響については、引続き注意を払って

いく必要があります。

　また、中長期的には、人口減少や高齢化という課題

を抱えるもとで、成長力を高めていくための取り組み

が必要です。企業が需要拡大の可能性を秘めた分野に

経営資源を投入し、付加価値の高い財・サービスを生

み出していくこと、そのために規制緩和などの環境整

備を進めていくことが求められます。

　成長力強化に向けた企業の取り組みを金融面から支

援することも不可欠です。日本銀行では、低コスト

で十分な資金を調達できる金融環境を整備するととも

に、成長力強化という点で、「成長基盤強化を支援する

ための資金供給」を続けるなど、金融緩和を強力に進

めています。日本銀行前橋支店としましても、県内経

済の発展に資するよう、安定的かつ円滑な業務運営を

続けていく所存です。

　今年の干支「巳」には「始まる、起こる」の意味が

あるそうです。今年が群馬県にとって成長への起動の

年となること、あわせて群馬県経営者協会の益々のご

発展と会員皆様のご多幸を祈念申し上げて、新年のご

挨拶とさせていただきます。

　年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

成長への起動
日本銀行前橋支店　支店長　相　良　雅　幸
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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。

町
まち

田
だ

　 久
ひさし

株式会社渋川製作所
代表取締役社長
［北毛地区］

阿
あ

久
く

戸
と

 庸
つね

夫
お

株式会社ミツバ
代表取締役社長
［桐生地区］

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］

笠
かさ

井
い

 雅
まさひろ

博
富士重工業株式会社

常務執行役員群馬製作所長
［東毛地区］

天
あま

田
だ

 淸
せ い の す け

之助
サンデン株式会社
特別顧問

［伊勢崎地区］

町
まち

田
だ

 錦
きんいちろう

一郎
マチダコーポレーション株式会社

代表取締役会長
［前橋地区］

八
や

木
ぎ

 議
のりひろ

廣
八木工業株式会社
代表取締役社長
［西毛地区］

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

事務局長

樋
ひ ぐ ち

口 俊
としゆき

之
一般社団法人群馬県経営者協会

専務理事

児
こ だ ま

玉 三
さ ぶ ろ う

郎　株式会社小島鐵工所　代表取締役会長

会　

長

専
務
理
事

事
務
局
長

副　
　

会　
　

長



●WSTCリーダー養成講習会　平成24年4月10日～20日　群馬県中小企業会館

●桐生地区理事懇談会　平成24年４月23日　たつ吉

●新理事懇談会　平成24年４月25日　ホテルメトロポリタン高崎

●中堅社員研修　平成24年５月10日～11日　群馬県中小企業会館

●群経協懇話会　西毛地区懇親ゴルフコンペ　平成24年５月26日　甘楽カントリークラブ

●平成24年度第１回会長会議
　平成24年５月31日　高崎ビューホテル

●平成24年度第１回理事会
　平成24年５月31日　高崎ビューホテル

●平成24年度定時会員総会
　平成24年５月31日　高崎ビューホテル

●平成24年度第２回理事会
　平成24年５月31日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　●第27回群経協トップ・セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成24年５月31日　高崎ビューホテル

●懇親・交流会　平成24年５月31日　高崎ビューホテル

●TWI−JI（仕事の教え方）トレーナー養成講習会
　平成24年６月５日～15日　群馬県中小企業会館

●第37期フォアマン研修会　平成24年６月27日～11月22日　前橋テルサ他

●労使役員懇談会　平成24年７月３日　前橋テルサ

●フォアマン研修会　TWI特別講習会　平成24年７月６日・10日　群馬県中小企業会館

●TWI−JR（人の扱い方）トレーナー養成講習会
　平成24年７月17日～８月１日　群馬県中小企業会館

●経営幹部育成セミナー　平成24年７月20日～12月14日　群馬県中小企業会館

●労務委員会　委員総会・委員勉強会・懇談会　平成24年８月10日　前橋テルサ

●TWI−JM（改善の仕方）トレーナー養成講習会
　平成24年９月３日～19日　群馬県中小企業会館

●公労使三者トップ懇談会　平成24年９月12日　ホテルメトロポリタン高崎

●管理者研修MTP　平成24年９月13日～10月５日　群馬県中小企業会館

●環境・CSR委員会　委員総会　平成24年９月26日　群馬県中小企業会館
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事業活動報告

平成24年度定時会員総会



　　　　　　　　　●中堅社員研修　平成24年10月10日～11日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　●労務委員会　労務管理セミナー
　　　　　　　　　　平成24年10月12日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　●TWI−JS（安全作業のやり方）トレーナー養成講習会
　　　　　　　　　　平成24年10月16日～26日　群馬県中小企業会館

●全群経協懇親ゴルフコンペ
　平成24年10月20日　赤城ゴルフ倶楽部

●特定最低賃金労使会議
　平成24年10月25日　群馬県勤労福祉センター

●東毛地区懇話会
　平成24年10月29日　雄飛荘

　　　　　　　●前橋地区懇話会　平成24年11月１日　前橋商工会議所

　　　　　　　●北関東三県経営者協会　交流会　平成24年11月２日　茨城空港他

　　　　　　　●環境・CSR委員会　行政懇談会・懇親会
　　　　　　　　平成24年11月13日　前橋テルサ

　　　　　　　●伊勢崎地区懇話会　平成24年11月13日　伊勢崎プリオパレス

●北毛地区懇話会　平成24年11月14日　アネーリ渋川

●桐生地区懇話会　平成24年11月16日　美喜仁　本店

●平成24年度第１回監事会　平成24年11月20日　椿家　川原店

●平成24年度第２回会長会議　平成24年11月28日　ホテルメトロポリタン高崎

●平成24年度第３回理事会　平成24年11月28日　ホテルメトロポリタン高崎

●平成24年度評議員会
　平成24年11月28日　ホテルメトロポリタン高崎

●第28回群経協トップ・セミナー
　平成24年11月28日　ホテルメトロポリタン高崎

●懇親・交流会　平成24年11月28日　ホテルメトロポリタン高崎

●西毛地区懇話会　平成24年12月３日　ホテルメトロポリタン高崎

●教育委員会　委員総会　平成24年12月４日　群馬県中小企業会館
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全群経協懇親ゴルフコンペ

平成24年度評議員会

西毛地区懇話会

前橋地区懇話会

労務委員会　労務管理セミナー
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会員の動向（敬称略）

   新入会
株式会社やすらぎ【桐生地区】     　入会日：平成24年1月11日
　代表者：杦山 幸功（代表取締役会長）
　業　種：不動産業
　所在地：桐生市美原町4-2
　電　話：0277-43-1033

賛光電器産業株式会社【西毛地区】入会日：平成24年1月16日
　代表者：寺本 欣一治（代表取締役）
　業　種：街路灯・ＬＥＤ卸売製造販売
　所在地：高崎市倉賀野町3100
　電　話：027-346-2111

株式会社竹中組【西毛地区】　　　  入会日：平成24年1月30日
　代表者：竹中 　隆（代表取締役）
　業　種：総合建設業
　所在地：高崎市八千代町2-1-6
　電　話：027-322-2893

鹿島建設株式会社群馬営業所【前橋地区】
　  入会日：平成24年1月31日

　代表者：手塚 芳信（所長）
　業　種：建設業
　所在地：前橋市表町2-23-13
　電　話：027-223-6262

カワナベ工業株式会社【西毛地区】　 入会日：平成24年2月8日
　代表者：川鍋 太志（代表取締役社長）
　業　種：総合建設業
　所在地：高崎市矢中町319-6
　電　話：027-352-9190

芹沢印刷工業株式会社【西毛地区】　　入会日：平成24年2月14日
　代表者：芹沢 良幸（代表取締役社長）
　業　種：印刷業
　所在地：高崎市福島町719-4
　電　話：027-387-0111

株式会社メモリード【前橋地区】　　　  入会日：平成24年4月3日
　代表者：吉田 茂視（代表取締役）
　業　種：冠婚葬祭サービス業
　所在地：前橋市大友町1-3-14
　電　話：027-255-1777

株式会社ヤマニ熱工業【前橋地区】　　  入会日：平成24年6月7日
　代表者：角張 智之（代表取締役）
　業　種：建設業
　所在地：前橋市表町2-18-15
　電　話：027-225-7400

有限会社フルセイル【西毛地区】　　　  入会日：平成24年7月6日
　代表者：富山 俊吾（代表取締役）
　業　種：給食サービス業
　所在地：高崎市下小鳥町30-12-B112
　電　話：027-362-1578

宮下工業株式会社【前橋地区】　　　　 入会日：平成24年9月4日
　代表者：宮下　 学（代表取締役）
　業　種：建設業
　所在地：前橋市石倉町5-14-9
　電　話：027-251-1406

株式会社原田【西毛地区】   　　　　　  入会日：平成24年9月5日
　代表者：原田 義人（代表取締役）
　業　種：製菓製パン業
　所在地：高崎市新町1207
　電　話：0274-40-3331

井上道路株式会社【西毛地区】　　  入会日：平成24年11月22日
　代表者：花井 好機（代表取締役社長）
　業　種：建設業
　所在地：高崎市上佐野町407
　電　話：027-324-6788

昭和商事株式会社【東毛地区】　　  入会日：平成24年11月22日
　代表者：三枝 節雄（代表取締役社長）
　業　種：食品並びに肥料卸業
　所在地：太田市清原町5-6
　電　話：0276-37-8261

─ 以下、平成24年度会員名簿発行以降の変更について記載 ─

  合併による社名等変更
ぐんまみらい信用組合（旧社名：かみつけ信用組合）　

　　  　平成24年11月26日付
　新代表者：小澤 松雄（理事長）
　新電話番号：027-322-2041
　新FAX番号：027-328-3500

  会員の変更
ミツクラテックス株式会社　　　　　　　   平成24年7月6日付
　前任：赤石素彦（代表取締役）
　後任：新井　明（代表取締役社長）

群馬警備保障株式会社　　　　　　　　　平成24年8月21日付
　前任：萩原利一郎（代表取締役会長）
　後任：萩原　修（代表取締役）

カネコ種苗株式会社　　　　　　　 　　  平成24年8月30日付
　前任：金子正明（代表取締役社長）
　後任：金子昌彦（代表取締役社長）

日本化薬株式会社高崎工場　　　　　　　平成24年8月30日付
　前任：吉尾　毅（理事工場長）
　後任：小泉和人（工場長）

日本ビューホテル株式会社　高崎ビューホテル
平成24年10月1日付

　前任：大山久尚（常務執行役員総支配人）
　後任：鎌形義雄（執行役員総支配人）

TI Automotive Japan Gunma株式会社　 平成24年10月1日付
　前任：佐々木道明（代表取締役社長）
　後任：栗原　慎（代表取締役社長）

積水化学工業株式会社群馬工場　　　　　平成24年10月1日付
　前任：出口好希（工場長）
　後任：前田昌敬（工場長）

  所在地（住所表記）の変更
株式会社前橋自動車教習所　　　　　　   平成24年9月29日付
　新住所：前橋市関根町2-1-18

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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■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



「失業なき労働移動」を
めざして

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

財団
法人産業雇用安定センター群馬事務所

企業間の人材マッチングの支援を行っています！企業間の人材マッチングの支援を行っています！

　財団法人産業雇用安定センターは、昭和62年3月、政府の「30万人雇用開発プログラム」の一環とし
て、労働省（当時）と経済・産業団体の協力により出向・移籍（転籍）の専門機関として発足しました。
　我が国の経済は、近年、グローバリゼーションを背景とした産業構造変化の中で、大規模なリストラ
を実施したり、また、廃業・倒産にいたる企業も多く、雇用失業情勢は深刻な状況を呈するにいたって
おります。
　このような状況の中で、当センターは経済・産業団体、厚生労働省との綿密な連携の下に「失業なき
労働移動」の課題に取り組み、その実現をめざして、全国的なネットワークで出向・移籍(転籍)の斡旋、
各種セミナー事業等を通じて、働く人と企業を応援しています。

●人材を採用したい企業に対して
　は、現在登録されている人材リ
　スト等から、最適な人材情報の
　提供と紹介をいたします。　　
●人材を他の企業等へ送り出した
　い企業に対しては、ご相談のう
　え、受入企業のあっせんをいた
　します。

お気軽にご相談ください
相談、あっせんは無料です

「失業なき労働移動」を
めざして

「失業なき労働移動」を
めざして

出向・移籍支援の仕組み

送出企業

センター

人事部門人事部門
受入企業送出企業

センター

受入企業

情報の授受
相談など

情報の授受
相談など

企業間交渉の
機会の設定など

斡旋・紹介

出向・移籍対象者 求 人成　立

企業間の人材マッチングの支援を行っています！

●企業が様々な事情により雇用調整や
　事業所閉鎖等で人員整理等（希望退
　職者募集や解雇など）を行う場合、
　あるいは事業所の移転や業務の変更
　などに伴い離職者が発生する場合は
　ご相談の上、離職予定者の希望によ
　り在職中に登録していただき、出来
　る限り失業を経ないで再就職できる
　よう支援いたします。

人と企業のかけはし

群馬県経営者協会　会報№216（2013.1.15発行）
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TEL 027-210-5009  FAX 027-210-5104
群馬労働局雇用均等室　〒371-8567 前橋市大渡町1-10-7　群馬県公社総合ビル9階

厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進するための
積極的な取組」（ポジティブ・アクション）及び「仕事と育
児・介護との両立支援のための取組」を積極的に推進してい
る企業を公募し、表彰いたします。 

○ポジティブ・アクションを企業の方針として示し、積極的に取り組んでいる。 
○ポジティブ・アクションの取組として「採用拡大」、「職域拡大」、「管理職登用」または
　「職場環境・職場風土の改善」に取り組んでいる。

○育児・介護休業法を上回る育児・介護休業制度や勤務時間短縮等の措置を規定し、よく
　利用されている。
○次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けている、または認定を目指している。 

【お問い合わせ先】

【応募方法】 応募用紙に必要事項（原則、平成25年1月1日現在の状況）を記入し、自己採点の上、
群馬労働局雇用均等室あてに、郵送又はFAXによりお送りください。 
実施要領、表彰基準及び応募用紙等の詳細については、厚生労働省ホームページでご覧
いただけます。

【応募受付期間】 平成25年1月1日から3月31日まで（当日消印有効） 

両立するべえ 「きらら」

群馬労働局雇用均等室

平成25年度「均等・両立推進企業表彰」候補企業の公募について 

応募受付期間 平成25年1月1日～3月31日（当日消印有効）応募受付期間 平成25年1月1日～3月31日（当日消印有効）

～ ポジティブ・アクションを推進している企業
　　　　ファミリー・フレンドリーな企業を表彰します！！ ～
～ ポジティブ・アクションを推進している企業
　　　　ファミリー・フレンドリーな企業を表彰します！！ ～

《ファミリー・フレンドリー企業部門》

《均等推進企業部門》

《ファミリー・フレンドリー企業部門》《均等推進企業部門》

《ファミリー・フレンドリー企業部門》

《均等推進企業部門》

《ファミリー・フレンドリー企業部門》《均等推進企業部門》

表彰の候補となるのはこんな企業です表彰の候補となるのはこんな企業です

表彰の種類表彰の種類

厚生労働大臣優良賞
都道府県労働局長優良賞
都道府県労働局長奨励賞

厚生労働大臣優良賞
都道府県労働局長優良賞
都道府県労働局長奨励賞

厚生労働大臣
最優良賞


