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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。
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　新年明けましておめでとうございます。

　今年は午年、群馬の年と位置付け、あらゆる面で群

馬躍進の年であればと期待しております。群馬県経営

者協会も会員各社が躍進を遂げ、新会員も増加する年

にしたいものです。

　私は今年を日本経済再生の総仕上げの年と位置付け

たいと思います。昨年は日本全体に蔓延していた閉塞

感を期待感にアベノミクスの一と二の矢の金融緩和と

財政出動により変わりました。金融緩和により株価が

上がり、円安に振れました。又財政出動により日本国

内に公共工事が出回りました。この二つは政府主導で

行える政策です。これらは期待感が先行して株が上が

り、金のだぶつきにより円が下がったに過ぎません。

会社の見え掛かりの利益で実際の利益は売らなければ

確定せず、売れば株は下がります。又円安にも拘わら

ず貿易収支は赤字です。財政出動による公共工事も税

金の増収による発注でなく、赤字国債で賄われていま

す。年間GDPの二倍の1,000兆円以上の国の借金を

考えればこれを継続することは不可能です。最近の報

道によると、平成26年度予算は史上最高の95.88兆

円で又多額の借換国債発行の為過去最高の国債発行は

不可避です。私は政府は財政再建の方針と方策を今年

こそ打ち立てるべきだと考えます。まず「最初に赤字

国債発行ありき」ではなく「入る（税金等）を量りて

出ずる（財政支出）を制す」です。先ず行政費の節約

です。役人と政治家の数の制限と効率化です。次に社

会保障費（年金と保険）の改革です。いまのままでは

近々破綻はあきらかです。

　今年は第三の矢の経済成長戦略で、アベノミクスの

総仕上げの年です。これを実現しなければ、昨年やっ

てきた事即ち一と二の矢は無駄矢となり、何もやらな

かった方が良かった事になります。しかしこれは政府

のみでは達成不可能です。民間の協力を得て国全体で

その達成に向け努力が必要です。我が群馬県経営者協

会の上部団体である日本経団連もこの経済成長戦略達

成の為に協力を表明しております。ここが日本再生の

正念場であり、ラストチャンスと考え、又以前の閉塞

感の日本に逆戻りしないように群馬県経営者協会も皆

で力を合わせて達成しようではありませんか。

　尚2020東京オリンピック・パラリンピックは第四

の矢とも言われております。スポーツは人々に感動と

夢を生み出し、勇気と元気を与えます。会員の皆様は

「賑やかに、楽しく、元気で」今年を頑張りましょう。

日本再生の仕上げの年
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。

　安倍内閣による一連の経済政策が功を奏し、底堅

い消費など、内需に牽引される形でわが国経済は回

復を続けています。また、復興特別法人税の前倒し

廃止の決定など、企業の活性化に資する施策も講じ

られようとしております。2014年は、まさにデフレ

脱却と本格的な経済再生の好機であり、何としても、

持続的な経済成長の礎を確固たるものとし、世界か

ら期待され、信頼される、豊かで活力に溢れる新た

な日本の創生に向けて踏み出したいと考えておりま

す。

　このために何よりも重要なのは、経済界の取り組

みでございます。実際に経済を成長させ、国民に豊

かさをもたらすことができるのは、他ならぬ民間企

業であります。我々こそが、成長戦略の主役である

との強い気概を持って、新たな成長の機会の創出に

全力で取り組み、日本経済の再生をリードしていか

ねばなりません。

　我々は、「行動する経団連」として、民主導の力強

い持続的な経済成長の実現に邁進する所存でござい

ます。政策提言を強化するとともに、「未来都市モデ

ルプロジェクト」を通じてイノベーションを促進し、

グローバル人材の育成や女性の活躍支援に向けた活

動を積極的に展開する。そして、企業業績の改善が、

投資の拡大と雇用の創出、そして賃金の引き上げに

つながる「経済の好循環」をつくり出すべく努力し

ていく決意であります。

　政府・与党においては、震災復興をさらに加速し

ていただくとともに、企業と個人が持てる力を最大

限発揮できるよう、大胆な規制・制度改革、エネル

ギー供給の安定と経済性の確保、TPP、日EUをはじ

めとする経済連携の実現、多様な人材が活躍できる

環境の整備、成長に資する税・財政・社会保障改革、

道州制の推進など、必要な施策を、力強く、スピー

ディに実行していただきたいと考えております。

経済の好循環を実現する
一般社団法人日本経済団体連合会　会長　米　倉　弘　昌

群馬県経営者協会　会報№217（2014.1.15発行）
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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、清々しい新年をお迎えのことと、
　心からお喜び申し上げます。

　昨年は、新政権による経済政策などにより県内景気

にも明るい兆しが見え、スポーツでも、前橋育英高校

が夏の甲子園大会初出場で全国制覇、大学野球でも上

武大学が初優勝するなど、本県勢の大活躍は県民に勇

気と感動を与えてくれました。また、長年にわたる課

題であった八ッ場ダムも、本体着工と地元の生活再建

に向けて大きく前進した１年となりました。　

　さて今年は午年、群馬県飛躍の年です。

　6月には、いよいよ｢富岡製糸場と絹産業遺産群｣の

世界遺産登録が期待されます。登録決定に向けて万全

を期すとともに、県民の誇りであるこの貴重な遺産を

国内外に積極的に発信し、観光や地域振興に生かす取

り組みを進めて参ります。

　また、景気回復の動きを県内隅々に行き渡らせ、経

済の持続的な成長につなげていく必要があります。首

都圏から100kmという群馬の立地を生かし、私が先

頭に立って企業誘致など経済の活性化に取り組むと

ともに、北関東自動車道の開通により形成された高速

道路の十字軸を最大限に活用できるよう、「7つの交通

軸」の整備を完成年度を明示して着実に進めて参りま

す。　

  新たな経済需要をもたらす取り組みも重要です。北

陸新幹線が金沢まで延伸いたしますと、本県の拠点性

がより高まります。こうした追い風を捉え、交流人口

を増加させるための中核施設として、高崎競馬場跡地

にコンベンション施設の整備を進めて参ります。また

「群馬がん治療技術地域活性化総合特区」を活用した

医療産業の振興など、次世代を担う産業の発展や、ア

ジアからの観光誘客や農畜産物の輸出にも、力を注い

でいきたいと考えております。

　そして、群馬がさらに大きく羽ばたいていくために

は、我々県民が郷土を知り、誇りと愛着を深めてい

くことが大切であります。私たちのふるさとは、四季

折々の美しい自然にあふれ、古代から東国文化の中心

として栄えた地です。こうした先人から受け継いでき

た財産を積極的に生かしながら、群馬の可能性を高め

ていきたいと思います。

　今年も、「現場主義」と「県民目線」で県政運営に取

り組み、県民の皆様と力を合わせて、ふるさと群馬の

発展に全力を尽くす決意であります。皆様の一層のご

理解とご協力をお願い申し上げ、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№217（2014.1.15発行）
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　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、健やかなる新年をお迎え

のことと、心よりお喜び申し上げます。また、日頃

から連合群馬の諸活動に対するご理解ご協力に感謝

申し上げます。

　昨年を振り返ると、デフレ脱却を政策運営の柱に

据えた政府の金融緩和による期待感から、株高や円

安を受け景気は回復基調にあり一部企業には改善の

兆しも見られます。

　本年は、この期待感から本格的な経済成長を達成

するため、労使における知恵と力を最大限に発揮し、

県民生活の安心・安定に向け努力することが求めら

れていると考えます。

　連合群馬は、目指すべき姿として「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、構

成組織・地域協議会・連合群馬が一体となり活動を

進めております。

　また、群馬県経営者協会と連携し、県内の雇用・

労働環境の改善に向け、「労使合同研究委員会」にお

ける論議を踏まえた、群馬県や厚生労働省群馬労働

局への“労使合同提言”や新年の幕開けとして共同

で開催している「新春労使共同セミナー」など、お

互いの立場を尊重しつつ知恵と力を発揮する中で、

一歩一歩前進させていきたいと思います。

　まだまだ、厳しい社会情勢ではありますが、経営

者の皆様におかれましては、将来を見据えたリー

ダーシップを発揮され、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。

　貴協会のこれまで以上のご指導・ご協力をお願い

申し上げるとともに、本年が皆様にとりまして実り

多き年となりますよう、心からご祈念申し上げ新年

のあいさつといたします。

群馬県経営者協会　会報№217（2014.1.15発行）

新年のご挨拶
連合群馬　会長　北　川　秀　一



5

　県内の景気は緩やかに回復しつつあるところです

が、雇用情勢をみると、前年比で、求職者は減少傾

向で推移しておりますが、求人に関しては、将来の

基幹労働者である新規学卒者については増加してい

るものの、中途採用についてはそのような高まりが

あまりみられていないところです。引き続き、労働

市場の動向に注視しつつ、雇用の安定、再就職支援

等必要な措置を的確かつ迅速に実施してまいります。

　次に、労働条件の確保・改善については、昨年4

月より完全施行された改正労働契約法の周知に引き

続き努めるとともに、社会的な問題となっている若

者の「使い捨て」が疑われる企業への取組を始め、

労働基準関係法令違反に厳正に対処してまいります。

　また、労働災害については、平成25年4月から新

たにスタートした第12次労働災害防止計画（5か年

計画）の目標達成に向けて、災害多発業種を重点化

するなど効果的な対策を実施するとともに、被災労

働者等に対する適正かつ迅速な労災補償にも万全を

期したいと考えております。

　さらに、女性の能力発揮のために企業が行う自主

的かつ積極的な取組であるポジティブ・アクション

の普及を図ること、仕事と子育て等の両立支援のた

めの環境整備を図ることなどについても、一層積極

的に取り組んでまいります。

　群馬労働局では、「人材こそが我が国最大の資源で

ある」という認識に立って、県民の方々の信頼や期

待に応えるべく、地域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、全ての人材が能力を高

め、その能力を存分に発揮できる「全員参加の社会」

の構築のため、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、群馬県経営者協会の益々の御発展と会員

の皆様の御健勝、御多幸を祈念申し上げ、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№217（2014.1.15発行）

　平成26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御理解と御協力を賜り、
　厚く御礼申し上げます。

年頭あいさつ
群馬労働局　局長　小　玉　　　剛



6
群馬県経営者協会　会報№217（2014.1.15発行）

　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、昨年の県内経済は、回復の動きが拡がった1

年でした。円安や堅調な米国経済を背景に輸送用機械

の輸出や生産が増加を続け、その増産効果は関連の部

品・部材を製造する鉄鋼・非鉄金属や化学などの業種

にも拡がりました。低迷を続けていた電気機械も、円

安やスマートフォン需要の増加を背景に輸出や生産が

持ち直しました。また、公共投資や住宅投資の増加も

景気回復の動きを後押しし、建設関連の景況感が好転

しました。ただ、原材料高を価格転嫁できない先では

業況の低迷が続いており、留意が必要です。

　先行きの県内経済は、内外の需要がバランスよく増

加するもとで、緩やかな回復を続けることが期待され

ます。輸出は、海外経済の持ち直しを背景に増加が続

くと考えられます。もちろん、米国における財政問題

や欧州債務問題の帰趨、中国における構造改革の行方

など不確実性が大きいことには、引続き留意が必要で

す。内需については、個人消費が消費税率引き上げに

伴う駆け込み需要とその反動の影響を受けつつも雇

用・所得環境の改善を背景に底堅く推移すると見込ま

れるほか、設備投資についても企業収益の改善を背景

に緩やかな増加傾向をたどるとみています。

　県内経済が中長期にわたって持続的な成長を続けて

いくためには、産業基盤を強化し県内経済の成長力を

高めていくことが不可欠です。県内では、太陽光発電

設備の導入や医療・福祉施設の新設などがみられてい

ます。こうした企業の前向きな動きに対し、金融機関

には金融仲介力を適切に発揮していくことが求められ

ます。日本銀行は、「量的・質的金融緩和」を推し進め

るとともに、引続き成長基盤強化支援や貸出増加支援

の資金供給などを通じて、金融機関の貸出業務を支援

していきます。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「午（うま）」は、飛躍など縁起のよい

言葉を連想させます。今年が群馬県の飛躍に必要な

「底力」を高める年となること、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。

「底力」を高める
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
取締役相談役
［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］

天
あま

野
の

 洋
よういち

一
GNホールディングス株式会社

代表取締社長
［前橋地区］

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］

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

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］



●WSTCリーダー養成講習会　平成25年4月9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25年４月23日　群馬ロイヤルホテル

●前橋地区懇話会　平成25年5月10日　前橋商工会議所会館

●平成25年度第１回理事会　平成25年５月30日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●平成25年度定時総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年５月30日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●第29回群経協トップ・セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年５月30日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●懇親・交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年５月30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25年６月４日～14日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●フォアマン研修会　TWI特別講習会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年７月11日・12日　群馬県中小企業会館

●第38期フォアマン研修会　平成25年６月28日～11月29日　前橋テルサ他

●経営幹部育成セミナー　平成25年７月19日～12月5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25年７月23日～８月2日　群馬県中小企業会館

●桐生地区懇話会　平成25年7月30日　寿司の美喜仁　本店

●伊勢崎地区懇話会　平成25年8月6日　伊勢崎プリオパレス

　　　　　　　　　　●群馬県最低賃金労使会議
　　　　　　　　　　　平成25年8月13日　群馬県勤労福祉センター

　　　　　　　　　　●労務委員会　委員総会・委員勉強会・委員懇談会
　　　　　　　　　　　平成25年８月27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25年９月10日～20日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　●西毛地区懇話会　平成25年9月10日　ホテルメトロポリタン高崎
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事業活動報告

平成25年度定時会員総会

西毛地区懇話会

懇親・懇話会

桐生地区懇話会



　　　　　　　　　　　●中堅社員研修　平成25年9月11日～12日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　　●東毛地区懇話会　平成25年9月17日　美喜仁館　太田店

　　　　　　　　　　　●労務委員会　労務管理セミナー
　　　　　　　　　　　　平成25年9月20日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　　●群経協懇親会　西毛地区懇親ゴルフコンペ
　　　　　　　　　　　　平成25年9月21日　伊香保カントリークラブ

　　　　　　　　　　　●北毛地区懇話会　平成25年9月25日　アネーリ渋川

●TWI−JS（安全作業のやり方）トレーナー養成講習会
　平成25年10月8～18日　群馬県中小企業会館

●全群経協懇親ゴルフコンペ
　平成25年10月19日　赤城ゴルフ倶楽部

●管理者研修MTP
　平成25年10月22日～31日　群馬県中小企業会館

●特定最低賃金労使会議
　平成25年10月30日　群馬県勤労福祉センター

●特定最低賃金労使会議
　平成25年10月13日　群馬県勤労福祉センター

●中堅社員研修　平成25年11月5日～6日　群馬県中小企業会館

●公労使三者トップ懇談会　平成25年11月8～9日　ホテルメトロポリタン高崎

●北関東三県経営者協会交流会　平成25年11月8～9日　ホテルエピナール那須他

●環境・CSR委員会　行政懇談会・懇親会　平成25年11月13日　前橋商工会議所会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●労務委員会　先進企業視察・懇談会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年11月19日　株式会社アムコ・美喜仁館　元宿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●平成25年度第１回監事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成25年11月22日　おおみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●平成25年度第2回理事会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年11月28日　アニバーサリーコート　ラシーネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●平成25年度評議員会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年11月28日　アニバーサリーコート　ラシーネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●第30回群経協トップ・セミナー
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年11月28日　アニバーサリーコート　ラシーネ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●懇親・交流会
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年11月28日　アニバーサリーコート　ラシーネ

●前橋地区懇話会　平成25年12月１9日　前橋商工会議所会館

●教育委員会　委員総会　平成25年12月7日　前橋テルサ

●群馬県労働委員会使用者委員連絡会議　平成25年12月25日　千利
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全群経協懇親ゴルフコンペ

労務委員会　労務管理セミナー

労務委員会　先進企業視察
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会員の動向（敬称略）

   新入会
株式会社両毛インターネットデータセンター【桐生地区】 

    　入会日：平成24年4月1日
　代表者：田中 　桂（代表取締役社長）
　業　種：情報サービス業
　所在地：桐生市広沢町3-4025
　電　話：0277-40-2090

群馬連合新聞折込株式会社【前橋地区】
入会日：平成24年4月25日

　代表者：関根 正志（代表取締役）
　業　種：新聞折込チラシの配送
　所在地：前橋市古市町1-50-24
　電　話：027-253-7676

有限会社ミズホサービス【西毛地区】
入会日：平成25年5月24日

　代表者：岡本 謙一（代表取締役）
　業　種：清掃用具賃貸業（ダスキン）、清掃業、他
　所在地：高崎市八千代町1-8-15
　電　話：027-327-4444

株式会社ウエノテクニカ【桐生地区】
　  入会日：平成25年6月3日

　代表者：川野 和彦（代表取締役社長）
　業　種：自動車ボディ溶接治具装置設計製作
　所在地：桐生市広沢町5-1311
　電　話：0277-52-0557

株式会社永沢製作所【桐生地区】
入会日：平成25年7月16日

　代表者：永澤 晴雄（代表取締役社長）
　業　種：半導体製造装置用バルブ製造業
　所在地：みどり市笠懸町阿左美643-6
　電　話：0277-76-7131

有限会社ナカムラ精密【伊勢崎地区】
　  入会日：平成25年12月12日

　代表者：中村 吉成（代表取締役）
　業　種：試作・精密部品加工業
　所在地：伊勢崎市長沼町643-11
　電　話：0270-32-1404

株式会社深野衣裳店【西毛地区】
入会日：平成25年12月17日

　代表者：深野 清一（代表取締役社長）
　業　種：レンタル衣装全般・写真館・美容
　所在地：高崎市山田町67
　電　話：027-322-2686

株式会社みなとや【西毛地区】
入会日：平成25年12月20日

　代表者：田中 栄司（代表取締役）
　業　種：事務機器販売・内装仕上工事業
　所在地：高崎市下室田町1123
　電　話：027-374-0122

─ 以下、平成25年度会員名簿発行以降の変更について記載 ─

  社名変更
技研コンサル株式会社（旧社名：技研測量設計株式会社）　

平成25年10月2日付

  合併による社名等変更
株式会社ＵＡＣＪ製箔（旧社名：住軽アルミ泊株式会社）

平成26年1月1日付
　代表者：秋田晴雄
　　　　　（執行役員 管理本部副本部長 情報システム部長）

  会員の変更
協和発酵キリン株式会社バイオ生産技術研究所

平成25年9月1日付
　前任：大橋秀哉（所長）
　後任：新井　仁（所長）

株式会社新井商運　　　　 　　　　　平成25年10月1日付
　前任：新井　壽（代表取締役会長）
　後任：萩原　聡（代表取締役社長）

東邦亜鉛株式会社安中製錬所 　 　　  平成25年10月1日付
　前任：沼崎孝則（常務執行役員所長）
　後任：秋山武郎（執行役員所長）

日本通運株式会社群馬支店　　  　　　平成25年12月1日付
　前任：石井孝明（支店長）
　後任：佐久間文彦（執行役員支店長）

  会員の役職名変更
株式会社森傳自動車事業本部　　　　 平成25年6月25日付
　森田 康雄
　　前役職：代表取締役副社長
　　新役職：代表取締役社長

株式会社水島鉄工所　　　　　　　　  平成25年10月7日付
　水島 直定
　　前役職：取締役社長
　　新役職：代表取締役会長

  所在地（住所表記）の変更
ミツクラテックス株式会社　　　　　　平成25年9月16日付
　新住所：〒370-0351　太田市新田大町650-1

株式会社両毛ビジネスサポート　　　　平成25年12月1日付
　新住所：〒376-0013　桐生市広沢町1-2802-1

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

まずは群経協に相談してみよう！



公益財団法人

産業雇用安定センターによる企業間の人材マッチング支援

まずはご一報ください、担当者が相談に応じます。

ホームページURL http://www.sangyokoyo.or.jp

○相談及びあっせんは無料です。
○お預かりした個人情報は当センターの個人情報管理基準に基づいて厳重に
　管理いたします。
○センターの利用時間は9：00～17：00です。
○日曜、土日、祝日は休業です。
○不明な点はご遠慮なく電話等でお問い合わせ下さい。

人人 とと 企企 業業 のの

かか けけ はは しし

事業
主の
皆様
へ

人材採用
を考えている事業主の方へ

求人している企業に対して、
最適と思われる人材情報を提供し、
マッチング支援を行います。

各種セミナー
をご活用下さい。（有料）

企業間の円滑な労働移動の実現や
人材の育成・従業員の活性化等に役立つよう、

各種セミナーを実施しています。

雇用調整
を考えている事業主の方へ

人材採用
を考えている事業主の方へ 各種セミナー

をご活用下さい。（有料）

雇用調整
移籍・退職 在籍出向

雇用調整
を考えている事業主の方へ

①まずは電話等によりご連絡下さい。担当者が
　求人内容等をお聞きします。（訪問可）
②求人条件に最適と思われる「人材情報」を提供し、
　マッチングを図ります。

手続き方法

・事業の縮小等により希望退職を募集する。
・事業所閉鎖などにより人員整理をする。
・生産拠点の縮小統合により離職者が発生する。
以上のような場合に、退職予定者の再就職支援を
在職中から実施します。

・人材育成のために他社を経験させたい。
・生産量の減少が見込まれ、人員の余剰感がある。
・他社の人材を受け入れたい。
以上のような場合に、出向相手社を斡旋します。

再就職の流れ

離職が予定
されている方
へセンターの
支援説明

支援希望者
の登録
（在職中）

登録者の
個別面談

求人の開拓、
支援の開始

就職

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

産業雇用安定センター群馬事務所
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まずはご一報ください、担当者が相談に応じます。

ホームページURL http://www.sangyokoyo.or.jp

○相談及びあっせんは無料です。
○お預かりした個人情報は当センターの個人情報管理基準に基づいて厳重に
　管理いたします。
○センターの利用時間は9：00～17：00です。
○日曜、土日、祝日は休業です。
○不明な点はご遠慮なく電話等でお問い合わせ下さい。

人人 とと 企企 業業 のの

かか けけ はは しし

事業
主の
皆様
へ

人材採用
を考えている事業主の方へ

求人している企業に対して、
最適と思われる人材情報を提供し、
マッチング支援を行います。

各種セミナー
をご活用下さい。（有料）

企業間の円滑な労働移動の実現や
人材の育成・従業員の活性化等に役立つよう、

各種セミナーを実施しています。

雇用調整
を考えている事業主の方へ

人材採用
を考えている事業主の方へ 各種セミナー

をご活用下さい。（有料）

雇用調整
移籍・退職 在籍出向

雇用調整
を考えている事業主の方へ

①まずは電話等によりご連絡下さい。担当者が
　求人内容等をお聞きします。（訪問可）
②求人条件に最適と思われる「人材情報」を提供し、
　マッチングを図ります。

手続き方法

・事業の縮小等により希望退職を募集する。
・事業所閉鎖などにより人員整理をする。
・生産拠点の縮小統合により離職者が発生する。
以上のような場合に、退職予定者の再就職支援を
在職中から実施します。

・人材育成のために他社を経験させたい。
・生産量の減少が見込まれ、人員の余剰感がある。
・他社の人材を受け入れたい。
以上のような場合に、出向相手社を斡旋します。

再就職の流れ

離職が予定
されている方
へセンターの
支援説明

支援希望者
の登録
（在職中）

登録者の
個別面談

求人の開拓、
支援の開始

就職

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

産業雇用安定センター群馬事務所
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平成26年1月15日
発行者 樋 口　俊 之
印　刷 宏義印刷株式会社

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
http://www.gunkeikyo.net/
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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」について、他の模範となる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、両立支援に取り組む企業の積極的なご応募お待ちしています！

○ポジティブ・アクション（※1）を企業の方針として示し、積極的に取り組んでいることを公表（※2）している。 
○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、など。

○法の規定を上回る育児・介護休業制度や所定労働時間の短縮などの措置を導入し、よく利用されている。
○男性労働者について、一定の育児休業取得実績がある、など。 

【問い合わせ先】

【応募方法】
　応募用紙に必要事項（原則、平成26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。

群馬労働局雇用均等室

平成26年度　均等・両立推進企業表彰

応募受付期間 平成26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

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
両部門に優れた企業

応募受付期間 平成26年1月1日～3月31日（当日消印有効）

http://www.positeiveaction.jp/

http://www.positeiveaction.jp/pa http://www.positeiveaction.jp/declaration

※1　ポジティブ・アクションについては、詳しくは「ポジティブ・アク
　　  ション情報ポータルサイト」をご覧ください。
※2　「公表」とは、「ポジティブ・アクション応援サイト」あるいは
　　「女性の活躍推進宣言コーナー」にポジティブ・アクションに取
　　  り組む旨を対外的に公表している場合をいいます。

均等推進企業部門 ファミリー・フレンドリー企業部門

このような企業が表彰の候補ですこのような企業が表彰の候補ですこのような企業が表彰の候補です




