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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。

　昨年の群馬は富岡製糸場と絹産業遺産群が世界遺産

に指定又群馬初の国宝に指定されました。ぐんまちゃ

んが念願のゆるキャラグランプリ第一位となり、国体

では他の順位が40台にも拘らず天皇杯2年連続14位

となりました。今年はどうでしょうか。群馬県も群馬

県経営者協会も会員の皆様の会社も無論日本も躍進の

年にしたいものです。

　アベノミクスは第一の矢金融緩和、第二の矢財政出

動は政府主導で進んだが、第三の矢経済成長戦略には

進む事が出来ず、また第一の矢の異次元金融緩和に逆

戻りです。政府は更に消費税10％の一年半延期と衆

議院の解散を断行と我々経済人には理解できない挙に

出ました。これでは経済成長を伴わないマネーゲーム

で株高と円安がもたらされただけです。株は永遠に上

がることはありません。上がれば売って金にします。

そうすれば株は下がります。又円安によって輸出が増

えると言っていますが、自動車でも鉄鋼さえも皆需要

のある国に工場を持って現地生産体制が確立されて

おります。又外国に無い輸出品は日本にはもうないと

言って良いでしょう。1990年代は液晶テレビや半導

体やカーナビ等数えきれないほど輸出品がありました

が、今はこれといえるものはほとんどありません。反

対に円安により輸入原材料が値上がりして、それを販

売価格に転嫁出来ない企業は円安倒産になってしまい

ます。

　それでは我々日本人はどうしたら良いのでしょう

か。1980 年代の米国が双子の赤字に悩まされて、

それに大鉈を振るったのがレーガノミックスです。

1985年のプラザ合意で1ドル240円をいきなり120

円としました。そして外国企業に対しさまざまな優遇

措置を行って米国内に誘致し、又IT産業に特化して

マイクロソフト、グーグル、アップル等の巨大新分野

の産業を立ち上げました。日本においても優良外国企

業が日本国内において企業を立ち上げ易い環境を提供

し、日本官民共同で新巨大分野の産業の立ち上げよう

ではありませんか。

　今我々がやらなければならないことは自分の企業や

群馬県、日本での新産業分野の開拓又双子の赤字即ち

貿易赤字と財政赤字の解消の方向性の確立です。

　終わりに日本、群馬県、会員企業、皆様にとって今

年が良い年であることを祈念して年頭のご挨拶といた

します。

平成27年の日本の政治・経済
一般社団法人群馬県経営者協会　会長　児　玉　三　郎

群馬県経営者協会　会報№218（2015.1.15発行）
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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。

　アベノミクスは着実に成果を上げ、デフレからの

脱却が視野に入りつつある。本年は、日本経済が本

格的な成長軌道に復するか否かの正念場である。政

府、企業、国民それぞれが、この機会を逃せば日本

の再生はないとの危機意識を共有し、まさに国を挙

げて、政策や手立てを総動員していかなければなら

ない。

　先の総選挙の結果は、国民がアベノミクスを初め

とする安倍政権の政策を支持し、継続を求め、今後

の成果に期待していることを示している。安倍政権

には、引き続き経済再生を最優先に、震災復興の加

速、規制改革、社会保障制度改革、法人税改革、エ

ネルギーの安定供給と経済性の確保、地方創生、女

性の活躍推進、ＴＰＰはじめ経済連携協定の推進な

ど、山積する重要政策課題に全力で取り組んでいた

だきたい。財政健全化の道筋を改めて内外に明示す

ることも不可欠である。経済界としても、企業収益

の拡大を、設備投資や雇用の拡大、賃金の引き上げ

に繋げていくよう最大限の努力をする。

　また、経団連は、変化の激しい難しい時代である

からこそ、中長期の日本を展望した国家ビジョンが

必要であるとの問題意識から、2030年に向けて目指

すべき国家像を描いた経団連ビジョン「『豊かで活力

ある日本』の再生」を年頭に公表した。その中では、

日本のあるべき姿として、「若者が日本国民であること

に誇りを持ち、チャレンジ精神を発揮し、希望ある

未来を切り拓いていける国」、「世界から信頼され、尊

敬される国」を謳い、その実現に向けて、政府、企

業、国民が取り組むべき課題を具体的に提案した。

本年は、このビジョンで描いた経済・社会の実現に

向けて、着実な一歩を踏み出す年にしたいと考えて

いる。

　皆様のより一層のご支援、ご協力をお願い申し上

げる。

豊かで活力ある国を再生する

群馬県経営者協会　会報№218（2015.1.15発行）

２０１５年１月１日
一般社団法人 日本経済団体連合会

会長　　榊　原　定　征
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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、希望に満ちた晴れやかな
　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、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界文化遺

産に登録され、富岡製糸場はさらに、県内初の国宝

の指定を受け、また、本県の宣伝部長である「ぐんま

ちゃん」が、県民の皆様の応援を受けて「ゆるキャラR

グランプリ」で見事1位に輝くことができました。長

年の懸案であった東毛広域幹線道路も全線開通し、

八ッ場ダムの本体工事に見通しが立つなど、午
うまどし

年に

ふさわしい、群馬県が大きく飛躍した1年となりまし

た。

　今年は、こうした昨年からの勢いを加速させ、本県

がさらに大きくはばたけるよう県政運営に全力で取り

組んでまいります。

　1月には、全国各地から多くの選手や関係者の方々

を迎え、「2015ぐんま冬国体」が開催されます。4月

には、吾妻地域への特別支援学校の開校により、県

内の未設置地域が解消し、秋には、「ぐんま県民マラソ

ン」にフルマラソンを導入するなど、これまで着実に

進めてきた取り組みが、いよいよ結実します。

　また、回復基調にある県内景気を下支えしていく

ため、「7つの交通軸」の整備を重点的に進めるととも

に、北陸新幹線の金沢延伸でさらに高まる本県の拠

点性を最大限に生かし、コンベンション施設の整備の

他、企業誘致や観光誘客、農畜産物の輸出促進など、

地域経済の活性化に向けて引き続き力を注いでまいり

ます。

　県民の安心・安全を守るための取り組みも重要で

す。昨年の大雪被害をはじめ、近年頻発している自然

災害にしっかりと対応するため、警戒避難体制の充

実・強化や防災・減災対策を着実に推進いたします。

　特に、重点的に取り組むべき課題として、人口減少

への対応が挙げられます。県では、新たに「群馬の未

来創生本部」を設置し、群馬ならではの新しい発想で

施策を進めることといたしました。交流人口の増加促

進や新たな雇用の創出など、国や市町村、関係機関と

連携して総合的に取り組んでまいります。

　県民一人ひとりが将来に夢と希望を抱き、誇りと自

信を持って働き、安全で安心して暮らすことができる

郷土の創生を目指し、今年も、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№218（2015.1.15発行）
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　新年あけましておめでとうございます。

　（一社）群馬県経営者協会会員の皆様には、希望を

胸に新年をお迎えのことと、心よりお喜び申し上げ

ます。

　昨年を振り返ると、富岡製糸場と絹産業遺産群の

「世界遺産登録」やゆるキャラグランプリにおける

「ぐんまちゃんの優勝」など、県内では明るいニュー

スが駆け巡りました。一方では、自然の猛威による

予期せぬ災害が各地で発生し、県内でも記録的な大

雪による影響など、農業従事者を中心に経済への打

撃を受ける結果となってしまいました。

　また、日本経済の状況は、「デフレからの脱却」を

はかるべく進められた「アベノミクス」と称される

経済政策により、株価の上昇や円安による輸出産業

の好調は見られるものの企業間の格差や地方におけ

る好転は、まだまだ実感できない現実があります。

　そのような中で私たちは、今起きている現実を嘆

いていたり評論的な意見を言い合っても何ら解決で

きるものではありません。厳しい時だからこそ労使

がお互いの立場を尊重しつつ、知恵と勇気を発揮す

る中で、一歩一歩着実に前進させていきたいと思い

ます。

　具体的には、群馬県経営者協会と連合群馬で設置

している、雇用・労働環境の改善に向けた“労使合

同提言”や、公労使によるトップ会談、日常におけ

る労使での課題認識の共有など、一つ一つの取り組

みの積み重ねが大きな力になるものと思います。

　まだまだ、厳しい経済・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、厳しい状況を乗り越

えられるよう、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、こころ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№218（2015.1.15発行）

新年のご挨拶
連合群馬　会長　北　川　秀　一
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　旧年中は、労働行政の推進にあたりまして格別の

御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございまし

た。心より御礼申し上げます。

　ここ群馬の地は、「赤城」、「榛名」、「妙義」など雄大

な山々の間を大河「利根川」が流れ、豊かな自然に

恵まれた風光明媚な土地柄であります。また、地勢

的に見ても災害が少なく利便性も高いなど、多くの

メリットを有した県であります。さらに、県下の諸

課題に対しては、公的機関、産業界、労働界等の関

係者が一丸となって対処していく風土を有しており、

とても底力のある県と感じております。

　こうした中、群馬県経営者協会におかれましては、

県下の「要」の機関として、労働をめぐる県下の諸

課題に対し、日頃より真摯なお取組みを頂いている

ところであり、改めて深く敬意を表する次第であり

ます。

　県下の労働をめぐる状況は、例えば、全国的に見

ても深刻な状況の県のひとつとなっている労働災害

の防止をどう進めていくのか、地方創生に向け、こ

れを担う人材の確保や地域に根付いて安心して働け

る良質な雇用機会の確保など、雇用対策面での取組

をどう進めていくのか、「かかあ天下」と言われる割

には女性の登用が必ずしも進んでいない状況をどう

改善していくのかなど、なお様々な課題が山積して

います。

　群馬労働局といたしましては、「人材こそが我が国

最大の資源である」という認識の下、引き続き、県

民の皆様方の信頼と期待に応えるべく、労働に関す

る各般の課題に取り組んでまいる所存でありますが、

こうした取組を効果的に進めていくためには、何よ

り群馬県経営者協会のお力添えが欠かせません。引

き続き暖かい御理解と御協力を賜りますよう、何卒

よろしく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、御多幸をお祈り申し上げ、新年の

御挨拶とさせていただきます。

群馬県経営者協会　会報№218（2015.1.15発行）

　皆様、あけましておめでとうございます。

年頭あいさつ
群馬労働局　局長　内　田　昭　宏
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　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

引き続き宜しくお願い申し上げます。

　さて、昨年の群馬県経済は、大雪の影響や消費税率

引き上げに伴う駆け込み需要の反動減の影響があった

ものの、家計や企業の所得が増加し、それが支出へと

向かう前向きな循環が維持されたことから、基調的に

は緩やかな回復を続けました。

　本年の群馬県経済を展望しますと、企業部門・家計

部門双方における所得から支出への前向きな循環が維

持され、駆け込み需要の反動減の影響も着実に収束に

向かっていくと予想されることから、緩やかな回復基

調を続けていく可能性が高いとみています。

　日本銀行では、現在の経済の回復の動きをより確実

なものにすることを狙って、昨年10月末に、「量的・

質的金融緩和」を拡大しました。こうした措置は、日

本銀行が、2％の「物価安定の目標」を、できるだけ

早期に、そして安定的に実現すると強くお約束するも

のです。また、こうした約束を通じて、長年にわたる

デフレの中で定着してしまった「デフレマインド」を

転換し、人々が「緩やかに物価は上昇」することを前

提に行動する状況を確実なものとすることで、経済を

「縮小均衡」から「拡大均衡」に変えることが可能だ

と考えています。このほか、日本銀行では、金融機関

が金融仲介機能を十分に発揮できるよう、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るところであります。

　群馬県経済にとって、昨年は、「富岡製糸場と絹産業

遺産群」の世界遺産登録、圏央道の延伸や東毛広域

幹線道路の開通など交通インフラの拡充、ぐんまちゃ

んの「ゆるキャラグランプリ」優勝など明るい話題が

続きました。さらに本年春には北陸新幹線の延伸開業

も予定されています。こうした「追い風」の下で、企

業経営者の皆様が、当地の潜在能力の高さを活かしつ

つ、その企業家精神を大いに発揮していかれますこと

を、そして足もと全国対比良好な当地経済がより一層

実感を伴うものになっていくことを、心から期待して

おります。日本銀行前橋支店としましても、群馬県経

済のより一層の発展に向けて、今後とも最大限の努力

をして参る所存です。

　本年が群馬県経営者協会ならびに会員の皆様のさら

なる飛躍の年となることを祈念しまして、年頭のご挨

拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。

年頭にあたって
日本銀行前橋支店　支店長　冨　田　　　淳
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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］

大
お お か わ ら

河原 正
まさ

喜
き

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

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］

八
や
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ぎ
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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］

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。



●WSTCリーダー養成講習会　平成26年4月8日～17日　群馬県中小企業会館

●労使役員懇談会　平成26年４月7日　前橋テルサ

●公労使三者トップ懇談会　平成26年４月24日　群馬ロイヤルホテル

●平成26年度監査監事会　平成26年4月28日　群経協会議室／椿家　川原店

●管理者研修MTP　平成26年5月13日～22日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　　　　●平成26年度第1回理事会、
　　　　　　　　　　　　　　平成26年度定時総会、
　　　　　　　　　　　　　　平成26年度臨時理事会、
　　　　　　　　　　　　　　第31回群経協トップ・セミナー、懇親・交流会
　　　　　　　　　　　　　　平成26年５月29日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　●TWI−JI（仕事の教え方）トレーナー養成講習会
　　　　　　　　　　　　　　平成26年６月3日～12日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　　　　●教育委員会　委員総会、委員懇談会
　　　　　　　　　　　　　　平成26年6月6日　前橋テルサ

●第39期フォアマン研修会
　平成26年６月25日～11月21日
　前橋テルサ／サンデンコミュニケーションプラザ／
　リバーサイド・ヘルシーパル赤城
●フォアマン研修会
　TWI特別講習会（第1回・第２回）
　平成26年７月2日・3日　群馬県中小企業会館

●経営幹部育成セミナー　平成26年７月18日～12月4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26年７月8日～17日　群馬県中小企業会館

●労務委員会　委員総会・委員勉強会・委員懇談会　平成26年7月18日　前橋商工会議所会館

●中堅社員研修　平成26年7月22日・29日　群馬県中小企業会館

●群馬県最低賃金労使会議　平成26年8月7日　群馬県勤労福祉センター

●環境・CSR委員会　委員総会・委員勉強会　平成26年8月18日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　●北毛地区懇話会　平成26年8月19日　アネーリ渋川

　　　　　　　　　●東毛地区懇話会　平成26年8月21日　美喜仁館　太田店

　　　　　　　　　●桐生地区懇話会　平成26年8月27日　美喜仁館　元宿

　　　　　　　　　●前橋地区懇話会　平成26年8月29日　前橋商工会議所会館
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事業活動報告

北毛地区懇話会

平成26年度定時会員総会

フォアマン研修会認定式�



●TWI−JM（改善の仕方）トレーナー養成講習会
　平成26年９月9日～18日　群馬県中小企業会館

●西毛地区懇話会　平成26年9月9日　高崎ビューホテル

●伊勢崎地区懇話会　平成26年9月16日　伊勢崎プリオパレス

●労務委員会　先進企業視察・先進企業視察懇談会
　平成26年9月19日　株式会社原田高崎工場／豊田屋旅館　本館

●TWI−JS（安全作業のやり方）トレーナー養成講習会
　平成26年10月7～16日　群馬県中小企業会館

●全群経協懇親ゴルフコンペ　平成26年10月18日　赤城ゴルフ倶楽部

●北関東三県経営者協会交流会
　平成26年10月20日　群馬大学重粒子線医学センター／株式会社原田高崎工場、他

●中堅社員研修　平成26年10月21日・28日　群馬県中小企業会館

●特定最低賃金労使会議　平成26年10月21日　群馬県勤労福祉センター

●労務委員会　労務管理セミナー　平成26年10月24日　高崎ビューホテル

●公労使三者トップ懇談会　平成26年11月18日　ホテルメトロポリタン高崎

●平成26年度第2回監事会　平成26年11月19日　群馬ロイヤルホテル

●環境・CSR委員会　行政懇談会・懇親会　平成26年11月20日　前橋商工会議所会館

　　　　　　　　　　　　　　　●平成26年度第２回理事会、評議員会、
　　　　　　　　　　　　　　　　第32回群経協トップ・セミナー、
　　　　　　　　　　　　　　　　懇親・交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年11月28日　アニバーサリーコート　ラシーネ

　　　　　　　　　　　　　　　●群馬県労働委員会使用者委員連絡会議
　　　　　　　　　　　　　　　　平成26年12月25日　アニバーサリーコート　ラシーネ
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全群経協懇親ゴルフコンペ

第32回群経協トップ・セミナー

伊勢崎地区懇話会

北関東三県経営者協会交流会
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会員の動向（敬称略）

   新入会
佐藤産業株式会社【西毛地区】 

    　入会日：平成26年1月31日
　代表者：佐藤 克佳（代表取締役）
　業　種：総合建設業
　所在地：富岡市富岡1769
　電　話：0274-62-3351
　紹介者：関口俊介評議員
　　　　　（日本リスクコンサルティング有限会社　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役）

群馬電装株式会社【西毛地区】
入会日：平成26年3月12日

　代表者：川口 昌啓（代表取締役）
　業　種：自動車電装部品販売・修理・取付。バッテリー
　　　　　販売
　所在地：高崎市江木町117
　電　話：027-388-8771
　紹介者：藤田実理事
　　　　　（藤田エンジニアリング株式会社　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長）

株式会社群協製作所【西毛地区】
入会日：平成26年3月19日

　代表者：遠山 　昇（代表取締役社長）
　業　種：金属加工業、継手・バルブ・ノズル製造販売
　所在地：高崎市上大類町392-2
　電　話：027-352-6765
　紹介者：藤田実理事
　　　　　（藤田エンジニアリング株式会社　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長）

桐生中小企業福祉事業協同組合【桐生地区】
　  入会日：平成26年7月1日

　代表者：田中 　桂（専務理事）
　業　種：給食・弁当
　所在地：桐生市広沢町4-1970
　電　話：0277-54-1614
　紹介者：松井義治副会長（事務局担当副会長）

株式会社コラボレーション【伊勢崎地区】
入会日：平成26年7月16日

　代表者：山㟢 健一（代表取締役）
　業　種：飲食業（お好み焼き・もんじゃ焼き専門店）
　所在地：伊勢崎市曲輪町29-2-1
　電　話：0270-23-4774
　紹介者：天田淸之助副会長（伊勢崎地区担当副会長）

群栄興産株式会社【西毛地区】
　  入会日：平成26年10月14日

　代表者：有田 邦夫（代表取締役）
　業　種：保険代理業
　所在地：高崎市常盤町133-1
　電　話：027-323-7501
　紹介者：関口俊介評議員
　　　　　（日本リスクコンサルティング有限会社　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役）

  会員の変更
桐生信用金庫　　　　　　　　　　  平成26年8月8日付
　前任：坂田 忠男　(理事長)
　後任：津久井 真澄　(理事長)

サンデンシステムエンジニアリング株式会社
平成26年8月21日付

　前任：富澤 秀人　(代表取締役)
　後任：瀬下 文彦　(代表取締役)

関東建設工業株式会社　　　　　  平成26年11月10日付
　前任：高橋 君明　(代表取締役社長)
　後任：高橋 　明　(代表取締役社長)

群馬ヤクルト販売株式会社　　　  平成26年10月28日付
　前任：星野 哲也　(代表取締役社長)
　後任：本田 博己　(代表取締役会長兼社長)

  会員の役職名変更
株式会社プリエッセ　　　　　　　 平成26年9月26日付
　竹内 一普
　　前役職：代表取締役副社長
　　新役職：代表取締役社長

株式会社ホリグチ　　　　　　　　  平成26年11月1日付
　堀口 吉彦
　　前役職：常務取締役
　　新役職：専務取締役

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

ロー
ソン

JA
愛菜
館

東口

西口

交番

アニ
バー
サリ
ーコ
ート

ラシ
ーネ

上毛
新聞
社

JR
新前
橋駅

P
入
口

3F
 産
業雇
用

安定
セン
ター

吉野
屋

ビル

MAP

12



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

ロー
ソン

JA
愛菜
館

東口

西口

交番

アニ
バー
サリ
ーコ
ート

ラシ
ーネ

上毛
新聞
社

JR
新前
橋駅

P
入
口

3F
 産
業雇
用

安定
セン
ター

吉野
屋

ビル

MAP

平成27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/

No.218



TEL 027－210－5009
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

パートタイム労働法、次世代育成支援対策推進法についてのお問い合わせはこちらへ

　パートタイム労働者のより一層の公正な待遇の確保を推進するとともに、一人ひとりの納得性の向上を図るため、
平成２６年４月にパートタイム労働法が改正され、平成２７年４月１日から施行されます。

　仕事と子育てが両立できる雇用環境の整備等を更に進めるため、次世代育成支援対策推進法が改正されました。
改正ポイントは以下のとおりです。

　事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の
相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであっ
てはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした「短時間労働者の待遇の原則」が
創設されます。

受付時間　8時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

改正パートタイム労働法が施行されます！

次世代育成支援対策推進法が改正されました！

－正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者－

Ⅰ　正社員との差別的取扱い（賃金等全ての待遇）が禁止されるパートタイム労働者の
　　対象範囲の拡大

Ⅱ　「短時間労働者の待遇の原則」の新設

　事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容につい
て、説明しなければなりません。

Ⅲ　パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

　有効期限の延長により、引き続き、仕事と子育ての両立のための一般事業主行動計画を策定し、群
馬労働局に届出を行う必要があります（従業員数101人以上の企業においては義務）。

Ⅰ　法律の有効期限の延長（平成37年3月31日までの10年間）

　くるみん認定を受けた企業のうち、男性の育児休業取得率が１３％以上等の基準を満
たした企業に対する、「プラチナくるみん」認定制度が、平成27年4月1日から創設され
ます。通常の「くるみん」認定制度も継続しますが、認定基準が一部改正されます。

Ⅱ　「プラチナくるみん」認定制度の創設

　事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制（相談窓口等）
を整備しなければなりません。また、事業主は、パートタイム労働者を雇い入れた時に、「昇給の有無」、
「退職手当の有無」、「賞与の有無」に加え、「相談窓口」を文書の交付などにより明示しなければなりま
せん。

Ⅳ　パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備及び「相談窓口」の明示
　　義務の新設

厚生労働省群馬労働局雇用均等室

①職務内容が正社員と同一
②人材活用の仕組みが正社員と同一
③無期労働契約を締結している。

①、②が同一のパートタイム
労働者は、正社員との差別的
取扱いが禁止される。

➡
現行法 改正法

改正ポイント

認定を受け、「くるみん」マークを商品や求人広告等に表示することで、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待できます。

TEL 027－210－5009


