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　新年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、心よりお慶び申し上げます。

　昨年は、不適切会計処理や血液製剤の不正製造、杭

打ちデータの改ざん、排ガス規制逃れなど、コンプ

ライアンスや企業倫理が厳しく問われる出来事が相次

ぎ、企業の存続に係わる問題となりました。

　県内の景気は、新興国の景気減速により、輸出の一

部に低迷が見られますが、北米向けを中心に自動車は

高水準を維持し、また、個人消費は底堅く、住宅投資

や設備投資も穏やかに増加しており、全体としてはよ

くなってきた感があります。

　アベノミクスの第3の矢「経済成長戦略」は相変わ

らず足踏み状態が続いておりますが、安倍首相は「新

3本の矢」を打ち出しました。従来の3本の矢は未だ

道半ばで、第1の矢「金融緩和」、第2の矢「財政出

動」も終わったわけではありません。引き続きデフレ

からの脱却を目指す必要があります。その上で旧3本

の矢の反省点・改善点を新3本の矢に反映することを

期待します。

最近、貿易収支が黒字になったといいますが、輸出は

円安にも係わらず増えず、原油価格等の大幅下落で輸

入が減少し、黒字になっているだけです。

一方、経常収支は、海外投資が活発で、それから上が

る収益や、インバウンドの急増により大幅黒字が続い

ていますが、経常収支の黒字だけでは国内経済は活性

化しません。　

　ジャパンアズナンバーワンと言われた1980年～90

年代、貿易収支は大幅な黒字で、薄型テレビや太陽光

パネル、カーナビなどは世界シェア100％を誇ってい

ましたが、今や10％程度まで落ち込んでしまいまし

た。

日本は何と言っても貿易立国ですので、貿易収支の黒

字化を求めなくてはなりません。

　規制改革を進め、外国企業の進出しやすい環境を提

供することが求められます。また、物をつくり外国に

買ってもらうのが一番の経済対策だと思います。

　企業は次につながる新製品を開発する。そのために

は、設備投資や優秀な人材確保を積極的に進める必要

があります。

　労働力人口の減少に対応した経営への転換が求めら

れるなか、労働生産性を高め、長時間労働を前提とし

た旧来型の働き方を改革し、若者や女性が魅力を感じ

る企業にして行こうではありませんか。

　最後になりましたが、会員企業、皆さまにとって今

年が良い年であることを祈念し、年頭の挨拶といたし

ます。

経営改革の時
一般社団法人群馬県経営者協会　会長　児　玉　三　郎
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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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　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さまには、健やかな新春をお迎えのことと
　心からお喜び申し上げます。

  昨年は、「上
こうずけ

野三
さん

碑
ぴ

」が世界記憶遺産の国内候補に選

定され、「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」が日本遺産

に認定されるなど、本県の歴史文化の奥深さを県内

外に発信することができました。

  またスポーツの面でも、「2015ぐんま冬国体」の開

催や、初めてフルマラソンを導入した「ぐんま県民

マラソン」が大成功を収めるなど、多くの皆さまに

本県の魅力を感じていただけたものと思います。

  県政の最大の使命は、県民の安全・安心を確保し、

将来にわたって県民生活の充実を図っていくことに

あると考えています。

　そのために、まず喫緊の課題である人口減少への

対策として、移住・交流人口の増加や新たな雇用の

創出、少子化対策・子育て支援、女性や若者の活躍

応援、障害者の就労・自立支援などに積極的に取り

組みます。

　また北陸新幹線の金沢延伸により一層高まった本

県の拠点性を生かし、「人・もの・情報」を呼び込む

ことで都市力を高め、新たな拠点づくりや企業誘致、

観光誘客、次世代産業の育成などにもしっかり取り

組み、県内経済の維持・発展に努めます。

　さらに、本県の特性を生かした力強い農林業の確

立に向けた支援を行ってまいります。

  そして、犯罪や事故などの発生防止に向けた環境整

備を進め、県民の暮らしの安全を確保し、医療と福

祉が効果的に連携した誰にも優しい社会づくりを進

めていきます。

　こうした施策を、4月から新たにスタートする次期

県総合計画の中にしっかりと位置付け、群馬県をさ

らに大きく羽ばたかせるため、これまで同様、県民

目線・現場主義を徹底し、県民の皆さまのご意見に

しっかり耳を傾けながら、全力で県政のかじ取りを

行ってまいります。　　

　結びに、この一年が県民の皆さまにとって健康で

幸多い年になりますよう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　　　　
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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。

　経団連は、昨年1月に、2030年までに目指すべき

国家像を描いた将来ビジョンを公表した。アベノミ

クスの「新三本の矢」が目指す目標は、このビジョ

ンで掲げた目標と軌を一にするものであり、その実

現に向け、経団連としても最大限協力をしていく所

存である。

　今年は、GDP600兆円経済に向けたしっかりとし

た道筋をつける年としたい。その第一歩として、デ

フレ脱却と経済再生を確実に実現するため、政・官・

民が連携し、あらゆる政策や手立てを総動員しなけ

ればならない。

　経団連は、企業こそが経済成長を担う主役である

との自覚のもと、デフレマインドの払拭、積極果

敢な経営の推進による、経済の好循環の実現に向け

て主体的に取り組む。とりわけ、IoT（Internet of 

Things）、ロボット、人工知能等を駆使した生産性の

抜本的な改善を図る投資や、有望成長分野への投資

を促進する。また、収益が拡大した企業に対し、昨

年を上回る年収ベースの賃金引き上げを期待して、

前向きな検討を呼びかけていく。

　政府には、重要政策課題を強力に推進していただ

きたい。具体的には、企業活力の向上に資する税制

改革、大胆な規制・制度改革などが必要である。エ

ネルギーの安定供給と経済性の確保に向けては、安

全性が確認された原子力発電所の再稼働プロセスの

加速、再生可能エネルギーの固定価格買取制度や地

球温暖化対策税の見直しが不可欠である。また、経

済・財政一体改革に沿った、社会保障給付の適正化・

効率化と保険料負担増の抑制も重要である。

　経済連携については、大筋合意に至ったTPP協定

の速やかな発効を促すとともに、日中韓FTAおよび

RCEP（東アジア地域包括的経済連携）を早期に妥結

し、2020年までにFTAAP（アジア太平洋自由貿易

圏）を構築するよう、関係各方面に働きかける。日

EU EPAの早期実現も求めていく。

　皆様のより一層のご支援、ご協力をお願い申しあ

げる。
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経済再生を確実に実現する
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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　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、厚く御礼申し上げます。

　群馬労働局におきましては、「人材こそが我が国最

大の資源である」という認識の下、県民の皆様方の

信頼と期待に応えるべく県下の労働をめぐる諸課題

に取り組んでおります。もとより、どの課題も非常

に重要でありますが、今、群馬労働局として特に力

を入れている課題が3つあります。

　1つめは、労働災害防止に向けた取組です。県下の

労働災害の発生状況は、平成25年に3年連続の増加

となり、特に死亡災害が多発するなど極めて深刻な

状況となりました。当局におきましては、県下初と

なる「死亡災害多発緊急事態宣言」の発令や、労働

災害の原因の多くを占める転倒災害の防止に向けた

プロジェクトの推進などの取組を推進し、おかげさ

まで、昨年は死亡災害を大きく減らすことができま

した。しかしながら、まだ「撲滅」には程遠い状況

であり、働く方々の命を守ることを最大の使命とし

ている労働局といたしましては、引き続き今年も労

働災害の防止に向けた取組を協力に推進してまいり

たいと考えております。

　2つめは、地方創生への対応です。地方創生を進め

る上では、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

策面での取組が非常に重要です。このため、正社員

雇用化の推進をはじめとする群馬県の発展を担う人

づくりや活躍の場づくりに向けた施策について、今

年も積極的に進めていく所存であります。

　3つめは、女性の活躍推進に向けた対応です。「か

かあ天下」と言われる群馬県ですが、実際には、女

性の登用が必ずしも進んでいる県とは言えません。

女性の能力発揮の観点はもとより、今後の急激な少

子高齢化に対応する観点からも、本年4月に施行さ

れる「女性活躍推進法」に基づく施策の円滑な実施

や、「働き方改革」の実効ある推進など、女性が安心

して活躍できる環境整備に向けた取組について、今

年重点的に進めたいと考えております。

　群馬県経営者協会は、私ども労働行政にとりまし

て、最も重要かつ頼りになるパートナーであります。

群馬労働局といたしましては、地域に根ざした総合

的な労働行政機関として、群馬県の発展に向けて今

年も引き続き最大限の努力を傾注する所存でありま

すが、今申し上げた3つの課題をはじめとする各般

の課題の解決に向けては、何より貴会のお力添えが

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。
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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慶

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。

　私は、昨年10月に開催しました連合群馬第20回

定期大会において、前任の北川会長の後を引き継ぎ

会長に就任致しました富澤です。よろしくお願い致

します。　

　昨年を振り返りますと、自然の猛威による予期せ

ぬ災害が各地で発生し、県内では前橋、伊勢崎地区

での突風被害、また近隣県では大雨による河川の氾

濫など生活そのものが脅かされる事態となるなど、

改めて自然の怖さを痛感したところであります。

　さて日本経済の状況は、「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り輸出産業は好

調とされておりますが、大企業と中小零細企業の格

差是正や地方における好転については生活者視点で

見れば「実感できていない」という現実があるので

はないでしょうか。また雇用情勢においても完全失

業率の改善はされてきているものの、実際の中身を

みれば非正規社員の割合が4割を超えるなど悪化をし

ており、雇用の“質”の改善は急務であります。

　このような取り巻く環境が厳しさを増すなか、私

たち一人ひとりが安心して暮らせる地域社会を実現

するためには、政労使が垣根を越えた取り組みをお

互いの立場を尊重しつつ、一歩一歩着実に進めてい

くことが極めて重要であります。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、政労使によ

るトップ会談等であり、日常における労使での課題

認識の共有など一つひとつの取り組みの積み重ねが

大きな力となるものと考えております。

　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るとともに、これまで培った

労使の信頼関係をベースに厳しい状況を乗り越えら

れるよう共に頑張りましょう。

　本年が皆様方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挨拶といたし

ます。

年頭あいさつ
群馬労働局　局長　内　田　昭　宏
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新年のご挨拶
連合群馬　会長　富　澤　　　誠
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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。本年も宜

しくお願い申し上げます。 

　さて、昨年を振り返りますと、群馬県経済は緩やか

な回復基調を続けました。製造業の活動をみますと、

北米での需要増加を背景とする自動車の好調もあっ

て、鉱工業生産指数はリーマンショック後の未曽有の

落ち込みを取り戻すだけでなく、既往ピークを更新す

るに至りました。非製造業の活動については、一昨年

4月の消費税率引き上げ後、個人消費関連を中心にや

や弱めの動きとなっていましたが、製造業の活発な活

動の好影響が波及する中で、駆け込み需要の反動の影

響も徐々に収束に向かい、緩やかな持ち直しに転じま

した。雇用・所得環境をみますと、労働需給は着実な

改善を続け、雇用者所得も緩やかに増加しました。

　本年の群馬県経済を展望しますと、企業・家計の両

部門において所得から支出への前向きな循環メカニズ

ムが持続するもとで、緩やかな回復基調を続けていく

可能性が高いと考えられます。そうしたもとで、女性

や高齢者の活用、設備投資による生産性向上など、企

業による人手不足への対応も一段と広がっていくとみ

ています。 

　地域経済の先行きを展望しますと、人口減少や高齢

化といった構造的な要因が引き続き逆風として働く

ことは否めません。もっとも、こうした状況において

も、地域の企業は、地域資源の活用や、域外・海外の

需要の開拓、高齢化のもとで必要とされる製品やサー

ビスの提供などを通じて成長できます。そうした企業

の育成や支援は、地域に深く根差して活動している地

域金融機関が強みを発揮できる分野です。

　既に各金融機関は、ビジネスマッチングや事業再生

支援など、地域に密着した金融サービスの提供に積極

的に取り組んでいます。こうした地域の活力向上に向

けた取り組みが今後更なる成果を上げていけば、金融

機関自身の経営基盤の強化にも繋がっていきます。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、地域金融機関とともに努力をして参

る所存です。 

　本年が群馬県経済の更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頂きます。

　新年明けましておめでとうございます。

年頭にあたって
日本銀行前橋支店長　神　山　一　成
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 淸
せ い の す け

之助
サンデンホールディングス株式会社

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。



●前橋地区懇話会　平成27年9月29日　前橋商工会議所会館

●労使役員懇談会　平成27年10月1日　前橋テルサ

●北毛地区懇話会　平成27年10月7日　アネーリ渋川

●公労使三者トップ懇談会
　平成27年10月14日　ホテルメトロポリタン高崎

●西毛地区懇話会　平成27年10月15日　ホテルメトロポリタン高崎

●労務委員会　労務管理セミナー
　平成27年10月16日　高崎ビューホテル

●全群経協懇親ゴルフコンペ
　平成27年10月17日　赤城ゴルフ倶楽部

●特定最低賃金労使会議
　平成27年10月21日　群馬県勤労福祉センター

●平成27年度第2回監事会
　平成27年11月13日　豊田屋旅館

●環境・CSR委員会　行政懇談会　平成27年11月17日　前橋テルサ

●環境・CSR委員会　行政懇談会　懇親会　平成27年11月17日　前橋テルサ

●北関東三県経営者協会交流会　平成27年11月24日　つくば市内

●正副会長会議　平成27年11月27日　ラシーネ新前橋

●平成27年度第2回理事会　平成27年11月27日　ラシーネ新前橋

●平成27年度評議員会　平成27年11月27日　ラシーネ新前橋

●第34回群経協トップ・セミナー　平成27年11月27日　ラシーネ新前橋

●懇親・交流会　平成27年11月27日　ラシーネ新前橋

●群馬県労働委員会使用者委員連絡会議　平成27年12月7日　千利

●労使役員懇談会　平成27年12月16日　前橋テルサ

●平成27年度監査監事会　平成27年4月28日　前橋テルサ

●公労使三者トップ懇談会　平成27年5月22日　群馬ロイヤルホテル

●平成27年度第1回理事会　平成27年5月26日　ホテルメトロポリタン高崎

●平成27年度定時総会　平成27年5月26日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　●第33回群経協トップ・セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年5月26日　ホテルメトロポリタン高崎

●懇親・交流会　平成27年5月26日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　●教育委員会　委員総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年５月29日　群馬県中小企業会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　●マイナンバー制度解説セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年６月5日　ビエント高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　●最賃労使懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年7月3日　インティマーノ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　●群馬県最低賃金労使会議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年8月6日　群馬県勤労福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　●労務委員会　委員総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年8月28日　前橋テルサ

●労務委員会　委員勉強会　平成27年8月28日　前橋テルサ

●労務委員会　委員懇談会　平成27年8月28日　前橋テルサ

●東毛地区懇話会　平成27年9月9日　美喜仁館　太田店

●労務委員会　先進企業視察　平成27年9月14日　医療法人日望会

●労務委員会　先進企業視察懇談会　平成27年9月14日　庄屋久平

●伊勢崎地区懇話会　平成27年9月16日　伊勢崎プリオパレス

●桐生地区懇話会　平成27年9月18日　美喜仁　本店
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事業活動報告

環境・CSR委員会　行政懇談会

労務委員会
労務管理セミナー

西毛地区懇話会

北関東三県経営者協会交流会

平成27年度定時総会

教育委員会　第40期フォアマン研修会

第33回群経協トップ・セミナー
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会員の動向（敬称略）

   新入会
株式会社親広産業【西毛地区】 

    　入会日：平成27年3月17日
　代表者：岡田 広行（代表取締役）
　業　種：不動産、建設業
　所在地：〒370-0871 高崎市上豊岡町205-8
　電　話：027-386-8333
　紹介者：田中久夫監事（高崎経済大学　副学長）

吾妻通運株式会社【北毛地区】
入会日：平成27年4月1日

　代表者：岩田 孝光（代表取締役）
　業　種：運送業
　所在地：〒377-0423 吾妻郡中之条町大字伊勢町
　　　　　甲629-3
　電　話：0279-75-2155
　紹介者：松井義治副会長（群経協事務局担当副会長）

マクロ株式会社【西毛地区】
入会日：平成27年4月1日

　代表者：竹内 　健（代表取締役社長）
　業　種：コンピュータソフトウェア開発
　所在地：〒370-0044 高崎市岩押町8-6
　電　話：027-326-7077
　紹介者：田中久夫監事（高崎経済大学　副学長）

株式会社アイ・ディー・エー【西毛地区】
入会日：平成27年4月7日

　代表者：今井 久登（代表取締役）
　業　種：建設コンサルタント
　所在地：〒370-1201 高崎市倉賀野町4221-13
　電　話：027-384-6600
　紹介者：田中久夫監事（高崎経済大学　副学長）

株式会社有賀園ゴルフ【西毛地区】
　  入会日：平成27年4月17日

　代表者：有賀 史剛（代表取締役）
　業　種：ゴルフ用品小売
　所在地：〒370-0854 高崎市下之条町300-1
　電　話：027-322-3800
　紹介者：児玉三郎会長
　　　　　（株式会社小島鐵工所　代表取締役会長）

株式会社ボートネットワーク【東毛地区】
入会日：平成27年6月1日

　代表者：川嶋 伸行（代表取締役社長）
　業　種：公営競技における運営委託
　所在地：〒379-2398 みどり市笠懸町阿左美2887
　電　話：0277-76-1802
　当協会研修参加のため入会

株式会社ヌカベ【西毛地区】
　  入会日：平成27年6月8日

　代表者：西田 則良（代表取締役社長）
　業　種：自動車部品製造
　所在地：〒370-1201 高崎市倉賀野町2457-2
　電　話：027-346-1201
　紹介者：児玉三郎会長
　　　　　（株式会社小島鐵工所　代表取締役会長）

公益財団法人群馬県建設技術センター【前橋地区】
　  入会日：平成27年7月1日

　代表者：堺　 浩志（理事長）
　業　種：県及び市町村の建設行政の補完・支援
　所在地：〒371-0854 前橋市大渡町1-10-7
　電　話：027-251-6891
　当協会研修参加のため入会

ニットー運輸株式会社【前橋地区】
　  入会日：平成27年9月17日

　代表者：笠原 敏正（代表取締役）
　業　種：一般貨物運送業
　所在地：〒371-0836 前橋市江田町353-1
　電　話：027-251-7046
　紹介者：中村 丙午様
　　　　　（群馬日野自動車株式会社　代表取締役専務）

─ 以下、平成27年度会員名簿発行以降の変更について記載 ─

  会員の変更
太陽誘電株式会社　　　　　　　　 平成27年11月1日付
　前任：綿貫 英治　(代表取締役社長)
　後任：登坂 正一　(代表取締役社長)

株式会社吉野工業所群馬工場　　  　平成28年1月2日付
　前任：茂木 利男　(工場長)
　後任：高橋 幸博　(工場長)

  会員名の変更
デンカ株式会社渋川工場　　　　　 平成27年10月1日付
　旧社名：電気化学工業株式会社渋川工場

  会員所在地の変更
株式会社小島鐡工所　　　　　　　 平成27年11月1日付
　新所在地：〒370-0883　高崎市剣崎町155
　　　　　　TEL 027-343-1511
　　　　　　FAX 027-343-1513

  会員の役職名変更
クシダ工業株式会社　　　　　　　 平成27年11月1日付
　串田 紀之
　　前役職：代表取締役社長
　　新役職：代表取締役会長

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。

 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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平成28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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厚生労働省群馬労働局

 1自社の女性の状況把握
以下の項目などについて把握し、課題分析を行ってください。

採用者に占める女性の割合

男女の平均勤続年数の差異

労働者の各月ごとの平均残業時間

管理職に占める女性の割合

●

●

●

●

2行動計画の策定・届出
数値目標を盛り込んだ行動計画を策定し、周知、公表、
群馬労働局への届出を行ってください。

採用者に占める女性の割合を●％以下とする。

始業職で働く女性の人数を●人以上とする。

男女の勤続年数の差を●年以下とする。

従業員の残業時間を月平均●時間以内とする。

管理職に占める女性の割合を●％以上とする。

●

●

●

●

（数値目標の例）

3女性活躍に関する情報の公表
以下の項目などについて、女性の活躍・両立支援総合サイト
への掲載により公表してください。

採用者に占める女性の割合

男女の平均勤続年数の差異

労働者の一月当たりの平均残業時間

管理職に占める女性の割合

●

●

●

●

女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な
企業は、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定企業であることをＰＲすることにより、優秀な人
材の確保や企業イメージの向上が期待できます。

 

検索

詳しくは、群馬労働局雇用均等室までお問合せください！〈電話〉027-896-4739

併せて、厚生労働省のホームページもご参照ください。 女性活躍推進法


