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　企業は、公正かつ自由な競争の下、社会に有用な付加価値および雇用の創出と自律的で責任ある行動を通じて、持続可能な
社会の実現を牽引する役割を担う。そのため企業は、国の内外において次の10原則に基づき、関係法令、国際ルールおよび
その精神を遵守しつつ、高い倫理観をもって社会的責任を果たしていく。

（持続可能な経済成長と社会的課題の解決）
　・イノベーションを通じて社会に有用で安全な商品・サービスを開発、提供し、持続可能な経済成長と社会的課題の解決

を図る。
（公正な事業慣行）
　・公正かつ自由な競争ならびに適正な取引、責任ある調達を行う。また、政治、行政との健全な関係を保つ。

（公正な情報開示、ステークホルダーとの建設的対話）
　・企業情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、企業をとりまく幅広いステークホルダーと建設的な対話を行い、企業価

値の向上を図る。
（人権の尊重）
　・すべての人々の人権を尊重する経営を行う。

（消費者・顧客との信頼関係）
　・消費者・顧客に対して、商品・サービスに関する適切な情報提供、誠実なコミュニケーションを行い、満足と信頼を獲

得する。
（働き方の改革、職場環境の充実）
　・従業員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。また、健康と安全に配慮した働きやすい職場

環境を整備する。
（環境問題への取り組み）
　・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。

（社会参画と発展への貢献）
　・「良き企業市民」として、積極的に社会に参画し、その発展に貢献する。

（危機管理の徹底）
　・市民生活や企業活動に脅威を与える反社会的勢力の行動やテロ、サイバー攻撃、自然災害等に備え、組織的な危機管

理を徹底する。
（経営トップの役割と本憲章の徹底）
　・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て経営にあたり、実効あるガバナンスを構築して社

内、グループ企業に周知徹底を図る。あわせてサプライチェーンにも本憲章の精神に基づく行動を促す。また、本憲章
の精神に反し社会からの信頼を失うような事態が発生した時には、経営トップが率先して問題解決、原因究明、再発防
止等に努め、その責任を果たす。
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　新年、あけましておめでとうございます。

　皆様には新春を迎え、お健やかな日々をお過ごしの事とお慶び申し上げます。

　昨年は、年中盤より世界中の景気が良くなり心配さ

れたリスク要因も顕在化せず、日本経済はいざなぎ景

気を超えて戦後２番目の景気拡大を続けているところ

であります。

　その割に実感が乏しいのですが、空港や美術館へ行

くとどこも人の波と行列で、やはり、昔から見ると日

本社会は確実に豊かになっていると思われます。

　群馬県経営者協会は、日本経団連の下部組織とし

て、会員企業の労働問題の相談や社員の教育研修を中

心に、地域の活力を引き出し、群馬県経済の自立的

な発展と県民生活の向上をその中核的使命として活動

をしております。国内外の地政学的なリスクの高まり

や、世界的な金融市場の変動などグローバル経済の変

化をプラス思考でとらえて、政府の進める働き方改革

で、企業の生産性を向上させて、賃金を上げて行く事

が、いま我々経営者に求められています。今後将来に

渡り人口が減少して行く縮小市場の我が国で、ＩoＴ

やＡＩ、ＥＶ化などに代表される様々な大きな変化の

中で、経営者が企業を永続的に発展させて行くには、

あまりに難しい環境に置かれていると言えるかもしれ

ません。しかしどんな時代でも必ず発展している企

業・業態はあるわけであります。ここで我々は発想を

転換し、どうせやるなら明るく楽しく元気よく、一度

の人生開き直ってやれる事は全部やって、悔いの残ら

ない経営を実行できるように致しましょう。

　幸いにして、我々日本企業の持っている企業理念や

ポテンシャルは、世界レベルで充分に勝ち抜き、生き

残って行ける、と確信を持って言えると思います。

　本年も会員皆様の絶大なご理解とご協力を頂きなが

ら、経営者協会と会員各社の益々の発展を計って参り

たいと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

　年頭に当たり、皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈

り申し上げまして、ご挨拶とさせて頂きます。

平成30年年頭に当たって
一般社団法人群馬県経営者協会　会長　八　木　議　廣

群馬県経営者協会　会報№221（2018.1.15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。

　2014年の会長就任以来、経団連ビジョンに掲げた

「『豊かで活力ある日本』の再生」の実現に向けて、政

官との緊密な連携のもと、鋭意取り組んできた。今

や雇用環境は大幅に改善し、緩やかながらも極めて

長期にわたる戦後最長の景気拡大が実現している。

そうしたなかで迎えた2018年、今年こそ経済再生の

足取りを力強いものとし、GDP600兆円経済に向け

て邁進する年にしていきたい。経団連としては、主

に３つの課題に焦点を当てて主体的に取り組む所存

である。

　第１の課題は成長戦略の推進であり、その中核とな

るのが、経済界が提唱した「官民戦略プロジェクト

10」の推進である。そのなかでも特に、Society 5.0

が重要である。Society 5.0は、ＩｏＴ（Internet 

of Things）、ビッグデータ、ＡＩ、ロボットなどの

革新技術の活用により、人々の暮らしや社会全体を

最適化した未来社会を意味する。経済成長と社会的

課題の解決が両立するこの未来社会の姿は、国連が

掲げるSDGs（持続可能な開発目標）の理念とも軌を

一にするものである。経団連は2017年秋、Society 

5.0の実現を通じたSDGsの達成を柱に、「企業行動憲

章」を改定した。日本が世界のフロント・ランナー

になれるよう積極的に取り組んでいく。

　第２の課題は構造改革の推進である。規制改革、

税制改革など、企業活動をさらに促進する制度改革

に取り組んでいく。また、国民の将来不安を払拭す

るため、社会保障制度の持続可能性確保や財政健全

化の必要性を強く訴えていく。

　第３の課題は経済外交の推進である。米国、欧州、

中国をはじめとする主要経済パートナーの政治・経

済リーダーとの政策対話等を通じて、自由で開かれ

た国際経済秩序の維持・強化に貢献していく。まず

は日EU EPAおよびTPP11の可能な限り早期の実現

を働きかけるとともに、アジア太平洋地域における

貿易投資にかかる高い水準のルールづくりに向けて

米国の関与を求めていく。世界経済のけん引役であ

るアジア諸国とも、緊密で互恵的な関係を強化して

いく。

　さらに、東京2020オリンピック・パラリンピック

競技大会の成功ならびに大阪・関西における2025年

万国博覧会の誘致実現に向けて、全力で取り組んで

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。

群馬県経営者協会　会報№221（2018.1.15発行）

GDP600兆円経済に向けて
邁進する年に

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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　新年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、1300年の長きにわたり守り続けられた

「上野三碑」がユネスコ「世界の記憶」に登録され、

県内は大きな喜びにわきました。

　八ツ場ダムの堤体工事も本格化し、31年度の完成

に向けて着実に工事が進められています。地元の皆

さまが安心して暮らせるよう、生活再建事業にしっ

かりと取り組みます。

　また念願であった国道17号上武道路が全線開通し

たことにより、群馬が誇る交通の優位性がさらに高

まりました。

　人口減少社会にあっても県民一人一人が幸せを実

感でき、将来にわたって住み続けたくなるよう、総

合計画に掲げた３つの基本目標「人づくり」「安全で

安心できる暮らしづくり」「産業活力の向上・社会基

盤づくり」の実現に向けて、今年もさまざまな施策

を推進してまいります。

　JR高崎駅東口に計画しているコンベンション施設

がいよいよ着工となります。若者や女性の新たな雇

用の場や「人・モノ・情報」を呼び込む拠点として

大いに活用し、交流人口の増加による経済の活性化

につなげます。

　また４月から沼田、藤岡、富岡、吾妻地域の特別

支援学校で高等部の生徒を受け入れるとともに、伊

勢崎、太田の高等特別支援学校で医療的ケアが必要

な生徒も受け入れるなど、地域に根ざした特別支援

教育を一層充実させます。

　群馬ならではの観光資源を活用した観光誘客にも

取り組みます。群馬と新潟、長野の県境にある100

㎞にもおよぶ稜線を日本最長となる「ぐんま県境稜

線トレイル」として整備し、温泉地と結びつけなが

ら新たな魅力を発信します。

　さらに、子どもの居場所づくりへの支援や若者の

Ｕターンなど移住定住の促進、県産農畜産物の海外

への販路拡大、道路網の整備なども進めます。

　本県には豊かな自然や温泉、世界遺産「富岡製糸

場と絹産業遺産群」や世界の記憶「上野三碑」など

の誇るべき歴史文化遺産、高度なものづくり技術な

ど、先人が残してくれた多くの宝物があります。

　これらの優れた資源と限りない可能性を生かし、

県民の皆さまにふるさと群馬への誇りと愛着をさら

に深めていただけるよう「魅力あふれる群馬」の実

現に向け、全庁一丸となって取り組んでまいります。

　結びに、この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№221（2018.1.15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

のことと心よりお慶び申し上げます。また日頃から

連合群馬の諸活動に対しまして、ご理解ならびにご

支援をいただいておりますことに、連合群馬を代表

し心より御礼申し上げます。

　昨年を振り返りますと、英国のEU離脱、米国トラ

ンプ大統領の誕生、国際平和を脅かす北朝鮮問題な

ど、国際秩序の合意形成の難しさが浮き彫りになる

など、世界情勢は不透明で不確実性が高まっている

時代を迎えていると言っても過言ではないと思いま

す。

　国内では『人口減少、少子・高齢化、生産年齢人

口の減少』という問題が先送りできない大きな課題

であり、様々な立場からの知恵や工夫の論議が求め

られています。

　また、連合群馬が毎年実施している県民意識調査

の中で、多くの県民が「自分や家族の老後」「健康・

医療」といった先行き不安を挙げており、『景気回復

の兆し』が聴かれる中で、いまだその実感までには

至っていないとの思いを持たざるを得ない状況にあ

ります。

　連合群馬は、連合が提唱する「働くことを軸とす

る安心社会」を踏まえ、連合群馬の目指すべき姿

「すべての県民が安心して暮らせる地域社会の実現」

に向け、『より良い職場、より良い社会を目指して「組

織力」「政策力」「発信力」の更なる強化』を活動目標

に掲げ、第16期の活動を進めています。

　特に、（一社）群馬県経営者協会と連携した「労使

合同研究委員会」で県内の雇用・労働環境の改善に

向け論議し、群馬県や厚生労働省群馬労働局へ行

う「労使合同提言」。そして他県にはない取り組みと

して、新年の幕開けに相応しい「新春労使共同セミ

ナー」など、知恵を出し合いながら、素晴らしい成

果のある取り組みにしていきたいと考えています。

　まだまだ、不透明な時代で経済・社会とも難しい

情勢ではありますが、経営者の皆様におかれまして

は、将来を見据えた力強いリーダーシップの発揮と

ともに、健全な労使関係の構築に向け、引き続きの

連携をお願い申し上げます。

　貴協会の皆様のご多幸とご健勝、そして本年が実

り多き輝かしい年となりますよう心からご祈念を申

し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。とも

にがんばりましょう。

群馬県経営者協会　会報№221（2018.1.15発行）

新年のご挨拶
連合群馬　会長　富　澤　　　誠
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　一般社団法人群馬県経営者協会の皆様におかれま

しては、健やかに平成30年の新春を迎えられたこ

ととお慶び申し上げます。また、労働行政の推進に

対し、より一層の御理解と御協力をいただきまして、

感謝申し上げます。

　さて、経済は生き物です。止められない時間と同

じように、日々動きがあります。

　「今年は良い年になりますよう」と昨年以上の多

幸を願い、年頭に手を合わせた人も、ほんの数時間

先の「未来のこと」は、何が起こるかはわかりませ

んが、「目標」を定め、試行錯誤で進んでいくことが、

実は歴史を刻んでいく事なのでしょう。

　上野三碑が作られてから、約1300年。作者は権威

だけではなく、「家族への想いを刻む事」で後生に残

る銘碑とされ、永きにわたり残されてきた理由の一

つかと思います。

　群馬県は、「家族愛・地域愛」に溢れている、そん

な未来都市になって欲しいものだ。これは戯言では

無く、四季おりおりの風光明媚で有り余るほどの自

然を大事にし、一方で農業や工業など均衡した産業

の振興や、それぞれの仕事で心地よい汗を流し、笑

顔を絶やさない生活をおくれるように、「相互扶助」

も兼ね備えた現実の桃源郷を創り出すことで、益々

の「郷土愛」が源泉のごとく湧き出る。

　これからの超長寿社会、人生100年時代をどのよ

うに創り上げて行こうとするのか、一人一人の群馬

県民が経済・社会システムはどうあるべきか、自ら

の働き方の将来を展望し、議論の成熟を待つのでは

なく、「良いことを実行」していく必要があるではな

いでしょうか。

　石碑を護り続けた実績から、土壌は十分に育って

いる。この土壌に新たな100年後を見据えた心の糧

となる「心の灯」の建立を目指すべき。

　「未来の群馬は・・・・」と言ったら「○○だ！」と、

上毛カルタのように県民の答えが一つになる社会を、

貴協会の皆様には「是非とも先導していただきた

い」。

　最後になりますが、貴協会の益々の御発展と皆様

のご健康と今後の御活躍を御祈念申し上げ、年頭の

あいさつとさせていただきます。

群馬県経営者協会　会報№221（2018.1.15発行）

　あけましておめでとうございます。

年頭あいさつ
群馬労働局長　半　田　和　彦
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群馬県経営者協会　会報№221（2018.1.15発行）

　昨年の群馬県経済は、回復の足取りがよりしっか

りしたものとなりました。日本銀行前橋支店が月次

公表している「群馬県金融経済概況」では、昨年10

月に県内景気判断を「緩やかな回復基調にある」か

ら、「回復している」へと引き上げました。その背景と

しては、所得から支出への前向きなメカニズムのも

とで、個人消費の回復や、企業の前向きな設備投資

スタンスがみられることが挙げられます。昨年から

先進国と新興国のいずれの経済もバランス良く改善

を続けており、本年もその好影響が本県に及ぶもの

とみられます。

　先行き見通しを、日本銀行の「経済・物価情勢の

展望（展望レポート）」における政策委員の見通しの

中央値で申し上げると、2018年度の実質GDP成長

率は、＋1.4％と予想しています。この見通しの最

大のリスク要因は、海外経済の動向です。米国の経

済政策運営やそれが国際金融市場に及ぼす影響、新

興国・資源国経済の動向や地政学的リスクなどが、

本県、ひいてはわが国経済の下押し要因となる可能

性があります。

　本県の有効求人倍率は趨勢的に上昇しており、労

働需給は引き締まった状態にあります。人手不足感

の強まりを受けた人件費上昇が、企業の景況感を下

押ししています。その一方で、賃金上昇圧力を販売

価格へ転嫁することが難しいことなどを背景に、県

内企業は労働生産性の向上を図っています。こうし

た動きを通じて、経済の成長力が強化されていくこ

とが本年も期待されます。

　県内の金融情勢をみると、貸出は昨年中はおよそ

２％程度の伸び率を示しました。本県では休廃業・

解散件数の増加や事業所数の減少がみられるもとで、

地域金融機関や商工会・商工会議所、士業等の専門

家が、行政とも連携しつつ、事業承継やM＆Aを支

援するための取り組みを進めています。日本銀行前

橋支店としても、地域金融の更なる円滑化に向けて、

こうした各種の取り組みを積極的にサポートしてい

きたいと考えています。

　新年が群馬県経済の一層の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。
　新春を迎え、穏やかな日々をお過ごしのこととお喜び申し上げます。

年頭にあたって
日本銀行前橋支店長　岸　　　道　信
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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］

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］

本
ほん

田
だ

 信
しん

慈
じ

パナソニック株式会社
群馬地区代表
［東毛地区］

藤
ふじ

田
た

　実
みのる

藤田エンジニアリング株式会社
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

常務理事

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

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

会　

長

専
務
理
事

常
務
理
事

副　
　

会　
　

長

天
あま

田
だ

 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。

阿
あ

久
く

戸
と

 庸
つね

夫
お

株式会社ミツバ
相談役

［桐生地区］

天
あま

野
の

 洋
よういち

一
GNホールディングス株式会社

代表取締役社長
［前橋地区］



●平成29年度監事会　平成29年４月25日　和　高しま

●教育委員会　委員総会　平成29年５月22日　群馬県中小企業会館

●公労使三者トップ懇談会　平成29年５月25日　ホテル　ラシーネ新前橋

　　　　　　　　　　　　　　　　●平成29年度第１回理事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年5月29日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　●平成29年度定時総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年5月29日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　●第37回群経協トップ・セミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年5月29日
　　　　　　　　　　　　　　　　　ホテルメトロポリタン高崎

●懇親・交流会　平成29年5月29日　ホテルメトロポリタン高崎

●第42期フォアマン研修会
　平成29年６月15日～11月24日　前橋テルサ他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●労務委員会　委員総会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年7月18日　前橋テルサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●労務委員会　委員勉強会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年7月18日　前橋テルサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●労務委員会　委員懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年7月18日　前橋テルサ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●最賃労使懇談会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年７月25日　前橋テルサ

●群馬県最低賃金労使会議　平成29年8月3日　群馬県勤労福祉センター

●環境・CSR委員会　委員総会　平成29年8月10日　前橋テルサ

●環境・CSR委員会　環境法令勉強会　平成29年8月10日　前橋テルサ

●環境・CSR委員会　委員懇親会　平成29年8月10日　前橋テルサ

●伊勢崎地区懇話会　平成29年８月22日　伊勢崎プリオパレス

●群馬県労働委員会使用者委員連絡会議　平成29年８月24日　ホテル　ラシーネ新前橋

●前橋地区懇話会　平成29年８月30日　前橋商工会議所会館

●東毛地区懇話会　平成29年９月６日　美喜仁館　太田

●北毛地区懇話会　平成29年９月12日　プレヴェール渋川
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事業活動報告

平成29年度定時総会

第37回群経協トップ・セミナー

教育委員会　第42期フォアマン研修会



●西毛地区懇話会　平成29年９月21日　高崎ビューホテル

　　　　　　　　　　　　　　　　　●桐生地区懇話会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年9月26日　美喜仁　本店

　　　　　　　　　　　　　　　　　●関東経営者協会専務理事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年9月28日　ホテルメトロポリタン高崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　●環境・CSR委員会　先進企業視察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年10月3日　柏崎刈羽原子力発電所

　　　　　　　　　　　　　　　　　●全群経協懇親ゴルフコンペ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年10月7日　赤城ゴルフ倶楽部

●労務委員会　先進企業視察
　平成29年10月13日　㈱ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所矢島工場

●労務委員会　先進企業視察懇談会
　平成29年10月13日　美喜仁館　太田

●特定最低賃金労使会議
　平成29年10月17日　群馬県勤労福祉センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●北関東三県経営者協会交流会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年10月20日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所矢島工場

●労務委員会　労務管理セミナー
　平成29年11月17日
　高崎ビューホテル

●環境・CSR委員会  行政懇談会
　平成29年11月20日
　ホテル　ラシーネ新前橋

●環境・CSR委員会  行政懇談会  懇親会　平成29年11月20日　ホテル　ラシーネ新前橋

●平成29年度第２回理事会
　平成29年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

●平成29年度評議員会
　平成29年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

●第38回群経協トップ・セミナー
　平成29年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋

●懇親・交流会　平成29年11月28日　ホテル　ラシーネ新前橋
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環境・CSR委員会　先進企業視察　柏崎刈羽原子力発電所

労務委員会　労務管理セミナー

労務委員会　先進企業視察

北関東三県経営者協会交流会

第38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
株式会社グリーンテック群馬営業所【前橋地区】 

    　入会日：平成29年5月19日
　代表者：佐藤　 学（所長）
　業　種：品質サポート事業
　　　　　（主に自動車部品の検査・選別）
　所在地：〒371-0804 前橋市六供町1039
　電　話：027-212-0711

株式会社丸山機械製作所【西毛地区】 
    　入会日：平成29年7月25日

　代表者：佐藤 誠一（代表取締役社長）
　業　種：新聞販売店向省力機器製造業・金属部品製造業
　所在地：〒370-0071 高崎市小八木町304-2
　電　話：027-361-6631
　紹介者：八木議廣会長
　　　　　（八木工業株式会社　代表取締役社長）

有限会社柳井電気【西毛地区】
入会日：平成29年9月7日

　代表者：柳井 稔文（代表取締役）
　業　種：電気工事業
　所在地：〒370-0016 高崎市矢島町188-6
　電　話：027-341-4102
　紹介者：森田岳志評議員
　　　　　（株式会社環境管理センター　代表取締役）

─　以下、平成29年度会員名簿発行以降の変更について記載　─
 
  会員の変更
公益財団法人群馬県建設技術センター　　　　

　平成29年10月1日付
　前任：堺　 浩志　(理事長)
　後任：上原 幸彦　(理事長)

  会員所在地の変更
関東建設工業株式会社　　　　　   平成28年10月7日付
　新所在地：〒373-0851　太田市飯田町1547
　　　　　　　　　　　　　OTAスクエアビル7Ｆ
　　　　　　TEL 0276-30-0211
　　　　　　FAX 0276-30-2763

株式会社サンクラフト　　　　 　　  平成29年9月9日付
　新所在地：〒379-2202　伊勢崎市赤堀鹿島町153

株式会社両毛ビジネスサポート　　  平成29年10月1日付
　新所在地：〒376-0013　桐生市広沢町2-2961

  会員の役職名変更
三益半導体工業株式会社　　　　　平成29年8月30日付
　中澤 正幸
　　前役職：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
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■まずは群経協にご相談を
　経営環境の変化に応じて、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の他、ハラスメント

（セクハラ・パワハラ）、メンタルヘルス、コミュニケーション、リスニング、等々、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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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
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平成30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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はじまります、｢無期転換ルール｣

まずは群馬労働局雇用環境・均等室にご相談ください。
☎０２７－８９６－４７３９

平成30年4月
まで

あとわずか！

無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年４月まで、いよいよ残り３ヶ月。

無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め
をすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労
働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇
止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

雇止め
について

▶ 無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか？
▶ 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、  
    社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
▶ まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。

企業の皆さまへ（特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください）

▶ 平成30年４月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
▶ 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
▶ まずはこのようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の１つとしてご検討ください。

有期労働契約で働く皆さまへ

有期労働契約が更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年のカウントは平成25年４月１日以降に開始した有期
労働契約が対象です。（労働契約法第18条：平成25年４月１日施行）

無期転換ルールとは？

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算５年を超える全ての方が対象で
す。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

対象となる労働者

【例：平成25年４月から、１年間の有期労働契約を更新し続けている場合】

※ 無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の定め（労働協約、就業規則、個々の労働契約）
　 がない限り、直前の有期労働契約と同一となります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定などが必要です。

H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H31.4

締
結

更
新

更
新

更
新

更
新

更
新

転
換

申
込


