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企業行動憲章
──持続可能な社会の実現のために──

一般社団法人日本経済団体連合会
1991年9月14日制定　 　　　　
2017年11月8日第５回改定　 　

　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）
１．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）
２．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）
３．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）
４．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）
５．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）
６．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）
７．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）
８．「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）
９．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）
10．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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令和３年年頭に当たって

一般社団法人　群馬県経営者協会　会長　天　野　洋　一

あけましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、幸多き新年をお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。

さて、スタートしたばかりの令和という時代、そ

の２年目は、コロナウイルスに明け暮れた年となり

ました。これまでにも、東日本大震災や夏の豪雨被

害など、事業継続に支障を来す出来事には何度か遭

遇して参りましたが、この度のパンデミックは、世

界が同時に機能不全に陥ったということ、また、そ

の期間の長さ、或いは、寄せては返す波のように繰

り返し起こり終わりが不明確な点、どれをとっても、

まさに未曽有の経験であります。観光・宿泊関連業、

飲食店等々、大変苦しい思いをしながら頑張ってい

る企業もあれば、業種や生産品によっては、史上最

高益を上げている企業もあるという面も、この新型

コロナウイルス感染症の特徴と言えるでしょう。

昨年までの流れからすると、今年は、生産性向上

に努力しながら、よりよい働き方を求める、いわゆ

る「働き方改革」に向けて、経営者と従業員がとも

に知恵を絞り汗を流していたところでしょうが、そ

れもコロナ禍により一頓挫といったところかも知れ

ません。しかしながら、誤解を恐れずに申し上げれ

ば、好不況は波であり、不況を乗り越えた後には、

構造的な人手不足が待ち構えています。苦しい中に

も、目前の課題解決とともに、長期的な視点に立っ

た経営施策を講じていかなければなりません。

私共経営者協会の上部組織である経団連は、毎年

１月に、その時々の経営上のトピックスをまとめた

「経営労働政策特別委員会報告（経労委報告）」を発

行しております。大変示唆に富んだ、勉強になる報

告書でございます。会員各位には１部ずつお渡しし

ますので、是非ご一読頂きたいと思います。その経

労委報告の 2021 年版に「副業推進」が盛り込まれ

ると報道されておりました。これなども働き方改革

の大きな一つであり、我々の従来の雇用に対する考

え方を根底から覆すものでありましょう。コロナ禍

によるテレワークの進展や、会議等のオンライン化

等々、移ろいゆく時代、変わりゆく経営環境に対応

していくということの重要さと難しさを、改めて感

じております。

手探り状態の昨年は、不本意ながら多くの事業

を中止としました。その結果、地区懇話会とトッ

プ・セミナーはかろうじて開催したものの、それ以

外には、会員の皆様にお集まり頂き交流を図る場を

設けることが、残念ながらできませんでした。本年

は、他の経済団体や連合群馬の皆様と連携を図りな

がら、コロナ禍を乗り越え、新しいスタイルの企業

経営構築につながる活動を行って参りたいと存じま

す。笑顔で皆様にお会いできる日を、心待ちにして

おります。

会員の皆様におかれましても、深いご理解と厚い

ご協力を頂きますよう、何卒宜しくお願い申し上げ

ます。

末筆ながら、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上

げまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。
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コロナ禍を乗り越えて
希望に満ちた一年に

一般社団法人　日本経済団体連合会　会長　中　西　宏　明

昨年、世界は新型コロナウイルス感染症の拡大と

いう極めて大きな災禍に見舞われた。世界経済は景

気後退に陥り、資本主義のもとで進行していた格差

が浮き彫りとなった。わが国では政府・自治体の迅

速な対応、国民・企業の協力により感染の爆発的な

拡大は回避されたものの、日々の社会経済活動は大

きな変化を余儀なくされている。

2021年をコロナ禍からの復活の年とするために、

官民が力を合わせて、まずは感染拡大の防止と経済

回復の両立に全力で取り組む必要がある。さらに、

経団連は、昨年11月に公表した「。新成長戦略」を

新たな行動指針としてSociety 5.0 for SDGsへの取

り組みを加速し、サステイナブルな資本主義の確立

を目指す。

そのカギとなるのは、デジタルトランスフォー

メーション（DX）と規制・制度改革である。コロナ

禍により、行政、医療、教育などの分野におけるデ

ジタル化の遅れや一極集中による脆弱性が明らかに

なった。ポストコロナ時代に日本が生き残るために

は、経済社会のあらゆる分野においてDXに集中的

に投資するとともに、既存の規制・制度を抜本的に

見直し、デジタル技術の開発・実装・普及を前提と

したものに作り変える必要がある。地域経済の活性

化も念頭に、たとえば、オンライン診療・服薬指導

の恒久化など非対面・非接触を可能とする技術・サー

ビスの普及や、労働時間管理の弾力化のための規制

改革が急がれる。

また、グリーン成長への取り組みも重要である。

菅総理が英断を下された「2050年カーボンニュー

トラル」（CO2排出実質ゼロ）の実現に向けては、

エネルギー・電力システムの次世代化を加速すると

ともに、革新的なイノベーションを不断に創出して

いく必要がある。経済界としても、「チャレンジ・

ゼロ」の枠組み等を活用し、官民一体となって、そ

の実現に一層果敢に挑戦していく。

コロナ禍を契機に世界が分断の傾向を一層強めて

いる中、自由で開かれた国際経済秩序の再構築が不

可欠である。経済安全保障の確保に留意しつつ、日

本がリーダーシップを発揮できるよう、各国・地域

経済界や世界経済フォーラム（WEF）等との対話を

通じて民間レベルの連携強化、機運醸成に努める。

今年で東日本大震災から10年になる。東京オリン

ピック・パラリンピックが東北の再生・創生、そし

てコロナ禍からの復活を確信させる、希望に満ちた

大会となることを願っている。

本年も皆さまのより一層のご支援、ご協力をお願

い申し上げる。
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新年のごあいさつ

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、健やかな新年をお迎えのことと心か
らお喜び申し上げます。

また県民の命と健康を守るために、最前線で新
型コロナウイルス感染症の対応をしていただいてい
る医療関係者を始めとする全ての関係者の皆さまに、
改めて深く感謝を申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症に加え、豚熱
（ＣＳＦ）の発生など、危機対応に多くの時間と資
源を費やした一年でした。新型コロナウイルス感染
症は秋口から新たな感染の波が全国を襲い、予断を
許さない状況が続いています。また豚熱についても
油断できない状況です。今後も自然災害を含め、気
候変動によりさまざまな危機管理事案が常態化する
と考えております。こうした事態にしっかり対応す
るため、さらなる備えを進めていきます。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、世
界の様相を一変させました。今後もこのウイルスと
の厳しい戦いが続きます。この状況下における知事
の最大の使命は、県民の皆さまの健康と命を守るこ
とです。また同時に皆さまの暮らしも守っていく必
要があります。感染拡大の防止対策に全力で取り組
むのは当然ですが、地域の経済活動を止めることは
できません。感染防止の対策と経済活動の両立は難
しいかじ取りですが、群馬県と県民を守り抜くた
めに、何としてもやり遂げなければなりません。引
き続き、県民の皆さまのご理解とご協力をいただき、
力を合わせて、オール群馬で今回の未曽有の危機を
乗り越えていきたいと思っています。

昨年12月、20年後の本県が目指す姿を描く新・
群馬県総合計画の「ビジョン」を策定しました。今
年は、これを県政の羅針盤として「年齢や性別、国籍、
障害の有無等にかかわらず、全ての県民が誰一人取

り残されることなく、自ら思い描く人生を生き、幸
福を実感できる自立分散型の社会」の構築を目指し
ます。そして、その原動力となる柱は「始動人を育
む教育イノベーション」とみんなで知恵を出し合う

「官民共創コミュニティ」です。
公立学校における１人１台のパソコンがまもなく

県内全ての市町村で整備されます。また昨年整備し
た県庁32階の官民共創スペース「N

ネ ツ ゲ ン

ETSUGEN」は、
さまざまな分野の人たちが集まり、地域課題を解決
するモデルを生み出す「官民共創コミュニティ」の
中核となる場所です。これらは、多様な個性を持っ
た人材の育成に寄与し、群馬の未来を大きく発展さ
せるものと確信しています。

さらには、本県の優れた農畜産物と全国一の温泉
資源を活用した旅行ツアーの造成やぐんまちゃんの
アニメ化など、本県の魅力をさまざまな媒体を通し
て世界に発信していきます。

ニューノーマルな社会において、本県はさらに輝
けるポテンシャルを秘めています。今後も、新型コ
ロナウイルス感染症や自然災害等から県民の命を守
るために全力を尽くすと同時に、県民の皆さまがワ
クワクするような取り組みをさらに加速させていく
考えです。

皆さまには、引き続き県政へのご理解とご協力を
賜りますようお願い申し上げるとともに、新しい年
が、皆さまにとって健康で幸多い年となりますよう、
心からお祈り申し上げます。

令和３年１月１日

群馬県知事　山　本　一　太
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新年のご挨拶

連合群馬　会長　佐　藤　英　夫

新年あけましておめでとうございます。

皆様には、健やかな新年をお迎えのことと心より

お慶びを申し上げます。

また、日頃より連合群馬の様々な活動に対して、

ご理解ならびにご支援をいただいておりますことに

御礼申し上げます。

昨年は、いまだ収束の見通しがたたない新型コロ

ナウイルス感染症の拡大により、私たちの生活や経

済に対し甚大なる影響を及ぼしました。

日本経済は、日本の抱える構造的な課題に加え、

コロナ禍による全世界的な経済活動の停滞、雇用情

勢の悪化、感染症予防と収入不安による消費マイン

ドの低下となり、４－６月期のＧＤＰは戦後最大の

落ち込みとなりました。6月以降、経済活動の再開

により抑制されていた需要が徐々に戻りつつあるも

のの、コロナ禍は人の往来を抑制しており、観光・

飲食・鉄道・航空など特定の産業に依然として大き

な影響をあたえています。そのため、今後の見通し

は、感染症の抑制、グローバル経済の動向の影響も

あり、極めて不透明な状況となっており、一刻も早

くこのコロナ禍が収束することを願うばかりです。

このような状況の中、連合群馬は、県知事へ新型

コロナウイルス感染拡大防止について、要請行動を

おこないました。また、政策・制度については、県

民意識調査を基礎とした「政策・制度要求の提言」

を県知事へ提出しました。加えて、コロナ禍により、

生活困窮者が増加しているとの情報を受け、県内

７ヵ所のフードバンクへ食材提供をしました。今後

も安心社会の構築に向けて、引き続き活動を進めて

いきたいと思います。

また、経営者協会の皆様とは、意見交換をはじめ、

県に対し、緊急労使合同提言として「中小・零細企

業事業者に対する支援」、「情報発信のあり方」、「意

見交換の継続」について連携して要請行動に取り組

ませていただきました。今後も県内の働く環境につ

いて、課題を共有し、解決に向けた取り組みを継続

していきたいと考えております。

連合群馬では、「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、「社会に広がりのある

労働運動の展開」を目標に掲げ、将来世代に希望が

つながる持続可能な社会を目指し、活動方法を工夫

して取り組んでまいります。

経営者の皆様には、先行き不透明な社会情勢です

が、将来を見据えた力強いリーダーシップの発揮と

ともに引き続き良好な労使関係構築のもと、ご指導・

ご鞭撻のほどお願い申し上げます。

貴協会の皆様のご多幸とご健勝、新型コロナウイ

ルス感染症の終息を願い、明るい１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。
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年頭のごあいさつ

群馬労働局長　丸　山　陽　一

あけましておめでとうございます。

健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げま
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。

昨年は新型コロナウイルス感染症の対応に力を注
いできた一年でした。労働局としても第一に、感染
拡大防止対策に取り組みながら雇用を守るため、雇
用調整助成金等により企業の皆さまの雇用維持を支
援するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響
等により離職した方々の就職支援をきめ細かに実施
してまいりました。

新型コロナウイルス感染症は、働き方にも大きな
影響を与えました。テレワークへの取組が推進され、
多くの企業の皆さまはオンラインでの会議などを実
施されたのではないかと思います。また、働き方改
革関連法も順次施行されており、昨年４月に施行さ
れたパートタイム・有期雇用労働法は、今年４月か
ら中小企業にも適用され、正社員とパート・有期雇
用の労働者との不合理な待遇差が解消するよう取組
を進めていく必要があります。さらに、昨年６月には
パワーハラスメント防止対策が義務付けられるなど、
働き方を取り巻く環境は様々に変わってきておりま
す。企業の皆さまが適切にお取り組みいただけるよ
う、あらゆる機会を通じて制度の周知徹底を図り、
関係法令の定着に向けた支援を行ってまいります。

さて、今年の取組においても、新型コロナウイル
ス感染症への対応が重要です。まずは、感染拡大防
止を徹底した上で、２月まで特例措置（日額１万５千

円、助成率10/10）を延長した雇用調整助成金等に
より雇用維持の支援を継続しつつ、やむを得ず離職
した方等の再就職支援に積極的に取り組んでまいり
ます。さらに、特に中小企業、小規模事業者の皆さ
まが生産性を高めつつ、労働者の心身の健康確保、
労働時間の短縮、同一労働同一賃金などの非正規雇
用労働者の待遇の見直し、ハラスメント防止対策等
に向けた具体的な取組を行い、働き方改革を実現す
ることができるよう丁寧な相談対応、適切なアドバ
イスなど、企業の実情に応じた寄り添った支援をし
てまいります。

県内においても、少子高齢化・人口減少等が進む
中、群馬県が活力を維持・発展していくためには、
今後ますます「働き方改革」の取組の推進が必要で
す。新型コロナウイルス感染症の影響がある中では
ありますが、このような時だからこそ、働き方改革
に取り組み、様々な働く人一人一人が、その有する
意欲と能力を発揮できる魅力ある職場づくりを進め、
人材の確保を図っていくことが重要です。

群馬労働局といたしましては、本年も引き続き、
各企業の皆様方の信頼と期待に応えるべく、最大限
の支援を差し上げる所存であります。

こうした取組を効果的に推進していくためには、
何よりも貴会の皆様からの暖かい御理解と御協力を
賜りますよう、お願い申し上げます。

結びに、貴会の益々の御発展と会員の皆様の御健
勝と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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年頭にあたって

日本銀行前橋支店長　渡　辺　真　吾

新年明けましておめでとうございます。

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

もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

昨年の群馬経済を振り返りますと、年前半は、内

外における新型コロナウイルス感染症の拡大と緊急

事態宣言の影響から、鉱工業生産や個人消費が急激

に減少しました。もっとも、年後半は、内外で経済

活動が再開すると、海外経済の改善や、年前半に抑

制されていた需要の顕在化に支えられ、鉱工業生産

が増加に転じました。また、個人消費は、飲食・宿

泊といった対面型サービスは総じて低水準で推移し

ましたが、各種の所得支援策や需要刺激策にも支え

られ、財消費を含む全体としてみれば、持ち直しに

転じました。このような変化を背景に、県内企業の

景況感は幾分改善しました。一方、企業収益の悪化

等を背景に、設備投資は減少傾向に転じました。こ

の間、日本銀行・政府は、企業等の資金繰りを支援

するための措置を講じ、これも受け、民間金融機関

は、積極的に金融仲介機能を果たしてきました。こ

うした中、足もとの群馬県の景気は、感染症の影響

から引き続き厳しい状態にありますが、持ち直して

いると考えられます。

本年については、経済活動が総じて継続し、感染

症の影響が徐々に和らいでいけば、緩和的な金融環

境や政府の経済対策の効果にも支えられ、基調的に

は、回復に向けた動きが続くと考えられます。もっ

とも、感染症への警戒感が残る中で、そのペースは

緩やかなものにとどまるとみられます。その後、世

界的に感染症の影響が収束に向かい、海外経済が着

実な成長経路に復していけば、それが波及するもと

で、群馬経済の改善基調は続くと予想されます。但

し、こうした見通しに感染症の影響に伴うリスクが

あることは言うまでもありません。

群馬経済が成長を続けるためには、足もとの感染

症の影響を乗り切りつつ、同時に、その先を見据え

た投資や施策に官民で取り組むことが必要となりま

す。その意味で、本年は、群馬経済の先行きを占う

うえで大事な年になると思います。本年が群馬経済

の一層の飛躍の年になることを祈念致しまして、年

頭のご挨拶とさせて頂きます。
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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。

会

長

副

会

長

専
務
理
事

常
務
理
事

天
あま

野
の

 洋
よういち

一

町
まち

田
だ

 　久
ひさし

GNホールディングス株式会社
取締役会長

株式会社渋川製作所
代表取締役社長
【北毛地区】

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】

布
ふ せ

施 光
こういち

一
北辰機材株式会社
代表取締役会長
【伊勢崎地区】

樋
ひ

口
ぐち

 俊
としゆき

之
一般社団法人群馬県経営者協会

専務理事

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】

荻
おぎ

野
の

 英
えい

司
じ

株式会社ＳＵＢＡＲＵ
常務執行役員群馬製作所長

【東毛地区】

植
うえ

木
き

 威
たけ

行
ゆき

株式会社フレッセイ
代表取締役社長
【前橋地区】

長
な が せ

瀬 裕
ゆういち

一
株式会社ミツバ
相談役

【桐生地区】

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
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事業活動報告
●令和２年度監事会
　《令和２年５月15日　持ち回りによる開催》

●令和２年度第１回理事会
　《令和２年５月20日　書面同意による決議》

●令和２年度定時総会
　《令和２年６月６日　ホテルメトロポリタン高崎》

● 令和２年度臨時理事会
　《令和２年６月６日　ホテルメトロポリタン高崎》

●地域別最低賃金労使会議
　《令和２年８月４日　群馬県勤労福祉センター》

●北毛地区懇話会
　《令和２年10月６日　プレヴェール渋川》

●教育委員会　委員総会
　《令和２年10月９日　Zoomによるオンライン開催》

●西毛地区懇話会
　《令和２年10月12日　ビエント高崎》

●前橋地区懇話会
　《令和２年10月14日　前橋商工会議所会館》

●特定最低賃金労使会議
　《令和２年10月15日　群馬県勤労福祉センター》

●伊勢崎地区懇話会
　《令和２年10月20日　伊勢崎商工会議所》

●東毛地区懇話会
　《令和２年10月27日　美喜仁館　太田》

●桐生地区懇話会
　《令和２年10月30日　美喜仁館　桐生》令和２年度評議員会／懇親・交流会

第43回群経協トップ・セミナー　長谷川幸洋氏

令和２年度第２回理事会　天野会長
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●令和２年度第２回理事会
　《令和２年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

●第43回群経協トップ・セミナー
　《令和２年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

●令和２年度評議員会／懇親・交流会
　《令和２年11月17日　ホテルメトロポリタン高崎》

●環境・ＣＳＲ委員会　行政懇談会
　《令和２年11月19日　群馬県庁》

地区懇話会

環境・CSR委員会行政懇談会　岩瀬春男県環境森林部長

山田浩樹県産業政策課長

植木副会長

藤田副会長

相川武志群馬労働局雇用環境・均等室長

町田副会長

布施副会長

荻野副会長

長瀬副会長
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会員の動向（敬称略）

　新入会
株式会社三友【北毛地区】
 入会日：令和２年４月１日
代表者：阿左見　卓　巳（代表取締役）
業　種：鋼構造物工事、鉄骨建築
所在地：〒378-0012　沼田市沼須町乙642
電　話：0278-24-3133
紹介者：大竹良明
　　　 （理事／冬木工業株式会社　代表取締役社長）

株式会社ケイエム工業【西毛地区】
 入会日：令和２年６月９日
代表者：小　間　貞　行（代表取締役）
業　種：超小型精密部品製造、他
所在地：〒370-0008　高崎市正観寺町484-1
電　話：027-360-6808
紹介者：岡田広行
　　　　（西毛地区会員／株式会社親広産業　代表取締役）

株式会社美原【桐生地区】
 入会日：令和２年８月１日
代表者：金　子　高　幸（代表取締役社長）
業　種：金属部品加工
所在地：〒376-0011　桐生市相生町3-800-5
電　話：0277-55-0200
紹介者：山口典利
　　　 （桐生地区会員／医療法人山育会　理事長）

前橋南部運送株式会社【前橋地区】
 入会日：令和２年11月24日
代表者：青　木　清　次（代表取締役）
業　種：一般貨物運送業、倉庫業、保税蔵置場
所在地：〒371-0813　前橋市後閑町711
電　話：0270-76-7530
紹介者：当協会ホームページを見て入会

　─以下、令和２年度会員名簿発行以降の変更について記載─

　会員の変更
株式会社ＡＬＦＡ 令和２年10月２日
　前　任：角　内　益　治（代表取締役会長）
　後　任：角　内　久　世（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　諸
もろ

 川
かわ

 尚
なお

 子
こ

E-mail morokawa@gunkeikyo.net
TEL 027－234－2770
FAX 027－234－2771
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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

人事・労務の課題は、
 群経協にご相談ください

■群経協は人事・労務問題のエキスパート
人事・労務に関わる諸法令の新設・改訂等が目まぐるしく行われている昨今、「どう対応したらいい

のだろうか？」「他社の状況はどうなのか？」といったような疑問を抱くことがしばしばあるでしょう。

また、自社の経営状態によっては、大胆な人事・労務施策をとらなければならないときもあるでしょう。

そんなときは、群経協を思い出してください。

人の問題は微妙です。拙速は許されないケースも少なくありません。まずは、人事・労務問題のエ

キスパートである群経協にご相談いただき、しっかりとした対応を目指してください。私共が直接ご

相談を受けることだけでなく、関連各所をご紹介するなど、状況に合った対応をさせていただきます。

■教育訓練の講師も派遣します
教育訓練は、群経協の事業の柱の一つです。ＴＷＩ・ＭＴＰなどの階層別訓練のみならず、内容・日数・

時間数・会場等、皆様のニーズに応じて、カスタマイズした研修も、多数行っております。

「こんな研修をやりたいんだけど……」と思ったら、群経協にご相談ください。

 ※講師派遣は有料です。

まずは群経協に相談してみよう！
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