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『働く人の「時間を大切にする三重県」宣言』
　３月６日（サブロクの日）に三重県庁において、三重県経営者協会、連合三重、三重県、三重労働局が、平成31年４月から働き方改革関連法の施行を控え、
４者による『働く人の「時間を大切にする三重県」宣言』を行いました。（詳細は３項をご覧下さい）
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三重経協活動報告

　２月12日（火）津都ホテル「伊勢西の間」
にて、第61回三重労使会議を経営者側13名、
労働者側15名の出席者で開催しました。
　経協小倉会長、連合三重吉川会長両会長よ
り、「2019年春季生活闘争への取り組み」、
「最近の経済状況並びに労使交渉等につい
て」の挨拶があり、その後、吉川会長から小
倉会長に対し｢2019年春季生活闘争に関する
要請書｣が提出されました。更に、各事務局
より要請書についてそれぞれのスタンスの説

明が行われました。また、３月６日に実施する働く人の「時間を大切にする三重県」宣言（案）についての説
明の後、労使協働事業の取り組み報告を行いました。会議終了後、「労使セミナー①」では、三重労働局　下
角局長よりご講演頂き、会場を移動して「労使セミナー②」として、春季労使交渉について連合本部・経団連
より説明が行われました。
■労使協働事業報告
　①三重労使雇用支援機構活動報告
　②婚活事業「素敵な出会いの会」“ハピマリ”活動
　③障がい者ステップアップ推進運動について
■労使セミナー①
　演題：「2019年度労働行政について」
　講師：三重労働局長　下角　啓司 氏

第61回三重労使会議

小倉会長（右）に要請書を提出する
連合三重 吉川会長（左）労使セミナー②風景

■労使セミナー②
　講演：「2019春季生活闘争方針」
　講師：日本労働組合総連合会　総合労働局長　冨田　珠代 氏
　講演：「2019年版経営労働政策特別委員会報告」
　講師：（一社）日本経済団体連合会　労働政策本部　
　　　　　上席主幹　新田　秀司 氏

講演する連合冨田氏 講演する経団連新田氏

　第61回三重労使会議風景

挨拶する小倉会長 講演する下角局長
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締結写真（左から鈴木三重県知事、吉川連合三重会長、小倉三重経協会長、下角三重労働局長）

集合写真

　４月１日より働き方改革関連法は、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、ワーク・ライ
フ・バランスを実現する観点から、労働時間等に係る制度について見直しが行われます。これらは、労使はも
ちろんのこと、社会全体での取り組みが必要であり、３月６日サブロクの日に県庁プレゼンテーションルーム
において、連合三重、経営者協会、三重県、三重労働局のトップ４者により宣言を行いました。
（宣言内容）
一．「働く人の『時間を大切にする

三重県』宣言」の周知・広報を行
います。

一．小学校・中学校・高等学校・大
学など、次の世代を担う若者に対
するワークルール教育に取り組み
ます。

一．県内企業・事業所での適切な36
協定の締結と届出に、関係機関と
協力して取り組みます。

一．働き方改革を推進することによ
り、生産性を向上させるととも
に、従業員のワーク・ライフ・バ
ランスの実現をめざす企業・事業
所を支援していきます。

「働く人の『時間を大切にする三重県』宣言」
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　２月５日（火）に女性懇話会をプラザ洞津「明日香の
間」にて開催しました。今回は21世紀のエネルギーを考
える会・みえ様が行っております「E＆Eサロン」に、
三重県中小企業レディース中央会様と合同で参加しまし
た。当日の参加者は20名であり、講演後、昼食をとりな
がら座談会を行いました。内容については下記の通りで
す。

（内容）講演：「これからのエネルギー・環境と地域創生」
　　　　講師：細川　昌彦 氏（中部大学特任教授）（元中部経済産業局長）
　●過去からのエネルギーの変化　　　●再生エネルギーについて
　●日本とドイツのエネルギー比較　　●エネルギー政策のポイント
　●一長一短のエネルギー源　　　　　●エネルギーの地産地消

　１月18日（金）プラザ洞津「末広の間」において、労務管理改善協力委員会１月第２部会を開催しました。
当日は64名と非常に多くの参加者でありました。
　岡本第２部会長（㈱伊勢福）の挨拶に続いて講演が行われました。今回は、「働き方改革関連法案」が成立
し、今年４月より順次施行される為、昨年10月に続き第２弾として開催しました。「時間外労働上限規制」
「36協定の書式が新様式に変更」「労働時間の状況把握」「長時間労働者の医師面接指導の見直し」等を中心
に行いました。
　皆さんいよいよ施行まで残り２ヶ月半を切り、真剣に聞いておられ、最後は講師に対して個別に質問をされ
ていました。
　◆プログラム
　講演テーマ「働き方改革関連法案への企業の対応について」（時間外労働の上限規制と36協定への対応）
　　　　　　●時間外労働の上限規制の罰則付き強化　●新様式の36協定への実務対応
　　　　　　●労働時間の状況の把握の実行性確保　　●長時間労働者の医師面接指導の見直し

　講師：社会保険労務士法人ナデック　
　　　　代表社員　小岩　広宣 氏
　　　　　　　　（特定社会保険労務士）

女性懇話会

労務管理改善協力委員会（１月第２部会活動報告）

女性懇話会風景

労管第２部会風景

講演する細川氏

講演する小岩講師挨拶する岡本第２部会長
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（中部経協三県連携事業）

 新入社員フォロー研修第３回「２年目社員へのステップアップ」
　２月22日（金）プラザ洞津「孔雀の間」において、新入社員フォロー研修第３回「２年目社員へのステップ
アップ」を参加者38名で開催しました。
　講師は㈱ソ・ラボ　代表取締役の山田将史氏と同じく今尾容子氏の２名の講師をお迎えし、前半は以前研修
した社会人基礎力の振り返りを行いました。振り返りの中で、ＰＣＤＡを改めて考え、サイクルを回すには意
識が必要（行動目標を含めて）であり、グループ内で良かった点、悪かった点を討議しました。
　その後、入社して今までの自分を振り返り、モチベーションが上がるきっかけとなった時期、モチベーショ
ンが下がるきっかけとなった時期をそれぞれ記入し、その上下するきっかけとなった出来事を記入して、ペア
になりお互いでフォローしました。
　また、社会人基礎力に必要な12項目を個々で自己評価した後、事前に参加者の上司・先輩から記入して頂い
たアンケートを基に、理想の２年目までに必ず身に付けること・習得すべき業務スキルを記入しました。後
半、課題発見力を鍛える為に、「あるべき姿（理想像）を追求する姿勢」「根本原因を追究する姿勢」を学
び、ロジックツリーを使って実践しました。ロジックツリーの３種類の中で、Whyツリー（問題の原因を考
える）を２つの例題を使ってグループワークしました。また、自分自身の課題についてペアでロジックツリー
を使って補完しました。最後に問題解決シートと行動目標を記入して終了となりました。
　新入社員が入社するまで残り約１ヶ月強となり、そろそろ１年生の気分から脱して２年生となる意識付を行
い、新入社員から憧れる先輩となって良き相談相手となり、先輩・上司から「人在」からステップアップし、
役に立つ「人材」へ転換する内容の研修でありました。

　研修の目的
　　①半年の振り返り　②シンキング（課題発見力、計画力、創造力）
　　　ルール
　　　・礼儀礼節を守る　・時間厳守　・反応する（聴く、姿勢）　
　　　今日を素晴らしい１日にするために
　　　・積極的に!「今・ここ・自分」
　　　　→たくさん発言し、たくさんチャレンジし、そして失敗すること!
　　　・メモをする　・シェア（共有）する

研修風景

講義する山田講師



みえ経協　2019年４月号 6

　１月15日（火）アスト津「第１会議室」において、「内定者向け講習会」を８社18名の参加者で開催しまし
た。今回初めて、今春入社予定の学生を対象に行いました。近年、新卒採用が企業にとって厳しさを増す中、
一方で、学生にとっては売り手市場で内定率が高水準で推
移している等から、内定辞退者が増加し、大きな問題とな
っております。また、企業にとっては内定から入社までの
期間フォローしていく必要がありますが、全体的にはあま
り行われていない状況であります。そこで、入社まで残り
２ヶ月半となり、この時期に「働く」ということを理解し
て頂き、学生の入社までの不安を取り除き、残りの期間で
身に付けて欲しい事等をグループワークを通してマスター
する内容であります。
（内容）・社会人としての心構え
　　　　・社会人基礎力（主体性、シンキング力、協働の姿勢）
　　　　・入社前後の悩みへの対処法等をグループワークを通して学ぶ
　　　　　講師：名古屋経済大学経済学部教授
　　　　　　　　キャリアセンター長　大黒　光一 氏
　　　　　　　　（元リクルート就職ジャーナル編集長）

　１月24日（木）プラザ洞津「ラ･ルミエール」において、第58回ビデオライブラリーの監査及び運営委員会
（参加者４名）を開催しました。
　運営委員会の前に監事２名により（㈱小林機械製作所様、クレハエラストマー㈱様）監事会が行われまし
た。続いて運営委員会が開催され、中林委員長（三重交通㈱人事部長）の挨拶の後、事務局より平成29年度事
業概要並びに収支決算の報告と平成30年度の事業計画及び収支予算の説明がありました。
審議の結果、原案通り承認されました。
　次に新規購入のＤＶＤ選定について説明が行われ、審議の結果原案通り承認されました。DVDの購入の件
につきまして以下の通りとさせて頂きます。

　他のビデオテープ・ＤＶＤ等もございますので、事務局若しくは、詳細は当協会のHPをご参照下さい。

※諸事情により半年遅れの開催となっております。

内定者向け講習会

第58回ビデオライブラリー監事会・運営委員会

内定者向け講習会風景

監査風景

運営委員会風景

【新規購入のDVD】

上司のコンプライアンス
違反をしない姿勢･させいない責任

新入社員を自立型人材に育てる！
ケースで考える「社会人としての働き方」

管理職が知っておくべき
 「働き方改革関連法」

職場で求められる運用のポイント 

1枚 1枚

1枚

講演する大黒講師
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ライフプランセミナー

　２月６日（水）朝明高等学校３年生を対象に、ライフプランセミナーを189名の参加者で開催しました。講
師は、特定非営利活動法人人材育成センター　理事長の日紫喜良守氏より下記の内容で行いました。
　今回は90分でのセミナーであり、始めに昨年、三重県が作成したDVD「今、考えておきたい将来のことラ
イフプラン」を視聴し、その後、講義を行いました。参加された学生さん達はいよいよ４月から就職・進学さ
れる生徒たちで熱心に聞き入っておりました。

（主な内容）
①ＤＶＤ「今、考えておきたい将来のこと　
　　　　　ライフプラン」
②講義
　◎ライフプランとは・・　◎結婚のこと
　◎妊娠・出産のこと　◎子育てのこと
　◎働くこと　◎働く心構え　◎ビジネスマナー

　２月12日（火）白子高等学校生活創造科１年生を対象に、ライフプランセミナーを40名の参加者で開催しま
した。講師は、グリーンストック㈱麻生領子氏より下記の内容で行いました。
　今回は50分でのセミナーであり、参加された学生さん達は熱心に聞き入っておりました。
（主な内容）

①講義　
　◎ライフプランとは・・　◎結婚のこと
　◎妊娠・出産のこと　◎子育てのこと
　◎働くこと　◎働く心構え
　◎ビジネスマナー

　３月13日（水）相可高等学校２年生対象に、ライフプランセミナーを221名の参加者で開催しました。講師
は、グリーンストック㈱の麻生領子氏より下記の内容で行いました。
　今回は50分でのセミナーで、また、ライフプランセミナー最終回でありました。非常に多くの参加者で、参
加された学生さん達は熱心に聞き入っておりました。

（主な内容）
①講義　
　◎ライフプランとは・・　◎結婚のこと
　◎妊娠・出産のこと　◎子育てのこと
　◎働くこと　◎働く心構え
　◎ビジネスマナー

ライフプランセミナー風景
（朝明高等学校）

ライフプランセミナー風景
（白子高等学校）

ライフプランセミナー風景
（相可高等学校）

～朝明高等学校～

～白子高等学校～

～相可高等学校～

講演する日紫喜講師

講演する麻生講師

講演する麻生講師
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事業内容　社労士事務所
代 表 者　代表特定社会保険労務士　岡田　健
所 在 地　津市大倉１３－１９ アコギビル２F
電　　話　０５９－２６９－６５７８
Ｆ Ａ Ｘ　０５９－２６９－６５７９
ホームページ　http://office-okada.com/

事業内容　人事関連サービス（人事評価制度構築・運用支援サービス）
代 表 者　四日市支社 支社長　丹羽　輝旭
所 在 地　四日市市安島２－10－16 ミッドビルディング四日市４F
電　　話　０５９－３２５－７０１６
Ｆ Ａ Ｘ　０５９－３５５－００９０
ホームページ　https://www.ashita-team.com/

OCC社会保険労務士事務所 株式会社あしたのチーム 四日市支社

※詳細につきましては、当協会のホームページをご参照下さい。

日 時

会 場

／

／

2019年6月19日（水）　1４:０0～16:00

プラザ洞津　２階 『末広』  
津市新町1－6－28

（津新町駅下車西へ徒歩3分） 
℡０５９－２２７－３２９１

特別講演：「持続可能な環境・経済・社会づくり」
　　　　　　～SDGs を理解するために～
講　　師：国立大学法人　三重大学
　　　　　地域イノベーション推進機構
　　　　　地域戦略センター　
　　　　　産学官連携アドバイザー
　　　　　社会連携特任教授　　　川井　勝 氏

れんらく・つうしん

２０１９年度
会員総会及び特別講演

日 時
会 場

内 容

／
／

／

2019年6月26日（水）　１３：0０～１7：００
プラザ洞津　2階「明日香の間」  
津市新町1－6－28

（津新町駅下車西へ徒歩3分） 
℡０５９－２２７－３２９１
①社会保険調査の実態と企業防衛策
②社会保険をめぐる法改正とマイナンバー対応
③健康保険・厚生年金保険の定例事務
　　（算定基礎届・月額変更届）
④社会保険実務で気をつけたいことＱ＆Ａ

社会保険（健康保険・厚生年金保険）
実務講座

会員総会　14：00～14：50
休　　憩　14：50～15：00
特別講演　15：00～16：00

講　 師　　
特定社会保険労務士　小岩　広宣　氏
社会保険労務士法人ナデック　代表社員
特定社会保険労務士　特定行政書士
参加会費　 会員会社    １名につき　１０，０００円
　　　　　 非会員会社　　〃　　　１８，０００円



無料

ご存知ですか…こんな機関？

産業雇用安定センター 三重事務所
公益財団法人

2019年４月25日　発　行
発行人／三重県経営者協会

事　　業　　名 と　き と　こ　ろ

内定者向け講習会 １/15㈫ アスト津
労務管理改善協力委員会　１月第２部会 １/18㈮ プラザ洞津
ＭＶＬ監査・第58回運営委員会 １/24㈭ プラザ洞津
21世紀のエネルギーを考える会・みえ「E&Eサロン」
三重県経営者協会女性懇話会・三重県中小企業レディース中央会合同参加 ２/５㈫ プラザ洞津

第61回三重労使会議及び労使セミナー ２/12㈫ 津都ホテル
中部経協三県連携事業　新入社員フォロー研修 第3回｢2年目社員へのステップアップ」 ２/22㈮ プラザ洞津

ライフプランセミナー
２/６㈬ 朝明高等学校
２/12㈫ 白子高等学校
３/13㈬ 相可高等学校

第18回「素敵な出会いの会」ハピマリ ３/９㈯ 伝七邸・神楽
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