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熊野古道世界遺産登録15周年　幸せを結ぶ路～熊野古道伊勢路～
　熊野古道は、各地から熊野三山へ詣でる道で、いくつかのルートがあります。その中で伊勢神宮から始まる道は「熊野古道伊勢路」と呼ばれ、参詣道として、また、
生活の道として大切に守られてきました。
　地域の尽力のもと、その歴史や文化的景観が評価され、平成 16年７月７日に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録され、今年、世界遺産登録
15周年を迎えました。　	

MIE　EMPLOYERS'　ASSOCIATION

目次・主な内容

写真提供：三重県
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三重経協 News

第62回三重労使会議

協会事業活動報告

　9 月 12 日（木）三重県総合文化センター文化会館棟
「２階大会議室」にて、第 62 回三重労使会議を経営者
側 13 名、労働者側 17 名の出席者で開催しました。
　初めに連合三重　吉川会長、三重県経営者協会　小
倉会長より挨拶をしました。
　小倉会長より最近の経済情勢について、米中問題の
長期化による輸出関連企業を中心に今後ますます厳し
さが増すことが予想され、また、日韓関係の悪化が深

刻となり、県内においても訪日韓国人客が減少しており、今後、予断を許さない状況となっています。労使協働で
取り組んでおります三重労使雇用支援機構において、今年度は「労使協働による働き方改革に関する意識等調査業
務」を県より受託し、事業所・労働組合・県民に対して 10 月より実施します。今年は「働き方改革関連法」が段
階的に施行され、特に年次有給休暇５日取得義務については企業規模
を問わず施行されます。特に中小企業・小規模事業者にとっては、厳
しい状況であり、対応に苦慮しています。労働力人口の減少、人手不
足が進む日本では、人材確保が重要な経営課題になっており、これを
解消するためにも仕事のやり方や、会社の仕組みの見直しまで含めて、
法制度の改正と並行した改革が必要です。労使一丸となって、企業を
永続させるための知恵を出し合い、一層の活力を生み出す「賃金体系」
や「勤務体系」のあるべき姿を模索し、「働き方改革」を推進していかなければならないとの挨拶でありました。
　その後、連合三重側より経営者協会に対し 2020 年度「政策・制度要請書」が提出されました。
　次に、「ワーク・ライフ・バランス社会の早期実現に向けた働き方改革の推進と不払い残業の根絶並びに過労死
ゼロ対策等の推進宣言（案）」について三重労使会議として確認が行われました。また、その後、2009 年５月 25 日
に宣言しました、「雇用と安定と創出に向けた労使共同宣言」から 10 年が経過したこともあり、一度宣言の内容を
事務局で検討する旨が伝えられました。

　今回は、会議終了後 Cotti 菜にて昼食懇談会を開催し、終始和や
かな労使の意見交換の場となりました。

■労使協働事業活動報告
　①三重労使雇用支援機構活動報告
　　・労使協働による働き方改革に関する意識等調査事業
　　・働き方改革アドバイザー派遣（入門編）
　②障がい者ステップアップ推進運動について
　　（ステップアップカフェ Cotti 菜５周年について）
　③婚活事業「素敵な出会いの会」“ハピマリ”活動　

■労使セミナー
　テーマ：障がい者雇用の推進に向けて
　①　「ステップアップカフェ Cotti 菜」総責任者　豊田　悦子　氏より
　　　メッセージを預かっており、連合三重　金森副会長が代読
　②　三重労働局　局長　下角　圭司　氏よりご挨拶
　③　三重県雇用経済部　部長　村上　亘　氏よりご挨拶
　④　講演：「障がい者雇用の推進に向けた人材育成と今後の課題」
　　　講師：東京通信大学人間福祉学部　教授　松爲　信雄　氏　

挨拶する小倉会長

講演する松爲講師

第 62回三重労使会議風景

Cotti 菜での集合写真

小倉会長に要請書を手渡
す連合三重吉川会長
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労務管理改善協力委員会（７月第１部会活動報告）

労務管理改善協力委員会（９月第２部会活動報告）

　７月24日（水）プラザ洞津「孔雀の間」において、７月第１部会を開催
しました。当日は50名の参加者でした。
　中林第１部会長（三重交通㈱）の挨拶に続いて講演が行われました。今
回は、2020年卒の採用活動の準備をしていく時期となり、新卒採用におい
ては年々非常に厳しい状況となっております。このような状況下において、
いかに良い人材を獲得するかが大きなポイントであり、手法も多様化する
中で、参加者の皆様には改めて採用活動に必要不可欠となる「インターン
シップ」の重要性を含め、次年度の準備を行う為の参考となりました。

　９月 18 日（水）三重県勤労者福祉会館　６階講堂において、今回
の労務管理改善協力委員会９月第２部会は三重県と共催で開催しま
した。当日は 70 名と非常に多くの参加者でありました。
　三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課男女共同参画班課長
補佐兼班長の柴田恵理砂氏の挨拶に続いて講演が行われました。人
口減少下における人材確保が深刻な経営課題であ
り、また将来予測が困難な厳しい経営環境である

中で、多様な人材が活躍するダイバーシティ経営が注目されております。更に本年４月の出入国
管理法の改正により外国人材への関心が高まり、また LGBT 等の当事者は 13 人に１人いるとも
言われている中、誰もが安心して働ける職場環境が求められています。ジェンダー平等推進等を
掲げる SDGs や働き方改革にも関わるテーマであり、多様な人材確保や今後の企業活動にプラス
になるダイバーシティ推進の参考にして頂ける内容でありました。

◆プログラム
　◎講演：「2020年卒採用戦線の現状及び2021年卒の展望について」
　　　　　・2020年卒全体の概要
　　　　　・2020年卒学生の内々定状況　
　　　　　・今後の見通しと採用手法の多様性・トレンド
　　　　　・グループ討議　　　
　　講師：株式会社マイナビ　就職情報事業本部東海営業統括部
　　　　　東海営業部　部長　　西　英雄　氏

◆プログラム
　講演テーマ「ダイバーシティ（多様性）の推進に向けて」
　　　　　　　～入管法改正及びLGBTに関する知識と企業としての対応・活動～
　　　　　　　第１部：「性の多様性とLGBT　－企業が取り組む意義とは何か－」
　　　　　　　講　師：NPO法人Rainbow Soup　代表　五十嵐　ゆり　氏
　　　　　　　第２部：「入管法改正に伴う外国人材の雇用と企業の対応」
　　　　　　　講　師：一般社団法人　アジア国際交流センター協会
　　　　　　　　　　　　　代表理事　三谷　雅彦　氏　

労管第 1部会風景

挨拶する
中林第 1部会長

講演する西講師

挨拶する
柴田課長補佐

講演する
五十嵐講師

講演する
三谷講師

労管第２部会風景
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就職支援協定締結大学との三重県「産・学」就職情報交流会in関西

三重県初バスツアー

　８月６日（火）三重県「産・学」就職情報交流会in関西を37名の
参加者で開催致しました。
　三重県で、平成 28年度から県内企業へのＵ・Ⅰターン就職を支
援するため、県内出身者の多い県外大学18校（中部７校、関西９
校、九州１校、関東１校　令和元年８月現在）と就職支援協定を締
結しております。今回は初めての試みとして18校の協定校の内、
関西地区の大学３校をバスで訪問し、各大学のキャリアセンター職
員との名刺・情報交換会を行いました。今回参加された企業の多く
は中小企業で、普段なかなか単独では訪問出来ない状況の中、今
回の交流会を通して、各大学とのネットワークを構築することがで
き、参加者からは非常に好評でありました。今回は、１日で３校を
訪問するというタイトスケジュールであった為、１校あたりの時間
が限られてしまい、今後の検討課題となりました。

※この交流会は、三重県からの受託事業として当協会が運営しました。
※訪問大学
　・京都産業大学、立命館大学　大阪いばらきキャンパス、京都橘大学
※内容
　第１部　大学による概要説明及び質疑応答
　第２部　キャリアセンター職員との名刺・情報交換会

京都橘大学名刺交換会風景

立命館大学名刺交換会風景

京都産業大学概要説明風景

立命館大学概要説明風景

京都橘大学概要説明風景

京都産業大学名刺交換会風景
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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１回「社会人基礎力を身につける」

階層別研修第１回「管理職マネジメント基礎講座」開催

　７月26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１
回「社会人基礎力を身に付ける」を開催しました。当日の参加者は39名でした。
　この研修は今年で６年目となり、参加者も年々増加しており、今年度は５社39
名の参加者で非常に人気の研修であります。
　講師は昨年に続き㈱ソ・ラボ　代表取締役の山田将史氏を講師にお迎えし、前
半は入社して約４ヶ月が経過し、今どんな気持ちか、また、この研修を通じてど
んな事を掴みとれたら嬉しいか確認しました。

　その後、グループに分かれてブロックを使って、経営シュミレーションゲームを行い、各グループそれぞれが役
割分担をしながら１年毎の（合計３年）決算を行いました。山田講師が博士となり、グループの中で役割が営業の
方の一部は、博士に必要以上に色々と聴き出し、うまく活用している場面も見受けられました。後半は、３グルー
プに分かれ、各グループ横一列になり、日本地図を作成するミッションがあります。これは各個人別に記載された
紙にそれぞれの指示が記載されており、指示に基づきゲームを行います。ゲーム中は一切しゃべることが許され
ず、メモによる伝達手段のため、皆さんひたすらメモを書いて隣に渡し、ゲームの目的を達成しようと必死に頑
張っていました。
　また、最後に働く目的を考え、それを踏まえて次回までの行動目標を落とし込みました。
■研修の目的
　　①主体性　②働きかけ力　③実行力
　ルール
　・礼儀礼節を守る　・時間厳守　・反応する（聴く、姿勢）　・全員で助け合う　
　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

　８月２日（金）アスト津　４階「会議室１」において、階層別研修第１
回「管理者マネジメント基礎講座」を開催しました。今年で７年目を迎え
る人気の講座であり、今回は10社32名（内、女性４名）の参加者となりま
した。当日は、26名の参加者でした。
　講師は、昨年に続き㈱ヒューマンブレイン　代表取締役の稲垣正己氏を
お迎えし、午前中は「実力と魅力」のある管理者とは何か、環境の変化と
企業活動、リーダーに求められる能力を中心に行われました。午後からは
「POWER診断」による個人のリーダーシップの特徴、更に「タイプ別診

断」を用いて講義が進められました。随時グループ内で討議しながら、自分がリーダーとしてまわりにどの様な影
響を与えているか考えて頂きました。
　
■主なプログラム
　・「実力と魅力」のある管理者
　・21世紀のキーワードは環境変化への適応能力（個人の力 → 組織の力）
　・求められるパラダイムの変換　・環境の変化と企業活動　・リーダーに求められる能力
　・POWER診断　・タイプ別診断

～グローバル時代に求められるビジネスパーソン像と管理職の育成～

講義する山田講師

講義する稲垣講師

グループ別ゲーム風景

階層別研修風景
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三重県「産・福・学」障がい者雇用情報交流会の開催
　三重県「産・福・学」障がい者雇用情報交流会を２回下記の内容で開催しました。また、施設見学も含めた内容で
あり、後半のグループディスカッションや名刺交換会では、様々な立場の方々が障がい者雇用に関しての様々な課題
解決に真剣に議論する場となりました。

■開催内容
№ 日時及び開催場所 プログラム

１

伊勢会場

8 月 22 日（木）
13:30 ～ 16：30
三重県伊勢庁舎
大会議室
参加人数：36 名

主催者挨拶
三重県雇用経済部雇用対策課障がい者雇用班　班長　松本　哲哉　氏

（１）就労支援について　説明・取組紹介
　  　①「障がい者雇用における就労支援について」
　　     　伊勢公共職業安定所
　　     　　上席職業指導官　高原　孝祐　氏
　  　②「就労移行支援事業について」
　　     　株式会社　ＪＳＭ
　　     　ジョブステーションマツサカ・ベルカレッジ　
　　     　　代表取締役　三村　作典　氏

（２）グループディスカッション・フリートーク（名刺交換会）

２

津会場

8 月 27 日（火）
13:30 ～ 16：30
三重県総合文化センター
多目的ホール
参加人数：62 名

主催者挨拶
三重県雇用経済部雇用対策課長　松下　功一　氏

（１）取組紹介・施設見学
　  　①取組紹介
　  　②施設見学（ステップアップカフェ　Cotti 菜）
　　  　社会福祉法人朋友　統括施設長　豊田　悦子　氏

（２）グループディスカッション・フリートーク（名刺交換会）

伊勢会場風景 津会場風景
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働き方改革セミナー

　９月５日（木）プラザ洞津にて、三重県主催、運営
（三重労使雇用支援機構）の働き方改革セミナーを59名
の参加者で開催しました。今回は通常のセミナーだけで
なく、グループワークを含めた内容でありました。４月
より段階的に働き方改革関連法が施行され、一部の企業
様から「そもそもなぜ働き方改革が必要か？」や「取り
組みは行っているが、なかなかうまくいかない」等のお
話がある中、更に来年４月より（中小企業は令和３年４
月から）施行される同一企業内において正規雇用労働者
と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止（同一
労働・同一賃金）の対策も検討し始めて頂かなければな

らない時期となりました。参加者の多くがこの課題について関心が高く、後半行ったグループワークでも他社の取り
組み状況や、課題等を皆さん真剣に議論されており、今後推進する為の参考にされていました。

（内容）
テーマ：「働き方改革に取り組むことの必要性について」
内　容：主催者挨拶：三重県雇用経済部雇用対策課　課長　松下　功一　氏
　　　　①そもそもなぜ働き方改革が必要か？
　　　　②働き方改革に取り組むことの重要性の再認識と生産性向上や　 
　　　　　優秀な人材確保・定着促進について
　　　　③県内企業の先進事例等の事例紹介
　　　　④同一労働・同一賃金への企業の対策について
　　　　⑤グループワーク
講　師：ダイ・マンパワーマネジメント　代表　大地　勉　氏（社会保険労務士）
　　　　（元株式会社百五総合研究所　経営コンサルティング部部長兼主席研究員）

～同一労働・同一賃金への企業の対策について～

セミナー風景

グループワーク風景

主催者挨拶をする
松下課長

講演する大地講師　
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労働保険とは… 
　 　「労災保険（労働者災害補償保険）」と「雇用保険」の総称であり、政府が管理・運営している強制加入保

険です。農林水産業の一部を除き、労働者（パートやアルバイト等含む）を一人でも雇用している場合、事業
主又は労働者の意思の有無にかかわりなく必ず加入することが法律で定められています。

労働保険の加入手続きをしないままでいると… 
　 　事業主が「故意」又は「重大な過失」により労災保険の加入手続を行わない（未手続）の期間中に生じた事

故について労災給付を行った場合は、遡って保険料等を徴収する他に、保険給付額の40％又は100％を事業主
から徴収します（費用徴収制度）。

　　　　　　 【お問合せ先】　三重労働局総務部労働保険徴収室 ☎：０５９－２２６－２１００
  　　　　　　　　　　　　  又は、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所へお問合せ下さい。

－ 11月は「労働保険適用促進強化期間」です－
１人でも雇ったら、労働保険 !

荷主の理解・協力を得て、トラックドライバーの働き方改革・法令遵守を
進められるようにするための改正が行われました。

改正貨物自動車運送事業法等の荷主関連部分の施行（国土交通省における制度改正）

事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、
設備投資（機械設備、POSシステム等の導入）などを行った場合に、その費用の一部(上限50万円から
100万円）を助成します。 担当：三重労働局 雇用環境・均等室 電話059－226－2110

最低賃金の引き上げ
支援します！

三重県最低賃金は、時間額873円です。
10月1日から事業場内最低賃金873円から903円の
事業場が助成金の対象となりました！
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三重県労働委員会 News

三重県労働委員会

個別労働関係紛争のあっせん制度のご案内

～労使トラブルの解決をお手伝いします～

個別労働関係紛争のあっせんは、個々の労働者と会社との間で、労働条件などをめぐっ

て紛争が発生し、自主的な解決が困難なとき、当事者からの申請に応じて、紛争を平和的

に解決するための仲介・援助などを行う制度です。

労働委員会のあっせんの方法

あっせん員は、労働者側、使用者側及び第三者の性格を持つ公益側から各 名、計 名の経験豊富な

委員が任命されます。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分を聞き、紛争解決のために

適切な助言を行い、双方の歩み寄りを図ります。その結果、双方の意向が一致することで解決が図られ

ます。

問い合わせ先 三重県労働委員会事務局
（〒 津市栄町 丁目 三重県栄町庁舎 階）

相談・申請窓口 三重県労働相談室
〒 津市栄町 丁目 三重県勤労者福祉会館 階

こんなときご利用ください（例示）

・ 経営上の理由から配置転換を命じた従業員が、理由もなく拒否している。

・ 勤務評定に基づき賞与を減額した従業員から増額を求められ、話し合いがつかない。

・ 整理解雇した従業員に何度も説明を行っているが理解してもらえず、裁判所に訴えると言われている。

まず、三重県労働相談室にご相談ください。

あっせんは、三重県労働委員会が行います。
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事務局 News

～学生の変化、学生と保護者の関係の変化～

事業内容　インターネット広告・Webメディア運営・
　　　　　コンサルティング
代　表　者　代表社員　石川　貴裕

所　在　地　愛知県名古屋市中区錦３－１１－２５

　　　　　アーク栄錦ニュービジネスビル

電　　話　０５０－５８７５－９３３７

ホームページ　https://rabbits-llc.co.jp/

事業内容　コンサルティング業
代　表　者　代表取締役　柴田　佐織

所　在　地　松阪市久保町１８５５－１１９５

電　　話　０８０－１５５１－１０２０

ホームページ　http://crea-mie.amebaownd.com/

合同会社ラビッツ 株式会社CREA

※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。

れんらく・つうしん
人事・採用担当者勉強会開催のご案内
（インターンシップと就職活動の変化）

第 21回三重県経営者協会
会員親睦コンペ開催ご案内

日時／令和元年11月８日（金）　13：30～16：30
会場／プラザ洞津　２階　末広の間  
　　　津市新町1－6－28（津新町駅下車西へ徒歩3分） 
　　　℡ 059-227-3291
参加会費　・労務管理改善協力委員会会員　無料
　　　　　・三重県経営者協会会員企業１名につき3,000円
　　　　　・会員外企業　　　　　　　１名につき6,000円

講演テーマ「インターンシップと就職活動の変化」
　～学生の変化、学生と保護者の関係の変化～
　・大学・大学生マーケットの現状と今後
　・大学からみたインターンシップの現状と今後
　・大学生の就職に対する意識の現状
　・インターンシッププログラムの具体例
　・インターンシップに対する学生の声
　・インターンシップをどう採用に繋げるのか
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）

【お申込み・お問合せ先】　三重県経営者協会　
　〒 514-8691　津市丸之内養正町 4-1
　森永三重ビル 3 階　TEL：059-228-3557・3679

日時／令和元年 11 月 20 日（水）
場所／松阪カントリークラブ
　　　松阪市下村町 2160 番地   
 　　　℡  0598-29-2911
会費／１名　18,000 円

（松阪 CC 会員は、15,000 円）
（プレー代・キャディ代・カート代・昼食・茶店・
  懇親パーティー・賞品代含む）
人員／５組（20 名）
申込書は所定の用紙がございます。
三重県経営者協会事務局
〒 514-8691 津市丸之内養正町 4-1 
森永三重ビル３Ｆ
TEL：059-228-3557
Fax：059-228-3710
申込締切日　令和元年 11 月１日（金）

女性の方も大歓迎致しております
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三重経協 News

ステップアップカフェ「Ｃｏｔｔｉ菜」

参加費無料

先着３００名様

（事前予約制）

周年記念イベント

“障がい者イニシアティブの
働き方で可能性を広げる”

【主 催】三重県 【共 催】三重労使雇用支援機構、三重県経営者協会、日本労働組合総連合会三重県連合会
【問い合わせ】三重県雇用経済部雇用対策課

株式会社オリィ研究所
代表取締役 ＣＥＯ

吉藤 健太朗氏

Ｍｅ
代表 柳 匡裕氏

三重県知事
鈴木英敬

孤独解消を目的とした分身ロ
ボットの研究開発を独自のア
プローチで取り組み、自身の
研究室を立ち上げ、 年
株式会社オリィ研究所を設立、
代表取締役所長。
青年版国民栄誉賞「人間力大
賞」、スタンフォード大学

日本代表、ほか
「日本を突破する

人」、フォーブス誌が選ぶア
ジアを代表する青年 人
「

」など。
年デジタルハリウッド

大学大学院特任教授就任。

一般社団法人ありがとうの種
代表理事。グラフィックデザイ
ナーや車両研究開発、障害者就
労支援業を経て、障害者の就労
に対する厳しい現実を体感。
障害者が「ありがとう」と言わ
れ、自尊心をもてる社会の実現
を目指し、スープカフェを開業。
そしてろう児の学習を支援する
児童発達・放課後等デイサービ
スも開設。
現在は つの大学で非常勤講師
も務めています。

Ｃｏｔｔｉ菜
総括責任者
豊田 悦子氏

第２部：交流タイム

第１部：パネルディスカッション

ゲストパネリスト ゲストパネリスト

※分身ロボット「 」
を活用して遠隔地からの出演



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

　
発行人／三重県経営者協会

業務日誌 と　き と　こ　ろ

労務管理改善協力委員会　第 1部会 7/24 ㈬ プラザ洞津

中部経協三県連携事業　
新入社員フォロー研修第１回「社会人基礎力を身につける」 7/26 ㈮ プラザ洞津

中部経協三県連携事業
階層別研修第１回「管理職マネジメント基礎講座」
～グローバル時代に求められるビジネスパーソン像と管理職の育成～

8/ 2 ㈮ アスト津

三重県 ｢産 ･学」就職情報交流会 in 関西 8/ 6 ㈫ 京都産業大学・立命館大学大阪いばらきキャンパス・京都橘大学

三重県 ｢産 ･福・学」障がい者雇用就職情報交流会
8/22 ㈭ 伊勢庁舎

8/27 ㈫ 三重県総合文化センター

働き方改革セミナー 9/ 5 ㈭ プラザ洞津

第 62回三重労使会議 9/12 ㈭ 三重県総合文化センター　

労務管理改善協力委員会　第 2部会 9/18 ㈬ 三重県勤労者福祉会館
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