
令和３年度末の組織状況
１．会員数

２．地区別会員数

３．役員数

４．役員等名簿

５．関係団体委嘱委員等

会長 副会長 理事 監事 合計 顧問 参与 相談役 合計
1 3 17 2 23 4 3 0 7

№ 役職 事業所名 TEL № 役職 事業所名 TEL
1 会　長 齋藤社会保険労務士事務所 77-2772 16 理　事 ㈲美越 52-7177
2 副会長 ㈱わら竹 52-5454 17 〃 ㈱宮作 53-3184
3 〃 旭電工㈱ 53-4261 18 〃 村上印刷㈱ 52-2201
4 〃 パルス電子㈱ 52-6950 19 〃 村上商工会議所 53-4257
5 理　事 ㈱会津屋 52-1101 20 〃 ㈱ムラネン 52-6111
6 〃 ㈱加藤組 53-4165 21 〃 ㈱横井組 53-7880
7 〃 グローバルウェーハズ・ジャパン㈱関川工場 64-0254 22 監　事 ㈱アイテック 53-6200
8 〃 ㈱大観荘 53-2131 23 〃 村上信用金庫 53-2181
9 〃 大洋酒造㈱ 53-3145 24 顧　問 村上市長 53-2111
10 〃 ㈱高建 60-1300 25 〃 関川村長 64-1478
11 〃 ㈱永徳 52-6141 26 〃 粟島浦村長 55-2111
12 〃 ㈱日本建機 62-4044 27 〃 村上公共職業安定所長 53-4141
13 〃 ㈱長谷川電気工業所 62-3161 28 参　与 村上市　地域経済振興課 53-2111
14 〃 (資)ほんぼ 53-2239 29 〃 関川村　総務政策課 64-1478
15 〃 ㈱マツウラセイキ 62-4111 30 〃 粟島浦村　産業振興課 55-2111

団体名 団体役職 事業所名 氏名   任期
村上市子ども若者総合サポート会議自立支援部会 委員 旭電工㈱ 髙橋　和 R2.4.1～R4.3.31

村上 荒川 神林 朝日 山北 関川 合計
62 9 13 5 14 7 110

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3
会員数 127 124 120 115 115 114 114 112 110 111 109 111 112 110
(加入) (2) (0) (3) (0) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (0) (4) (2) (1)
(脱会) (6) (3) (7) (5) (1) (2) (2) (3) (4) (2) (2) (2) (1) (3)
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岩船郡村上市雇用対策協議会

月 事　業 内　容

監査会
実施： 4月 8日（木）
場所：村上商工会議所
出席：３名

令和２年度収支決算書、関係元帳・証ひょう書類を監査

第１回 正副会長会議
実施：4月2３日(金)10：00～
場所：村上商工会議所
出席： ９名

表彰委員会、理事会の議案審議

第1回 理事会
実施：5月11日(火)
場所：村上商工会議所
出席：２０名

最近の雇用失業情勢・新規高卒者の職業紹介状況について
定時総会の議案審議
　令和２年度事業報告・収支決算について
　令和３年度事業計画(案)・収支予算(案)について

学卒求人受理説明会
実施：5月20日（金）
場所：村上市民ふれあいセンター

【第一部（45社）】
高等学校卒業予定者の求人申込み等について
令和3年度高等学校卒業者の職業紹介状況、公正な採用選考等
について
各高等学校等の就職希望生徒の状況等
【第二部（30社）】
高等学校等（高校4校、村上特別支援学校、新潟リハビリテーション大学）
と事業所の意見交換を実施

定時総会
実施：６月３日(木)
場所：大観荘せなみの湯
出席：３５名

令和２年度事業報告・収支決算について
令和３年度事業計画(案)・収支予算(案)について

各種表彰
（定時総会と同日開催）

高年齢者雇用優良事業所
　株式会社　高建　様
障がい者雇用優良事業所
　株式会社　アートネイチャー商品物流センター　様
優良勤務障がい者・障がい者職場適応優良援助者
　（該当者なし）

広域圏雇用促進懇談会 （新型コロナ感染防止の観点から中止）

会報の発行(第1号)
発行部数200部

村上職安所長挨拶
新入社員セミナー報告
令和4年3月新規学校卒業者取扱日程
令和3年3月新規高等学校卒業者の職業紹介状況
令和2年度の雇用の動き、障害者の法定雇用率引き上げ、改正高齢法等

「企業ガイドむらかみ」
　ＷＥＢサイト更新

地元企業や市町村の紹介を、スマートフォンでも対応可能なＷＥＢ版で広く
ＰＲ

令和３年度　事業報告

4月

5月

6月
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月 事　業 内　容

7月

アクセス2022・就職ガイダンス
実施：7月9日(金)10日（土）
場所：村上教育情報センター及び
　　　　 村上市生涯学習推進センター

参加事業所： 42社（7/9:23社、7/10:19社）
参加生徒　：2日間で延べ123名
(村上管内86名、新発田管内36名)
・新型コロナウイルス感染防止のため、企業を入れ替え2日間で実施

8月
インターンシップ事業
（高校生の職場体験）

受入企業募集後、高校2年生を中心に開催。
今年度より通年実施対応も可能とした。
受入申込企業：16社　うち４社で実施　延べ８名参加

9月
新入社員
フォローアップセミナー

年度当初は開催する予定だったが、実施時期に新型コロナウイルス感染
拡大。見通しが立たず、今年度も中止。

第2回　理事会
実施：11月18日(木)
場所：大観荘　せなみの湯
出席：２１名

最近の雇用失業情勢・新規高卒者の職業紹介状況について
事業経過報告・収支決算報告(上期)
下半期の事業計画について

中堅管理職向け研修
年度当初は開催する予定だったが、計画時期に新型コロナウイルス感染
拡大。見通しが立たず、今年度も中止。

1月
会報の発行(第2号)
発行部数200部

年頭あいさつ（会長）等

3月

新入社員セミナー
実施：3月24日(木)～25日(金)
場所：村上市生涯学習推進センター
出席：11名

新規学卒入社予定者及び入社後概ね３年以内の若者を対象に
研修を実施。

11月
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自：令和３年４月１日　至：令和４年３月３１日

岩船郡村上市雇用対策協議会

【収入の部】 単位：円

決算額 予算額 比較増減 摘要

会員

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

名分 × 名､ × 名

社新規掲載

名称：むらかみワークガイド
社 　※令和４年度に計上

理事会 回 会費 × 名

村上 万､関川 万､粟島 万

預金利息

前年度より

【支出の部】 単位：円

決算額 予算額 比較増減 摘要

雇用促進懇談会開催費 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

新入社員ｾﾐﾅｰ開催費 講師謝金･旅費･宿泊費､昼食代等

アクセス開催費 就職ガイダンス会場設営費等

会員研修会開催費 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

会報発行費 雇用だより印刷代 ２回発行

表彰費 表彰記念品、表彰状

企業ガイドむらかみ制作費 企業ガイドむらかみ　追加企業製作分

情報発信費
ホームページ更新料
企業ガイドむらかみ管理費用

お仕事図鑑制作費
名称：むらかみワークガイド
ＷＥＢ版制作費用　※令和４年度に計上

新卒雇用対策費
新卒雇用対策、職場見学、
インターンシップ事業等

会議費 村上市主催懇談会等

役員会費 正副会長会議・理事会・監査会費用

総会費 総会会場使用料、資料印刷代､郵送料

一般事務費 事務委託料

消耗品費 コピー､封筒､事務用品

通信費 電話､ＦＡＸ､切手､送料

新年年賀広告

収入合計 支出合計 繰越金

５．予備費

合計

５．お仕事図鑑掲載料

科目

１．事業費

２．会議費

３．事務費

４．雑費

４．企業ガイドむらかみ掲載料

６．役員会費

７．負担金収入

８．雑収入

９．前期繰越金

合計

令和３年度 収支決算書

科目

１．会費

２．雇用促進懇談会参加費

３．新入社員ｾﾐﾅｰ受講料
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岩船郡村上市雇用対策協議会

２．中高年齢者、障がい者の雇用対策の推進

(1)企業ガイドむらかみ(ICTツールの充実） ３. 雇用支援のための各種施策の推進

(2)広域圏雇用促進懇談会の開催 ４. 会員事業所に対する人材育成の支援

(3)アクセス就職ガイダンスの開催 ５. 会員の新規加入促進

(4)新入社員セミナーの開催 ６. 新入社員フォローアップセミナー

(5)インターンシップの推進 ７. 雇用のミスマッチ対策についての研究

月 事　業 内　容

監査会　19日(火） 令和3年度収支決算書、関係元帳、証ひょう書類を監査

正副会長会議　25日(月) 表彰委員会、理事会の議案審議

理事会(第1回)　16日(月) 定時総会の議案審議

会報の発行(第1回) 村上職安所長挨拶、雇用統計情報等

学卒求人受理説明会 　20日(金)
高等学校卒業予定者の求人申込み等について
高等学校と事業所の意見交換会

定時総会　３0日(月)
令和3度事業報告・収支決算報告
令和4年度事業計画(案)・収支予算(案)、役員改選、表彰規定改正
について審議

各種表彰（表彰委員会より）
障がい者雇用優良事業所・高齢者雇用優良事業所・
優良勤務障がい者・障がい者職場適応優良援助者の表彰

広域圏雇用促進懇談会 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止

むらかみワークガイド(ＷＥＢ版)
中学生向けに地元の企業・職業をもっと知ってもらい興味を持ち、
親しんでもらうためにＷＥＢ版で制作。

7月
アクセス就職ガイダンス
　　11日(月）・12日(火)

高等学校卒業予定者を対象とした求人説明会の開催

9月 新入社員フォローアップセミナー 入社半年～概ね3年程度の方を対象とした職場定着促進を目的

10月 会員研修会の開催 中堅管理職向け研修

11月 理事会（第2回） 上期の事業実施報告

1月 会報の発行(第２回) 年頭あいさつ（会長）、各種事業実施報告等

３月
新入社員セミナー
　　日(　　)、　　日(　　）

新規学卒入社予定者及び卒業後概ね３年以内に入社した方を対象に
研修を実施。

インターンシップ事業の実施 中・高校生の就業体験学習の実施

キャリア探索プログラムの実施
学校の依頼により中・高校生に対する職業講話、マナー講習等
を実施

キャリアスタートウィーク事業への
協力・ミスマッチ対策

村上市教育委員会が企画する中学生の職場体験事業への
協力・推進と併せ、雇用のミスマッチ対策の研究
むらかみワークガイドの活用

会員の新規加入促進
協議会未加入事業所に対して加入勧奨文並びに協議会が企画
する各種研修会を案内

令和４年度　事業計画書（案）

１．新規学卒者の就職促進対策

随時

4月

5月

重点事業
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自：令和４年４月１日　至：令和５年３月３１日

岩船郡村上市雇用対策協議会

【収入の部】 (単位：円)

本年予算額 前年予算額 比較増減 摘要

110会員

@7,000×30名

20名分(@5,000×10名､@4,000×10名)

新規掲載企業@5,000×２社

25,000×22社

@7,000×20名分

村上64.4万､関川10.0万､粟島0.6万

預金利息

前年度より

【支出の部】 (単位：円)

本年予算額 前年予算額 比較増減 摘要

(1)雇用促進懇談会開催費 講師謝金･旅費･宿泊費､会場費､飲食代等

(2)新入社員ｾﾐﾅｰ開催費 講師謝金･旅費･宿泊費､会場費､昼食代等

(3)アクセス開催費 就職ガイダンス会場設営費等

(4)会員研修会開催費
講師謝金･旅費､会場費等
　※中堅社員等研修30万・新人フォロー30万

(5)会報発行費 雇用だより印刷代(２回発行)

(6)表彰費 表彰記念品、表彰状

(7)企業ガイドむらかみ制作費 企業ガイドむらかみ　追加企業制作分

(8)むらかみワークガイド制作費
むらかみワークガイド　制作費用
追加企業制作分

(8)情報発信費
企業ガイドむらかみ、むらかみワークガイド
ページ更新、サーバー管理等費用

(10)新卒雇用対策費 新卒雇用対策、インターンシップ事業等

(11)会議費 村上市主催懇談会等

(1)役員会費 正副会長会議・理事会・監査会費用

(2)総会費 総会資料印刷代、会場費、懇親会、送料等

(1)一般事務費 事務委託料

(2)消耗品費 コピー､封筒､事務用品

(3)通信費 電話､ＦＡＸ､切手、送料

新聞広告料､振込手数料

合計

科目

１．事業費

２．会議費

３．事務費

４．雑費

５．予備費

５．むらかみワークガイド掲載料

６．役員会費

７．負担金収入

８．雑収入

９．前期繰越金

合計

令和４年度 収支予算書(案)

科目

１．会費

２．総会参加費

３．新入社員ｾﾐﾅｰ受講料

４．企業ガイドむらかみ掲載料

−7−



■会員名簿
№ 事業所名 所在地 № 事業所名 所在地
1 ㈱ｱｰﾄﾈｲﾁｬｰ商品物流ｾﾝﾀｰ 村上市坪根字上坪根341-15 53-6611 61 ㈱鷲尾組 村上市泉町2-10 53-8800
2 ㈱アイテック 村上市坪根341-20 53-6200 62 ㈱わら竹 村上市小町1-8 52-5454
3 ㈱青山工業 村上市岩船2132-3 56-7444 63 荒川商工会 村上市羽ｹ榎104-44 62-3049
4 ㈱アサヒゴーナイ 村上市飯野2-4-13 50-0571 64 三幸製菓㈱ 荒川工場 村上市長政63-1 62-3618
5 旭電工㈱ 村上市塩町12-14 53-4261 65 ㈱日本建機 村上市佐々木868-1 62-4044
6 ㈱アセック 村上市坪根字中ﾉ谷521-8 53-5530 66 ㈱長谷川電気工業所 村上市坂町1760-1 62-3161
7 ㈲板垣設備 村上市天神岡384-1 53-1956 67 ㈱マツウラセイキ 村上市坂町2834-3 62-4111
8 ㈱岩船港鮮魚センター 村上市瀬波温泉3-6-38 52-1261 68 ㈱横山商店 村上市山口412 62-3256
9 ㈱エムプリント 村上市山居町1-12-44 52-2664 69 ㈱ルミナスジャパン 村上市羽ヶ榎68 62-2332
10 ㈱大川屋製材所 村上市塩町1-19 52-2045 70 ㈱ワイテム 村上市坂町2759-1 62-5588
11 大滝自動車工業㈱ 村上市仲間町639-46 52-6622 71 ㈱渡部製作所 村上市坂町2954 62-3855
12 ㈱加藤組 村上市久保多町7-3 53-4165 72 ㈱会津屋 村上市上助渕1777-4 52-1101
13 ㈱ゴーナイエレック 村上市八日市10-10 56-6265 73 朝日舗道㈱ 村上市上助渕919-4 52-3431
14 ㈱小林組 村上市泉町1-31 52-3560 74 ㈲神里産業 村上市里本庄81-12 66-6321
15 ㈱サクマ 村上市岩船三日市2-50 56-7634 75 神林商工会 村上市岩船駅前50-14 66-7408
16 ㈱サンエコー村上工場 村上市坪根字上坪根341-18 53-6111 76 ㈱ｸﾗﾎﾞｳｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ村上事業所 村上市七湊1805-5 52-4545
17 (医)山北会 肴町病院 村上市田端町16-7 53-2781 77 ㈱小池組 村上市宿田330-1 66-5015
18 ㈱渋谷工務店 村上市羽黒町7-40 52-4760 78 ㈱コウデン 村上市下助渕3057-1 66-8815
19 (医)責善会 村上はまなす病院 村上市瀬波中町12-18 53-2890 79 ㈱新和建設 村上市下助渕794-1 66-7833
20 ㈱瀬波グランドホテルはぎのや 村上市瀬波温泉2-5-45 53-1212 80 ㈱高建 村上市里本庄43-3 60-1300
21 ㈱瀬波タクシー 村上市田端町10-22 53-2187 81 ㈱テクノス 村上市下助渕3057-1 60-1750
22 ㈱大観荘 村上市瀬波温泉2-10-24 53-2131 82 ㈱都市環境緑化 村上市山屋1093 60-1303
23 ㈱大進建設 村上市八日市14-6 56-6259 83 北一電気㈱ 村上市松沢40-8 60-1222
24 大洋酒造㈱ 村上市飯野1-4-31 53-3145 84 北越運送㈱ 村上市山屋1093 60-1302
25 ㈱テクノフレックス 新潟工場 村上市山辺里太田281 52-5191 85 朝日商工会 村上市岩沢5611 72-1301
26 東北電力ネットワーク㈱村上電力センター 村上市二之町6-36 52-4195 86 ㈱板垣鉄工所 村上市岩沢542-1 60-2230
27 東洋電子工業㈱新潟工場 村上市仲間町639-7 53-2281 87 寒川運送㈱朝日営業所 村上市上野303-1 75-5724
28 ㈱富樫組 村上市仲間町639-11 52-4271 88 (医)佐藤医院 村上市猿沢2220-2 60-2222
29 富樫建設工業㈱ 村上市塩町11-34 52-4870 89 ㈱横井組 村上市古渡路600 53-7880
30 ㈱永徳 村上市塩町4-5 52-6141 90 羽越木材協同組合 村上市杉平字江下114-1 60-5988
31 ㈱中村タイル工業 村上市下相川768-3 52-3839 91 ㈱カエツハウス工業 村上市勝木554-1 77-2512
32 ㈲新潟基礎 村上市大欠9-5 53-5258 92 齋藤社会保険労務士事務所 村上市下大鳥142-4 77-2772
33 ㈱はまなす観光タクシー 村上市田端町11-8 50-7788 93 ㈱佐藤工業 村上市勝木1318-1 77-2376
34 パルス電子㈱ 村上市若葉町15-36 52-6950 94 三桂興産㈱新潟工場 村上市遠矢崎1 77-2236
35 ㈱平山電気商会 村上市上片町2-19 52-5215 95 三桂精機㈱新潟工場 村上市遠矢崎1 77-2848
36 ㈱フォト・スタンプ新潟 村上市天神岡381 53-0600 96 (医)徳洲会 山北徳洲会病院 村上市勝木1340-1 60-5555
37 ㈱ブルボン村上工場 村上市仲間町300 52-7334 97 山北商工会 村上市府屋219-1 77-2259
38 (資)ほんぼ 村上市新町11-10 53-2239 98 ㈲山北町農林水産加工公社 村上市中浜1008-17 77-3821
39 ㈱丸大大滝商店 村上市安良町4-10 52-2459 99 高橋工業㈱ 村上市勝木755 77-2963
40 マルト鮮魚㈱ 村上市庄内町5-24 53-2932 100 新潟三桂㈱ 村上市板屋沢140-6 77-3145
41 ㈲美越 村上市山居町1-4-32 52-7177 101 本間建設㈱山北営業所 村上市寝屋63 77-2609
42 宮尾酒造㈱ 村上市上片町5-15 52-5181 102 ㈱又助組 村上市北中1003-12 75-2162
43 ㈱宮作 村上市片町4-12 53-3184 103 ㈱松山組 村上市府屋385-8 77-3110
44 村上印刷㈱ 村上市仲間町491-32 52-2201 104 グローバルウェーハズ・ジャパン㈱関川工場 関川村大字辰田新278 64-0254
45 ㈱村上魚市場 村上市田端町1-18 53-2195 105 関川村商工会 関川村下関110-2 64-1341
46 (医)新光会 村上記念病院　 村上市松山204-1 52-1229 106 関川村森林組合 関川村上関1021-3 64-1249
47 ㈲村上警備保障 村上市杉原2-12 53-7847 107 ㈱辻井製作所新潟工場 関川村大字辰田新262 64-1425
48 村上自動車㈱ 村上市松山235 52-6350 108 ㈱丸勝建設 関川村大字打上312-1 64-1503
49 (協)村上商業開発<村上プラザ> 村上市仲間町200 53-1331 109 ㈱ヤマサ商事 関川村大島1071 64-0022
50 村上商工会議所 村上市小町4-10 53-4257 110 ㈱渡辺組 関川村上関639 64-1038
51 村上信用金庫 村上市小町2-15 53-2181 111

52 村上精密㈱ 村上市下相川313 52-5145 112

53 新潟県厚生連 村上総合病院 村上市緑町5-8-1 53-2141 113

54 (公社)村上地域シルバー人材センター 村上市三之町1-6 53-6486 114

55 村上中越運送㈱ 村上市仲間町639-20 53-2193 115

56 ㈱村電テクニカルサービス 村上市塩町11-31 53-1602 116

57 ㈱ムラネン 村上市緑町1-2-2 52-6111 117

58 ㈱山嘉土建 村上市泉町3-12 52-6101 118

59 ㈱山木組 村上市八日市12-51 56-7136 119

60 ㈱ヤマノイ 村上市山辺里301 53-0165 120

■関係機関
№ 事業所名 所在地 № 事業所名 所在地
1 村上市　地域経済振興課 村上市三之町1-1 53-2111 3 粟島浦村　産業振興課 粟島浦村字日ノ見山1513-11 55-2111
2 関川村　地域政策課 関川村下関912 64-1478 4 村上公共職業安定所 村上市緑町1-6-8 53-4141

令和4年度 岩船郡村上市雇用対策協議会
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岩船郡村上市雇用対策協議会 規約

（名称・所在地）

第 １ 条 本会は岩船郡村上市雇用対策協議会と称し、事務所を村上商工会議所内に置く。

（目 的）

第 ２ 条 本会は、関係行政機関、諸団体と緊密なる連携のもとに、労働力の確保並びに

雇用の安定を図り、地域産業の振興と岩船郡、村上市の経済発展に寄与すること

を目的とする。

（構成及び加入脱退）

第 ３ 条 本会は、岩船郡及び村上市に事務所を有する地域団体、各種産業団体、又は雇

用主であって、本会の主旨に賛同する者を以て構成する。

２ 本会の加入及び脱退については、会長に届出て理事会の承認を得なければなら

ない。

（事 業）

第 ４ 条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① 事業主の共同責任と相互扶助の精神に基づく求人者団体の組織化の促進

② 学校及び父兄生徒等に対する職業知識の啓蒙宣伝活動の推進と協力関係の樹

立

③ 労働力確保に必要な調査、研究及び情報資料の蒐集と提供

④ 職業安定機関の行う赴任者の受入れ定着指導等についての協力

⑤ 労務管理の改善、労働条件の向上と自主協定の促進

⑥ 労働者の福祉対策の促進

⑦ 労働力の確保に関する関係機関に対する要望、意見の具申、及びこれが実現

についての協力

⑧ その他、本会の目的を達成するための必要事項

（組 織）

第 ５ 条 本会に次の役員及び顧問、参与、相談役を置く。

① 会 長 １名

② 副 会 長 ３名以内

③ 理 事 若干名

④ 監 事 ３名以内

⑤ 顧 問 若干名

⑥ 参 与 若干名

⑦ 相 談 役 若干名

（役員の選出）

第 ６ 条 会長、副会長、理事並びに監事は総会において会員の中から選出する。

２ 顧問、参与及び相談役は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。

（役員の任期）

第 ７ 条 役員の任期は２カ年とする。但し再任を妨げない。

（役員の任務）

第 ８ 条 役員の任務は次の通りとする。

① 会長はこの会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

② 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
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③ 理事は理事会を構成し、会務運営について審議決定する。

④ 監事は会計の状況を監査する。

⑤ 顧問、参与及び相談役は会長の諮問に応じ、又は会議に出席し意見を述べる

ことが出来る。

（会 議）

第 ９ 条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

２ 総会は定時総会及び臨時総会とする。

３ 定時総会は、毎年１回春季に、臨時総会は会長又は理事会が必要と認めた場合

及び３分の１以上の会員から要求があった場合に会長がこれを招集する。

４ 理事会は、会長が必要と認めた場合にこれを招集する。

５ 会議の議決は、出席会員の過半数を以てする。

（総会の審議事項）

第 １０ 条 総会は次の事項を審議する。

① 予算、決算及び事業計画に関する事項

② 役員の選出に関する事項

③ 規約の変更に関する事項

④ 事業運営に関する本会への要望事項

（理事会の審議事項）

第 １１ 条 理事会は次の事項を審議決定する。

① 総会に提出すべき議案

② 本会の運営に関する事項

③ その他会長が必要と認めた事項

（経 費）

第 １２ 条 本会の経費は、会員の会費又は負担金その他の収入を以てあてる。

２ 会費は事業の規模に応じて別表に定める額とする。

（会計年度）

第 １３ 条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

（書 記）

第 １４ 条 本会に書記若干名を置き、会長がこれを委嘱する。

２ 書記は会長の指揮を受け、本会の実務に従事する。

（附 則）

第 １５ 条 本会規約は昭和３６年１０月３日より施行する。

昭和５１年５月２５日一部改正 昭和６３年６月１７日一部改正

昭和５６年６月１８日一部改正 平成 ４年６月２４日一部改正

昭和５８年６月１３日一部改正 平成 ８年６月１１日一部改正

昭和６０年６月１７日一部改正 平成２３年６月 ７日一部改正

規約第１２条による別表

規 模 １４人まで １５人～４９人 ５０人～９９人 １００人～１４９人 １５０人～１９９人 ２００人以上

会 費 7,000円 9,000円 10,000円 12,000円 14,000円 16,000円

注 規模割は、前年度の雇用保険被保険者数（最高時）又は雇用保険未適用事業所にあって

はこれに準ずる従業員数を基準とする。

−10−



表 彰 規 程
（目 的）
第 １ 条 本会は、高年齢者、障がい者の雇用優良事業所、優良勤務障がい者及び障がい

者職場適応優良援助者に対し表彰を行い、その努力を讃えるとともに、これを周
知し、高年齢者及び障がい者の雇用促進を図るものとする。

（対 象）
第 ２ 条 前条の対象者は、岩船郡村上市雇用対策協議会に加入している事業所、加入事

業所に勤務している障がい者及び加入事業所に勤務している障がい者職場適応援
助者とする。

（資格、申請、決定）
第 ３ 条 本規程により表彰すべき資格は、次の通りとし、当該事業主、当該優良障がい

者勤務事業主、当該障がい者職場適応優良援助者の勤務事業主の申請にもとづき、
第７条の表彰委員会で審査し決定するものとする。
１．高年齢者雇用優良事業所

６０歳以上の高年齢者を積極的に雇用し、職場環境の改善などの創意工夫に
より、当該高年齢者の雇用の安定に寄与した事業所

２．障がい者雇用優良事業所
障がい者を積極的に雇用し、職場環境の改善などの創意工夫により、障がい

者の雇用の安定に寄与した事業所
３．優良勤務障がい者

同一事業所に原則として２年以上勤務し、勤務成績が優秀であり、表彰時に
おいても継続勤務している者であること

４．障がい者職場適応優良援助者
障がい者が、仕事や職場に適応できるように、よくサポートしている者であ

ること

（申請の手続）
第 ４ 条 表彰者の申請は別途定める所定の様式により申請するものとする。

（表 彰）
第 ５ 条 表彰は、雇用対策協議会長名により表彰状並びに記念品を授与するものとする。

（表彰の時期、人数）
第 ６ 条 表彰の時期は、原則として毎年定時総会時とし、表彰人数は原則として高年齢

者雇用優良事業所表彰は１社、障がい者雇用優良事業所表彰は１社、優良勤務障
がい者表彰は若干名、障がい者職場適応優良援助者表彰は若干名とする。

（表彰委員会）
第 ７ 条 表彰委員会は次の機関（者）で構成する。

村上市商工観光課長→村上市地域経済振興課長、村上商工会議所専務理事、
村上公共職業安定所長
岩船郡村上市雇用対策協議会長及び副会長

附 則
本規程は昭和５６年 ６月１８日より施行する。

昭和６２年１２月１８日一部改正
平成 ９年 ５月２０日一部改正
平成１０年 ５月１９日一部改正
平成１５年 ５月２８日一部改正
平成１８年 ６月 ５日一部改正
平成２１年 ２月２３日一部改正
平成２２年 ５月１８日一部改正（平成２１年４月１日より施行）
平成２３年 ５月２５日一部改正

令和 ４年 月 日一部改正
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令令和和３３年年度度 新新入入社社員員セセミミナナーー アアンンケケーートト集集計計結結果果

１．開催日時 令和４年３月２４日 木 ・２５日 金

２．会 場 村上市生涯学習推進センター ２階研修室

３．参加者数 １１名

４．参加者アンケート結果（アンケート回収１１名）

【【問問１１】】研研修修会会のの内内容容ににつついいてて

① 大変参考になった：１１名 ② 参考程度になった：０名

② 参考にならなかった：０名 ④ 全く参考にならなかった：０名

〈〈具具体体的的にに参参考考ににななっったた点点〉〉

・学校で学んだことよりも多くのことを学ぶことが出来ました。

・実際に動いて練習することができ良かったです。

・たった３ヶ月程度で仕事の楽しさ等は判らない、続けることが大事。

・ミスは怖くないと知れた。

・主体的かつ協調性を持つこと、コミュニケーションの重要性。

・失敗を恐れないことが、とても大切な点、セルフケアも忘れてはいけない点。

・基本としたビジネスマナーを改めてきちんと知る機会があり、学ぶことが多かっ

たです。

・ストレスとの向き合い方。

・言葉づかい、笑顔のつくり方。

・ストレスケアや言葉の使い方等、ほぼ全て参考になりました。

【【問問２２】】講講師師のの説説明明・・進進行行ににつついいてて

① 非常に良かった： １１名 ②良かった： ０名

② 普通である：０名 ④よくなかった：０名 ⑤非常によくなかった：０名

〈〈良良かかっったた点点 ままたたはは 良良くくななかかっったた点点〉〉

・過去のエピソード等も聞くことができて、常に関心を持って聞くことができた。

・判りやすかった。

・聞いてばかりでなく、実際にやってみる説明で良かった。

・つまらない講演にしないと、最初に先生がお話ししていましたが、本当に楽しく

２日間を学べました。

・グループワーク等、座学だけで進行することが無かったので楽しくできました。

・一つ一つの説明が、とても詳しく判りやすかった。

・全て良かった。

・判りやすく、おもしろい点。

・進行等がとても聞きやすく耳にスラスラ入る進行でした。

・聞きやすかった。間にやった頭の運動も楽しかった。
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令令和和３３年年度度 新新入入社社員員セセミミナナーー アアンンケケーートト集集計計結結果果

１．開催日時 令和４年３月２４日 木 ・２５日 金

２．会 場 村上市生涯学習推進センター ２階研修室

３．参加者数 １１名

４．参加者アンケート結果（アンケート回収１１名）

【【問問１１】】研研修修会会のの内内容容ににつついいてて

① 大変参考になった：１１名 ② 参考程度になった：０名

② 参考にならなかった：０名 ④ 全く参考にならなかった：０名

〈〈具具体体的的にに参参考考ににななっったた点点〉〉

・学校で学んだことよりも多くのことを学ぶことが出来ました。

・実際に動いて練習することができ良かったです。

・たった３ヶ月程度で仕事の楽しさ等は判らない、続けることが大事。

・ミスは怖くないと知れた。

・主体的かつ協調性を持つこと、コミュニケーションの重要性。

・失敗を恐れないことが、とても大切な点、セルフケアも忘れてはいけない点。

・基本としたビジネスマナーを改めてきちんと知る機会があり、学ぶことが多かっ

たです。

・ストレスとの向き合い方。

・言葉づかい、笑顔のつくり方。

・ストレスケアや言葉の使い方等、ほぼ全て参考になりました。

【【問問２２】】講講師師のの説説明明・・進進行行ににつついいてて

① 非常に良かった： １１名 ②良かった： ０名

② 普通である：０名 ④よくなかった：０名 ⑤非常によくなかった：０名

〈〈良良かかっったた点点 ままたたはは 良良くくななかかっったた点点〉〉

・過去のエピソード等も聞くことができて、常に関心を持って聞くことができた。

・判りやすかった。

・聞いてばかりでなく、実際にやってみる説明で良かった。

・つまらない講演にしないと、最初に先生がお話ししていましたが、本当に楽しく

２日間を学べました。

・グループワーク等、座学だけで進行することが無かったので楽しくできました。

・一つ一つの説明が、とても詳しく判りやすかった。

・全て良かった。

・判りやすく、おもしろい点。

・進行等がとても聞きやすく耳にスラスラ入る進行でした。

・聞きやすかった。間にやった頭の運動も楽しかった。

【【問問３３】】今今後後働働いいてていいくく中中でで不不安安にに思思っってていいるるこことと

・人前で話す時に緊張しすぎてしまうこと。

・コミュニケーションをとれるか、仕事を楽しいと思えるか。

・敬語等の言葉使いが不安です。

・仕事を覚えられるか。

・電話対応。

・仕事覚えが悪かったらどうしよう。

・人付き合い。

・変な日本語を使わないようにしたい。

【【問問４４】】今今後後セセミミナナーー等等でで取取りり上上げげててほほししいいテテーーママ

・たくさんの人の経験談を知りたい（新入社員のときの）。

・上司との付き合い方。

・スーツについて。

【【問問５５】】そそのの他他のの意意見見、、要要望望等等

・本当に貴重な体験になりました。

・２日間、本当にありがとうございました。

・２日間、主催してくれた皆さん、ありがとうございました。
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