
平成 17年度事業報告

自 平成 17年 4月  1日
至 平成 18年 3月 31日

記

1.会 議

(1)平成 17年度定時総会

(平成 17年 5月 11日 /メ ルパルク)

平成 16年度事業報告並びに収支決算報告

平成 17年度事業計画並びに収支予算案

平成 17年度役員選任

(2)幹事会

第 1回 (平成 17年 5月 11日 /メ ルパルク)

会長、副会長、総務・事業部会担当役員の選任

幹事会社の役割確認

第32回研修会の内容検討 など

第 2回 (平成 17年 6月 6日 /パノナ内会議室)

第 32回研修会の最終確認、役割分担 など

第33回研修会の内容検討

地域のひろば第 12号制作について

第 3回 (平成 17年 7月 27日 /アデコ内会議室)

第32回研修会実施報告

第33回研修会の内容検討

中部経済新聞座談会内容検討 など

第4回 (平成 17年 9月 16日 /シャインズ)

常任委員会内容報告

第33回研修会の内容検討、役割分担

中都経済新聞座談会内容検討

協議会会員拡充対策 など



第 5回 (平成 17年 12月 6日 /アデコ内会議室)

第 33回研修会実施報告

第 34・ 35回研修会内容検討・ スケジュール

平成 18年度定時総会について

平成 18年度次期役員選任および役割

平成 18年度事業計画について

会員拡充について など

第 6回 (平成 18年 2月 22日 /ヒ
°―フ

°
豚タッフ内会議室)

人材派遣協会連絡事項

第 34・ 35回研修会の内容検討

平成 18年度定時総会について

規約変更承認 など

第 7回 (平成 18年 4月 12日 /パ ソナ内会議室 )

人材派遣協会連絡事項

平成 18年度定時総会提出資料 と内容検討

第 34回・ 35回研修会の内容検討

2.対協会活動

(1)「第 1回能力開発 。福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 4月 12日 )

(2)「第 2回全国地域協議会会長交流会」に森会長出席

(平成 17年主4月 26日 )

(3)「平成 17年度 定時総会」に森会長他数社出席

(平成 17年 5月 25日 )

(4)協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、森会長他出席 挨拶

(平成 17年 6月 2日 )

(5)「第 2回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 6月 8日 )

(6)「第 3回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 7月 14日 )

(7)「本部理事 と地域協議会会長懇談会」に森会長出席

(平成 17年 7月 14日 )



(8)「第 4回能力開発 。福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 8月 2日 )

(9)「第 5回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 8月 24日 )

(10)「第 1回地域協議会会長会議」に森会長出席

(平成 17年 9月 14日 )

(11)「第 6回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 9月 15日 )

(12)「第 7回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 10月 20日 )

(13)「第 3回全国地域協議会会長交流会」に森会長出席

(平成 17年 11月 4日 )

(14)協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、森会長他出席 挨拶

(平成 17年二12月 2日 )

(15)「第 9回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 17年 12月 8日 )

(16)「平成 18年新年賀詞交歓会」に森会長他数社出席

(平成 18年 1月 18日 )

(17)「第 10回能力開発 。福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 18年 1月 18日 )

(18)「第 11回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 18年 2月 15日 )

(19)「第 2回地域協議会会長会議」に森会長出席

(平成 18年 2月 15日 )

(20)協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、森会長他出席 挨拶

(平成 18年12月 24日 )



(21)協会主催 「人材育成セ ミナー」に協力、

森会長 。三木副会長他出席 挨拶

(平成 18年12月 24日 )

(22)「第 12回能力開発・福利厚生委員会」に森会長出席

(平成 18年 3月 15日 )

(23)協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、森会長他出席 挨拶

(平成 18年 4月 11日 )

3.対行政、協議会、広報活動

(1)中部経済新聞社主催座談会

テーマ 「元気な中部」 と法改正順風に

拡大傾向続 く労働者派遣事業

(平成 17年 10月 3日  中経 ビル )

掲載 日 平成 17年 10月 19日 (中部経済新聞)

(2)労働政策研究会 in名古屋のパネルディスカ ッションで

森会長発表

テーマ 「派遣労働者の就業条件を考える」

(平成 17年 11月 16日 名古屋国際会議場 )

(3)独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 愛知障害者職業センター主催の

地域職業 リハ ビリテーション推進フォーラムに森会長出席

テーマ 「これまでの障害者雇用、これからの障害者雇用」

(平成 18年 1月 25日  愛知県中小企業センター)

(4)(財)暴力追放愛知県民会議

暴力追放セ ミナーに森会長出席

テーマ 「暴排講演・不当要求撃退講座」

(平成 18年 2月 8日 愛知厚生年金会館 )



4.総務部会活動

(1)会員の拡充

① 会員拡充の為、未加入の企業への加入働誘文書を送付並

びに幹事会社を中心に電話・訪社による勧誘活動を実施

②会員数の状況 (平成 18年 3月 31日 時点)

会員数 :118社 (+11社 )

1) 入会・ 。・ 16社
松坂サービス仰

仰 トーエイオフリール

仰テクニカルスタンフ

脚東美濃ネットワーク

仰グンドウイル

日美爛

脚キャリアシステム

岡三ビジネスサービス仰

藤栄テクノサービス仰

(有)プロテンク

脚シーエーセールススタンフ

帥ワール ドインテック

棚リクルー トスタンフイング静岡

仰ヒューマネット

爛ヒューマンアロー

爛あうんビジネスサポー ト

2)退会 。・・ 5社

仰クリエイティブ

スミセイビジネスサービス爛

仰ウエイ

仰 リノス・スタッフィング

棚ツシオ

3)社名変更・・・ 4社

爛物産ヒューマンリツース

⇒い三井物産ヒューマンリゾース

仰学生援護会中部⇒爛リノス 。スタンフイング

(0アシス ト⇒Pes ASSIST仰
サンエール技研脚⇒仰ダイヤモンドパーゾネル



(2)健康診
―
断             <参 考資1料-3>

① 従来の9指定医療機関と特別料金で継続契約

② 平成 17年度受診実績

(3)協会主催「平成 17年度派遣元責任者講習」に協力

①愛知会場

開催日 :平成 17年 6月 2日 (木)

場 所 :ホテルルブラ王出

参力日者 :306名
②石川会場

開催目 :平成 17年 9月 9日 (金)

場
―
所 ,メ ルパルク金沢

参加者 :175名
③愛知会場

開催日 :平成 17年 12月 2日 (金 )

場 所 :ホテルルブラ王山

参加者 :305名
④愛知会場

開催日 :平成 18年 2月 24日 (金)

場 所 :ホテルルブラ王山

参力日者 :304名



5.事業部会活動          <参 考資料 -1、 2>

(1)研修会

① 第 32回

実施日 :平成 17年 7月 8日 (金 )

場所  :メ ルパルクNAGOYA郵 便貯金会館

参加者 :173名

内容  :『エニアグラム』

講師 :爛クオレ・コーポレーション

社長  伊谷 江美子 氏

終了後懇親会開催

参加者 :112名

②第 33回

実施 日 :平成 17年 ■ 月 10日 (木 )

場所

参加者

内容

メルパルクNAGOYA郵 便貯金会館

126ノ名

『2015年人材マーケント予測』

『人口減少社会に向けた企業の人材戦略』

講師 :餘)リ クルー ト ワークス研究所

主任研究員 豊田 義博 氏

編集長   工代 将章 氏

終了後懇親会開催

参加者 :108名



(2)『地域のひろば 第 12号』発行 (平成 17年 7月 )

内容 :『人材派遣業の最近の状況について』

社団法人日本人材派遣協会 会長 篠原 欣子 氏

『労働者派遣事業の拡大と派遣元企業への期待』

愛知労働局職業安定部

需給調整事業課 課長 片岡 洋市 氏

『 (社)日 本人材派遣協会中部ブロックセンターの

現況と役割について』

中部ブロック相談センター

アドバイザー 平松 正吉 氏

(3)協議会会員PR広告の掲載

中部経済新聞社主催

『元気な中都』と法改正順風に

拡大傾向続く労働者派遣事業

掲載 日:平成 17年 10月 19日

会員 114社の4■■・電話番号を掲載

(今回は住所は掲載していません)

研修会記録 (写真)の作成

研修会の様子を撮影し、記録及び報告として

カラー版を作成

全国地域協議会及び当地域協議会全会員に配布


