
平 成 18年 度 事 業 報 告

自 平成 18年  4月  1日
至 平成 19年  3月 31日

記

1.会 議

(1)平成 18年度定時総会

(平成 18年 5月 15日 //メ アレパルク)

平成 17年度事業報告並びに収支決算報告

平成 18年度事業計画並びに収支予算案

平成 18年度役員選任

(2)幹事会

第 1回 (平成 18年 5月 15日 /メ アレパァレク)

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 34回研修会の内蓉検討 など

第 2回 (平成 18年 6月 13日 /パ ソナ内会議室 )

第 34回研修会の最終確認、役割分担 など

第 35回研修会の内容検討

地域のひろば第 13号制作について

第 3回 (平成 18年 7月 26日 /シャインズ)

第 34回研修会実施報告

第 35回研修会の内蓉検討

中部経済新聞座談会内蓉検討 など

第 4回 (平成 18年 9月 13日 /パ ソナ内会議室)

常任委員会内容報告

第 35回研修会の内蓉検討、役割分担

中部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 18年 12月 6日 /パ ノナ内会議室 )

第 35回研修会実施報告

第 36・ 37回研修会内容検討・スケジュール

平成 19年度定時総会について

平成 19年度次期役員選任および役割

平成 19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 19年 2月 22日 /パ ソナ内会議室 )

第 36回研修会の内容検討

平成 19年度定時総会について など

第 7回 (平成 19年 4月 10日 /パ ソナ内会議室 )

組織変更 。人事異動に伴 う担当交代報告

平成 19年度定時総会提出資料 と内容検討

第 36回研修会の内容検討

2.対協会活動

(1)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 )

(2)「平成 18年度 定時総会」に森会長他数社出席

(平成 18年 5月 30日 )

(3)「第 4回全国地域協議会会長交流会」に森会長出席

(平成 18年 6月 29日 )

(4)「全国地域協議会会長会議」に森会長出席

(平成 18年 9月 14日 )

(5)協会主催 「人材育成セ ミナー」に協力、

森会長他出席 挨拶

(平成 18年 10月 30日 )

(6)「第 5回全国地域協議会会長交流会」に森会長出席

(平成 18年 11月 10日 )

(7)「全国地域協議会会長会議、常任委員会」に森会長出席

(平成 18年 12月 12日 )



協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、(8)            
森会長他出席 挨拶

8年 12月 19日 )(平成 1

9年新年賀詞交歓会」に森会長他数社出席「平成 1(9)
9年 1月 18日 )(平成 1

「協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、(10)            
森会長他出席 挨拶

9年 2月 21日 )(平成 1

、広報活動3i対行政、協議会

(1)中都経済新聞社主催座談会

テーマ 「拡大続く労働者派遣市場

求められるコンプライアンス徹底」

中経ビル)月18日(平成 18年 10ン

9日 (中都経済新聞)掲載 日 平成 18年 11月 1

(2)「平成 18年度第 2回労働者派遣事業適正運営協力会議」に

会長 ■副会長他出席

テーマ 「労働者派遣事業の適正化の推進」

9日 名古屋ガーデングヾ レス)(平成 19年 3月



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勧誘文書を送付並

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 19年 3月 31日 時点)

会員数 :130社 (+12社 )

1)入 会・・・ 17社
爛 トライフィント

爛シスネットキャリアサービス

仰フルキャス ト

仰サカイ

仰デンソーユニティサービス

ニスコム脚

ディプロス爛

いマイスター 60
い トラス トスタンフ

アシス ト爛

いアサヒサービス

テンブロスい

仰アルプスビジネスサービス

爛中都総合サービス

コニカミノルタ総合サービス爛

伽三協

仰ユーオーエス

2)退会・・・5社
トランス・コスモス脚

いジョブ 。コンス トラクターズ・ネットワーク

いアイティーバンク

いNTT西 日本一北陸

いガイア

3)社名変更・・・ 9社

豊通トーメンL-7ン

'ノ

いス爛⇒豊通ヒューマンリツース棚

伽テクニカルスタンフ⇒仰長野アウトノーシング

伽NTTマサティンク
｀
アクト名古屋⇒仰NTT西 日本一東海

仰NTTマサティンク
｀
アクト岐阜⇒いNTT西 日本一岐阜

鶴 NTTマ ーケティンク
｀
アクト三 重 ⇒ 棚 NTT西 日本 一 二 重

いNTTマサティンク
｀
アクト静岡⇒爛NTT西 日本一静岡

いジャパンキャスト⇒爛メイテンクキヤスト

松坂サービス爛⇒テンプスタイル棚

ltlプロテンク⇒棚プロテンクコ~ポ レーション



(2)健康診断             <参 考資料-3>
従来の 8指定医療機関と特別料金で継続契約

(3)協会主催 「平成 18年度派―遣元責任者講習」に協力

①愛知会場

開催 日 :平成 18年 4月 11日 (火 )

場 所 :メ ルパルク名古屋

参力日者 :575名
②愛知会場

開催 日 :平成 18年 12月 19日 (火 )

場 所 :メ ルパルク名古屋

参加者 :578名
③愛arI会場

開催 日 :平成 19年 2月 21日 (水 )

場 所 :メ ルパルク名古屋

参加者 :578名



5,事業部会活動

(1)研修会

① 第34回

<参考資料 -1、 2>

実施 日 :平成 18年 7月 14日 (金 )

場 所

参加者

内容

メルパルクNAGOYA郵 便貯金会館

125名

『ストレスマネジメント』

エミネクロスグループ代表

スポーツ ドクター・内科医 辻 秀一 氏

終了後懇親会開催

参加者 :110名

②第 35回

実施 日 :平成 18年 11月 21日 (火 )

場 所 :メ ルパルクNAGOYA郵 便貯金会館

参加者 :131名

内容 :『人材派遣業界の動向とコンプライアンス』

日本人材派遣協会     水野 快二 氏

『戦国武将の戦略と戦術』

経営コンサルタン ト・歴史研究家 。作家

皆木 和義 氏

終了後懇親会開催

参加者 :125名

(2)協議会会員PR広告の掲載

中都経済新聞社主催

「拡大続く労働者派遣市場

求められるコンプライアンス徹底」

掲載 日 :平成 18年 11月 9日

会員 126社の社名 。電話番号を掲載

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



(3)『地域のひるば 第 13号』発行 (平成 18年 7月 )

内容 :『労働者派遣事業の課題について』

社団法人日本人材派遣協会

会長     日比野三吉彦 氏

『労働者派遣事業の現状と動向』

愛知労働局職業安定部 需給調整事業課

課長補佐   米本  誠 氏

『新任の挨拶と現況』

中部ブロック相談センター

アドバイザー 坂西 英機 氏


