
平成 19年度事業報告

自 平成 19年 4月  1日
至 平成 20年  3月 31日

記

1.会 議

(1)平成 19年度定時総会

(平成 19年 5月 22日 /メ ルノくアレク)

平成 18年度事業報告並びに収支決算報告

平成 19年度事業計画並びに収支予算案

平成 19年度役員選任

(2)幹事会

第 1回 (平成 19年 5月 22日 /メ ルパルク)

会長、副会長選任、各幹事会社担当役割確認

第 2回 (平成 19年 6月 6日 /パ ソナ・名古屋研修室)

平成 19年度定時総会結果報告

第 36回研修会の最終確認

第 37回研修会の内容検討

地域のひろば第 14号制作について

第 3回 (平成 19年 7月 26日 /シャインズ)

第 36回研修会実施報告

第 37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 19年 9月 12日 /パゾナ・名古屋研修室)

中部地域協議会会員加入促進について

第 37回研修会の内容検討

中部経済新聞座談会内容検討

第 5回 (平成 19年 12月 6日 /パゾナ 。名古屋会議室)

第 37回研修会実施報告

第 38回研修会内容検討・スケジュール確認

平成 20年度定時総会について

平成 20年度次期幹事選任および役割



第 6回 (平成 20年 2月 21日 /パソナ 。名駅研修室)

第 38回研修会の内容検討

平成 20年度定時総会について

次期役員選任について など

第 7回 (平成 20年 4月 10日 /パ ソナ・名駅研修室)

本部常任委員会の報告

愛知労働局人事異動報告

平成 20年度定時総会について

第38回研修会の内容検討

第 8回 (平成 20年 5月 14日 /パ ソナ 。名駅研修室)

臨時幹事 。監事会 次期役員選任について

平成 20年度定時総会について

2.姑協会活動

(1)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、

秋吉会長代行他出席 挨拶

(平成 19年 4月 12日 )

(2)「平成 19年度 定時総会」に秋吉会長他数社出席

(平成 19年 5月 29日 )

(3)「第 6回全国地域協議会交流会」に秋吉会長出席

(平成 19年 6月 15日 )

(4)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、

秋吉会長他出席 挨拶

(平成 19年 9月 5日 )

(5)「全国地域協議会会長会議」に秋吉会長出席

(平成 19年 9月 18日 )

(6)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、

秋吉会長他出席 挨拶

(平成 19年 10月 3日 )

(7)「第 7回全国地域協議会交流会」を主催

会長・副会長他出席

(平成 19年 11月 2日 )



(8)協会主催「人材育成セミナー」に協力、

秋吉会長他出席 挨拶

(平成 19年 11月 7日 )

(9)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、

秋吉会長他出席 挨拶

(平成 19年 12月 19日 )

(10)「平成 20年講演会・新年賀詞交歓会」に秋吉会長他数社出席

(平成 20年 1月 23日 )

(11)協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、

秋吉会長他出席 挨拶

(平成 20年 2月 14日 。15日 )

(12)「全国地域協議会会長会議」に秋吉会長出席

(平成 20年 4月 8日 )

(13)協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、

秋吉会長他出席 挨拶

(平成 2.0年 4月 25日 )

3.対行政、協議会、広報活動

(1)愛知県経営者協会総会に秋吉会長出席

(平成 19年 5月 28日 名古屋商工会議所ビル)

(2)中部経済新聞社主催座談会

テーマ「急成長する市場に対応

法令遵守で健全な発展めざす」

(平成 19年 10月 4日  中経ビル)

掲載日 平成 19年 10月 25日 (中部経済新聞)

(3)「平成 19年度安全なまちづくり愛知県民大会」に

会長・副会長他出席

(平成 19年 10月 11日 愛知芸術文化センター)

(4)「暴力追放愛知県民会議主催 暴力追放セミナー」に

秋吉会長出席

(平成 20年 2月 14日 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20年 3月 31日 時点)

会員数 :186社 (+6社 )

1)入会・・・ 10社
シロキクリエイトサービス帥

TGウ ェルフェア爛
エイクエントインク

酬エー・オー・シー・キャリア

三幸興業爛

いアクオ

仰ジアス・スタンフ

爛グツドスタンフ

爛日本テクノス

爛メディカル・コンシェルジュ

2)退会・・・4社

いアルプスビジネスサービス

爛リクルー ト三洋ヒューマンネットワーク

爛アヴァンティスタッフ北陸

テンプスタイル伽

3)社名変更・・・3社

爛リクルー トスタンフイング静岡

⇒爛リクルー トスタンフイングシティーズ

アシス ト爛⇒爛ジェイ エスキューブ

東レ・エージェンシー爛⇒東レエンタープライズ爛

同プロテンク⇒いプロテックコーポレーション

(2)健康診断

定期健康診断の推進



(3)協会主催 「平成 19年度派遣元責任者講習」に協力

①愛知会場

開催日

場 所

参加者

②愛知会場

開催 日

場 所

参加者

③愛知会場

開催日

場 所

参加者

④愛知会場

開催日

場 所

参加者

⑤愛知会場

開催 日

場 所

参加者

⑥愛知会場

開催日

場 所

参加者

(第 1回 )

平成 19年 4月 12日 (木 )

メルパルク名古屋

587名
(第 2回 )

平成 19年 9月  5日 (水 )

メルパルク名古屋

567名
(追加開催 )

平成 19年 10月  3日 (水 )

ルブラ王山

342名
(第 3回 )

平成 19年 12月 19日 (水 )

メルパルク名古屋

576名
(第 4回 )

平成 20年  2月 14日 (木 )

ルブラ王山

351名
(追加開催 )

平成 20年  2月 15日 (金 )

ルブラ王山

342名



5,事業部会活動

(1)研修会

① 第 36回

場 所

参加者

内 容

場 所

参加者

内 容

実施 日 :平成 19年 7月 13日 (金 )

メルパルク名古屋

74イ生 170ノ名

『クレーム封応に活かすコミュニケーションスキルと

<参考資料 -1、 2>

メルパルク名古屋

76社 121名

『人材派遣業界の動向及び経営者として思うこと』

セルフメンテナンス』

カウンセリングルーム「プリメイラ」代表

心理カウンセラー     髪岩 奈々 氏

終了後懇親会開催

参加者 :70社 149名

② 第 37回

実施日 :平成 19年 ■ 月 19日 (月 )

日本人材派遣協会     本原副理事長

((株)'クたトスタッフィンク
｀
代表取締役社長)

『プロ野球監督にみる理想のリーダー像』

NHKプロ野球解説者   与田 剛 氏

終了後懇親会開催

参加者 :76社 ■8名

(2)協議会会員 PR活動

① 中部経済新聞へ行政と協議会役員の座談会及び会員 PR掲

載

テーマ「法令順守で健全な発展へ」

掲載日:平成 19年 10月 25日

会員 134社の社名 。電話番号を掲載



② 研修会記録 (写真)の配布

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中部地域協議会全会員に配布

(3)『地域のひろば 第 14号』発行 (平成 19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

『労働者派遣をめぐる動向と課題』

愛知労働局 需給調整事業部

部長     石川  暁生 氏

『新任のあいさつと最近の状況』

中部ブロック相談センター

アドバイザー 高須  幸吉 氏


