
平 成 21年 度 事 業 報 告

自 平成 21年  4月  1日
至 平成 22年  3月 31日

1.会 議

(1)平成 21年度定時総会

(平成 21年 5月 21日 /メ ルパルク)

平成 20年度事業報告並びに収支決算報告

平成 21年度事業計画並びに収支予算案

平成 21年度役員選任

(2)幹事会

第 1回 (平成 21年 5月 21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 21年 6月 10日 /名古屋ターミナアレビル)

平成 21年度定時総会結果報告

第40回研修会の最終確認

中部地域協議会規約変更 (会費の変更)の報告

第 3回 (平成 21年 7月 28日 /テンプスタンフ・ピ~プル 会議室)

第 40回中都地域協議会研修実施報告

人材派遣協会の動向報告

地域のひろば発送作業

第 4回 (平成 21年 12月 15日 /大名古屋 ビル 会議室)

平成 22年度定時総会について

中都経済新聞 座談会報告

第 5回 (平成 22年 途月 20日 /大名古屋 ビル 会議室)

平成 22年度定時総会最終確認

記



2.対協会活動

(1)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、山本会長出席 挨拶

(平成 21年 5月 22日 )

(2)四国地域協議会主催 「地域協議会会長会議」山本会長代理出席 (青柳 )

(平成 21年 6月 12日 )

(3)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、山本会長出席 挨拶

(平成 21年 9月 18日 )

(4)協会主催 「人材育成ナ レンジアツプセ ミナー」に協力、山本会長出席 挨拶

(平成 21年 12月 3日 )

(5)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、山本会長出席 挨拶

(平成 21年 12月 4日 )

(6)協会主催 「平成 22年講演会・新年賀詞交歓会」に山本会長出席

(平成 22年 1月 19日 )

(7)協会主催 「第 1回全国地域協議会会長会議」に山本会長出席

(平成 22年 2月 16日 )

(8)協会主催 「派遣先セ ミナー」に協力、山本会長出席 挨拶

(平成 22年 2月 18日 )

(9)協会主催 「派遣元責任者講習会」に協力、山本会長出席 挨拶

(平成 22年 2月 19日 )

3.対行政、協議会、広報活動

(1)愛知労働局・愛知県経営者協会・暴力追放愛知県民会議へ表敬訪問

新三役就任挨拶 会長・副会長

(平成 21年 6月 3日 )

(2)民主党衆議院議員 愛知県連合会 代表 伴野豊

労働者派遣法改正に関する要望書提出  会長・副会長

(平成 21年 7月 6日  民主党愛知県連合会事務局内)

(3)静岡県経営者協会

労働者派遣法改正に関する要望書及び改正反対署名協力のお願い提出

山本会長

(平成 21年 7月 8日  静岡県経営者協会事務所 )



(4)愛知県経営者協会

労働者派遣法改正に関する要望書及び改正反対署名協力のお願い提出

会長・副会長

(平成 21年 7月 9日 愛知県経営者協会事務所 )

(5)民主党衆議院議員 古川元久

労働者派遣法改正に関する要望書提出  会長・副会長

(平成 21年 7月 13日 古川元久事務所)

(6)中都経済連合会

労働者派遣法改正に関する要望書及び改正反対署名協力のお願い提出

山本会長

(平成 21年 7月 15日  中都経済連合会事務所 )

(7)自 由民主党愛知県支都連合会 会長 衆議院議員 大村秀章

労働者派遣法改正に関する要望書提出 山本会長

(平成 21年 7月 17日  大村秀章事務所 )

(8)愛知県経営者協会理事会 定時総会にて  山本会長出席

労働者派遣法改正反対署名協力のお願い

(平成 21年 7月 23日  ルブラ王山)

(9)岐阜県経営者協会

労働者派遣法改正に関す る要望書及び改正反対署名協力のお願い提出

山本会長

(平成 21年 8月 7日  岐阜県経営者協会事務所)

(10)中部経済新聞社 取材 (掲載 日8月 21日 ) 山本会長

(平成 21年 8月 7日  テンプスタンフ・ピ~プル)

(11)中 日新聞社 社会都訪問        山本会長挨拶

労働者派遣法改正に関する要望書提出

(平成 21年 8月 25日  中日新聞社)

(12)中部経済新聞社 取材 (掲載 日9月 1日 )  山本会長

(平成 21年 8月 31日  テンプスタンフ・ピ~プル)

(13)愛知県産業労働計画策定委員会 労働部会委員として山本会長出席

(平成 21年 9月 16日  アイ リス愛知 )



(14)中都経済新聞社主催 座談会 (掲載 日12月 22日 )

テーマ 「派遣スタッフの実情と派遣法改正の影響」

(平成 21年 10月 16日  中部経済新聞社)

(15)愛知県産業労働都主催
「人材派遣会社におけるスキルアップ支援について」 山本会長講演

(平成 21年 10月 23日  愛知県産業労働センター)

(16)愛知労働局 需給調整事業部主催
「労働者派遣事業 。請負事業適正化に向けた研修会J

(平成 21年 11月 6日 愛知県産業労働センター)

(17)中 日新聞社 取材 (掲載無)       山本会長

(平成 21年 11月 6日  テンプスタンフ・ピ~プル)

山本会長挨拶

(18)愛知県経営者協会主催
「名古屋東 。西 。津島地区会員懇談会」 山本会長出席

(平成 21年 11月 24日  名古屋クラウンホテル)

(19)朝 日新聞社 取材 (掲載無)       山本会長

(平成 21年 12月 18日  テンプスタノフ・ピープル)

(20)暴力追放愛知県民会議主催
「暴力追放セミナー」           山本会長出席

(平成 22年 2月 26日  中京大学文化市民会館)

(21)朝 日新聞社 取材 (掲載 日3月 20日 )  山本会長

(平成 22年 3月 18日  テンプスタンフ・ピ~プル)

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・訪社による柳誘活動を実施

②会員数の状況 (平成 22年 3月 31日 現在)

会員数 :107社 (-21社 )

1)入会・・・ 3社

キャプラン仰 名古屋支店

リコー三愛ライフ脚

伽エキスノく― トパワーシズオカ



2)退会・ 。・ 24社
い電通ヒューマンリゾース (遡及 :2009/03/31付 )

爛東海道シグマ (遡及 :2009/03/31付 )

いマイスター60(―遡及 :2009/03/31付 )

い日輪

爛中都総合サービス

アイビーエージェント爛

ァンブロス爛

い三協

爛アクシオン

いCSKサービスウェア

仰エルスタンフ

仰JALビジネス

POS ASSIST仰

い トライフイント

仰三井物産ヒューマンリツース

三井住友海上スタッフサービス爛 名古屋支店
エムシーパートナーズ爛

いオムキャスト

TGテルウェアい
コニカミノルタ総合サービス棚
三幸興業爛
テンプスタッフ・クロス爛

いパゾナゾーシング

爛フジスタンフ 名古屋支店

3)社名変更・・・ 7社

テンプスタンフ・ピ~プァレ媚
エムシーパートナーズい (2009/12/31付退会)

い ISO
テンプスタンフ・クロスい (2010/03′ 31付退会)

いCSKサービスウェア (2009/07′ 31付退会)

仰キャリアシステム

Manto Man棚

(2)健康診断

定期健康診断の推進



(3)協会主催「平成 21年度派遣元責任者講習」に協力

① 愛知会場

開催 日 :平成 21年 5月 22日 (金 )

場 所

参加者

② 愛知会場

開催 日

ルブラ王山

244名

平成 21年 9月 18日 (金 )

場 所 :ルブラ王山

参加者 :218名
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

平成 21年 12月 4日 (金 )

ルブラ王山

150名

平成 22年 2月 19日 (金 )

ルブラ王山

228名

5,事業部会活動             <参 考資料-2>
(1)第 40回

日 時 :平成 21年 7月 10日 (金 )

会 場 :メ ルパルク名古屋

内 容 :「働きたい人々に仕事を見つけてくる職業～人材派遣業」

講 師 :爛人材 ビジネスフォーラム

代表取締役社長 東田 康之氏

終了後、懇親会開催

参加者 : 研修会 58社 146名 (申込み 60社 152名 )

懇親会 52社 114名 (申込み 52社 122名 )

(2)協議会会員 PR活動

① 中都経済新聞へ行政 と協議会役員の座談会及び会員 PR掲載

テーマ 「派遣スタンフとして働く私たちと派遣法改正の動向」

掲載 日 :平成 22年 12月 22日

会員 122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

(o『地域のひろば 第 16号』発行 (平成21年 7月 )

内容 :『会長就任にあたって』

社団法人日本人材派遣協会

会長     坂本  仁司 氏

『労働者派遣事業をめぐる最近の動き』

愛知労働局 需給調整事業

部長     鏡蛛  次男 氏

『 この 1年』

中部ブロック名古屋相談センター

アドバイザー 近藤  信政 氏


