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＜第１号議案：平成２５年度事業報告並びに収支決算報告＞ 

 

平成平成平成平成２５２５２５２５年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告    

 

自 平成２５年 ４月 １日 

至 平成２６年 ３月３１日 

 

 

記 

 

 

１．会 議 

 

（１）平成２５年度定時総会 

（平成２５年５月２４日／メルパルク名古屋） 

平成２４年度事業報告並びに収支決算報告 

平成２５年度事業計画並びに収支予算案 

中部地域協議会会員規約変更 

平成２５年度役員選任 

 

（２）幹事会 

第１回（平成２５年５月２４日／メルパルク名古屋 ） 

平成２５年度役員選任、各幹事会社担当役割確認 

 

第２回（平成２５年７月５日／テンプスタッフ・ピープル㈱ 会議室） 

平成２５年度定時総会報告 

第４４回中部地域協議会研修会について（研修内容、講師候補選定） 

地域のひろばについて 

ＷＥＢバナー広告進捗報告（カテゴリ＆ジオ配信）実施中間報告 

「地域のひろば」第２０号発行スケジュールについて 

会長活動報告 

 

第３回（平成２５年８月５日／テンプスタッフ・ピープル㈱ 会議室） 

第４４回中部地域協議会研修会について（講師確定、テーマ選考、運営確認） 

（一社）日本人材派遣協会 理事会・地域協議会会長会議の報告 

 会員拡充策に向けた施策について（内容確認、実施方法の確認） 



 2 

第４回（平成２５年９月２７日／テンプスタッフ・ピープル㈱ 会議室） 

第４４回中部地域協議会研修会について（最終調整・確認） 

会員拡充策に向けた施策について（活動状況の報告、今後の活動確認） 

JASSA「派遣元責任者講習会」の講師交代について 

会長活動報告 

 

第５回（平成２５年１２月６日／テンプスタッフ・ピープル㈱ 会議室） 

第４４回中部地域協議会研修会報告 

優良派遣事業者推進事業について 

報道関係者向け懇談会の企画について（日時・内容確認） 

会長活動報告 

 

第６回（平成２６年２月１４日／テンプスタッフ・ピープル㈱ 会議室） 

報道関係者向け懇談会について（中間報告、今後の活動確認） 

平成２６年度定時総会について 

会員拡充策に向けた施策について（活動結果報告） 

JASSA「派遣元責任者講習会」の講師交代について（講師紹介） 

会長活動報告 

 

第７回（平成２６年４月２１日／テンプスタッフ･ピープル㈱ 会議室） 

平成２６年度定時総会について（最終調整・確認） 

第４５回中部地域協議会研修会について（方向案討議） 

報道関係者向け懇談会について（実施後報告） 

会員拡充策に向けた施策について（活動結果報告） 

会長活動報告 

 

 

２. 対協会活動 

 

（１）協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、会長出席 挨拶 

（平成２５年４月１７日） 

 

（２）「地域協議会会長情報交換会」に会長出席 

（平成２５年６月１４日） 

 

（３）協会主催「ラインケアセミナー」に協力、会長出席 

（平成２５年６月２０日） 

 

(４）協会主催「地域協議会 会長会議」に会長出席 

（平成２５年７月３０日） 



 3 

（５）協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、会長出席 挨拶 

（平成２５年９月６日） 

 

（６）協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、会長出席 挨拶 

（平成２５年１２月１０日） 

 

(７）協会主催「地域協議会 会長会議」に会長出席 

（平成２６年１月２３日） 

 

(８）協会主催「派遣元責任者講習会」に協力、会長出席 挨拶 

（平成２６年２月１８日） 

 

 

３．対行政、協議会、広報活動 

 

（１）愛知労働局 需給調整事業部長 竹内昭市 氏 

三役就任挨拶 会長・副会長 

（平成２５年７月２６日） 

 

（２）愛知県 知事 大村秀章 氏 

三役就任挨拶 会長・副会長 

（平成２５年７月２６日） 

 

（３）愛知県経営者協会 専務理事 柴山忠範 氏 

三役就任挨拶 会長・副会長 

（平成２５年７月２６日） 

 

（４）暴力追放愛知県民会議  

三役就任挨拶 会長・副会長 

（平成２５年８月１日） 

 

（５）連合愛知 会長 土肥和則 氏 

三役就任挨拶 会長・副会長 

（平成２５年８月２日） 

 

（６）日本銀行名古屋支店 ヒアリング 

派遣業界に関する情報交換 会長 

（平成２５年９月２０日） 
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（７）公明党愛知県本部団体懇談会  

     参議院議員    魚住裕一郎 氏 

     参議院議員    荒木清寛 氏 

        参議院議員    新妻秀規 氏 

     衆議院議員    伊藤渉 氏 

     愛知県議会議員  渡会克明 氏 

     名古屋市議会議員 福田誠治 氏 

労働者派遣の現状と今後の課題について 会長・副会長 

（平成２５年９月３０日 公明党愛知県本部） 

 

（８）総務省中部管区行政評価局 ヒアリング 

派遣業界に関する情報交換 会長 

（平成２６年１月１０日） 

 

（９）報道関係者向け懇談会 

  日 時：平成２６年 ２ 月２４日（月） １５：００～１７：００ 

  会 場：名古屋観光ホテル１８階 「御嶽の間」 

出 席：≪報道関係者≫日本経済新聞社 様・日刊工業新聞社 様・ 

中部経済新聞社 様・毎日新聞社 様・中日新聞社 様 

（計５社・６名様） 

    ≪派遣スタッフ≫ 3 名 

派遣協会参加者：（一社）日本人材派遣協会 副会長  長嶋由紀子 

（一社）人材サービス産業協議会 部長  川渕香代子 

           当協議会より 会長・副会長・幹事 

 傍 聴：東北地域協議会、北海道地域協議会、九州地域協議会 

 

 

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送付並びに勧誘活動を実施 

  

② 会員数の状況（平成２６年３月３１日現在） 

会員数：８４社 

 

       １）入会・・・ ６社 

 東商テクノ㈱ 

ＭＳ＆ＡＤスタッフサービス㈱ 

㈱クリエアナブキ  

ランスタッド㈱  

㈱ベルキャリエール  
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㈱スタッフ・アクティオ  

２）退会・・・ ６社 

㈱新日本 

㈱アロービジネスメイツ 

豊通ヒューマンリソース㈱ 

名古屋菱重興産㈱ 

キャプラン㈱ 

㈱キャリオール 

 

（２）協会主催「平成２５年度派遣元責任者講習」に協力 

① 愛知会場 

開催日：平成２５年４月１７日（水） 

場 所：名古屋国際会議場  

参加者：１７６名 

 

② 愛知会場 

開催日：平成２５年９月６日（金） 

場 所：名古屋国際会議場  

参加者：１５３名 

 

③ 愛知会場 

開催日：平成２５年１２月１０日（火）  

場 所：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

参加者：９６名 

 

④ 愛知会場 

開催日：平成２６年２月１８日 

場 所：愛知県産業労働センター（ウィンクあいち） 

 参加者：１３９名 

 

 

  ５．事業部会活動               ＜参考資料：アンケート＞ 

 

（１）第４４回 中部地域協議会研修会 開催 

日 時：平成２５年１０月１８日（金） 

会 場：メルパルク名古屋 

内 容：「はたらくカフェ－本音で語ろう！これからの派遣！」 

講 師：株式会社ヒューマンアクティベーション 代表取締役 中尾 憲司氏 

終了後、懇親会開催 
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参加者：研修会 ３６社   １０７名 

           懇親会 ３３社  １０９名 

 

（２）協議会会員ＰＲ活動 

① 報道関係者向け懇談会 

   日 時：平成２６年 ２ 月２４日（月） １５：００～１７：００ 

  会 場：名古屋観光ホテル１８階 「御嶽の間」 

出 席：≪報道関係者≫日本経済新聞社 様・日刊工業新聞社 様・ 

中部経済新聞社 様・毎日新聞社 様・中日新聞社 様 

（計５社・６名様） 

    ≪派遣スタッフ≫ 3 名 

派遣協会参加者：（一社）日本人材派遣協会 副会長  長嶋由紀子 

（一社）人材サービス産業協議会 部長  川渕香代子 

           当協議会より 会長・副会長・幹事 

 傍 聴：東北地域協議会、北海道地域協議会、九州地域協議会 

 

② 定時総会・研修会の記録・報告 

定時総会・研修会の様子を記録し、ダイジェスト版を作成 

中部地域協議会全会員に配信 

 

（３）『地域のひろば 第２０号』発行（平成２５年７月） 

内容： 

「人材派遣業界を取り巻く状況」 

一般社団法人日本人材派遣協会 会長      家中  隆 氏  

 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保に向けて」 

愛知労働局 需給調整事業部長         竹内 昭市 氏  

 

「人材派遣業に於ける最新の相談状況について」 

一般社団法人日本人材派遣協会 

相談センター 運営グループ リーダー     長尾 明子 氏  

 

「日本雇用の活性化に貢献」 

日本人材派遣協会 中部地域協議会 会長    牧  隆弘 氏 


