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＜第１号議案：２０２０年度事業報告並びに収支決算報告＞ 

２０２０年度事業報告 

自 ２０２０年 ４月 １日 

至 ２０２１年 ３月３１日 

記 

１．会 議 

（１）２０２０年度定時総会

（２０２０年６月１７日／パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室）

議案：２０１９年度事業報告並びに収支決算報告 

２０２０年度事業計画並びに収支予算案 

２０２０年度中部地域協議会役員選任 

（２）幹事会

第１回（２０２０年６月１７日／パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室） 

議題：定時総会反省 

次期開催方法について 

第２回（２０２０年８月１８日/パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室） 

（会長・副会長会社以外は ZOOM 参加） 

議題：愛知労働局需給調整事業部訪問について 

日本人材派遣協会定時総会について 

第 51 回研修会について  

2021 年度会費について 

第３回（２０２０年１０月２１日/パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室）

（会長・副会長会社以外は ZOOM 参加） 

議題：公明党愛知支部懇談会について  

協会執行部・事務局との意見交換会の報告 

第 51 回研修会報告 

繰越金の活用方法検討について 

第４回（２０２０年１２月１５日/パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室） 

（会長・副会長会社以外は ZOOM 参加） 
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議題：2020 年度全国地域協議会会長連絡会議（in 東北）報告 

愛知労働局需給調整事業部訪問について 

第 51 回研修会アンケート結果報告 

繰越金の活用方法、その他ご意見について 

第５回（２０２１年２月１７日/パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室） 

（会長・副会長会社以外は ZOOM 参加） 

議題：全国地域協議会会長会議、理事会報告 

担当者変更について  

 中部地域協議会名簿確認について 

 2021 年度 年間スケジュール(案)について 

繰越金の有効活用について 

WEB セミナーの申込状況について 

第６回（２０２１年４月１３日/パーソルテンプスタッフ・大名古屋ビル会議室） 

（会長・副会長会社以外は ZOOM 参加） 

議題：愛知労働局需給調整事業部訪問について 

会長と幹事会社オンライン座談会について 

担当者変更について 

3 月開催オンラインセミナー報告 

 2021 年度定時総会について 

２．対協会活動 

（１）協会主催「全国地域協議会会長会議・定時総会（Web 開催）」に会長出席

（２０２０年７月２１日）

（２）協会主催「全国地域協議会 各会長意見交換（Web 開催）」会長対談

（２０２０年１０月６日）

（３）東北地域協議会主催「全国地域協議会会長連絡会議（Web 開催）」に会長出席

（２０２０年１１月６日）

（４）協会主催「日本人材派遣協会 各事務局連絡会（Web 開催）」に事務局出席

（２０２０年１１月１３日）

（５）協会主催「全国地域協議会間 事務局連絡会（一）（Web 開催）」に事務局出席 

（２０２０年１２月１１日） 
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（６）協会主催「全国地域協議会会長会議、理事会（Web 開催）」に会長出席

（２０２１年１月１９日）

（７）協会主催「日本人材派遣協会 中部・中国・四国 各会長意見交換（Web 開催）」

に会長出席 

（２０２１年１月２９日） 

（８）協会主催「全国地域協議会間 事務局連絡会（二）（Web 開催）」に事務局出席 

（２０２１年２月１６日） 

（９）協会主催「全国地域協議会 事務局連絡会（三）（Web 開催）」に事務局出席

（２０２１年５月１２日）

（１０）協会メルマガ 取材協力 （２０２０年１１月号）

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 牧山清氏 年間行事依頼、会長交代挨拶

（２０２０年６月１０日）

（２）公明党愛知県本部にて、団体懇談会に参加

（２０２０年９月７日）

（３）愛知労働局 需給調整事業部長 牧山清氏

「新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請

の徹底について」 要請文書が発出に関する要請 

（２０２０年１２月３日） 

（４）愛知労働局 需給調整事業部長 牧山清氏 情報交換、部長交代挨拶

（２０２１年３月２３日）
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４．会員の拡充 

会員拡充の為、派遣元責任者講習などで中部地域協議会への勧誘を実施 

会員数の状況（２０２１年３月３１日現在）… 会員数：８８社 

１）入会・・・７社

(株)インテリジェントトーカイ 

(株)医療サポート 

ヒューマンアート(株)

(株)徳ヒロ 

TB クリエイトスタッフ(株) 

シードジャパン(株)

UT ビジネスサービス(株) 

２）退会・・・２社

(株)シーエーセールスタッフ 

(株)近鉄コスモス 

５．協会主催「２０２０年度派遣元責任者講習」（愛知会場）に協力 

第 １回  ２０２０年 ４月 ９日（木） 開催中止 

第 ２回  ２０２０年 ４月２３日（木） 開催中止 

第 ３回  ２０２０年 ５月２２日（金） 開催中止 

第 ４回  ２０２０年 ６月１１日（木） 参加者：８３名 

第 ５回  ２０２０年 ７月 ９日（木） 参加者：９０名 

第 ６回 ２０２０年 ８月 ６日（木） 参加者：７１名 

第 ７回 ２０２０年 ８月２６日（水） 参加者：６９名 

第 ８回  ２０２０年 ９月 ９日（水） 参加者：１０３名 

第 ９回  ２０２０年１０月 ９日（金） 参加者： ７５名 

第１０回  ２０２０年１０月２０日（火） 参加者： ７４名 

第１１回 ２０２０年１１月１７日（火） 参加者：１００名 

第１２回 ２０２０年１２月１０日（木） 参加者：１０６名 

第１３回 ２０２１年 １月１４日（木） 参加者：１００名 

第１４回 ２０２１年 ２月 ９日（火） 参加者：１０４名 

第１５回 ２０２１年 ３月１８日（木） 参加者：１０５名 

※ 開催場所：ホテルルブラ王山・名古屋国際会議場（名古屋市）
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６．研修会 

（１）雇用調整助成金活用セミナー 開催

「実践！雇用調整助成金活用セミナー」

講 師：愛知労働局 職業安定部 職業対策課 愛知雇用助成室 松山様

研修会 ２２社（２７名）参加

オンラインにて

（２０２０年７月２８日）

（２）第５1回 中部地域協議会研修会 開催

「コロナ禍を機会に！どんな状況でもご機嫌に働く極意」

講 師： 株式会社エミネクロス代表

スポーツドクター 辻 秀一 様

研修会 ２８社 （１４８名） 

オンラインにて
（２０２０年１０月２１日）

（３）特別オンラインセミナー 開催

「令和時代の最高のチームづくり」

講 師： 株式会社 HiRAKU 代表取締役

元ラグビー日本代表キャプテン 廣瀬 俊朗 様 

研修会 ３３社 （１７２名） 

オンラインにて

（２０２１年３月１８日）

７．協議会会員ＰＲ活動：定時総会・研修会の記録・報告 

（１）定時総会の様子を記録、研修会予告等、中部地域協議会 Web サイトに掲載

（２）『地域のひろば（第２７号）』発行（２０２０年９月） 

「人材派遣協会の動きと当協会の取り組み」 

一般社団法人日本人材派遣協会 会長 田﨑 博道 氏 

「労働者派遣事業の動向等について」 

愛知労働局 需給調整事業部長  牧山 清 氏 

「派遣社員の健康と雇用を守る取り組みを」 

日本人材派遣協会 中部地域協議会 会長  丸山 恭一 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 事業推進グループ 長尾 明子 氏 




