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＜第１号議案：２０２１年度事業報告並びに収支決算報告＞ 

２０２１年度事業報告 

自 ２０２１年 ４月 １日 

至 ２０２２年 ３月３１日 

記 

１．会 議 

（１）２０２１年度定時総会

（２０２１年６月２３日／ウインクあいち「愛知県産業労働センター」会議室） 

議案：２０２０年度事業報告並びに収支決算報告 

２０２１年度事業計画並びに収支予算案 

２０２１年度中部地域協議会役員選任 

（２）幹事会

第１回（２０２１年６月２３日） 

於：ウインクあいち（愛知県産業労働センター）１１階 １１０１会議室  

議題：2021年度中部地域協議会役員体制 

退任・新任役員紹介 

中部経済新聞取材協力報告（4/21掲載） 

愛知労働局需給調整事業部 2課 山下課長 来社対応について 

オンライン座談会（3/19～4/18）実施報告

中部地域協議会 HP 2021年会長メッセージについて 

2021年度研修会について（案） 

来年の賀詞交歓会/交流会について 

次年度の定時総会について 

派遣スタッフのコロナワクチン接種に係る休暇や手当について 

地域のひろばについて 

第２回（２０２１年８月１７日） 

於：パーソルテンプスタッフ 栄中央ビル会議室 

※会長・副会長会社以外は Zoom参加

議題：7/20開催 JASSA理事会報告 

下期活動について 

2021年度研修会について（案） 

地域のひろばについて 
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JASSAからの下期派遣元責任者講習会の協力依頼について 

7月地域協議会事務局連絡会報告 

第３回（２０２１年１０月１１日） 

於：パーソルテンプスタッフ 栄中央ビル会議室 

※会長・副会長会社、パソナ以外は Zoom参加

議題：9/23開催 公明党愛知県本部団体懇談会報告 

第 52回中部地域協議会研修会 講師について 

愛知労働局 Webセミナー集客状況について（10/27開催） 

JASSAメルマガ 10/20号について（中部地域の派遣市場動向掲載） 

第４回（２０２１年１２月１４日） 

於：パーソルテンプスタッフ 栄中央ビル会議室 

※会長・副会長会社以外は Zoom参加

議題：10/19～28 衆議院選挙あいさつ廻り報告 

11/10開催 全国地域協議会会長連絡会報告 

第 52回中部地域協議会研修会について 

2022年度中部地域協議会定時総会について 

第 6回地域協議会事務 MTG報告 

意見交換（今後の検討課題について）  

第５回（２０２２年２月１５日） 

於：Zoom開催 

議題：1/14開催 JASSA理事会・地域協議会会議報告 

1/18愛知労働局 需給調整事業部 定期訪問報告 

1/19開催 第 52回中部地域協議会研修会 アンケート結果報告 

来年度会費について 

中部経済新聞への企画広告掲載について 

2月地域協議会事務 MTG報告 

意見交換（育児介護休業法改正に伴う労使協定締結について） 

第６回（２０２２年４月１９日） 

於：パーソルテンプスタッフ 栄中央ビル会議室 

※会長・副会長会社以外は Zoom参加

議題：3/24開催 JASSA地域協議会会長連絡会議報告 

中部経済新聞社取材報告（3/29掲載） 

定時総会について 

2022年度年間スケジュール（更新分）について 

意見交換（With コロナの中における地協としての取り組みについて）  
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（３）会長・副会長会議（幹事会事前会議・オンライン）

第１回（２０２１年１１月１７日）

第２回（２０２２年 １月２３日）

第３回（２０２２年 ３月１７日）

（４）会長・各幹事会社との座談会（オンラインにて対話）

（２０２１年３～４月 １社３０分、計１５回）

２．対協会活動 

 【会長出席会議】 

（１）協会主催「定期総会（Web開催）」

（２０２１年５月２５日）

（２）協会主催「理事会（四半期報告）・全国地域協議会会長会議（Web開催）」

（２０２１年７月２０日）

（３）北海道地域協議会主催「全国地域協議会会長連絡会議（Web開催）」

（２０２１年１１月１０日）

（４）協会主催「理事会・全国地域協議会会長会議（Web開催）」

（２０２２年１月１４日）

（５）協会主催「全国地域協議会会長連絡会議（Web開催）」

（２０２２年３月２４日）

【事務局出席会議】 

（１）協会主催「全国地域協議会・事務局連絡会（Web開催）」

（第１回 ２０２１年 ６月３０日） 

（第２回 ２０２１年 ７月２９日） 

（第３回 ２０２１年 ８月１９日） 

（第４回 ２０２１年 ９月１６日） 

（第５回 ２０２１年１０月１９日） 

（第６回 ２０２１年１１月１８日） 

（第７回 ２０２１年１２月２０日） 

（第８回 ２０２２年 ２月 ９日） 

（第９回 ２０２２年 ３月１７日） 

【事務局協力】 

（１）協会メルマガ「地域協議会の活動」取材協力

（２０２１年１０月２０日号）
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３．対行政、協議会、広報活動 

（１）愛知労働局 需給調整事業部 部長 大嶋 健二氏 ご挨拶、年間行事依頼

（２０２１年５月１４日）

（２）愛知労働局 需給調整事業部 第二課課長 山下 保氏

「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」

発出に関する要請依頼のため会長へ訪問 

（２０２１年６月７日） 

（３）公明党愛知県本部団体懇談会（名古屋国際会議場にて開催）に参加

（２０２１年９月２３日）

（４）愛知労働局 需給調整事業部 部長 大嶋 健二氏、第一課課長 山﨑 孝義氏 

第二課課長 山下 保氏 定期訪問 

（２０２１年９月６日）  

（５）愛知労働局 需給調整事業部 部長 大嶋 健二氏、第一課課長 山﨑 孝義氏 

第二課課長 山下 保氏 定期訪問 

（２０２２年１月１８日） 

（６）中部経済新聞 愛知労働局 需給調整事業部との対談座談会 記事掲載

（２０２２年３月２９日）

テーマ：ＷＩＴＨコロナを踏まえた雇用の維持・創出とコンプライアンス順守

出席者：愛知労働局 需給調整事業部長 大嶋 健二氏、第一課課長 山﨑 孝義氏

第二課課長 山下 保氏 

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（２０２２年３月３１日現在）… 会員数：８４社 

１）入会・・・３社

（株）第一技研  

（株）トライフィット 

（株）Ｗｅｅｋｓ 

２）退会・・・７社

（株）グッドスタッフ 

（株）都築産業 

（株）リンクスタッフィング 

テスコ（株）

（株）スタッフバンク 

（株）アイテック 

（株）プログレス 
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５．協会主催「２０２１年度派遣元責任者講習」（愛知会場）に協力 

第 １回  ２０２１年 ４月 ９日（金） 参加者：１０６名 

第 ２回  ２０２１年 ４月２２日（木） 参加者： ９９名 

第 ３回  ２０２１年 ５月２６日（水） 参加者：１０２名 

第 ４回  ２０２１年 ６月 ９日（水） 参加者：１０１名 

第 ５回  ２０２１年 ７月１３日（火） 参加者： ９７名 

第 ６回 ２０２１年 ８月２５日（水） 参加者：１００名 

第 ７回  ２０２１年 ９月２８日（火） 参加者： ９８名 

第 ８回  ２０２１年１１月 ９日（火） 参加者：１００名 

第 ９回  ２０２２年 １月２５日（火） 参加者： ８５名 

第１０回 ２０２２年 ２月 ８日（火） 参加者： ７９名 

※ 開催場所：名古屋国際会議場（名古屋市）

６．研修会 

（１）愛知労働局 Webセミナー 開催（２０２１年１０月２７日）

「労働者派遣事業に係る留意点について」Zoom配信

講 師：愛知労働局 需給調整事業部 事業２課 木村 様 

研修会 ３６社（１０８名）参加  

（２）第５２回 中部地域協議会研修会 開催（２０２２年１月１９日）

「トップアスリートに学ぶ心の整えかた」Zoom配信

「withコロナ時代のストレスとの上手な付き合い方」

講 師：五輪メダリスト／メンタルトレーニング指導士／IOC ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ委員 

田中 ウルヴェ京 様  

研修会 ２３社 （６５名）参加 

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２８号）』発行（２０２１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 

「労働者派遣事業の適正な運営に向けて」 

愛知労働局 需給調整事業部長  大嶋 健二 氏 

「多様化する派遣社員の働き方への取り組み」 

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 
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