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平成２５年度事業報告 

（自 平成 25年 4月 1日  至 平成 26年 3月 31日） 

1. 会員の状況 

平成 26年 3月 31日時点の会員会社数 ４６社（※同日付退会会員を除く） 

〔内 訳〕 

 ・平成２５年度入会 １社／退会 ４社 

 

2. 組織 

会 長 ㈱スープル 

副会長 

（３社） 

㈱九電ビジネスフロント、テンプスタッフ福岡㈱ 

㈱リクルートスタッフィング 

幹 事 

（７社） 

マンパワーグループ㈱、パナソニックエクセルスタッフ㈱ 

長崎ダイヤモンドスタッフ㈱、㈱南日本ビジネスサービス 

㈱ウィズ・エフシーシー、㈱スタッフサービス 

㈱東京海上日動キャリアサービス 

監 事 テルウェル西日本㈱ 

 ※平成 24年度定時総会において選任された上記役員の任期は 2年間となります。 

 

3. 活動内容 

(1) 平成 25年度定時総会・懇親会 

開催日：平成 25年 5月 29日（水） 

場 所：福岡国際ホール  

参加者：会員企業 ２８社（４７名） 

内 容： 

① 講演 福岡労働局 職業安定部 需給調整事業課 課長 笹原 清蔵 様 

② 講演 一般社団法人日本人材派遣協会 会長 家中 隆 様 

③ 総会 事業報告、収支報告および議案審議 

④ 懇親会 

 

(2) 秋季セミナー 

開催日：平成 25年 10月 9日（水） 

場 所：天神ビル１１階 中会議室 

内 容： 

① 第一部：コンプライアンスを考える…職業紹介事業について 

講 師：福岡労働局 職業安定部 需給調整事業課 需給調整第１係長 松延 博文 様 

参加者：２１社（３７名） うち非会員１社１名 

② 第二部：２０２０年の労働市場の変化と派遣業界が果たすべき役割 

講 師：リクルートワークス研究所 中村 天江 様 

参加者：２０社（５０名）  

 

(3) 賀詞交歓会・セミナー（講演） 

開催日：平成 26年 1月 28日（火） 

場 所：福岡国際ホール 

参加者：会員企業 ３２社（６０名）※参考 前年２８社（４７名） 
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内 容： 

① 講演 福岡労働局 職業安定部 需給調整事業課 課長 笹原 清蔵 様 

② 講演 一般社団法人日本人材派遣協会 会長 家中 隆 様 

テーマ：『派遣法抜本改正の方向』 

③ 講演 東京大学大学院 情報学環教授 佐藤 博樹 様 

テーマ：『なぜ優良派遣事業所認定制度か？キャリア形成支援の必要性』 

④ 講演 （財）九州経済調査協会 調査研究部 次長 岡野 秀之 様 

テーマ：『アベノミクスと平成２６年度九州経済について』 

⑤ 懇親会 

 

(4) 小規模セミナー① （(一社)日本人材派遣協会との共催） 

開催日：平成 25年 7月 24日（水） 

場 所：福岡市 天神ビル会議室 

参加者：会員企業 １７社（３６名） 

内 容：派遣元担当者のためのセルフケアセミナー 

・ストレスって何？ ～ストレスと心と身体の関係図～ 

・人間関係をストレスにしないためのコミュニケーショントレーニング 

・実践！ストレス解消法 

 

(5) 小規模セミナー② （(一社)日本人材派遣協会との共催） 

開催日：平成 26年 3月 12日（水） 

場 所：福岡市 天神ビル会議室 

参加者：会員企業 １７社（３７名） 

内 容：派遣社員のキャリア形成支援セミナー 

   ・実務担当者レベルのスキルアップを目的に実施 

 

(6) 地域情報交換会（実施箇所：８箇所 ／ 参加者計：５７社（９９名）） 

〔内 訳〕 

① 長崎地区 （開催日：平成 25年 7月 25日（木） /参加者：会員企業 7社（12名）） 

② 鹿児島地区（開催日：平成 25年 8月 23日（金） /参加者：会員企業 5社（7名）） 

③ 熊本地区 （開催日：平成 25年 9月 20日（金） /参加者：会員企業ほか 9社（18名）） 

④ 北九州地区（開催日：平成 25年 10月 24日（木）/参加者：会員企業 10社（12名）） 

⑤ 大分地区 （開催日：平成 25年 11月 21日（木）/参加者：会員企業 7社（12名）） 

⑥ 福岡地区 （開催日：平成 25年 11月 27日（水）/参加者：会員企業 11社（22名）） 

⑦ 沖縄地区 （開催日：平成 25年 12月 6日（金） /参加者：会員企業 3社（7名）） 

⑧ 宮崎地区 （開催日：平成 25年 12月 11日（水）/参加者：会員企業 5社（9名）） 

 

 

(7) 幹事会の開催 

① 第１回幹事会 

開催日：平成 25年 5月 14日（火） 

内 容：1.定時総会各号議案について 

    2.その他 

② 第２回幹事会 

開催日：平成 25年 6月 20日（木） 

内 容：1.地域協議会会長情報交換会議報告 

    2.上半期事業計画について(総務部会、事業推進部会) 
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    3.持続可能な九地協運営組織の在り方について 

    4.その他 

③ 第３回幹事会 

開催日：平成 25年 10月 22日（火） 

内 容：1.来期役員人事および体制について 

    2.平成 25年度上期活動報告 

    3.平成 25年度下期活動計画 

    4.その他（事務局報告ほか） 

④ 第４回幹事会 

開催日：平成 25年 12月 10日（火） 

内 容：1.平成 25年度下期活動状況と来期計画について（会長・副会長） 

    2.幹事会運営規則の制定について 

    3.総会運営規則の制定について 

    4.その他（事務局報告ほか） 

     ※（一社）人材サービス産業協議会より、優良派遣事業者認定制度について 

      の説明。 

⑤ 第５回幹事会 

開催日：平成 25年 3月 19日（火） 

内 容：1.中部地域協議会主催『報道関係者向け懇談会』参加報告 

    2.審議事項 

     平成 26年度事業計画案、平成 26年度収支予算案、平成 26年度役員改選案、 

     平成 26年度運営体制案 

    3.全国地協会長会議の準備について 

    4.事務局報告 

 

(8) 専門部会活動 

① 総務部会 

定時総会・賀詞交歓会の企画・運営、広報業務、事務局業務について検討を実施。 

② 事業推進部会 

会員向けセミナーの企画・運営、地域情報交換会の開催、ＪＡＳＳＡとの共催セミナー

の運営、および新規会員の入会促進活動を実施。 

③ 会計担当 

収支予算の範囲での適正な活動、運営となるよう収支管理を実施。 

 

(9) (一社)日本人材派遣協会との連携 

① 派遣元責任者講習（H25.5.17）にて会長挨拶および運営補助 

② 派遣元責任者講習（H25.11.20）にて会長挨拶および運営補助 

 

以 上 

 

 


