平成２４年度下期事業報告
(自 平成２４年１０月１日 至 平成２５年３月３１日)
平成２４年度下期の我が国の経済は東日本大震災の復興需要による景気の下支えはあるものの
エコカー補助金の終了から、これまで景気を支えてきた個人消費が落ち込むと共に長引く円高・海外経
済の回復の遅れ、日中関係の悪化などから輸出や鉱工業生産が低迷し、景気は弱含みとなりました。
また、年末から年明けにかけては自民党安倍政権のデフレ脱却に向けた大胆な経済・財政政策へ
の期待感やアメリカの｢財政の崖｣の回避等から、円高が修正され、株価が大幅に上昇するなど明るい
兆しが見えるものの楽観視は出来ない状況にあります。
この様な状況の中で､当協会は、行政の方針に従い各事業を展開してきましたので、その結果に
ついて報告いたします。
１．会議
事業名

・臨 時 理 事 会

・臨時会員総会

・拡大常任委員会
（安全・衛生関係）

・理事会

実
施
内
容
１．月 日：平成２４年１０月４日（木）
２．場所 ：㈱ジェイテクト ういず２Ｆ 視聴覚室
３．出席者：２７名
４．議事 ： （１）臨時総会議題、内容について
①平成２４年度（上期）の事業実施報告ならびに収支決算報告承認の件
業務・会計監査報告
②平成２４年度（下期）の事業計画案ならびに予算案承認の件
③役員の一部交代に伴う改選の件
④その他
・常勤役員の報酬等の件
・会費規程一部改定（名称変更）の件
（２） 規程類一部改定（名称変更）の件
（３） 会員の異動状況、入会承認の件
５．報告事項
（１） 平成２４年度会費納入状況について
（２） 今後の法人移行手続きについて
１．月 日：平成２４年１０月２２日（月）
２．場所 ：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 交流ホール
３．出席者 ：１８２名（委任状：５９７名）
４．議事 ： （１）平成２４年度（上期）の事業報告ならびに収支決算報告承認の件
業務・会計監査報告
（２）平成２４年度（下期）の事業計画（案）ならびに収支予算（案）承認の件
（３）常勤役員の報酬等の件
（４）会費規程一部改定（名称変更）の件
（５）役員の一部交代に伴う改選の件
５．来賓祝辞 刈谷労働基準監督署長、高浜市商工会会長
１．月 日：平成２４年１１月２７日（火）
２．場所 ：㈱ジェイテクト「ういず」２階２０３会議室
３．出席者：１３名
４．議題 ： （１）監督署からの情報提供
（２）連休工事規模、取組方法等についての意見交換
（３）その他
１．月 日：平成２４年１２月１０日（月）
２．場所 ：㈱ジェイテクト「ういず」２階視聴覚室
３．出席者：２１名
４．議題 ： （１）平成２４年度下期事業実施報告ならびに今後の予定
平成２４年度下期収支状況報告（１１月末現在）
報告事項 法人移行手続き結果等について
その他
５．講話 ：刈谷労働基準監督署 澤田署長
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実
施
内
容
１．月 日：平成２５年１月２４日（木）
２．場所 ：㈱ジェイテクト「ういず」 ４階 大会議室
３．出席者：２４名
４．議題 ： （１）監督署からの情報提供
・拡大常任委員会
・平成２４年災害発生状況(速報値）について
（人事総務・安全衛
・労働契約法改正のあらましについて
生合同）
・その他
（２）直近の生産状況・計画について(各社より発表)
（３）その他
１．月 日：平成２５年３月１９日（火）
２．場所 ：㈱ジェイテクト 「ういず」 ４階４０５会議室
３．出席者：１１名
４．議事 ： （１）平成２４年度事業実施状況ならびに収支見込みについて
（２）平成２５年度事業計画案並びに予算案について
（３）定款の見直しについて
・支部長会
（４）役員改選について
（５）協会創立４０周年記念行事について
（６）その他
・会員の異動状況・会費納入状況について
・総会の講演会講師について
５．講話 ：刈谷労働基準監督署 澤田署長
１．月 日：平成２５年３月２７日（水）
２．場所 ：㈱ジェイテクト 「ういず」 ４階大会議室
３．出席者：３５名
４．議題 ： １）議案１ 平成２５年度事業方針案・事業計画案ならびに予算案承認の件
・理事会
２）議案２ 定款変更承認の件
３）議案３ 常勤役員の報酬等について
４）その他
５．講話 ：刈谷労働基準監督署 澤田署長
事業名

２．支部活動
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２４年１０月２日（火）
２．場所 ：碧南商工会議所 研修室
３．出席者：５８名
・碧南支部メンタルヘ
４．内容：ストレスへの気づきの支援とその対処法としての傾聴法等
ルス対策セミナー
講師 愛知教育大学 名誉教授
愛知産業保健推進ｾﾝﾀｰ 相談員 竹内登規夫氏
１．月 日：平成２４年１０月９日（火）
２．場所 ：知立市商工会 １階研修室
３．出席者：１６名
４．議題 ： （１）優良工場見学について
・知立支部役員会
（２）会員増強について
（３）講演講習会の開催について
（４）その他
１．月 日：平成２４年１０月２５日（木）
・知立支部優良事業
２．見学先 ：株式会社ダイフク 滋賀事業所
所見学会
３．参加者：３１名
１．月 日：平成２４年１１月２日（金）
・碧南支部優良事業
２．見学先 ：本多プラス株式会社
所見学会
３．参加者：１８名
１．月 日：平成２４年１１月１９日（月）
２．場所 ：刈谷商工会議所 2階 大会議室
３．出席者：１１名
・刈谷支部役員会
(三役会)
４．議題 ： （１）役員会付議事項について
（２）その他
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事業名
・碧南支部役員会
（正
副）

・高浜支部役員会

・安城支部労務管理
セミナー

・刈谷支部役員会

・安城支部役員会

・碧南支部役員会(正
副)

・知立支部労務管理
講習会

・知立支部役員会

・碧南支部役員会

・知立支部労務管理
講習会

・碧南支部労務管理
講習会

実
施
内
容
１．月 日：平成２４年１１月２０日（火）
２．場所 ：碧南商工会議所 ３０２号室
３．出席者：４名
４．議題 ： （１）優良工場見学会収支決算(案)について
（２）支部役員改選ついて
（３）その他
１．月 日：平成２４年１１月２７日（火）
２．場所 ：高浜市商工会 ２階会議室
３．出席者：４名
４．議題 ： （１）来年度の見学先について
（２）役員改選について
（３）その他
１．月 日：平成２４年１１月２８日（水）
２．場所 ：安城商工会議所 ３階 研修室
３．出席者：１８名
４．内容：緊急災害時における労務管理
〜 大規模災害時における雇用管理・法改正情報 〜
講師 特定社会保険労務士 大参直子氏
１．月 日：平成２４年１２月３日（月）
２．場所 ：刈谷商工会議所 2階 大ホール
３．出席者：３９名
４．議題 ： （１）平成24年度中間事業報告ならびに中間決算報告について
（２）その他
５．講話 ：刈谷労働基準監督署 澤田署長
１．月 日：平成２４年１２月６日（木）
２．場所 ：安城商工会議所
３．出席者：２４名
４．議題 ： （１）平成24年度中間事業報告ならびに中間決算報告について
（２）その他
５．講話 ：刈谷労働基準監督署 澤田署長
１．月 日：平成２４年１２月１２日（水）
２．場所 ：碧南商工会議所 ３０６号室
３．出席者：８名
４．議題 ： （１）支部役員会の開催について
（２）その他
１．月 日：平成２５年１月２２日（火）
２．場所 ：知立市商工会 ２階第２研修室
３．出席者：４１名
４．内容 ：あなたもできる改善・改造・改革講座
講師 平井マネジメント研究所 所長 平井勝利氏
１．月 日：平成２５年１月２３日（水）
２．場所 ：知立市商工会 ２階第２研修室
３．出席者：３名
４．議題 ： （１)平成２５年度副支部長の選任について
（２）平成２５年度支部事業計画について
（３)その他
１．月 日：平成２５年１月３０日（水）
２．場所 ：碧南商工会議所
３．出席者：２７名
４．議題 ： （１）定期健康診断について
（２）平成２４年度事業中間報告について
（３）その他
５．講話 ：刈谷労働基準監督署 澤田署長
１．月 日：平成２５年２月５日（火）
２．場所 ：知立市商工会 第一研修室
３．出席者：５２名
４．内容 ：体脂肪計タニタの経営戦略 〜健康と企業経営〜
講師 ㈱タニタ 最高顧問 谷田大輔氏
１．月 日：平成２５年２月７日（木）
２．場所 ：碧南商工会議所 研修室
３．出席者：２２名
４．内容 ：改正労働契約法 高年齢者雇用安定法
講師 ｾﾝﾄﾗﾙ社会保険労務士法人 代表 水野昌徳氏
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事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年２月２２日（金）
・刈谷支部労務管理 ２．場所 ： 刈谷商工会議所 ２階会議室
講習会
４．テーマ 「労働契約法・高年齢者雇用安定法改正」
５．講 師： 特定社会保険労務士 大参直子氏

３．参加者：５５名

３．総務部会
事業名

実
施
内
容
・１０月度：１０月１２日（金） ・１１月度会報内容の検討
・１１月度：１１月１２日（月） ・１２月度会報内容の検討
・１２月度：１２月１２日（水） ・１月度会報内容の検討
・会報会議
・１月度：平成２５年１月１５日（火） ・２月度会報内容の検討
・２月度：
２月１２日（火） ・３月度会報内容の検討
・３月度：
３月１３日（水） ・４月度会報内容の検討
１．月 日：平成２４年１１月１５・１６日（木・金）
・優良事業所見学会 ２．見学先 ： 日置電機㈱
３．参加者：３５名
１．月 日：平成２５年３月６日（水）
２．場所 ：㈱ジェイテクト 「ういず」５階５１１会議室
３．出席者：１３名
４．議事 ： （１）４月理事会および５月通常総会次第について
・部 会
（２）平成２４年度事業実施報告及び平成２５年度の事業方針・事業計画について
（３）協会創立４０周年記念行事について
（４）その他

４．安全部会
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２４年１０月２３日（火）
２．場所 ：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 交流ホール
３．参加者：２３０名
４．内 容： （１）安全部会長、監督署長挨拶
（２）「フォークリフト災害の内容とその管理、責任について」
・労働災害防止研究
会 (継続事業)
刈谷労働基準監督署 第二方面主任監督官 梅本 嘉一
（３）「リスクアセスメントを基盤とした事業場の安全管理」
刈谷労働基準監督署 地方産業安全専門官 山内 靖朗
（４）「ＫＹ活動とリスクアセスメントについて」
中災防 公認ＫＹＴインストラクター
高柳 直弘氏

５．衛生部会
事業名

・労働衛生研究会
(継続事業)

実
施
内
容
１．月 日：平成２４年１２月５日（水）
２．場所 ：あいち産業技術総合センター
３．参加者：１９３名
４．内 容： （１）衛生部会長、監督署長挨拶
（２）「有害物質管理の基礎」
刈谷労働基準監督署 第二方面 松井衛生専門官
（３）｢お酒とこころの健康 〜あなたの飲み方大丈夫？〜」
刈谷病院 副院長 菅沼直樹先生
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６．労災部会
事業名

実
施
内
容
１．月 日：平成２４年１１月７日（水）
２．場所 ：あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 交流ホール
３．参加者：２０４名
・労災保険実務講習 ４．内 容： （１）労災部会長、監督署長挨拶
会 (継続事業)
（２）「精神障害・パワハラ・セクハラの労災事案等について」
刈谷労働基準監督署 織田労災課長
（３）講演 「裁判事例に基づくパワハラに対する対応について」
鉱業労働災害防止協会 総務部長 君嶋 護男様（元愛知労働局長）
７．教育部会
事業名

・労務管理講習会
(継続事業)

実
施
内
容
１．月 日：平成２５年２月６日（水）
２．場所 ：あいち産業科学技術総合センター
３．参加者：１９１名
４．内 容： （１）教育部会長、監督署長挨拶
（２）説明 「改正労働者派遣法について」
愛知労働局 需給調整事業部 相部副主任需給調整指導官
（３）説明 「労働契約法改正のあらましについて」
刈谷労働基準監督署 祖父江第一方面主任監督官
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経
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