平成28年度事業報告
（１） 会議の開催
開催日

会議の名称

会議の内容

4月 11日 西部支部・監査会
4月 14日 中部支部・監査会
4月 18日 中部支部・総会

平成27年度事業報告・収支決算について
平成27年度事業報告・収支決算について
平成27年度事業報告・収支決算承認について
平成28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認について

昼食意見交換会
4月 20日 監査会
4月 21日 西部支部・幹事会

平成27年度事業報告・収支決算報告について
平成28年度総会上程案件について
その他
平成27年度事業報告・収支決算承認について
平成28年度事業計画（案）並びに収支予算（案）決定の件

西部支部・総会
懇親会
4月 27日 第1回理事会

5月 25日 第1回幹事会
5月 25日 定時会員総会

平成27年度事業報告・決算報告承認について
平成28年度収支補正予算（案）について
理事の選任について
公益目的支出計画実施報告書承認について
その他
平成28年度総会上程案件について
その他
平成27年度事業報告承認について
平成27年度決算報告承認について
監事の選任について
平成28年度事業計画について
平成28年度収支予算について
公益目的支出計画実施報告書承認について
その他

出席
者数

1
2
14
12
3
7
20
18
6

13
26

懇親会
25
4日 中国地方経営者協会会長会議 日本経団連2017年版経労委報告に盛り込むべきテーマについて
10
（当協会が幹事）
その他
懇親会
10
10月 17日 第2回理事会
平成28年度事業計画の進捗状況について（上期）
6
平成28年度収支予算の執行状況について
平成28年度事業計画について（下期）
平成28年度収支補正予算について
新規会員の入会承認について
幹事の選任について
その他
12月 8日 第2回幹事会
平成28年度事業・会議の進捗状況について（上期）
15
平成28年度事業計画について（下期）
平成28年度収支予算の執行状況について
幹事の交代について
その他
懇親会
16
経協8
2月 8日 連合鳥取との意見交換会
連合鳥取の2017春季生活闘争方針について
連合10
労使合同の共催事業の開催について
平成28年度事業計画の進捗状況について
3月 8日 第3回理事会
6
平成28年度予算の執行状況について
平成29年度事業計画（案）について
平成29年度収支予算（案）について
その他
7月

（２） セミナー開催事業
（開催回数 11回、延出席者数 288人、講師 10人）

開催日
4月

講習会の名称

5日 新入社員研修
6日

5月 18日 社会保険実務セミナー

テーマ及び講師
～「あなた」が会社の「顔」になる～
ピークリエイト代表人材育成コンサルタント・松下香寿美
鳥取商工会議所サービス部会・鳥取法人会と共催

「社会保険・労働保険の手続きと留意点」

受講
者数

50
43
24

おかやま人事ネット21社会保険労務士・中野花都江

6月

7日 初級管理者研修

～「こなす仕事」から「考える仕事」へ～

25

㈱インタープロス室長・井上圭子

7月

8日 労働法セミナー

「改正労働者派遣法の改正点の概要と実務対応」

10

石嵜・山中総合法律事務所弁護士・小宮純季

9月

1日 女性能力活性化研修

～職場と自分をイキイキさせるコミュニケーションスキル～
『コーチング』と『アサーション』

7

㈲イージス代表・小林篤代

9月

8日 人事労務管理セミナー

第一線管理監督者スキルアップセミナー
～現場力を強化し、企業の生産性向上を図る～

45

（公財）産業雇用安定センターインストラクター・原田芳信
鳥取商工会議所・（公財）産業雇用安定センターと共催

10月

7日 労働法セミナー 2

「問題ある社員への懲戒処分のポイントと法的対応策」

20

石嵜・山中総合法律事務所弁護士・安藤源太

11月

8日 接遇・クレーム対応研修

「クレームへの対応・接遇術について」
～顧客満足を追求するために～

9日 春季労使交渉講演会

第1部「2017年春季労使交渉における経営側の対応」

18

ピークリエイト代表人材育成コンサルタント・松下香寿美

2月

33

（一社）日本経済団体連合会労働政策本部統括主幹・高澤滝夫
第2部「個別労使紛争の現状」～労使間のトラブルの未然防止～
倉吉ひかり法律事務所弁護士（鳥取県労働委員会会長）・濱田由紀子

3月

9日 労働法セミナー 3

「非正規労働者の労務トラブルと防止策について」

13

石嵜・山中総合法律事務所弁護士・小森光嘉

（３） 講演会・研修会開催事業
開催日

講演会の名称

テーマ及び講師

5月 25日 春季講演会

「ビジネスの成功に必要なこと」
―10%の専門知識と90%のコミュニケーション能力―
【理論編＋コミュニケーション実践編】

8月 16日 インタラクティブ・ミーティング
（双方向の意見交換会）
鳥取会場
17日 米子会場（中止）

「学生☆企業☆本音トーク！」
1.企業経営者・若手社員と学生の意見交換

出席
者数

42

とっとりプロフェッショナル人材戦略マネージャー・松井太郎

5

1グループ5人×4、学生のみ他グループへ移動し、再度意見交換 若手社員

2.情報提供および収集について
県内企業及び今後の就職関係イベント等
鳥取県内出身・鳥取県内に就職を希望する大学1～3年生及び大学院生

（卒業予定が平成30年3月以降の大学生、大学院生対象）
来賓：鳥取労働局長・内田敏之、鳥取商工労働部理事監・高橋紀子

10月 28日 鳥取県労使合同フォーラム

企業

1.基調講演
「残業時間削減で業績向上！ ～労働時間革命～」

3
学生

10
関係団体等

12
150

㈱ワーク・ライフバランス代表取締役・小室淑恵

2.パネルディスカッション
「女性活躍推進の課題と対応について」
パネリスト：使用者団体代表2名、労働団体代表2名、行政機関2名

コーディネーター：有識者1名
連合鳥取と共催

12月

8日 秋季講演会

「地方創生と地域と地域企業の活性化について」
～八頭町の活性化事例「隼Lab.（はやぶさラボ）」～
ＳＢヒューマンキャピタル㈱取締役・工藤泰正
とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点と共催

48

（４） 労務研究会事業
（開催回数 13回、延出席者数 254人、講師 10人）

開催日
4月

研究会の名称

6日 西部支部経営労務研究会
7日

4月 12日 東部労務担当者会議

テーマ及び講師
「新入社員研修」
㈱インタープロスインストラクター・吉田由佳
米子商工会議所と共催

「労働法制の改正等について」
～労働法制等のリーフレットを一度整理してみよう～

出席
者数

61
16

（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

4月 21日 西部支部経営労務研究会

「2016春闘状況について」

22

（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

6月 23日 東部労務担当者会議

「メンタルヘルスのポイントとストレスチェック」について

9

産業カウンセラー/心理相談員・鈴木直子
鳥取県中小企業労働相談所みなくる管理運営サブマネージャー兼労働・雇用相談員

鳥取産業保健総合支援センター メンタルヘルス促進員

7月 14日 東部労務担当者会議

「障がい者雇用・定着の進め方」
1.障がい者雇用における助成制度・支援サービス（情報提供）

4

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部高齢・障害者業務課課長・相良忠久

2.障がい者雇用・定着の進め方（情報提供）
鳥取障害者職業センター主任障害者職業カウンセラー・熊田和江

3.グループワーク（情報交換・意見交換）
「障がい者雇用を進めるにあたっての課題と対応策」
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構鳥取支部鳥取障害者職業センターと共催

7月 28日 西部支部経営労務研究会

「職場のメンタルヘルス・セルフケアについて」（講演）
「自己表現の方法・考え方の癖に気づく」（ワークショップ）

22

宮永秀昭事務所社会保険労務士・宮永秀昭
米子商工会議所と共催

10月 21日 東部労務担当者会議

「労働契約法20条をめぐる最近の動向について」

15

いなば総合法律事務所弁護士・上田雅稔

11月 10日 東部労務担当者会議

「企業対象暴力について」

14

（公財）鳥取県暴力追放センター専務理事・永井克司

12月 12日 中部支部経営研究会

「企業対象暴力について」

6

（公財）鳥取県暴力追放センター専務理事・永井克司

12月 20日 東部労務担当者会議

「この一年を振り返って」 ～今後の政局も含めて～

14

㈱新日本海新聞社常務取締役編集制作局長・徳田真吾

1月 18日 東部労務担当者会議

「助成金について」

15

社会保険労務士事務所オフィスREWORK・田中伸一

2月

8日 西部支部経営研究会

『職場のメンタルヘルス対策セミナー』～働きやすい職場環境を目指して～

19

1.講演「労務担当者のための積極的傾聴方法」
2.ワークショップ「傾聴、リスニングの実践」
宮永秀昭事務所社会保険労務士・宮永秀昭
米子商工会議所と共催

3月

6日 中部支部経営研究会

「長澤運輸事件について」
～定年退職後の再雇用者の賃金減額と労働契約法第20条～
倉吉ひかり法律事務所弁護士・濱田由紀子

（５） 労務担当者実務研究会事業
開催日

テーマ及び講師

4月 12日 「労働法制の改正等について」（東部労務担当者会議参加）
｢労働判例｣（勉強会）
5月 12日 「2016年春季労使交渉状況について」（情報交換）、「労働判例」（勉強会）
6月 9日 「リーダー人材に求められるもの」講演会聴講
7月 8日 「労働法セミナー」受講
8月 9日 「平成28年夏季一時金について」「採用状況について」「休日日数について」（情報交換）
9月 8日 「人事労務管理セミナー」受講

7

（５） 労務担当者実務研究会事業
開催日

テーマ及び講師

10月 21日 「労働契約法20条をめぐる最近の動向について」（東部労務担当者会議参加）
「労働判例」(勉強会)
11月 10日 「企業対象暴力について」（東部労務担当者会議参加）
「労働判例」(勉強会)
12月 15日 「2016年年末一時金および2017年春季労使交渉について」（情報交換）、「労働判例」（勉強会）
来年の幹事について
1月 18日 「助成金について」（東部労務担当者会議参加）
「労働判例」(勉強会)
2月 9日 「春季労使交渉講演会」受講
3月 14日 「プレミアムフライデーへの取組みについて」（情報交換）、「労働判例」（勉強会）

（６） その他
事業の名称

内

容

① 調査研究事業

春季労使交渉、夏季一時金、年末一時金

② 資料作成・頒布事業

けいきょう情報 （年6回中6回発行）
日本経団連 「経営労働政策委員会報告」

③ 図書新聞販売・通信講座等斡旋事業

日本経団連出版部 図書のご案内
通信教育講座のご案内 （年2回中2回発送）

（７） 受託事業・助成金事業
事業の名称及び活動内容

受託先

【受託事業】
「プロフェッショナル人材戦略拠点事業」
○ プロフェッショナル人材戦略拠点協議会 （4月20日、7月20日、10月20日、1月26日、3月23日）
○ 採用担当者向けセミナー （5月18日）
「明日から使える！地方創生時代における人材採用とは」
講師：ＳＢヒューマンキャピタル㈱経営企画部企画担当部長・三倉信人 氏
○ 経営者向けセミナー （6月9日）
「リーダー人材に求められるもの」
講師：㈱リーダーシップコンサルティング代表・岩田松雄 氏
元スターバックスコーヒージャパン代表取締役最高経営責任者
○ マッチング会「鳥取県首都圏プロ人材転職イベント」（東京） （9月14日）
○ 講演会 (11月16日)
「プロ人材の活躍が企業経営にもたらすメリット」
講師:ブックオフコーポレーション㈱取締役相談役・橋本真由美 氏
○ 講演会 (12月8日)

鳥取県

「地方創生と地域と地域企業の活性化について」～八頭町の活性化事例「隼Lab.（はやぶさラボ）」～

講師：ＳＢヒューマンキャピタル㈱取締役・工藤泰正 氏
（一社）鳥取県経営者協会、米子商工会議所と共催
○ 講演会 （3月24日）
「プロフェッショナル人材戦略拠点事業の現状と今後の展開について」
講師：内閣官房 まち･ひと･しごと創生本部事務局次長・髙橋淳 氏
「アパホテル・元谷芙美子の天真爛漫人生」
講師：アパホテル㈱取締役社長・元谷芙美子 氏

【助成金事業】
「鳥取県女性活躍職場づくり助成金等事業」
申請受付：5件
◆ 女性活躍のための企業支援補助金
申請受付：8件
◆ 環境整備支援助成金
申請受付：1件
◆ 離職者正規雇用奨励金

鳥取県
交付決定：5件
交付決定：8件
給付実績：1件

給付実績：4件
給付実績：8件

