平成29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
平成28年度事業報告・収支決算について
平成28年度事業報告・収支決算について
平成29年度総会上程案件について
その他
平成28年度事業報告並びに収支決算承認について
平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）決定について
平成28年度事業報告・収支決算報告について
平成28年度事業報告・収支決算承認について
平成29年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認について
平成28年度事業報告・決算報告承認について
平成29年度収支補正予算（案）について
役員の選任について
幹事の選任について
その他
平成29年度総会上程案件について
その他
平成28年度事業報告承認について
平成28年度決算報告承認について
役員の改選について
平成29年度事業計画について
平成29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
幹事の改選について
その他

4月 10日 西部支部・監査会
4月 18日 中部支部・監査会
4月 19日 西部支部・幹事会
4月 19日 西部支部・総会
4月 24日 監査会
4月 27日 中部支部・総会
5月

1日 第1回理事会

5月 18日 第1回幹事会
5月 18日 定時会員総会

懇親会
5月 18日 臨時理事会
10月 24日 第2回理事会

12月

2月

3月

7日 第2回幹事会

正、副会長、専務理事の選任について
平成29年度上期事業計画の進捗状況について
平成29年度上期収支予算の執行状況について
平成29年度下期事業計画について
平成29年度収支補正予選について
幹事の選任について
主な労働関係機関役員・委員の推薦について
その他
平成29年度上期事業計画の進捗状況について
平成29年度下期事業計画について
平成29年度上期収支予算の執行状況について
幹事の選任について
主な労働関係機関役員・委員の推薦について
その他

懇親会
連合鳥取2018春季生活闘争方針について
7日 連合鳥取との意見交換会
意見交換
その他
平成29年度事業計画の進捗状況について
5日 第3回理事会
平成29年度収支予算の執行状況について
平成30年度事業計画（案）について
平成30年度収支予算（案）について
その他

出席
者数

1
8
21
5
10
5

17
31

30
6
5

15

20
18
経営側9
労働側9

6

（２） セミナー開催事業
（開催回数 10回、延出席者数 243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 17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

56
56
17

おかやま人事ネット21社会保険労務士・中野花都江

6月

6日 初級管理者研修

～「こなす仕事」から「考える仕事」へ～

20

㈱インタープロス室長・井上圭子

7月

7日 労働法セミナー１

「無期転換ルールへの対応実務のポイント」

16

石嵜・山中総合法律事務所弁護士・安藤源太

9月 14日 女性リーダー養成研修

～女性リーダーに求められる役割と対応～

12

㈲イージス代表・小林篤代

10月

5日 労働法セミナー２

「過重労働の経営リスクに備える」
～労働時間管理をめぐる実務対応のポイント～

6

石嵜・山中総合法律事務所弁護士・土屋真也

10月 19日 人事労務管理セミナー

「若年層の定着率向上に向けての企業体質強化」
～企業として取り組むべき課題と職場の意識改革～

17

（公財）産業雇用安定センター上席コンサルタント・杉江伸一朗
鳥取商工会議所・（公財）産業雇用安定センターと共催

2月

1日 春季労使交渉講演会

第1部「2018年春季労使交渉における経営側の対応」

31

（一社）日本経済団体連合会労働政策本部主幹・大橋泰弘

第2部「悪人の作った会社はなぜ伸びるのか？」
～人事のプロによる逆説のマネジメント～
人材研究所㈱代表取締役社長・曽和利光

3月

8日 労働法セミナー３

「定年退職後の再雇用者の労働条件の合法性について」

12

～『長澤運輸事件』等の判例のポイント～
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

5月 18日 春季講演会

テーマ及び講師
「鳥取から世界に通用する事業を」
～ソフトバンク・ヤフーで学んだこと～

出席
者数

72

ネクストシフト㈱代表取締役社長ＣＥＯ・伊藤慎佐仁

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

12月

7日 秋季講演会

「学生☆企業☆本音トーク！」
1.会長挨拶、来賓挨拶等
2.企業経営者と学生の意見交換（グループ別）
3.情報提供
①鳥取県内に在学中の大学1～4年生及び大学院生
②鳥取県内に就職を希望する学生（県外出身学生も含む）
（卒業予定が平成30年3月以降の大学生、大学院生対象）

「入社後の定着促進を見据えた『就業レディネス醸成』」
～内定者フォロープログラムのご紹介～
㈱リクルートキャリアHRアセスメントソリューション統括部
マーケティング営業部地域共創グループ・角井泰介
米子商工会議所と共催

企業
7
学生

9
関係団体等

11
41

（４） 労務研究会事業
（開催回数 13回、延出席者数 217人、講師 7人）
開催日
4月

研究会の名称

5日 西部支部経営労務研究会
6日

4月 19日 西部支部経営労務研究会

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

「同一労働・同一賃金ガイドライン案について」
～正規・非正規労働者間の待遇格差～

出席
者数

20
19
22

（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

4月 27日 中部支部経営研究会

「同一労働・同一賃金ガイドライン案について」
～正規・非正規労働者間の待遇格差～

5月 11日 東部労務担当者会議

「同一労働・同一賃金ガイドライン案について」
～正規・非正規労働者間の待遇格差～

8月 21日 中部支部経営研究会

「企業対象暴力について」

10

（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

22

（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

4

（公財）鳥取県暴力追放センター専務理事・永井克司

8月 24日 西部支部経営労務研究会

「企業の危機管理セミナー」～企業対象暴力への対応研修～

30

（公財）鳥取県暴力追放センター専務理事・永井克司
米子商工会議所と共催

9月 12日 東部労務担当者会議

「可処分所得を増やす家計術による間接的福利厚生」

10

㈱ＦＰブレーン代表取締役・伊木恭憲

10月 27日 西部支部経営労務研究会

『若者・女性活躍セミナー』

22

「～若者・女性の活躍推進と組織の活性化～社員の成長が企業の成長」

㈱日本レーザー代表取締役社長・近藤宣之

11月 16日 東部労務担当者会議

米子商工会議所と共催
「働き方改革について」

15

鳥取労働局雇用環境・均等室長・廣瀬真理

「長時間労働是正に関する取組事例について」
（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

1月 18日 東部労務担当者会議

「職場のトラブルと対処法」

14

～個別労働関係紛争あっせん・相談の事例から～
鳥取県労働委員会審査調整課主幹・入江裕之

3月

5日 中部支部経営研究会

判例の事例研究「あなたの会社はどう対応しますか？」

11

・パワハラ・セクハラを理由とした解雇
・同一労働同一賃金（労働契約法第２０条）
（一社）鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

3月 14日 東部労務担当者会議

「裁判員制度について」
鳥取地方裁判所刑事部総括裁判官・辛島 明

「同一労働同一賃金」～裁判例の動向と「働き方改革」～
(一社)鳥取県経営者協会専務理事・宮城定幸

（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 11日 「2017年採用状況及び2017年春季労使交渉状況」（情報交換）
｢労働判例｣（勉強会）
5月 11日 「同一労働・同一賃金ガイドライン案について」（東部労務担当者会議参加）
｢労働判例｣（勉強会）
6月 13日 「労働安全衛生（産業医・ストレスチェック）について」（情報交換）
「労働判例」（勉強会）
7月 7日 労働法セミナー受講
8月 8日 「平成29年夏季一時金について」（情報交換）
「労働判例」（勉強会）

8

開催日

テーマ及び講師

9月 12日 「可処分所得を増やす家計術による間接的福利厚生」（東部労務担当者会議参加）
「労働判例」（勉強会）
10月 10日 「【労働契約法】無期労働契約への転換対応状況について」（情報交換）
「労働判例」（勉強会）
11月 14日 「働き方改革について」（情報交換）
「労働判例」（勉強会）
12月 12日 「2017年年末一時金について」（情報交換）
「労働判例」（勉強会）
1月 16日 「離職防止策について」（情報交換）
「労働判例」（勉強会）
2月 1日 春季労使交渉講演会受講
3月 14日 「裁判員制度について」（東部労務担当者会議参加）
「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 （7月4日、9月26日、12月25日、3月22日）
○ 活動状況 （3月末）
訪問企業（再訪含む）
191件
経営者との相談件数
72件
成約件数 （目標１５件）
11件
○ キャリア交流会 （東京） （10月18日）
【会場】co-ba shibuya
参加者：51名
○ 鳥取県内企業見学バスツアー （11月23～24日）
参加者：13名
○ テーマ別協議会（地域商社・ＤＭＯ等）全国会議 （12月21～22日）
【会場】21日＝隼Lab.（はやぶさラボ）
参加者：45名
22日＝ホテルニューオータニ鳥取
参加者：42名
報告書作成
（3月）
○
【助成金等事業】
「女性活躍職場づくり助成金等事業」
◆ 女性活躍のための企業支援補助金
◆ 環境整備支援助成金
◆ 離職者正規雇用奨励金
◆ 育児休業復帰支援助成金

受託先
鳥取県

鳥取県
申請受付：7件
申請受付：8件
申請受付：0件
申請受付：2件

交付決定：7件 給付実績：7件
交付決定：8件 給付実績：8件
支給決定：0件
交付決定：2件 給付実績：1件
中止（企業都合）：1件
3月末

