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２０１８年度 事業報告 

（2018年4月1日から2019年3月31日まで） 

（１）事業概況 

会員の異動は、正会員６社が入会、正会員５社が退会し、２０１９年３月末現在の会員数は  

正会員２４９社、賛助会員８社、合計２５７社となりました。 

事業面では前年度からの継続事業を中心に実施し、採用関係の事業と人材育成に関するセミナー

事業が、特に好評な結果となりました。 

大学・企業就職担当懇談会には８２社１０１名（前年比＋３社、＋１名）、専門学校・企業就職

担当懇談会は６３社７３名（前年比同数社、＋４名）の会員の参加がありました。人材育成関係の

セミナーおよび説明会は全体で１９講座開催し、延べ４０１名の参加がありました。また、ＰＭコ

ンテストには１３社１４チームが参加し、当日は応援含め約１５０名を超える参加で実施しました。

決算は、当期収入が４９,０７４,６６２円、当期支出が４６,７６２,７６９円、当期収支差額が２,３１１,８９３円

（前期比▲８６２,１４０円）、次期繰越収支差額が３６,６４５,９０２円となりました。 

その他、委員会ごとの活動概況は次のとおりです。 

＜総務委員会：６回開催＞ 総会および関連行事と賀詞交歓会の準備・運営を行い、各々に２３１

名と２９７名という多数の参加者があった。また法令改正等に伴い、プライバシーマーク新審

査基準の解説に関するセミナーを開催した。 

＜広報委員会：１２回開催、ホームページワーキング：６回開催＞ ＡｉＡニュースの編集企画･

取材･校正を行い、年間で４回発行した。また、ホームページ機能向上のためリニューアルの

目的と施策の詳細検討を実施した。 

＜福利厚生委員会：６回開催＞ 野球大会は昨年に引続き一回戦敗者によるトーナメント戦を実施、

参加は２２チーム。春秋のゴルフ大会には各々２１名と１８名が参加し、テニス大会には  

２８チームの参加があり、天候にも恵まれ予定通り開催することができた。 

＜人材育成委員会：６回開催＞ 人材育成をテーマに、リーダー育成・人材開発のセミナーを７回

開催した。名古屋ソフトウェアセンターの研修事業終了に伴い、会員企業への委託セミナーと

して１２回、愛知労働局による助成金制度説明会を今年も開催した。 

＜企画事業委員会：６回開催＞ 「会員企業動向実態調査」の報告書を作成した。今年度もＡｉＡ

の前年結果との比較とした。また「行政施策動向説明会」を官公庁の次年度予算・施策が策定

される時期に変更し、官公庁から情報発信できるよう開催した。 

＜技術委員会：４回開催、ＰＭ実行委員会：５回開催＞ ＰＭコンテストには１３社１４チーム

が参加、ＰＭ実践力セミナー、ＰＭドキュメント相談会の開催や競技見直しなど、ＰＭ実行 

委員会メンバーの尽力により盛況のうちに終了することができた。またコンテストとは別に 

昨年に引続き「プロジェクトマネジメント」に関するセミナーを開催した。 

＜採用支援委員会：６回開催＞ 専門学校・企業就職担当懇談会と大学・企業就職担当懇談会を 

開催した。昨年に引続き「採用力強化研修」のセミナーを開催した。なお、学内企業説明会に

ついては残念ながら開催校が発生しなかった。 

＜事業承継分科会：４回開催＞ 外部講師等による事業承継セミナーを１回開催し、今後の事業 

承継のあり方などを議論し、次年度開催セミナー内容の企画等を行った。 
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（２）事業内容  

種 別 開 催 日 内         容 

総 会 2018年 6月14日 平成３０年度定時総会 

  場 所：名古屋国際ホテル 

  正会員数：２５１名  

  出席者数：２１１名 （内 書面により表決する者 １１９名） 

  議 案：＜決議事項＞ 

  第１号議案：平成２９年度事業報告(案)承認の件 

  第２号議案：平成２９年度決算報告(案)承認の件 

  第３号議案：理事選任の件 

   

         ＜報告事項＞ 

  平成２９年度公益目的支出計画・実施状況報告の件 

  平成３０年度事業計画及び収支予算に関する件 

  いずれの議案も、原案通り承認可決された。 

   

理事会 2018年 5月 9日 場 所：ＡｉＡ会議室 

第１回  理 事 数：２５名 

  出席者数：１７名 

  議 題： １）審議事項 

  (１) 平成２９年度事業報告(案) について 

  (２) 平成２９年度決算報告(案) について 

  (３) 理事候補者推薦（案）について 

    (４) 公益目的支出計画の実施状況について 

  (５) 定時総会の招集について 

  (６) 臨時理事会の招集手続きを省略することについて 

  (７) 会員の入退会について 

  (８) 優良従業員表彰者の選考について 

          ２）報告事項 

  (１) 委員会活動状況について 

  (２) 就業規則の改定について 

          ３）その他 

   

第２回 2018年 7月17日 場 所：ＡｉＡ会議室 

  理事数 ：２５名 

  出席者数：１７名 

  議 題： １）審議事項  

  (１) 会員の入退会について 
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種 別 開 催 日 内         容 

第２回         ２）報告事項 

つづき  (１) 委員会活動状況について 

  (２) JISA 助成金の申請について 

  (３) 他団体事業の後援について 

         ３）その他 

  (１) ＡＮＩＡ青森大会について 

   

第３回 2018年11月 6日 場 所：ＡｉＡ会議室 

  理事数 ：２５名 

  出席者数：１４名 

  議   題： １）審議事項 

           (１) 会員の入退会について 

  ２）報告事項 

  (１) 委員会活動状況について 

  (２) 平成３０年度予算の上期執行状況について 

           (３) ２０１９,２０２０年度・理事立候補者の募集について 

  (４) 他団体行事の後援等について 

  (５) 優良従業員表彰規程の改定ついて 

          ３）その他 

  (１) ２０１９年度の事業計画と予算について（依頼） 

  (２) 年度表示の西暦化について 

   

第４回 2019年 3月19日 場 所：ＡｉＡ会議室 

  理 事 会：２４名 

  出席者数：１５名 

  議 題： １）審議事項  

  (１) ２０１９年度事業計画(案)について 

  (２) ２０１９年度収支予算(案)について 

  (３) 会員の入退会について 

         ２）報告事項 

  (１) 委員会活動状況について 

  (２) 他団体事業の後援等について  

          ３）その他 

  (１) ２０１９年度年間計画(案) 

常務理事

 

  

第１回 2018年 4月24日 議 題： １）審議事項  

  (１) 平成２９年度事業報告(案) について 
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種 別 開 催 日 内         容 

第１回  (２) 平成２９年度決算報告(案) について 

つづき  (３) 理事候補者推薦（案）について 

    (４) 役付理事候補者推薦（案）について 

  (５) 公益目的支出計画の実施状況について 

  (６) 定時総会の招集について 

  (７) 臨時理事会の招集手続きを省略することについて 

  (８) 会員の入退会について 

         ２）報告事項 

  (１) 優良従業員表彰者の選考状況について 

  (２) 委員会活動状況について 

   

   

第２回 2018年 7月 4日 議 題： １）審議事項  

  (１) 会員の入退会について 

         ２）報告事項 

  (１) 委員会活動状況について 

  (２) ＪＩＳＡ助成金の申請について 

  (３) 他団体事業の後援について 

          ３）その他 

  (１) ＡＮＩＡ青森大会について 

   

第３回 2018年10月29日 議   題： １）審議事項 

  (１) 会員の入退会について 

         ２）報告事項 

  (１) 委員会活動状況について 

  (２) 平成３０年度予算の上期執行状況について 

  (３) ２０１９,２０２０年度・理事立候補者の募集について 

  (４) 他団体事業の後援等について 

  (５) 優良従業員表彰規程の改定ついて 

          ３）その他 

           (１) ２０１９年度の事業計画と予算について（依頼） 

  (２) 年度表示の西暦化について 

   

第４回 2019年 2月22日 議 題： １）審議事項 

  (１) ２０１９年度事業計画(案) について 

  (２) ２０１９年度収支予算(案) について 

           (３) 会員の入退会について 
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種 別 開 催 日 内         容 

第４回         ２）報告事項 

つづき  (１) 委員会活動状況について 

           (２) 他団体事業の後援等について 

          ３）その他 

  (１) ２０１９年度年間計画（案） 

   

総 務   

委員会 2018年 5月22日 総会の運営、優良従業員表彰商品、総会・賀詞交歓会の会場について 

 2018年 8月 2日 定時総会の反省事項、総務セミナー、賀詞交歓会準備等について 

 2018年 9月20日 新会場の検討、２５年表彰の新設、総務セミナーについて 

 2018年11月29日 総務セミナー、新年賀詞交歓会の詳細担当・運営準備、 

  来年度の総務委員会関連の事業計画・予算について 

 2019年 1月24日 賀詞交歓会終了後の反省事項、総会講演者、総務セミナーについて 

 2019年 3月26日 賀詞交歓会及び総会会場の変更検討、定時総会の講演講師確定、 

  ２０１９年度計画確定 

    

(事業) 2018年 6月14日 平成３０年度定時総会・優良従業員表彰・講演会・懇親会の運営 

 2019年 1月10日 ２０１９年新年賀詞交歓会の運営 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2018年11月 9日 総務セミナー「プライバシーマーク新審査基準の解説」 

  ２０社 ２３名参加 

  一般社団法人中部産業連盟 Ｐマーク審査センター  

   プライバシーマーク主任審査員  松本 月 氏、川口 陽子 氏 

   

広 報   

委員会 2018年 4月 6日 ＡｉＡニュース№１１８の文字校正 

 

 

2018年 4月12日     同      色校正 

 2018年 5月17日 ＡｉＡニュース№１１９ の編集企画 

 2018年 7月 5日     同      文字校正 

 2018年 7月12日     同      色校正 

 2018年 9月11日 ＡｉＡニュース№１２０の編集企画 

 2018年10月 9日     同      文字校正 

 2018年10月15日 

 

    同      色校正 

 2018年11月15日 ＡｉＡニュース№１２１の編集企画 

 2019年 1月 8日     同      文字校正 

 2019年 1月16日     同      色校正 

 2019年 2月14日 ＡｉＡニュース№１２２の編集企画 
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種 別 開 催 日 内         容 

広 報   

つづき  この他、主要行事の取材を随時行った。 

   

(ﾎー ﾑﾍ゚ｰｼ゙ 2018年 4月27日 協会ホームページの機能向上のため、リニューアル目的と施策の詳細検

 ﾘﾆｭー ｱﾙ） ～2019年  2月14日 および提案内容の確認等会議を６回開催 

  （4月27日、6月25日、9月21日、10月15日、11月15日、2月14日） 

   

福利厚生   

委員会 2018年 4月17日 野球大会・春季ゴルフ大会の日程・テニス大会 

  保険新規事業キャンペーンについて 

 2018年 6月19日 野球大会、ゴルフ大会の結果、テニス大会の運営方法、 

  保険新規事業キャンペーン 

 2018年 8月21日 グループ保険、野球大会開会式、秋季ゴルフ大会の日程確認、 

  秋季ゴルフ大会の日程確認 

 2018年10月16日 野球大会進捗状況、テニス大会、秋季ゴルフ大会について、 

 2018年12月18日 保険新規募集キャンペーン、野球大会の結果、テニス大会、 

 2019年 2月19日 新保険募集キャンペーン内容、来期の野球大会の運営方法検討、 

  テニス大会、ゴルフ大会の日程、来年度計画 

   

(事業) 2018年 5月16日 第４２回ゴルフ大会の運営 

  ベルフラワーカントリー倶楽部（瑞浪市日吉町） ６組 ２１名参加 

 2018年 7月25日 野球大会の監督者会議（敗者によるトーナメント戦を継続） 

 2018年 8月25日 第２６回野球大会 開会式 

  稲永球場（名古屋市港区） ２１社 ２２チーム参加 

 2018年10月20日 第２０回テニス大会 ２８チーム参加 

 2018年11月 8日 ２０１８年 秋季ゴルフ大会の運営 

  南山カントリークラブ（豊田市中金町） ５組 １８名参加 

 2018年12月 8日 第２６回野球大会 決勝戦，敗者トーナメント決勝戦・閉会式 

  瑞穂球場（名古屋市瑞穂区） 

人材育成   
委員会 2018年 5月10日 J I SA 地域高度化事業の選定、セミナー集客状況、  

  7 月開催までのセミナー担当のみ割振り 

 2018年 7月11日 

 

各担当セミナー実績報告、JISA 地域高度化事業の選定、 

  セミナー今後の改善点、アンケートの回収率向上について 

 2018年 9月 6日 セミナー近況状況確認、JISA 地域高度化事業の選定、 

  アンケートの回収率向上改善について 
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種 別 開 催 日 内         容 

 2018年11月14日 セミナーの実施状況について、人材育成に関するアンケート調査票、 

  次年度のセミナー実施について 

 2019年 1月23日 セミナー実績報告（全体の反省）、人材育成アンケート内容、  

  来年度の委員会日程等事業計画 

 2019年 3月13日 次年度のセミナー計画確定、来年度計画 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2018年 6月26日 ｢指導者研修～部下指導の効果的な進め方 １回目｣ １５社 ３０名参加 

  (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2018年 7月18日 ｢指導者研修～部下指導の効果的な進め方 ２回目｣ １６社 ３１名参加 

  (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2018年7月24 ・30日 ｢中堅リーダー社員 管理能力向上研修 １回目｣ １４社 ２３名参加 

 (2日間) (一社)中部産業連盟  石原 聖治 氏 

 2018年 9月12 ･13日 ｢中堅リーダー社員 管理能力向上研修 ２回目｣ １１社 ２８名参加 

 (2日間) (一社)中部産業連盟  石原 聖治 氏 

 2018年10月11日 「働き方改革」 業務の生産性を高める！改善のポイント 

  ５社 １９名参加 (株)富士通ラーニングメディア  生江 孝至 氏 

 2018年10月17日 「組織の可能性を広げ、モチベーションを上げるスピーチトレーニング研修」 

  ６社 １８名参加 (株)アイガ  鳥居 高志 氏 

 2018年11月 2日 ｢女性リーダーワークショップ｣ １５社 １７名参加 

    (株)富士通ラーニングメディア  太田 祥子 氏 

   

 (委託ｾﾐﾅ )ー 2018年 6月 5日 「1 日で学ぶ！ IT ソリューション提案の実践」 ６社 １０名参加 

  宿澤経営情報事務所 宿澤 直正氏 

 2018年 6月28日 「1日で学ぶ！チームリーダー・OJT担当者の為の人への教え方と伝え方」 

  ７社 １７名参加 宿澤経営情報事務所 宿澤 直正 氏 

 2018年 7月 5 ･ 6日 「ＩＴ技術者のためのコミュニケーション」 ５社 ２８名参加 

 (2日間)  セイ･コンサルティング・グループ（株）  山崎 有生 氏 

 2018年 7月26日 「1 日で学ぶ！ ヒトを動かす提案書・企画書作成のための図解手法」 

  ７社 １６名参加 宿澤経営情報事務所 宿澤 直正 氏 

 2018年 9月 3日 「できるＳＥのためのデータ分析 ～統計解析入門編～」 

  ６社 １０名参加  中小企業診断士 酒井 隆司 氏 

 2018年 9月20日 「キャリアデザイン ～女性の働きかたを考える～」 

  ６社 １４名参加  (株)インテックス 水藤 麻美 氏 

 2018年10月11 ・12日 「ＩＴ技術者のためのネゴシエーション」  ６社 ２１名参加 

  (2日間)  セイ･コンサルティング・グループ（株）  田渕 真理子 氏 

 2018年10月18 ・19日 「プロジェクトマネージメント入門」  ４社 １２名参加 

  (2日間)  (株)インテックス 中西 夏基 氏 
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種 別 開 催 日 内         容 

 (委託ｾﾐﾅ )ー 2018年11月8 ・9日 「Python3 基礎プログラミング 人工知能による画像解析入門」 

つづき  (2日間)  １０社 １２名参加 (株)インテックス 中西 夏基 氏 

 2018年11月22日 「速習！IT 技術者のためのドキュメンテーション」 ８社 ２８名参加 

   セイ・コンサルティング・グループ（株）  山田 篤彦 氏 

 2019年 1月10･11日 「IT 技術者のためのリーダーシップ」  ７社 ２２名参加 

 (2日間)  セイ･コンサルティング・グループ（株）  山崎 有生 氏 

 2019年 2月 7 ･ 8日 「チームビルディングとモチベーションアップ研修」 ６社 ２４名参加 

  (2日間)  セイ･コンサルティング・グループ（株）  山崎 有生 氏 

   

(説明会) 

 

2018年 9月 7日 

 

｢人材育成に関する各種助成金制度｣説明会 ２０社 ２１名参加 

    愛知労働局 あいち雇用助成室 

      事業主支援アドバイザー  浅井 隆 氏、亀子 美穂 氏 

   

企画事業   

委員会 2018年 4月20日 新しい企画の検討、動向調査／動向説明会の説明 

 2018年 6月 6日 新しい企画の検討 

 2018年 8月 1日 動向調査の内容精査決定、今後のスケジュールについて 

 2018年10月 3日 動向調査の回答状況、行政施策動向説明会のテーマ検討、 

  異業種交流の企画について 

 2018年12月12日 

 

行政施策動向説明会テーマ決定、動向実態調査結果精査 

 2019年 2月13日 行政施策動向説明会結果・反省点、次年度の活動計画検討 

   

(事業) 2019年 3月 1日 ｢愛知県情報サービス産業動向実態調査｣報告書を発行 

  ホームページにて公開、希望者等には印刷物を配布 

   

(説明会) 2019年 2月12日 「行政施策動向説明会」 ９社 １６名参加 

  「IoT 推進等の関連施策について」 

  中部経済産業局 地域経済部 次世代産業課 企画係長 岩﨑 大輔氏 

  「情報通信行政の最新の動向」 

  東海総合通信局 情報通信部 電気通信事業課長 加藤 明彦 氏 

  「愛知県における労働相談状況について」 

  愛知県 産業労働部 労政局労働福祉課 課長補佐 渡邉 みどり 氏 

   

技 術   

委員会 2018年 4月 3日 ＰＭコンテスト２０１８活動計画の検討 

 2018年 7月 3日 ＰＭコンテスト参加者説明会・ＰＭ実践力セミナーの実施報告、 

  技術セミナー実施内容等 
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種  別  開 催 日 内          容  

技 術 2018年10月23日 ＰＭコンテストの完了報告、技術セミナーの案内等 

委員会 2019年 2月 5日 ２０１８年度活動報告、２０１９年度活動計画(案)審議、 

つづき  ＰＭコンテスト意見交換 

   

(PMｺﾝﾃｽﾄ) 2018年 3月 6日 ＰＭコンテスト実施準備のため、2017 年度末から実行委員会を５回開催 

 ～9月26日 （201７年度 3月 6日）、（4月 19日、6月 10日、22日，9月 26日） 

 2018年 6月23日 ＰＭコンテスト参加者説明会 １４社 １５チーム参加 

  ＰＭ実践力セミナー「短納期プロジェクトの計画と実践」 １７社 ８４名参加 

  特定非営利活動法人 東海インターネット協議会  大橋 知子 氏 

 2018年 7月21日 ＰＭコンテスト 試走会①、ＰＭドキュメント相談会① 

 2018年 8月 3日 同 事前審査資料提出(計画フェーズ)  

 2018年 8月10日 同 ドキュメント審査(計画フェーズ) 

 2018年 9月 1日 同 試走会②、ＰＭドキュメント相談会② 

 2018年 9月12日 同 事前審査資料提出(実施フェーズ)  

 2018年 9月18日 同 ドキュメント審査(実施フェーズ) 

 2018年 9月29日 同 大会開催 １３社 １４チーム 応援含め約１５０名を超える参加 

     ロボット走行およびＰＭプレゼンテーション 

 2018年10月24日 同 技術委員会にて完了報告 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2019年 1月29日 技術セミナー 「『ＰＭ次の一手』 ～富士通ＳＥの「定跡」に学ぶ～」 

  １１社 １９名参加 (株) 富士通ラーニングメディア  稲葉 豊茂 氏 

   

採用支援    

委員会 2018年 5月31日 インターンシップの企画、今年度の活動計画日程等、 

  各社の採用に関する現状等を含め情報交換実施 

 2018年 6月27日 あいちビジネス・名古屋工学院専門学校から依頼事項、 

  積極採用企業集とポスター、インターンシップの企画について 

 2018年 8月29日 大学・専門学校懇談会準備、次年度以降の大学・専門学校懇談、 

  インターンシップの企画の会員向けアンケートについて 

 2018年10月23日 大学・専門学校との懇談会役割分担・準備物・レイアウト等の確認、 

  採用アンケートについて 

 2018年12月19日 大学・専門学校懇談会の実施結果等、大学・専門学校懇談会の場所、 

  インターンシップの企画について 

 2019年 2月20日 来年度の行事・スケジュール、採用力強化研修アンケート結果報告 

   

(事業) 2018年11月20日 専門学校･企業就職担当懇談会 中日パレス（名古屋市中区） 

  専門学校：１１校 １８名  会員：６３社 ７３名 参加 
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採用支援  2018年11月28日 大学･企業就職担当懇談会 中日パレス（名古屋市中区） 

委員会  大学：２２大学 ３２名  会員：８２社 １０１名 参加 

つづき   

(ｾﾐﾅｰ) 2019年 1月25日 採用支援セミナー「採用力強化研修」 １２社 １３名参加 

  (株)ヒューマンエナジー  加藤 奈穂子 氏 

   

事業承継   

分科会 2018年 5月21日 今年度の体制について、セミナーの案検討 

 2018年 6月28日 次回セミナー内容検討 

 2018年10月25日 第１５回事業承継セミナー開催 

 2019年 1月28日 次年度の活動計画について 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2018年10月25日 第１５回事業承継セミナー 「中小企業の M&Ａ」 ７社 ７名参加 

  FS Advisory LLC 代表社員 尾竹 紀雄 氏 

   

交流会   

 2018年 6月14日 平成３０年度定時総会・講演会・懇親パーティー 

  講演会 「３度のクビから現役２７年 ～星野監督や野村監督と出会って～」 

  スポーツコメンテーター 山﨑 武司 氏 

  招待者：４名 会員：１９４名 参加 

  懇親パーティー 

  招待者：７名 会員：２２４名 参加 

   

 2019年 1月10日 ２０１９年新年賀詞交歓会 

  招待者：３３名 会員：１４５社 ２６４名 参加 

   

優良従業員 2018年 6月14日  

表彰  定時総会会場にて、４社 ８名を表彰 

   


