
 

 

 

２０１９年度 事業報告 

（2019年4月1日から2020年3月31日まで） 

（１）事業概況 

会員の異動は正会員１０社、賛助会員１社が入会、正会員１０社が退会し、２０２０年３月末 

現在の会員数は正会員２４９社、賛助会員９社、合計２５８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７７社９３名、専門学校・企業就職担当懇談会は６３社７７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２０講座開催し、延べ 

４１３名の参加がありました。また、ＰＭコンテストには１０社１１チームが参加し、当日は応援

含め約１００名を超える参加で実施しました。 

決算は、当期収入が４９,０７７,１１２円、当期支出が５２,９７２,７２６円、当期収支差額が 

▲３,８９５,６１４円（前期比６,２０７,５０７円）、次期繰越収支差額が３２,７５０,２８８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。 

なお、新型コロナウィルス発生に伴い、２月から３月開催の委員会等は書面等による開催に一部

変更しました。 

＜総務委員会：５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１９３

名と２９４名という多数の参加者があった。また法令改正等に伴い、パワーハラスメント対策

に関するセミナーを開催した。 

＜広報委員会：１２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２３チーム。春秋のゴルフ大会には各々２２名と２１名が参加し、テニス大会には２６

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。また、ボウリング大会

を２０年ぶりに復活させ３９名の参加者で開催した。 

＜人材育成委員会：５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９回

開催した。会員企業への委託セミナーとして１１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」は新型コロナウィルス発生に伴い 

中止とした。 

 ＜技術委員会：５回開催、ＰＭ実行委員会：６回開催＞ ＰＭコンテストには１０社１１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 

「ＤＸ構想ワークショップ」に関するセミナーを開催した。なお、新コンテストの検討 

ＰＴを立ち上げ検討を開始した。   

＜採用支援委員会：７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。 



 

 

（２）事業内容  

種 別 開 催 日 内         容 

総 会 2019年 6月13日 ２０１９年度定時総会 

  場 所：名古屋国際ホテル 

  正会員数：２５３名  

  出席者数：２１２名 （内 書面により表決する者 １１５名） 

  議 案：＜決議事項＞ 

  第１号議案：2018年度事業報告(案)承認の件 

  第２号議案：2018年度決算報告(案)承認の件 

  第３号議案：理事選任の件 

  第４号議案：監事選任の件 

 

 

         ＜報告事項＞ 

  2018年度公益目的支出計画・実施状況報告の件 

  2019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 2019年 5月 9日 場 所：ＡｉＡ会議室 

第１回  理 事 数：２４名 

  出席者数：１９名 

  議 題： １）審議事項 

  (１) ２０１８年度事業報告(案) について 

  (２) ２０１８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) 定時総会の招集について 

  (４) 監事候補者推薦（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 

           (９) 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 

         ３）その他 

           

第２回 2019年 7月23日 場 所：名鉄グランドﾞホテル（蘭の間） 

  理 事 数：２３名 

  出席者数：１８名 

  議 題： １）審議事項  

  (１) 会員の入退会について 



 

 

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北海道・札幌大会について 

   

第３回 2019年11月 7日

日 

場 所：ＡｉＡ会議室 

  理 事 数：２３名 

  出席者数：１３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) ２０１９年度予算の上期執行状況について 

  (３) 他団体行事の後援等について 

  (４) 優良従業員表彰規程の改定ついて 

          ３）その他 

  (１) ２０２０年度の事業計画と予算について（依頼） 

  (２) 小学校で必須化されるプログラミング教育に 

    関する提案 

   

第４回 2020年 3月17日 理 事 数：２３名 

  出席者数：２３名（書面 決議の省略） 

  議 題： １）審議事項  

  (１) ２０２０年度事業計画(案)について 

  (２) ２０２０年度収支予算(案)について 

  (３) 会員の入退会について 

  (４) 分科会の設置について 

         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) ２０２０年度年間計画(案) 

   

常務理事会   

第１回 2019年 4月25日 議 題： １）審議事項  



 

 

種 別 開 催 日 内         容 

第１回  (１) ２０１８年度事業報告(案) について 

つづき  (２) ２０１８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) 定時総会の招集について   (４) 監事候補者推薦（案）について 

   (５) 役付理事候補者推薦（案）について 

  (６) 公益目的支出計画の実施状況について 

  (７) 定時総会の招集について 

  (８) 臨時理事会の招集手続きを省略することについて 

  (９) 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 2019年 7月10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北海道・札幌大会について 

   

第３回 2019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) ２０１９年度予算の上期執行状況について 

  (３) 他団体事業の後援等について 

          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 2020年 2月20日 議 題： １）審議事項 

  (１) ２０２０年度事業計画(案) について 

  (２) ２０２０度収支予算(案) について 

           (３) 会員の入退会について 

           (４) 分科会の設置について 



 

 

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 2019年 5月23日 総会の運営、優良従業員表彰賞品、総務セミナーについて 

 2019年 8月 1日 定時総会の反省事項、総務セミナー、来年度の会場について 

 2019年10月 3日 総務セミナー、新会場の検討、来年度講演会講演者について 

 2019年11月28日 新年賀詞交歓会の詳細担当・運営準備、来年度講演会講演者 

 2020年 1月29日 賀詞交歓会終了後の反省事項、総務セミナー、総会講演者、 

  来年度総会等会場について 

 2020年 3月18日 新型コロナウィルス対応で4月初旬に延期 

   

(事業) 2019年 6月13日 ２０１９年度定時総会・優良従業員表彰・講演会・懇親会の運営 

 2020年 1月 9日 ２０２０年新年賀詞交歓会の運営 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2020年2月14日 総務セミナー 

  「職場のパワーハラスメント対策～パワハラ法制化に向けて～」 

  １６社 ２３名参加 

  山田幸代社会保険労務士事務所 

  社会保険労務士 山田幸代 氏  

   

広 報   

委員会 2019年 4月 5日 ＡｉＡニュース№１２２の文字校正 

 

 

2019年 4月11日     同      色校正 

 2019年 5月17日 ＡｉＡニュース№１２３ の編集企画 

 2019年 7月 4日     同      文字校正 

 2019年 7月11日     同      色校正 

 2019年 8月19日 ＡｉＡニュース№１２４の編集企画 

 2019年10月 8日     同      文字校正 

 2019年10月15日 

日 

    同      色校正 

 2019年11月14日 ＡｉＡニュース№１２５の編集企画 

 2020年 1月 7日     同      文字校正 

 2020年 1月16日     同      色校正 

 2020年 2月13日 ＡｉＡニュース№１２６の編集企画 



 

 

種 別 開 催 日 内         容 

広 報  この他、主要行事の取材を随時行った。 

つづき   

   

(ﾎー ﾑﾍ゚ｰｼ゙  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 

ﾘﾆｭー ｱﾙ）  詳細検討 

   

福利厚生   

委員会 2019年 4月16日 野球大会・春季ゴルフ大会・テニス大会の日程、ボウリング大会の企画、 

  保険新規事業キャンペーンについて 

 2019年 6月18日 野球大会、ゴルフ大会の結果、テニス大会の運営方法、 

  ボウリング大会の企画、保険新規事業キャンペーン結果について 

 2019年 8月20日 ボウリング大会の企画、野球大会開会式、テニス大会の運営、 

  秋季ゴルフ大会の日程確認について 

 2019年10月10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、 

  ボウリング大会の詳細運営について 

 2019年12月17日 医療保険、ボウリング大会の受付状況、野球大会・テニス大会の結果 

 2020年 2月18日 保険募集キャンペーン内容、ボウリング大会の結果、野球大会、 

  ゴルフ大会の日程、来年度委員会計画について 

   

(事業) 2019年 5月22日 ２０１９年春季ゴルフ大会の運営 

  富士カントリー可児クラブ （岐阜県可児市）  ６組 ２２名参加 

 2019年 7月26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） 

 2019年 8月24日 第２７回野球大会 開会式 

  稲永球場（名古屋市港区） ２０社 ２３チーム参加 

 2019年10月26日 第２１回テニス大会 ２６チーム参加 

 2019年11月13日 ２０１９年 秋季ゴルフ大会の運営 

  名四カントリークラブ（三重県四日市市） ６組 ２１名参加 

 2019年11月30日 第２７回野球大会 決勝戦，敗者トーナメント決勝戦・閉会式 

  熱田球場（名古屋市熱田区） 

   

人材育成   

委員会 2019年5月15日 セミナー担当者割振り、人材アンケート内容、 

  JISA地域高度化事業の選定、新規活動の検討について 

 2019年 7月17日 

日 

セミナー担当者割振り、人材アンケート内容、  JISA研修について 

 2019年 9月 4日 セミナー近況状況確認、JISA地域高度化事業の募集 

 2019年11月20日 セミナー担当者割振り、セミナーの実施状況、アンケート回答状況、 

  来年度のセミナー案について 



 

 

種 別 開 催 日 内         容 

人材育成 2020年 1月15日 セミナー実績報告（全体の反省）、セミナー開催に関する決定、  

委員会  来年度の委員会日程等事業計画 

つづき 2020年 3月11日 新型コロナウィルス対応で開催中止 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2019年 7月 3日 ｢指導者研修 ～ティーチング編～｣ ２１社 ３６名参加 

  (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2019年 7月30日 ｢指導者研修 ～コーチング編～｣  １６社 ３１名参加 

  (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2019年 8月29日・ ｢中堅リーダー社員 管理能力向上研修 １回目｣ １６社 ２９名参加 

 9月5日 (2日間) (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2019年 9月 3日 ｢女性リーダーワークショップ｣ １２社 １８名参加 

   (株)富士通ラーニングメディア  太田 祥子 氏 

 2019年 9月 24日 ｢指導者研修 ～ティーチング編～（追加）｣ １１社 ２６名参加 

  (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2019年 9月25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 

 9月26日(2日間) (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2019年10月10日 「働き方改革」 業務の生産性を高める！改善のポイント 

  ４社 ７名参加 (株)富士通ラーニングメディア 生江 孝至 氏 

 2019年10月15日 ｢指導者研修 ～コーチング編～（追加）｣ ６社 ２０名参加 

  (一社)中部産業連盟  清水 弘之 氏 

 2020年 2月12日 「モチベーションを上げる伝え方トレーニング講座」 

   ～スタッフのやる気を引き出す言葉の力～ 

  １０社 ２４名参加 (株)アイガ  鳥居 高志 氏 

    

(委託ｾﾐﾅ-) 2019年 8月23日 「キャリアデザイン  ～女性の働きかたを考える～」 

  ２社 ６名参加  (株)インテックス 水藤 麻美 氏 

 2019年 9月 2日 「生産性向上に向けたデータ分析  ～統計解析入門編～」 

  ６社 １４名  中小企業診断士 酒井 隆司 氏 

 2019年 9月5日・ 「プロジェクトマネージメント入門」  ７社 ８名参加 

 9月 6日(2日間)  (株)インテックス 中西 夏基 氏 

 2019年 9月17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 

 2019年10月10日・ 「ＩＴ技術者のためのコミュニケーション」 １１社 １８名参加 

 10月11日(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11月 6日 「心理学を応用したメンタル・マネジメント」 １０社 １９名参加 

    セイ･コンサルティング・グループ（株） 田渕 真理子 氏 

     



 

 

種 別 開 催 日 内         容 

(委託ｾﾐﾅ )ー 2019年11月11日・ 「ＩＴ技術者のためのネゴシエーション」  １０社 １６名参加 

つづき 11月12日(2日間)   セイ･コンサルティング・グループ（株） 田渕 真理子 氏 

 2019年11月19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」 

    ９社 ２５名参加  宿澤経営情報事務所 宿澤 直正 氏 

 2019年12月10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 １８名参加  宿澤経営情報事務所 宿澤 直正 氏 

 2020年 1月16日・ 「IT技術者のためのリーダーシップ」  ９社 ２２名参加 

 1月17日(2日間)   セイ･コンサルティング・グループ（株）  山崎 有生 氏 

 2020年 2月 6日・ 「チームビルディングとモチベーションアップ研修」 ９社 ２４名参加 

 2月 7日(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) 

 

2019年 9月 13日 

日 

｢人材育成に関する各種助成金制度｣説明会 １３社 １４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 土屋 由紀絵 氏 望田 有紀子 氏 

   

企画事業   

委員会 2019年 4月17日 行政施策動向説明会のコンセプト、新しい企画の検討 

 2019年 6月 5日 行政施策動向説明会の詳細検討、動向調査の内容の検討 

 2019年 8月 6日 動向調査の内容精査決定、委員会の改名や再編について、 

  人材育成委員会のアンケートとの取扱 

 2019年10月 9日 動向調査の調査集計、行政施策動向説明会のテーマ検討、 

  動向実態調査で追加した項目の表現等について 

 2019年12月11日 

日 

動向実態調査結果精査、行政施策動向説明会のテーマ 

 2020年 2月 5日 行政施策動向説明会、次年度の活動計画検討、 

  派遣法改訂に関する説明 

   

(事業) 2020年 3月 2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) 2020年 2月25日 「行政施策動向説明会」 

  新型コロナウィルス対応で開催中止 

   

技 術   

委員会 2019年 4月 2日

日日 

ＰＭコンテスト2019活動計画の検討 

 2019年 7月 2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 

 2019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 



 

 

種  別  開 催 日 内          容  

技 術 2019年12月10日 新コンテスト検討状況、プログラミング教育について 

 委員会 2020年 2月 4日 ＰＭコンテスト２０２０、２０１９年度活結果、２０２０年度活動計画、 

つづき  プログラミング教育について 

   

(PMｺﾝﾃｽﾄ) 2019年 2月25日 ＰＭコンテスト実施準備のため、２０１８年度末から実行委員会を６回開催 

 ～ 9月24日 （2019年 2月25日, 3月26日）、（ 4月15日, 5月16日, 6月14日, 9月24日） 

 2019年 6月22日 ＰＭコンテスト参加者説明会 １０社１１チーム参加 

  ＰＭ実践力セミナー「デジタル時代におけるプロジェクトの計画と実践」 

     １１社 ４５名参加 ボランチ２１ 大橋 知子 氏 

 2019年 7月20日 ＰＭコンテスト 試走会①、ＰＭドキュメント相談会① 

 2019年 8月 2日 同 事前審査資料提出(計画フェーズ)  

 2019年 8月 7日 ＰＭコンテスト 夜間試走会① 

 2019年 8月 9日 同 ドキュメント審査(計画フェーズ) 

 2019年 8月31日 同 試走会②、ＰＭドキュメント相談会② 

 2019年 9月11日 ＰＭコンテスト 夜間試走会② 

 2019年 9月13日 同 事前審査資料提出(実施フェーズ)  

 2019年 9月18日 同 ドキュメント審査(実施フェーズ) 

 2019年 9月28日 同 大会開催 １０社 １１チーム 応援含め約１００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 

 2019年10月23日 同 技術委員会にて完了報告 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2020年 1月28日 技術セミナー「ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)構想ワークショップ」 

  ６社 １３名参加  (株) 富士通ラーニングメディア  飯田 哲也 氏 

   

採用支援    

委員会 2019年 6月20日 大学・専門学校懇談会の開催場所、インターンシップの企画、 

  今年度の活動計画内容 

 2019年 7月29日 大学・専門学校懇談会の開催概要、意見交換・情報交換の仕方 

 2019年 8月22日 大学・専門学校懇談会で議論するテーマローテーション回数等検討、 

  採用セミナーついて 

 2019年 9月19日 大学・専門学校懇談会の申込状況、大学・専門学校懇談会準備・分担、 

  参加会員へのアンケート内容 

 2019年10月24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、 

  採用支援セミナー 

 2019年12月16日 大学／専門学校・企業就職担当懇談会実施結果と今後、 

  学生向け情報発信イベント（インターンシップ等）の企画について 

   



 

 

 

種 別 開 催 日 内          容  

 2020年 2月21日 今年度行事の反省点、来年度の行事・スケジュール、 

  学生向け情報発信イベント（インターンシップ等）の企画について 

   

(事業) 2019年11月12日 専門学校･企業就職担当懇談会  名鉄ニューグランドホテル 

    専門学校：１０校 １５名  会員：６３社 ７７名 参加 

 2019年11月21日 大学･企業就職担当懇談会  名鉄ニューグランドホテル 

  大学：２１大学 ３１名   会員：７７社 ９３名 参加 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2019年12月19日 採用支援セミナー「採用力強化研修」 １４社 １９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 2019年 4月23日 今年度の体制について、セミナーの案検討 

 2019年 8月28日 次回セミナー内容検討 

 2019年10月28日 第１６回事業承継セミナー開催 

 2019年12月 4日 次年度の活動計画について 

 2020年 2月26日 新型コロナウィルス対応で開催中止 

   

(ｾﾐﾅｰ) 2019年10月28日 第１６回事業承継セミナー   

  「こうしたらM&Aが失敗する。またこうしたら成功。事例勉強会」 

     ７社 ８名参加  レバレジーズ（株） 山本 賢二氏 

   

交流会 2019年 6月13日 ２０１９年度定時総会・講演会・懇親パーティー 

  講演会 「今、世界で 日本で 何がおきているのか？」 

  国際ジャーナリスト  モーリー・ロバートソン 氏 

  招待者：７名 会員：１７１名 参加 

  懇親パーティー 

  招待者：９名 会員：１８４名 参加 

   

 2020年 1月 9日 ２０２０年新年賀詞交歓会 

  招待者：２９名 会員：１４２社 ２６５名 参加 

   

優良従業員 2019年 6月13日  

表彰  定時総会会場にて、４社 ９名を表彰 

   


