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No.625

今後の主要事業

【3月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

所

事
部・委 員 会

3月10日(火)
15:00～18:00

平成26年度 第2回 産業振興委員会

3月12日（木）
10:00～13:00

第 219 回 常任理事会

札幌東急イン

札幌グランドホテル

担

当

産業振興グループ

中井

企画総務グループ

新庄・佐久間

【3月以降の講座講習会 】 http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
日

講座講習会名

時

場

3月9日(月)
13:00～17:00

所

担

当

受講料

「冨岡公治法律事務所講演会」
1.勤務態度不良者に対する対処策

すみれホテル

3階

ヴィオレ

4月6日(月)
7日(火)
10:00～17:00

2015新入社員実践基礎講座

4月6日(月)
10:00～16:00

新入社員研修講座

道特会館
道特会館

2階 大会議室

2.職場における女性活用の諸問題

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

労働政策局

会員
一般

21,600円
24,840円

会員
一般

12,960円
16,200円

～ビジネスマナーの基本と実践～

6階 中会議室

労働政策局

※講座・講習会のお問い合わせは 労働政策局(ＴＥＬ 011-251-3592)まで。

掲

示

板

◆ 北海道警察より
振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害防止について
北海道内における平成26年の特殊詐欺の被害総額は、過去最悪の12億5千万円となり、極めて憂慮すべ
き状況になっています。
特に「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」は、手口が悪質巧妙化しており、被害者の多くは、働き盛り
の親の世代となっています。
特殊詐欺の被害にあわないためには
・離れて暮らすご家族と連絡を取り合っておく
・「合言葉」など家族のルールを決めておく
・近所の高齢者と話しやすい関係を築き、地域のコミュニケーションを深める
ことなどが有効です。
企業・団体の皆様におかれましても､朝礼等の場で家族の絆を深めるよう呼びかけを行うなど､被害の未
然防止に努めましょう｡
※北海道知事と北海道警察本部長の連名による特殊詐欺被害防止のメッセージ
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/seian/oreore2/message/message-h27.pdf

※特殊詐欺の種類などの詳細はこちらをご覧ください。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/sub_page/furikome/furikome-1.html
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◆ 新千歳空港建設促進期成会より
講演会「新千歳空港の国際拠点空港化を目指して」のご案内
国内外から寄せられるニーズや期待に応え、成長するアジアからの来道客の受入体制を構築し、新鮮な
食の北海道ブランドの輸出拡大などを実現するためには、新千歳空港を国際的な競争力を有する「我が国
の北の国際拠点空港」として、その基盤整備を推進しながら機能強化を図る必要があります。
そのためには、北海道に住む私たちが、現在の航空情勢を的確に理解し、新千歳空港が果たす役割や機
能強化の必要性などについて共通の理解に立つことが求められています。
本講演会では、主に観光の視点から新千歳空港を取り巻く航空情勢の変化や空港の機能強化による北海
道経済の活性化などについて、ご講演をいただきます。
日時：平成２７年３月１７日（火）１３：３０〜１５：００
会場：ニューオータニイン札幌 ２階「鶴の間」 （札幌市中央区北２条西１丁目１－１）
入場無料
講師：札幌国際大学学長 越塚 宗孝氏
お申し込み方法等詳細はこちらをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/kkk/H26kouenkai.pdf
お問い合わせ先
新千歳空港建設期成会事務局
（北海道商工会議所連合会 政策・企画部 福井）
ＴＥＬ 011-241-6309 ＦＡＸ 011-231-0726
E-mail： fukui@hokkaido.cci.or.jp

◆ 北海道より
～北の輝く女性応援会議～
「女性の活躍応援自主宣言」の募集について
北海道では、互いに知恵を出し合い、女性が一層活躍できる地域社会づくりに思いを一つに取り組んで
行くため、平成２６年１０月２１日に「北の輝く女性応援会議」を設置しました。当会の大内会長は応援
会議の構成員となっています。
本年２月１０日に開催された第２回会議では、女性の活躍推進に取り組む企業・団体等から「女性の活
躍応援自主宣言」を募集し、広く公開することなどを決定しました。
当会会員の各企業、団体におかれましては、趣旨に則り、この自主宣言に応募いただきますようご協力
をお願いします。募集内容の詳細等につきましては、道の下記ホームページを参照下さい。
北の輝く女性の元気応援サイト【ひろばHIROBA】
ホーム＞くらし・医療・福祉＞男女平等参画・人権＞男女平等参画
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/josei-katuyaku-index.htm

◆ 北海道総合通信局より
次世代モバイル通信の実現を目指して
「新たな電波利用の将来に関するセミナー」を開催
北海道総合通信局は、北海道テレコム懇談会と共催し、新たな電波利用に関する政策動向や先進的な技
術開発状況等について理解を深め、新たな電波利用を促進することにより、地域経済が活性化することを
目的にセミナーを開催します。
御多忙中のこととは存じますが、多数の皆様に御参加をいただきたく御案内いたします。
1 日時
平成27年3月13日(金) 14時30分から17時20分まで(開場14時00分)
2 会場
ホテルポールスター札幌 ２階セレナード （札幌市中央区北４条西６丁目）
※駐車場は確保していませんので、公共交通機関を御利用ください。
3 定員
120名(参加無料)
4 プログラム
14:00
開場
14:30
開会
14:40～15:50

講演１ 演題：世界最先端のワイヤレス立国の実現・維持に向けて
講師：総務省総合通信基盤局 電波部長 富永 昌彦

15:50～16:00
16:00～17:10

休憩
講演２

演題：第５世代移動通信システムに関する我が国における検討状況
について
講師：第５世代モバイル推進フォーラム 技術委員会
委員長代理 中村 隆治 氏
(富士通㈱ ネットワークビジネス戦略室事業企画室プリンシパルエンジニア)

５ お申込み・お問い合わせ
詳細については、次のウェブサイトを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2015/0209.html

【道経連通信 №625】(2)

◆ 北海道より
信用保証料補助制度のご案内
道では、原料等価格の高騰や人件費の増加、さらには電気料金の再値上げなど様々なコストアップの影
響により、経営に支障を来している中小企業の方々を支援するため、道の中小企業総合振興資金を利用し
た方の保証料の一部を補助します。
◆補助対象者：「原料等高騰対策特別資金」及び「景気変動対策特別貸付」を信用保証付きで利用する
中小企業者等
◆補助金額：信用保証料総額の３分の１
◆ウェブサイト: http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/hoshouryouhojo.htm
▽問い合わせ先
北海道経済部 経営支援局 中小企業課金融グループ（TEL 011-204-5346）

◆ 北海道経済産業局より
地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金のご案内について
経済産業省の平成２６年度補正予算として、「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」
のうち、最新モデルの省エネ機器への補助金（Ａ類型）についての公募概要が公表されましたので、お知
らせします。
本制度は、工業会が証明書を発行するエネルギー消費機器等（照明、空調等の機器や断熱材・窓等）の
購入費を補助するもので、例年予算化されている補助金（エネルギー使用合理化事業者等支援補助金）よ
りも申請書類が非常に簡素化され、使いやすくなっております。
公募の概要は下記となります。
■補助対象者
：事業を営んでいる法人及び個人事業主
■補助対象経費
：機器等の購入費のみ
■補助率
：１／３以内（中小企業、エネルギー多消費企業は１／２以内）
■補助金上限・下限：上限１．５億円／事業者、下限：５０万円／事業所
■対象設備の要件 ：最新モデルかつ、一代前のモデルと比較して年平均１％以上の省エネ性能の向
上が確認できる機器等
■公募期間
：３月１６日～１２月１１日（随時、交付決定を行い、予算に達し次第終了）
詳細につきましては、（一社）環境共創イニシアチブのホームページに掲載されております。
http://sii.or.jp/category_a_26r/
なお、北海道内の公募説明会につきましては、下記のとおり開催されます。
■日時：３月２６日（木）１１：００～（第1部）、１４：３０～（第2部）
■場所：札幌市中央区北４条西５丁目 アスティ４５ ＡＣＵ大研修室
お問い合わせは
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
TEL:０５７０－００１－２９０

◆ 北海道総合通信局より
ＩＣＴでおもてなし観光セミナーを開催
－ 魅力ある観光地域づくり －
この度、北海道総合通信局は、北海道テレコム懇談会との共催により、訪日外国人観光客の方々にとっ
て魅力ある地域づくりに役立てていただくため「ＩＣＴでおもてなし観光セミナー（魅力ある観光地域づ
くり）」を開催します。
本セミナーでは訪日外国人観光客にとってニーズの高い公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）をテーマに、そ
の整備状況、活用等による魅力ある観光地域づくり、ネットワーク型多言語音声翻訳システムを紹介し、
観光分野でのＩＣＴ利活用に役立てていただくことを目的として開催します。
１
２
３
４

日
会
定

時：平成２７年３月２５日（水）１３：３０～１７：００（開場１３：００）
場：ホテルポールスター札幌 ２階メヌエット （札幌市中央区北４条西６丁目）
員：定員１００名（参加費無料、事前登録制）

プログラム
・13:30 開会
主催者挨拶
・13:35【基調講演】：「公衆無線ＬＡＮ環境の普及拡大の取組」
講師：無線ＬＡＮビジネス推進連絡会 会長 小林 忠男 氏
・14:30【講演１】「世界に通用する魅力ある観光地づくり」
講師：株式会社ＪＴＢ総合研究所 主任研究員 倉谷 裕 氏
・15:30【講演２】「Fukuoka City Wi-Fi活用による訪日外国人向け観光サービス」
講師：福岡市 市長室広報戦略室広報課長 白木 秀一 氏
・16:15【講演３】「世界の『言葉の壁』をなくす多言語音声翻訳技術」
講師：独立行政法人情報通信研究機構 先進的音声翻訳研究開発推進センター
総括 内元 清貴) 氏
・17:00 閉会
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５
６
７

８

主 催
総務省北海道総合通信局、北海道テレコム懇談会
後援
北海道、公益社団法人北海道観光振興機構
定員・参加対象等
定員１００名（参加費無料）。
自治体、ホテル関係者、観光事業者、情報通信関係事業者等どなたでも参加いただけます。
申込み方法
参加ご希望の方は、「ＩＣＴ観光セミナー参加希望」と記入し、氏名、団体名、所属、
連絡先(電話番号等）を明記の上、電子メール又はファックスにてお申込みください。
（定員になり次第、締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。）

＜お申込み・お問い合わせ先＞
北海道総合通信局 情報通信部

情報通信振興課

電子メール: hok-ict@soumu.go.jp
ファックス：０１１－７０９－２４８２
電
話：０１１－７０９－２３１１（内線４７１８）
（電話によるお問い合わせは、土、日、祝日を除く 8:30～12:00、13:00～17:00です。）
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