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今後の主要事業

【6月以降の主な行事予定 】
日

時

6月10日（水）
13:30～18:00
7月9日（木）
10:00～13:00

行

事

場
所
グループ・局
担
第41回 定時総会 ・ 第79回 理事会 ・ 創立40周年記念式典 ・ 懇親会
札幌グランドホテル

当

企画総務グループ

馬場・堀田・山崎

企画総務グループ

堀田・山崎

第 221 回 常任理事会
札幌グランドホテル

【6月以降の講座講習会 】 http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
日

時

6月15日(月)
13:00～17:00
6月17日(水)
9:00～17:00
6月22日(月)
10:00～17:00
6月24日(水)
25日(木)
10:00～17:00
6月26日(金)
9:30～20:10
6月26日(金)
10:00～16:00

講座講習会名
場
所
グループ・局
受講料
雇用保険に関する実務講座
～雇用保険制度の早分かりと手続き上の留意点・雇用トラブルの対処法など～
道特会館 ６階 中会議室

労働政策局

会員
一般

6,480円
8,640円

法人営業力パワーアップ研修
～すぐに効果が実感でき、ライバルに差をつけるアクション・マニュアル～
道特会館 ５階 大会議室A
労働政策局
安全衛生担当者のための
改正労働安全衛生法対応 実務実践セミナー
道特会館 ２階 大会議室
労働政策局
第一種・第二種 衛生管理者受験のための対策講座
道特会館 ５階 B会議室

労働政策局

会員
一般

12,960円
16,200円

会員・一般
会員
一般

17,280円
27,540円
25,380円

安全管理者選任時研修
道特会館 ５階 大会議室B
労働政策局
『メンタルヘルス不調者を出さない組織づくり』
～ 「心の健康に取組むことはリスク管理の一環 ～
道特会館 ２階 大会議室

会員・一般

9,720円

労働政策局

会員
一般

12,960円
16,200円

労働政策局

会員
一般

15,120円
18,360円

7月2日(木)
10:00～17:00

「女性活躍推進の取り組み」研修

7月2日(木)
13:00～17:00

残業手当(割増賃金)をめぐる実務講座 ～残業手当問題の徹底解明～

7月13日(月)
14日(火)
9:30～17:00

職場リーダー能力向上講座

7月21日(火)
10:00～16:00

就業規則の整備と見直し ～最近の法改正･今後の改正予定に基づく対応､項目別チェックポイント～

7月22日(水)
13:00～16:30

ハラスメント防止対策セミナー

7月29日(水)
～31日(金)
9:00～19:30

ＭＴＰ（管理研修プログラム）コース 【3日間コース】

道特会館 ２階 大会議室
道特会館 ６階 中会議室
道特会館 ５階 大会議室B

道特会館 ６階 中会議室
道特会館 2階 大会議室
道特会館 ６階 中会議室

労働政策局
労働政策局

労働政策局
労働政策局
労働政策局

会員
一般
会員
一般
会員
一般
会員
一般
会員
一般

7,560円
9,720円
28,080円
30,240円
11,880円
15,120円
6,480円
8,640円
64,800円
75,600円

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

示

板

◆ 北海道大学産学・地域協働推進機構 より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
講演会のご案内（2015年6月17日（水））
「気候変動問題をビジネスチャンスに ―環境技術で地域を創る―」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

省エネ対策に取り組むスタートアップ企業（ベンチャー企業）、OPowerの渉外部ディレクター、ケン
・ヘイグ博士をお迎えし、気候変動問題に対するアメリカ民間企業の様々な革新的な取り組みについてご講
演いただくことになりました。
後半は、北大産学推進本部長の山本強本部長をモデレーターに、ケン・ヘイグ博士と北大工学研究院教
授・長野克則氏、富士電機・スマートコミュニティ総合技術部部長・増渕正裕氏をパネラーに迎え、パネル
ディスカッションを行います。
【日 時】2015年6月17日(水) 15:00～17:30
【場 所】北海道大学工学研究院フロンティア応用科学研究棟2F「鈴木章ホール」
【主 催】在札幌米国総領事館、北海道大学産学・地域協働推進機構、
北海道大学工学系連携推進部
【後 援(一部予定)】北海道、札幌市、北海道経済連合会、株式会社北洋銀行、
北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会
【プログラム】
15:00-15:05 開会挨拶 在札幌米国総領事館 領事 セオドア・ディール氏
15:05-16:00 基調講演（日本語講演）
16:00-17:30 パネルディスカッション（日本語講演）
◇パネラー
ケン・ヘイグ博士（OPower 渉外部 ディレクター）、長野 克則氏（北海道大学大学院工学研究院・教
授）、増渕 正裕氏（富士電機㈱発電・社会インフラ事業本部スマートコミュニティ総合技術部部長）
◇モデレーター
山本 強（北海道大学産学・地域協働推進機構産学推進本部長／教授）
17:30
閉会
【詳 細】
http://www.mcip.hokudai.ac.jp/cms/cgi-bin/index.pl?page=files&view_file=1561

【申込み】
http://www.mcip.hokudai.ac.jp/event/reg.html

のフォームで入力するかご氏名、所属、連絡先をご記載の上、ファックス011-706-9550
にご連絡ください。

◆ 道経連より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「今夏における節電対応のお願いと夏季の省エネルギー対策について」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2015年度夏季の電力需給は、最低限必要な予備率 3％以上を確保できる見通しですが、北海道は本州と
の電力融通に制約があり、また現在、火力発電所がフル稼働しており、計画外停止リスクが高まっておりま
す。万が一、需給逼迫という事態になれば産業への影響はもとより、住民生活にも多大な影響は避けられな
い状況にあることから、政府、北海道及び北海道電力（株）より、下記内容の節電要請がされております。
会員各位におかれましては、これまで同様、それぞれのお立場で無理のない範囲で自主的な節電対策を講
じていただくとともに、各ご家庭内での節電対策につきましても、従業員さまを通じて呼びかけていただく
などのご対応をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
○節電をお願いする期間・時間
2015年7月1日(水)から2015年9月30日(水)までの平日9:00から20:00
（8月13日及び8月14日を除く）
※省エネキャンペーン期間は６月から９月まで
あわせまして、経済産業省 資源エネルギー庁から、別添のとおり「夏季の省エネルギー対策」「夏季の
節電メニュー」について通知がありましたので、お知らせいたします。
○夏季の省エネルギー対策について
・夏季の省エネルギー対策について[省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議決定]
http://www.dokeiren.gr.jp/assets/files/pdf/news/20150604002.pdf
・2015年度夏季の電力需給対策について[電力需給に関する検討会合]
http://www.dokeiren.gr.jp/assets/files/pdf/news/20150604003.pdf
・夏季の節電メニュー（事業者の皆様）北海道電力管内[経済産業省]
http://www.dokeiren.gr.jp/assets/files/pdf/news/20150604005.pdf
・夏季の節電メニュー（ご家庭の皆様）北海道電力管内[経済産業省]
http://www.dokeiren.gr.jp/assets/files/pdf/news/20150604004.pdf
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◆ サービス産業生産性協議会 より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ＳＰＲＩＮＧシンポジウム２０１５ in 札幌
サービスイノベーション －ベストプラクティスに学ぶ新しい価値創造－
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

キッザニアのサービスイノベーションなどを題材にしながら、今後のサービス産業の展望や、ＩＣＴを活
用した新たな付加価値創造やサービス向上に向けた議論を深めます。是非ご参加下さい！
日 時：2015年7月21日（火）13:30～16:30
場 所：札幌全日空ホテル （ＪＲ札幌駅徒歩７分）
参加費：無料（事前申込制）
プログラム
▼ご挨拶
・SPRING代表幹事(富士通株式会社 顧問) 秋草 直之
・北海道経済産業局
▼基調講演「サービスイノベーションによる産業の活性化」
東京大学 大学院 教授 橋本 和仁 氏
▼事例研究「サービスイノベーションのベストプラクティスから学ぶ視点」
（モデレータ：サービス産業生産性協議会シニアフェロー 佐藤 正春）
事例1「こども達の職業・社会体験施設『キッザニア』が拓く
サービスの新たな地平」
ＫＣＪ ＧＲＯＵＰ株式会社 代表取締役社長 住谷 栄之資 氏
事例2「老舗旅館の伝統承継とサービス革新」
合資会社一條旅舘 代表 一條 一平 氏
▼詳細・パンフレット・お申し込みはこちら
https://spring.smktg.jp/public/seminar/view/23
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