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今後の主要事業

【10月以降の主な行事予定 】
日

行

時

10月7日（水）14:00～

場

所

事

グループ・局

担

当

経団連・道経連 共催
『第63回 北海道経済懇談会 』 (14:00～16:00) 『 懇親パーティー 』(16:00～17:20)
札幌グランドホテル
企画総務グループ

8日（木）AM
10月20日（火）
10月30日（金）
11:00～13:00
10月30日（金）
15:00～18:00
11月12日（木）
10:00～13:00

第２０回 三経連 中央要望
平成27年度 10月度 会長・副会長会議
堀田・山崎

北海道経済連合会 産業振興･地域政策・労働政策委員会 合同報告会
札幌東急ＲＥＩホテル

地域政策グループ

木村

企画総務グループ

堀田・山崎

第 223 回 常任理事会
札幌グランドホテル

時

10月14日(水)
13:00～17:00

企画総務グループ

道経連会議室

【10月以降の講座講習会 】
日

馬場・水野・山崎

（視察会）

http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
講座講習会名
場

所

グループ・局

受講料

労災保険法に関する実務講座
道特会館 2階 大会議室

会員
一般

労働政策局

6,480円
8,640円

給与計算と年末調整の実務講座
11月2日(月)
10:00～16:00

～給与計算・社会保険・税金の取り扱いと留意点＆年末調整の手続き～

11月10日(火)
11日(水)
10:00～17:00

第一種・第二種 衛生管理者受験のための対策講座

11月16日(月)
13:00～17:00
11月17日(火)
14:00～16:30
11月19日(木)
10:00～17:00
11月24日(火)
13:00～17:00

道特会館 6階 中会議室

道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

労働政策局

会員
一般

第一種
第二種

11,880円
15,120円

27,540円
25,380円

北海道経済連合会講演会
すみれホテル

3階

ヴィオレ

平成27年度 助成金活用セミナー
道特会館

2階

大会議室

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

―助成金の内容を分かりやすく解説します―
労働政策局

会員
一般

5,400円
7,560円

新任管理･監督者特別講座
管理・監督者に求められる行動と責任 ―指導力､統率力強化のポイント―
道特会館

2階

大会議室

年金・退職金知識講座
道特会館

6階

労働政策局

会員
一般

15,120円
18,360円

～公的年金・企業年金・退職金基礎知識と今後の対応～

中会議室

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800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。
【道経連通信 №638】(1)

掲 示

板

◆ 北海道総合通信局より
**********************************************************************
電波による屋外の遠隔監視や機器制御のためのデータ伝送実証試験を公開
－ テレメーター・テレコントロールの高度利用に関する調査検討会 －
**********************************************************************
北海道総合通信局は、「テレメーター・テレコントロールの高度利用に関する調査検討会」を設置し、本年４
月から調査検討を行っています。この度、調査検討の一環として、農林水産業等様々なフィールドで活用が期待
される広帯域テレメーター・テレコントロールを体験いただくため、実際に電波を使った様々な実証試験を公開
により実施します。
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10月21日(水) 13時00分～15時45分
(13時 岩見沢市自治体ネットワークセンター1Fビル前集合・出発、15時45分岩見沢市自治体ネットワー
クセンター解散)
※駐車場は用意しておりません。集合場所までは公共交通機関を御利用ください。
2 場所
いわみざわ公園（バラ園）（岩見沢市志文町794）
岩見沢市自治体ネットワークセンター（岩見沢市有明町南1-20）
3 参加対象・定員等
(1)参加対象者:どなたでもご参加いただけます。
(2)定員:100名（参加無料）
4 お申込み方法等
参加ご希望の方は、平成27年10月9日(金)までに、件名を「実証試験参加希望」とし、氏名、団体名、緊急
の場合の連絡先（電話番号及び電子メールアドレス）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。
＜お申込み等の詳細＞
北海道総合通信局ホームページの報道資料をご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2015/0917t.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「テレメーター・テレコントロールの高度利用に関する調査検討会」事務局
総務省 北海道総合通信局 無線通信部 企画調整課
T E L : 011-709-2311(内線4624)
F A X : 011-700-5463
mailto:hokkaido-kentou@soumu.go.jp

(北海道検討)

http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido (公式サイト)
https://twitter.com/08hokkaidoBt

(Twitter)

https://www.facebook.com/08hokkaidoBt

(Facebook)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
◆ 北海道開発局より
第 10 回全国貨物純流動調査 （物流センサス）の実施について
この度国土交通省では、全国的な物流体系の整備等に資するため 、全国の 貨物流動の実態把握を目的とする第
10 回全国貨物純流動調査 （物流センサス） を別 紙の要領により実施する こととなりました。
全国貨物純流動調査は 、荷主企業など出荷側から貨物の動き合調査するものとしては、我が閣で唯一 、全国一
斉に行われている調査であり 、昭和 4 5 年の第 1回調 査以来 5 年ごとに実施している 調査です。
この調査の一環と して、調査対象として抽出させていただいた個別の事業者に対 し、平成 2 6 年度 1年間の
入出荷貨物及び平成 2 7 年 1 0 月 2 0 日から2 2 13 まで の出荷貨物の流動状況について 、調査票への記入
を後日 依頼する こととしています。
本調査の実施にあたりましては、関係する皆様方にご協力をいただくことが不可欠ですので、ご多忙中とは存
じますが、調査の趣旨をご理解いただき、円滑な調査の実施に向けて、ご協力のほどよろしくお願いいたしま
す。
詳しくは http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/butsuryu06100.html

【道経連通信 №638】(2)

◆ 北海道労働局より
改正労働者派遣法説明会のご案内
＜10月16日（金）・10月19日（月）札幌開催（参加無料）＞
厚生労働省北海道労働局では、第189回通常国会で、改正法が成立した「労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律」（労働者派遣法）を広く道民の方々に、ご理解いただくため、説明会を
道内6地域（全7回）で開催いたします。
このたびの改正労働者派遣法は派遣元事業者のみならず、派遣労働者を受け入れる企業等の皆様にも大きな関
わりが生じますので、経営層ならびに人事労務ご担当者をはじめ、派遣労働者の雇用管理に関心のある多くの皆
さまのご参加をお待ちしております。
開催日時、場所につきましては、こちらをご参照ください。
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/1403/2015928133846.pdf

事前申込（予約）は不要です。別紙下欄の参加票に記載し、当日持参して下さい。

◆ 北海道より
北海道環境生活部くらし安全局
文化・スポーツ課 オリンピック・パラリンピック連携室からのセミナーご案内
「スポーツによる北海道の活性化を考える」
日時；１０月１４日（水） 開演 １３：３０〜１７：３０
場所：ホテルポールスター札幌
札幌市中央区北４条西６丁目
第１部：基調講演 「地方におけるスポーツレガシー構築戦略」
㈱電通スポーツ局 2020東京オリンピック・バラリンピック室部長 有賀

勝氏

第２部：パネルディスカッション
第３部：ワークショップ （自治体関係者様・関連企業様対象）
主催：北海道新聞社
共催：2020東京オリパラの成功を支援する北海道の会
お申込み期限：１０月１３日（火）
お申込み方法：別添申込用紙、または氏名・所属・住所・TEL/FAX・Ｅ－mailをご記入の上
下記のFAX、メールにてお申込みください。
ＦＡＸ：011-232-8695

メール： sports.camp@pref.hokkaido.lg.jp
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