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今後の主要事業

【6月以降の主な行事予定 】
日

時

7月6日（水）
15:30～17:30
7月7日（木）
10:00～13:00
7月28日（木）
11:00～13:00

行
場
所
グループ・局
平成28年度 第１回 地域政策委員会
道経連会議室

時

6月27日(月)
～29日(水)
9:00～17:00

札幌グランドホテル
企画総務グループ
平成28年 7月度 会長・副会長会議

堀田・鎌田

第 227 回 常任理事会

道経連会議室

場

所

道特会館 ６階 中会議室

安全管理者選任時研修

グループ・局

道特会館 6階 中会議室

道特会館 ２階 大会議室

会員
一般

61,560円
72,360円

労働政策局

会員
一般

11,880円
15,120円

労働政策局

北海道建設会館 8階 A会議室

労働政策局

11,880円

会員・一般

16,200円

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 2階 大会議室

労働政策局

会員
一般

27,540円
25,380円

ハラスメント防止対策セミナー
道特会館 5階 大会議室A

『法務リスク回避のための労働法実務講座』

道特会館 2階 大会議室

道特会館 6階 中会議室

会員
一般

労働政策局

8月29日(月)
10:00～16:00

9月30日(金)
13:00～17:00

会員・一般

ストレスチェック実施者・企業担当者のストレスチェック 実務・実践セミナー

実践型職場リーダーシップ研修

9月20日(火)
10:00～16:00

受講料

労働政策局

7月28日(木)
29日(金)
10:00～17:00

9月5日(月)
10:00～17:00

堀田・鎌田

ＭＴＰ（管理研修プログラム）コース 【3日間コース】

7月4日(月)
9:30～20:10

7月20日(水)
13:30～16:30

企画総務グループ

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

就業規則の整備と見直し

7月7日(木)
8日(金)
10:00～17:00

当

植木・木村

7月1日(金)
10:00～16:00

7月6日(水)
10:00～17:00

担

地域政策グループ

【6月以降の講座講習会 】
日

事

労働政策局

労働政策局

6,480円
8,640円

会員
一般

28,080円
30,240円

会員
一般

14,040円
17,280円

会員
一般

12,960円
16,200円

秘書実務研修講座 ～できる秘書になるために～
道特会館 6階 中会議室

労働政策局

『中堅社員を中核社員に変える20の要件』 ～意識は行動の原点～
道特会館 6階 中会議室

労働政策局

会員
一般

12,960円
16,200円

債権回収の法律実務講座 ～債権の回収と不良債権の予防～
道特会館 6階 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。
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掲 示 板

◆ 北海道１５０年道民検討会議より（事務局：北海道、道経連、道商連）
北海道１５０年事業について
「北海道」と命名されて１５０年目の節目を迎える平成３０年（２０１８年）に本道の歴史や文化遺産、各地域
の魅力や活力を道内外に発信する取組みなど、オール北海道による道民参加型の記念となる事業を展開します。
この北海道１５０年の記念事業の基本方針を検討するにあたり、「アンケートの実施」および「北海道みらい日
誌の募集」を行いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
詳細につきましては、以下ＵＲＬをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/150junbishitsu.htm
【北海道１５０年事業に関するアンケート】
北海道１５０年道民検討会議（委員長：北海道大学総長・山口佳三）では、「北海道１５０年事業」に関するアンケートを実施し、
皆様のご意見を参考にしながら記念事業の基本方針の策定作業を進めます。
【北海道みらい日誌】
道民、特に北海道の未来を担う若い世代の「気持ち」を受け止めるために「北海道みらい日誌」と題した「北海道のみらいへの思い」
を募集いたします。北海道の名付け親と言われる松浦武四郎は、２８歳から計６回に及ぶ北海道調査を行い、「近世蝦夷人物誌」、
「十勝日誌」、「天塩日誌」など様々な紀行文や調査記録を残していますが、この松浦武四郎の北海道に対する熱い思いや多様な価値観
への理解、外の世界に広く目を向ける姿勢に敬意を表して、この企画を「北海道みらい日誌」と名付けることにしました。

◆ 北海道がん対策「六位一体」協議会より
北海道がんサミット2016
患者が望むがん対策 ～全国で2番目に高い死亡率を下げるために～
がんと向き合い生きていける社会の実現のため、患者、医療提供者、行政担当者、議員、企業関係者、メディア
が組織の枠を超えて、オール北海道でがん対策の現状と課題を共有し、がん対策の実現に必要な施策を考えるため
のイベント「北海道がんサミット２０１６」を開催します。
■開催日時
平成28年７月24日（日） 10時00分～15時20分
■会 場
北海道新聞社 ２階会議室 (札幌市中央区大通西3丁目6）
■第1部 講演
○「北海道の六位一体のがん対策 ～ あなたの参画による目標達成への旅～」
埴岡健一・ＮＰＯ法人がん政策サミット理事長
・国際医療福祉大学大学院教授
○「がん登録から見える北海道のがん対策の課題」 近藤啓史・北海道がんセンター院長
○「がん政策サミットに参加して」 患者代表 ／ 「患者から見た北海道の課題」 患者代表
■ランチョンセミナー
○ 北海道新聞のキャンペーン「がんを防ごう」から
○「室蘭がんフォーラム」「リレーフォーライフとまこまい」の紹介
○ 患者団体・患者支援団体の紹介
■第2部 行政説明：北海道保健福祉部
「今後の北海道がん対策推進計画の策定に向けて」
グループワーク
｢目指す姿と実際の課題を分析し対策を立ててみよう｣
①がんの診断と治療 ②がんの予防や早期発見 ③普及啓発とがん教育
④患者への相談支援・情報提供 ⑤患者の就労 ⑥緩和ケア
■資料代
500円(昼食付)
■参加対象 どなたでも
■定 員
200名
申込み・お問い合わせは下記のホームページをご覧ください
http://www.sap-cc.go.jp/information/pdf/info/20160724_info.pdf

◆ 北洋銀行より
「北洋銀行ものづくりテクノフェア２０１６」が、７月２１日（木）にアクセスサッポロで開催されます
開催１０周年となる今年は、「ものづくり北海道の未来」をテーマに、『宇宙ロケット』（植松電気、ｲﾝﾀｰｽﾃﾗ
ﾃｸﾉﾛｼﾞｽﾞ社）、『移動式水素ステーション』（道内初）、『燃料電池・ＥＶ自動車』、『人型ロボット』など、先
端技術の展示を多数用意しています。
また今年は、東京都大田区、静岡、愛知、三重、青森など、道内外を合わせ過去最大の２２８企業・団体が出展
します。展示場内には商談専用ブースがあり、濃密な商談も可能です。さらに、支援機関や道内大学等も多数出展
しており、経営・技術相談や採用活動に向けた情報収集等にも役立ちます。
入場無料ですので、この機会に北海道の「ものづくりの力量」を是非ご実感ください。
日時
場所

平成２８年７月２１日（木）１０時～１７時
アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター４丁目）

【問い合わせ先】
運営事務局（北電興業 広告部） ０１２０－０００－６４１
北洋銀行地域産業支援部
０１１－２６１－１３２１
詳しくは、北洋銀行ホームページ
http://hokuyo-monotec.jp/index.html
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◆ 北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会より
「第30回 北海道 技術・ビジネス交流会」開催概要について
名 称／ビジネスＥＸＰＯ「第30回 北海道 技術・ビジネス交流会」
テーマ／繋がる！北海道新時代～aggressiveに突き進め！～
会 期／平成28年11月10日（木）・11日（金）
（10日/10:00～17:30、11日/9:30～17:00）
会 場／アクセスサッポロ
札幌市白石区流通センター4丁目3番55号 TEL011-865-5811
会場構成／ ①ITビジネス展示ゾーン
②ものづくり・電気・機械ビジネス展示ゾーン
③地域創造ビジネス展示ゾーン
④環境・バイオビジネス展示ゾーン
⑤学術・試験研究機関展示ゾーン
同時開催／（予定）
●平成28年度「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
●平成28年度 「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」受賞企業展
●資源リサイクルフォーラム2016
●北のブランド・ものづくりフェア2016
●北のITシーズフェア2016
●ものづくりなでしこゾーン2016
●ものづくり補助金 成果事例発表会
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■ビジネスセミナー（一部）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
今年もイベントを盛り上げてくれる豪華セミナー講師が決定しました。
●人間は人工知能とどう付き合っていくべきか
講師：松原 仁 氏 (公立はこだて未来大学副理事長/(一社)情報処理学会理事/(一社)人工知能学会前会長)
●知と汗と涙の近大流コミュニケーション戦略
講師：世耕 石弘 氏 （近畿大学 広報部長）
●人間型ロボットと未来社会
講師：石黒 浩 氏 （知能ロボット学者/大阪大学基礎工学研究科教授/ATR石黒特別研究所客員所長）
なお、未定のセミナーについては随時、HPの新着ニュースより更新します♪
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■出展のお申込について
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
申込期間／平成28年5月16日（月）～平成28年8月19日（金）
※申込み期間中でも予定小間数に達した場合は締切となりますのでご了承下さい。
申込方法／出展申込みは下記のホームページよりお願いいたします。
http://business-expo.jp
【お問合せ先】
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目コラボほっかいどう
公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター内
TEL 011-716-9150／FAX 011-708-6529
ﾋﾞｼﾞﾈｽEXPOﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
公式Facebookページ

http://business-expo.jp
https://www.facebook.com/hokkaido.businessexpo
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