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今後の主要事業

【8月以降の主な行事予定 】
日

時

行
場

所

グループ・局

8月25日（木）
11:00～13:00

平成28年 8月度 会長・副会長会議

9月8日（木）
10:00～13:00

第 228 回 常任理事会

道経連会議室
札幌グランドホテル

事
担

当

企画総務グループ

堀田・鎌田

企画総務グループ

堀田・鎌田

【8月以降の講座講習会 】 http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
日

時

8月29日(月)
10:00～16:00
9月5日(月)
10:00～17:00
9月20日(火)
10:00～16:00

講座講習会名
場

所

グループ・局

受講料

『法務リスク回避のための労働法実務講座』
道特会館 6階 中会議室

労働政策局

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

9月30日(金)
13:00～17:00

債権回収の法律実務講座 ～債権の回収と不良債権の予防～

10月5日(水)
13:00～17:00

労災保険法に関する実務講座

道特会館 6階 中会議室

道特会館 ２階 大会議室

労働政策局

労働政策局

会員
一般

12,960円
16,200円

会員 8,640円
一般 10,800円

会員
一般

6,480円
8,640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

◆ 北海道より
北海道の融資制度 短期資金のご案内
北海道の融資制度「中小企業総合振興資金」では、小規模事業者の方が汎用的にお使いいただける融資期間１年
以内の短期資金を取り扱っています。
■小規模企業貸付
・融資利率：年１．４％（１年超の長期資金として利用の場合、融資利率は変わります。）
・融資金額：5,000万円以内（信用保証協会の「小口零細企業保証制度」利用の場合、1,250万円以内）
・信用保証：必須 ※本資金を利用する場合の信用保証料については、信用保証協会の割引措置有り
【詳細URL】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/08shokibo.htm
【問い合せ】
北海道経済部 地域経済局 中小企業課 金融グループ（TEL 011-204-5346）

◆ 経済産業省より
「新・ダイバーシティ経営企業100選」の公募について
経済産業省は、ダイバーシティ推進を経営成果に結びつけている企業の先進的な取組を広く紹介し、取り組む企
業のすそ野拡大を目指し、｢新・ダイバーシティ経営企業100選｣として、経済産業大臣表彰を実施しています。
5年目となる今年度の公募を開始します。
※「ダイバーシティ経営」とは、多様な人材が持つ能力を最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーショ
ンを生み出し、価値創造につなげている経営のことです。
(1)募集対象
企業規模に関わらず、「多様な人材の活躍を促し、企業価値向上につなげる」取組を行った企業は、全て表彰
の対象です。今後広がりが期待される分野を重点テーマとして設定し､広く募集します。今年度の重点テーマは､
①長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の推進
②経営層への多様な人材の登用
③グローバルビジネスの展開における外国人の活躍 です。
(2)応募方法
｢新・ダイバーシティ経営企業100選｣ホームページより､応募用紙､応募要領をダウンロードしてください。
応募要領に沿って、応募書類を作成してください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html
(3)応募締切日
平成28年9月14日(水)午後5時まで （受付は郵送のみ）
■ダイバーシティ経営普及活動「MeetUP!（ミートアップ）」
今年度より、特色あるダイバーシティ経営の実践手法、成果等を紹介するセミナー「MeetUP！(ミートアッ
プ)」を全国各地で開催し、ダイバーシティ経営の一層の普及を行います。
道内は札幌と帯広で開催されます。詳しくは経済産業省の下記HPをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/event/index.html
＜札幌＞
【日時】9月10日（土）10：00～12：00 【会場】キャリアバンク㈱
＜帯広＞
【日時】10月5日（水）18：00～20：00 【会場】とかち館
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◆ 北海道保健福祉部子ども未来推進局より
平成28年度ほっかいどう未来輝く子育て大賞候補者を募集しています
北海道では、地域の子育て支援活動に意欲的に取り組む団体・グループや個人、地域の子育て支援を積極的に行
う企業を表彰する「ほっかいどう未来輝く子育て大賞」の平成28年度の候補者を募集しています。
受賞された団体、企業及び個人の取り組みについては、身近な子育て支援のモデルとして広く道民の皆さまに紹
介いただけます。日頃の取り組みをアピールするチャンスですので、ぜひご応募ください。
【募集期間】
平成28年7月29日（金）～9月9日（金）
【募集方法】
自薦、他薦を問わずどなたでも応募できます。（他薦による場合は、必ず活動しているグループや個人の承諾を
得てください。）
詳細は道のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/index.htm
【事務局・お問合せ先】
北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課少子化対策グループ
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話：011-231-4111（内線25-764）

◆ 一般社団法人 日本テレワーク協会より
テレワークに関する体験型シンポジウム」のご案内（参加費無料）
厚生労働省の委託事業によるシンポジウムが札幌で開催されます。
本プログラムでは、テレワークに係る労働関係法令についての解説や、パソコンを用いての体験等、テレワーク
の導入に役立つ内容となっておりますので、ぜひご参加下さい。
【開催日程】 2016年8月23日（火） 13：30〜16：30（開場 13:00）
【定 員】
50名（参加費無料）
【会 場】
富士ゼロックス北海道 ショールーム
札幌市中央区大通西6-1 富士フイルム札幌ビル2階
【応募方法】 詳しくは下記のホームページをご覧のうえ、お申込み下さい
http://www.teleworksymposium.jp/
【問合せ先】
一般社団法人 日本テレワーク協会
事務局 担当：冨吉
TEL:03-5577-4572（受付：9時〜17時 土・日、祝日除く）

◆ 北海道大学 より
ArCS若手研究者海外派遣事業平成28年度募集（第2回）について
北海道大学と国立極地研究所及び海洋研究開発機構で実施しております、北極域研究推進プロジェクト（略称
ArCS）の取り組みの一環として実施している、若手研究者海外派遣事業に関して、追加の公募を開始しましたの
でお知らせいたします。
本事業は、優れた若手研究者を海外へと派遣し、専門分野の知見獲得と人脈を広げて頂くことを目的としたプロ
グラムです。大学や研究機関等の研究者に限らず、民間企業等の方も対象としております。
産学連携や政策に関する取組を焦点とした国際会議等への出席と現地研究機関や企業等への訪問を組み合わせた
2週間程度の短期の企画から、1年近く海外の研究機関や調査地で研究を行う活動まで、幅広い研究企画を対象と
しております。
詳細については、こちらをご参照ください。
http://www.arcs-pro.jp/project/capacity/essential.html

お問い合わせ先
〒001-0021 札幌市北区北21条西11丁目
北海道大学北極域研究センター ArCS若手研究者派遣支援事業担当
E-mail： arc_capabil@arc.hokudai.ac.jp
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平成２８年 ７月吉日
会

員 各 位
北海道経済連合会
(一社)北海道機械工業会

小樽地区食品工場視察会のご案内
日頃より、当会の運営につきまして格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、本年３月に策定された北海道総合計画では経済分野の政策方向性として「地域資
源を活かした食関連産業の振興」を掲げており、食関連産業はさらなる活発な取組により
高付加価値製品の開発や販売の拡大が期待されています。そこで、当会では(一社)北海道機
械工業会殿と共催で、先進的な取組や意欲的な取組をしている食関連企業の実際の生産現
場を見学させていただく工場視察会を開催しています。
今回は、東洋水産㈱北海道工場様と北海道ワイン㈱様を訪問いたします。
今後のビジネス展開のご参考、または、取引機会拡大のきっかけとしていただきたく、
ご案内申し上げます。
記
【 日

時 】

平成２８年 ９月 ５日（月）９：３０集合～１７：３０解散
（スケジュールは別紙。北海道経済センタービル集合・解散。
）

【 視 察 先 】(敬称略)
東洋水産㈱ 北海道工場
昭和２８年創業。昭和３７年にインスタントラーメンの製造販売開始。昭和３９年
に札幌工場が稼働。平成６年小樽市銭函に石狩第一冷蔵倉庫を設置。平成１４年小
樽市銭函に石狩冷凍第二工場を設置。平成２４年に北海道工場を新設。
北海道ワイン㈱
昭和４９年創業。同年小樽市と浦臼町にて葡萄栽培を開始。平成７年にワインギャ
ラリー建設。平成１３年に全自動瓶詰ラインを導入。平成２６年に４０周年を迎え
た、道内老舗ワイナリー。
【 参加費用 】 ３,０００円／人（昼食代を含みます。）
【 参加人数 】 先着２０名（視察先のご都合で人数を限らせていただきます。）
【 申込締切 】 別紙の申込書により、８月２２日（月）までにお申込みください。
【 そ の 他 】

・昼食懇談会を予定しています。
・申込多数の場合は、１社１名とさせていただくことがあります。
・予定人数になり次第締切させていただきます。

【お問合わせ】 北海道経済連合会 産業振興ｸﾞﾙｰﾌﾟ 柄澤

TEL 011-221-6166
以上

小樽地区視察会 スケジュール
開催日 平成２８年９月５日（月）

スケジュール
９：３０

１０：３０

時計台ビル 発
（集合場所：時計台ビル北側【下図参照】）
東洋水産㈱ 北海道工場
小樽市銭函5-61-1
TEL ０１３３－７５－３２０１

１１：４５
１２：１５

１３：１５
１３：４５

１５：００

小樽朝里クラッセホテル
小樽市 朝里川温泉2丁目676
TEL ０１３４－５２－３８００
※ 昼食
北海道ワイン㈱
小樽市朝里川温泉１丁目130番地
TEL ０１３４－３４－２１８１
※ 終了後、お土産購入時間を用意しています。

１７：００

札幌駅北口着
（途中 「金山サービスエリア」にて休憩）

１７：３０

時計台ビル着

・参加費用は当日集金いたします。
３，０００円／人
集合場所

・当日の緊急連絡先
北海道経済連合会
柄澤 ０９０－７５８３－０５９１

小樽地区食品工場視察会
北海道経済連合会

産業振興グループ

参加申込書

行
FAX

011-221-3608

会 社 名
住
T

所
E

L

参加者名
役

職

F

A

X

参加者名
役

職

その他ご連絡事項

【参考】視察会ご参加の目的（○をつけて下さい。複数可。）
・ 取引拡大の機会としたいから。
・ 事業展開のヒントになると思うから。
・ なかなか見られない工場だから。
・ 前から見たい工場だから。
・ 訪問先と意見交換したいから。
・ 訪問先に設備提案・事業提案したいから。
（具体的な提案内容）

※ご記入いただいた個人情報は本視察会の実施にのみ使用致します。
※参加ご希望多数の場合は、１社１名又はお申込み順とさせていただきますの
で予めご了承願います。その場合はご連絡いたします。
※視察会参加費用の３,000 円は、当日集金させていただきます。
この件の窓口 産業振興グループ 柄澤 011-221-6166
以上

