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今後の主要事業

【9月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

所

グループ・局

9月8日（木）
10:00～13:00

第 228 回 常任理事会

9月20日（火）
～21日（水）

第 21 回 三経連 経済懇談会

9月29日（木）
11:00～13:00

平成28年 9月度 会長・副会長会議

10月4日（火）14:00～

札幌グランドホテル
金

沢

市

道経連会議室

事
担

当

企画総務グループ

堀田・鎌田

企画総務グループ

水野・堀田

企画総務グループ

堀田・鎌田

経団連・道経連 共催
『 第64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

5日（水）AM

（視察会）

【9月以降の講座講習会 】
日

時

9月20日(火)
10:00～16:00

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

所

グループ・局

道特会館 6階 中会議室

労働政策局

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

11月7日(月)
8日(火)
10:00～17:00
11月10日(木)
10:00～17:00
11月15日(火)
14:00～16:30
11月16日(水)
17日(木)
10:00～17:00
11月24日(木)
13:00～17:00

受講料

『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～

9月30日(金)
13:00～17:00

11月2日(水)
10:00～16:00

山崎・鎌田

道特会館 6階 中会議室

労働政策局

道特会館 ２階 大会議室

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

給与計算と年末調整の実務講座
～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～
道特会館 ５階 大会議室A

労働政策局

会員
一般

11,880円
15,120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

２０１６新入社員フォローアップ研修
道特会館 ５階 大会議室A
平成28年度 助成金活用セミナー
道特会館

6階

中会議室

管理・監督者に求められる行動
道特会館

５階

大会議室A

第一種
第二種

27,540円
25,380円

～周りから信頼される人を目指そう～
労働政策局

会員
一般

15,120円
18,360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

―管理の原理原則の習得―
労働政策局

会員
一般

28,080円
30,240円

年金・退職金知識講座
～基礎知識取得と賃金制度等人事制度見直しのために～
道特会館

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。

会員 8,640円
一般 10,800円
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掲 示 板

◆ 平成28年度職務分析・職務評価普及事業事務局より
厚生労働省より委嘱を受けた専門家(職務評価コンサルタント)が、企業でのパート活用を
"無料で"サポートします
人手不足が深刻な現在、多くの企業で、正社員だけでなく、パートの活用も重要な課題となっています。
パートに活き活きと働いて貰うためには、その働き方、仕事ぶり、貢献に見合った処遇を実現し、納得度を高める
ことが大切です。
そのために、パートの職務内容を整理し、それに基づく均等・均衡待遇の状況を確認することや、場合に応じて人
事・賃金制度を見直すことも必要になります。
厚生労働省では、専門家(職務評価コンサルタント)を"無料で"派遣し、企業での取り組みをサポートしています。
≪ こんな企業様の募集をお待ちしています ≫
・パートタイム労働者を活用する意向はあるが、パートタイム労働者の獲得・定着化等に関してお悩みのある企業
・職務評価に興味・関心のある企業
【お申込み】
コンサルティング対象企業募集のご案内
http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/consultant_company28_01/

職務分析・職務評価の手法を分かりやすく紹介するセミナーを9月13日（火）に札幌で開催します
【お申込み】
「職務分析・職務評価セミナー（導入編）」のご案内
http://www.part-estimation.jp/
【お問い合わせ】※どんな些細な質問でも、気軽にお問合せ下さい。
平成28年度職務分析・職務評価普及事業事務局
柿田・大橋・森位・橋本・北村・森川
TEL: 080-4791-9954 / FAX: 03-6250-1201
E-mail:pwcconsulting.part@jp.pwc.com

◆ 北海道大学より
「北海道大学工学系イノベーションフォーラム２０１６」の開催について
北海道大学大学院工学研究院及び大学院情報科学研究科では、社会における課題解決や新たな価値の創造を目指
し、大学の研究成果と企業・官公庁等のニーズのマッチングを目的として、「北海道大学工学系イノベーション
フォーラム２０１６」を下記により開催いたします。
本フォーラムでは、大学院工学研究院・大学院情報科学研究科で行われている実用化が期待されるシーズ研究を
紹介いたします。当日はポスター発表３７テーマ、講演３題を予定しています。
多様な分野の研究開発担当者と直接話ができる貴重な機会ですので、ぜひご来場賜わりたくご案内申し上げます。
日時：平成２８年９月２３日（金）13:30～17:00
場所：北海道大学情報科学研究科棟（札幌市北区北1４条西9丁目）
開会の挨拶
13：30～13：45
ポスター発表 ２階ロビー
13：45～15：00
講演
Ａ２１教室
15：15～17：00
その他：事前の参加申込みは不要です。
※発表テーマ等の詳細は下記URLを参照願います。
工学系連携推進部ウェブページ
http://labs.eng.hokudai.ac.jp/office/elo/jp/innovation/
【お問い合せ】
北海道大学工学系事務部総務課研究支援担当 濱
〒060-8628 札幌市北区北１３条西８丁目
電話／011-706-6588
FAX／011-706-7895
E-mail／kenkyou@eng.hokudai.ac.jp
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◆ 経団連より
世界津波の日（11月5日）を中心とする防災訓練・普及啓発へのご協力のお願い
経団連では、本年４月に公表した提言「大規模災害における官民連携の強化に向けて」の通り、わが国全体の防災
力の強化においては、津波防災訓練をはじめ官民が連携し、共同で防災訓練を行うことが重要であるという認識の
下、取り組みを進めているところでございます。
そうした中、政府・与党より、11月5日を中心に行われる防災訓練への協力等について要請がございました。つ
きましては、以下の３点について、ご協力いただきますようお願いいたします。
①全国10か所で行われる内閣府主催の防災訓練への参加
＜北海道での実施＞
・日時 平成28年11月5日（月）9:00～12:00
・場所 羽幌町（町内４か所）
※訓練に参加していただける場合は、9月23日（金）までに「内閣府主催訓練登録票」を
下記内閣府担当まで送付してください。
②各企業が自主的に津波防災訓練を行う場合の情報提供
10月29日（土）から11月6日（日）までの間に貴社で地震・津波を想定した防災訓練を行うことを予定して
いる場合は、「自主訓練の登録票」を下記内閣府担当まで送付してください。
送付いただいた情報については、内閣府にて、今年度の津波防災訓練の実施実績としてまとめる予定です。
③朝礼等における津波防災意識の向上に向けた呼びかけや、世界津波の日に関するポスター掲示等による普及啓発
※世界津波の日のポスターについては、下記ホームページをご覧ください。
http://tsunamibousai.jp/world_tsunami_awareness_day/
【様式の入手・提出先、お問い合わせ先】
内閣府（防災担当）地方・訓練室 乾、宮崎
TEL：03-5253-2111 FAX：03-3502-6034
E-MAIL：takayuki.inui@cao.go.jp ／ hiroyuki.miyazaki@cao.go.jp
【経団連お問い合わせ先】
経団連 政治・社会本部 橋本、川崎
TEL：03-6741-0648 FAX：03-6741-0352
E-MAIL：resilience@keidanren.or.jp

◆ 北海道商工会議所連合会より
第２回 環境・エネルギー ビジネスセミナー・情報交換会 について
北海道商工会議所連合会から、低炭素な都市づくりと地域熱供給の導入促進方法等に関するセミナーについての
開催案内がありましたのでお知らせします。
■
■
■
■

日 時：平成２８年１０月１１日（火） １５：００～１７：００
場 所：ホテルさっぽろ芸文館 ３階 清流（札幌市中央区北１条西１２丁目）
参加費：無料
内 容：
【セミナー】
「低炭素な都市づくりと地域熱供給の導入促進」
・千葉大学大学院 工学研究科 教授 村木 美貴 氏
【情報提供・意見交換会】
「ハウスメーカーによるスマートコミュニティの取り組みについて」
・大和ハウス工業㈱大阪都市開発部 企画部企画グループ グループ長 脇濱 直貴 氏
■ 懇親会：１７：００～１８：３０（会費：４，０００円）
■ 申込方法：
①企業・団体名、②参加者役職名、③参加者御氏名、④懇親会への参加の有無を明記のうえ、
下記までお申し込みください。
【申込先】北海道商工会議所連合会 業務推進部（green-net@hokkaido.cci.or.jp）
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◆ 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課 女性支援室活躍推進グループより
「平成２８年度 女性の活躍推進セミナー」のご案内（参加費無料）
北海道主催によるセミナーが札幌で開催されます。
本セミナーは、北海道が働き方改革やあらゆる分野における女性の活躍推進に向けて一層の理解を深め、北海道の
それぞれの企業や団体、自治体の皆さまとともに取組を拡大していくため実施するものです。ぜひご参加下さい。
【開催日程】2016年10月19日（水） 13：30〜15：30（受付開始 13:00）
【講演テーマ】
「個人・組織としてのワーク・ライフ・バランス」 ～育児・介護、人生（life）の分岐点において～
【講
師】中田 美知子 氏（札幌大学客員教授、イオン北海道社外取締役 等）
【定
員】100名（参加費無料）
【会
場】かでる２・７（道民活動センタービル）８階 ８２０研修室 札幌市中央区北２条西７丁目
【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.l-north.jp/katsuyaku/
【問合せ先】
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課女性支援室活躍推進グループ
ＴＥＬ：０１１－２０６－６９５４
ＦＡＸ：０１１－２３２－４８２０
Ｅ－ＭＡＩＬ：kansei.dousei@pref.hokkaido.lg.jp

◆ 道経連より
小樽地区食品工場視察会のご案内
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、一正蒲鉾㈱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。
【日時】平成28年9月30日（金）9:30集合～17:30解散
【視察先】一正蒲鉾㈱北海道工場、北海道ワイン㈱
【参加費用】3,000円／人（昼食代を含む）
【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】申込書により、9月２０日（火）までにお申し込みください。
※詳細は別添の資料1をご覧ください。
【問合せ先】
北海道経済連合会 産業振興グループ 柄澤
ＴＥＬ：０１１－２２１－６１６６

◆ 北海道clubより
チャリティーイベント「第３回つながろう！北海道」開催のお知らせ
このイベントは、東日本大震災を機に、人との繋がり、エネルギーの在り方などをともに学び、考えることを目
的に立ち上げたもので、３回目の開催（隔年開催）となります。
今年は、北２４条商店街振興組合との共催で、「ごみの山を資源の山に～究極の循環型社会構築を目指す」の
テーマで、日本環境設計の岩元美智彦氏による講演とコンサートの２部構成です。
詳細は下記のホームページをご覧ください。
http://tsunagaro-hokkaido.jimdo.com/
日時：平成２８年１０月１日（土）
開場１３：００／開演１３：３０／終演１６：００
会場：札幌サンプラザホール（札幌市北区北２４条西５丁目１－１）
チケット：前売 2,000円／当日 2,500円
※イベントの益金は「みちのくの会（東日本大震災・北海道避難者の自助団体）」「（一社）北海道広域避難アシ
スト協会」に一部の経費を除いて寄付されます。
問い合わせ

北海道club事務局

宮澤（TEL：090-2811-7378）
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平成２８年 ９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、一正蒲鉾㈱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。
９月５日に予定していた視察会については、都合により延期となりました。参加申込さ
れていた方々には、この場を借りてお詫び申し上げます。
記
【 日

時 】

平成２８年 ９月３０日（金）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)
一正蒲鉾㈱ 北海道工場
昭和４０年創業。本社は新潟市。昭和５１年に北海道工場設立。昭和５７年に現在
の場所へ移転。現在の工場は平成２４年に新築された建築環境性能評価（CASBEE）
Ａランクの最新工場。
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、９月２０日（火）までにお申込みください。
【 そ の 他 】

・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
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開催日 平成２８年９月３０日（金）

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】）
一正蒲鉾㈱ 北海道工場
小樽市銭函3丁目263-10
TEL ０１３４－６２－４１９２

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

集合場所

・参加費用は当日集金いたします。
３，０００円／人
・当日の緊急連絡先
北海道経済連合会
柄澤 ０９０－７５８３－０５９１
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小樽地区食品工場視察会（９／３０）
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

