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今後の主要事業

【1月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

所

事

グループ・局

担

2月16日(木)
11:00～12:00

平成28年 2月度 会長・副会長会議

2月16日(木)
12:00～15:00

平成28年度 学長懇談会

2月22日(水)
13:30～15:30

環境・エネルギーセミナー 「北海道における水素利活用の可能性」

京王プラザホテル札幌

京王プラザホテル札幌

ホテルオークラ札幌

当

企画総務グループ

堀田・鎌田

企画総務グループ

山崎

産業振興グループ

南部・柄澤・浦田

【1月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

場

所

グループ・局

受講料

1月24日(火)
13:00～17:00

労働基準法の実務講座 ～非正規雇用を含む採用から退職までの人事労務管理の実務的留意点～

1月25日(水)
26日(木)
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

1月27日(金)
9:30～20:10

安全管理者選任時研修

2月1日(水)
13:00～17:00

｢健康保険の実務講座｣ ～健康保険制度の早分かりと徴収･納付･保険給付･手続き上の留意点～

2月7日(火)
13:00～17:00

｢従業員トラブル｣の労働法講座 ～トラブルの予防策・対応策のケーススタディー～

2月17日(金)
13:30～15:00
3月15日(水)
13:00～17:00
4月4日(火)
5日(水)
10:00～17:00
4月6日(木)
7日(金)
10:00～17:00
4月7日(金)
10:00～17:00

道特会館

2階

道特会館

大会議室

2階

道特会館

大会議室

2階

道特会館

大会議室

6階

道特会館

中会議室

2階

大会議室

労働政策局

会員
一般

6,480円
8,640円

労働政策局

第一種
第二種

労働政策局

会員・一般

労働政策局

労働政策局

会員
一般

27,540円
25,380円

11,880円

6,480円
8,640円

会員 8,640円
一般 10,800円

平成29年『春季労使交渉対策セミナー』
すみれホテル

3階

ヴィオレ

労働政策局

会員
一般

2,700円
3,500円

冨岡公治法律事務所講演会
すみれホテル

3階

ヴィオレ

労働政策局

2017新入社員実践基礎講座
すみれホテル

3階

ヴィオレ

会員 8,640円
一般 10,800円

＜残席わずかです＞
労働政策局

会員
一般

21,600円
24,840円

労働政策局

会員
一般

21,600円
24,840円

会員
一般

12,960円
16,200円

2017新入社員実践基礎講座
道特会館

5階

大会議室A

新入社員研修講座 ～ビジネスマナーの基本と実践～
すみれホテル

４階

すずらん

労働政策局

※講座・講習会の内容詳細及び申込書は当会ホームページにも掲載しております。
http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
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×札幌市×ぐるなび 連携協定 インバウンド対策セミナー
～訪日外国人観光客への「おもてなし」日本一をめざす！～ のご案内
道では、食文化振興や観光振興等に関する事業を協働で実施し、北海道の活性化を図ることを目的として、
2015年に株式会社ぐるなびと包括連携協定を締結しましたが、この度、札幌市との三者による「インバウンド対
策セミナー」を次のとおり開催することといたしました。
訪日外国人観光客の受入環境日本一を目指すため、市内の飲食店が一丸となって訪日外国人観光客を「おもてな
し」することについて共に考える機会となれば幸いです。みなさまのご参加お待ちしております。
【開 催 日 時】平成２９年１月２６日（木）13:30～16:10（受付13:00～）
【会
場】赤れんが庁舎（北海道庁旧庁舎） 札幌市中央区北３条西６丁目
【定
員】200名（参加無料）
【プログラム】
13:30～13:40 挨拶
北海道経済部観光振興監 木本
晃
札幌市経済観光局長
小西 正雄
13:40～14:25 『日本のインバウンド観光における札幌の飲食店の役割』
明日の日本を支える観光ビジョン構想会議（首相官邸）委員
14:40～15:25 『訪日外国人観光客の日本食に対する期待にいかに応えるか』
株式会社ぐるなび 代表取締役社長 久保 征一郎
15:25～16:10 『繁盛に繋げるチムニーのインバウンド対策』
チムニー株式会社 北海道事業部長 原田 大輔 氏
【参加申込】別添のチラシにて1月23日（月）までにお申込みください。
【お申し込み・お問い合わせ先】
ぐるなび大学事務局 TEL:0120-41-9672 / FAX:0120-21-9672

石井

至

氏

◆ ほっかいどう働き方改革支援センターより
ほっかいどう働き方改革支援センター
開設記念セミナーのご案内 【事前申込制・参加無料】
北海道における働き方改革を推進するため、昨年１２月に「ほっかいどう働き方改革支援センター」が誕生しま
した。このたび、これを記念したセミナーを開催いたします。働き方改革実現会議及び地域働き方改革支援チーム
の構成員である白河桃子氏をお招きし、働き方改革に取り組むメリットや必要性についてわかりやすく解説してい
ただくほか、道内３企業から、働き方改革の取組について報告していただきます。
北海道と北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議※が主催するセミナーです。「働き方改革に取り組むメリッ
ト」についての講演の他、先進事例の紹介もございますので、経営層や人事労務担当者をはじめ、働き方改革に関
心のある多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
※北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議
構成団体
（北海道経済連合会、一般社団法人北海道商工会議所連合会、北海道商工会連合会、
北海道中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会北海道連合会、株式会社北洋銀行、
株式会社北海道銀行、札幌市、経済産業省北海道経済産業局、厚生労働省北海道労働局）
【開催日時】平成29年2月6日（月）13：30〜16：00
【会
場】ホテル札幌ガーデンパレス ２階 丹頂
（札幌市中央区北１条西６丁目）
【詳細・参加申込】詳細は下記のWEBサイトをご覧のうえ、お申込み下さい。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/hatarakikata_seminar.htm
【問合せ・申込み先】
ほっかいどう働き方改革支援センター（担当：村上）
札幌市中央区北１条西７丁目プレスト１・７ビル３階北海道中小企業団体中央会内
TEL：０１１－２０６－１４９５
FAX：０１１－２０６－１４９６
E-mail：hatarakikatasien@doginsoken.jp
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◆ （公社）北海道産業廃棄物協会より
平成28年度 産業廃棄物地域別研修会 の開催について
北海道産業廃棄物協会から、産業廃棄物の適正処理等に関する地域別研修会（全道８地区）の開催についてご案
内がありましたのでお知らせします。
■

日時・場所
① ２月 ７日（火） 札幌市(道央支部)：ＫＫＲホテル札幌
② ２月 ８日（水） 旭川市(上川支部)：旭川市障害者福祉センター「おぴった」
③ ２月１５日（水） 函館市(道南支部)：ホテル函館ロイヤル
④ ２月２２日（水） 苫小牧市(日胆支部)：ホテルウィングインターナショナル苫小牧
⑤ ３月 ３日（金） 留萌市(留萌支部)：留萌振興局 講堂
⑥ ３月１６日（木） 倶知安町(後志支部)：ホテル第一会館
⑦ ３月上旬
北見市(オホーツク支部)：ホテル黒部
⑧ ３月上旬
帯広市(十勝支部)：とかち館
■ 内容・申込方法
北海道産業廃棄物協会webページ（URL下記参照）をご参照の上、
同協会・各支部に直接お問い合わせください。
北海道産業廃棄物協会webページ ： http://www.sanpai.or.jp/

◆ 厚生労働省より
パートタイム労働者雇用管理改善セミナー（活用編）のご案内
「パートタイム労働者の活用推進～人材確保難時代における取組」
厚生労働省では、パートタイム労働者の活躍推進に関する事業主の自主的な取組を促進するため、パートタイム
労働者雇用管理改善セミナー（活用編）を全国７か所で開催します。
このセミナーでは、パートタイム労働者活躍推進企業表彰の審査委員が、パートタイム労働者の活躍推進に取り
組む意義や取組のポイントについて解説し、平成28年度の受賞企業が取組事例を発表します。また、この審査委
員と受賞企業の事例発表者が、その取組や成果について議論するパネルディスカッションを行います。
先進的な取組を行う企業の生の声をお聞きいただけるだけでなく、質疑応答の時間には登壇者へ直接ご質問いた
だくこともできます。経営層や人事労務担当者をはじめ、パートタイム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います。
【事前申込制・参加無料】
【開催日時】平成29年2月13日（月）13：30〜16：00
【会
場】TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前（チューリップ（5階））
（札幌市中央区北4条西6丁目1 毎日札幌会館5階）
【詳細・参加申込】札幌会場の詳細は下記のWEBサイトをご覧のうえ、お申込み下さい。
https://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2017/part2016/sapporo.html
【問合せ先】「パートタイム労働者雇用管理改善セミナー」事務局
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部（委託先）
〒101-8443 東京都千代田区神田錦町２-３ 竹橋スクエア８Ｆ
担当
古川・野中・砂川・宮田
電話
03(5281)5276（平日10：00～17：30）
FAX
03(5281)5443
E-mail part-time@mizuho-ir.co.jp

◆ 道経連より
環境・エネルギーセミナー「北海道における水素利活用の可能性」 について
当会では、北海道における水素利活用の可能性について理解を深めるため、エコロジア北海道２１推進協議会及
び北海道エネルギー基本問題懇談会との共催で、標記セミナーを開催します。つきましては、下記のとおりご案内
いたしますので、ぜひご出席いただけますようお願い申し上げます。
※ 1/20付で郵送でも案内文を発送しております。
■
■
■
■

日 時：平成２９年２月２２日(水) １３：３０～１５：３０
場 所：ホテルオークラ札幌 ２階 フォンテーヌ（札幌市中央区南１条西５丁目）
参加費：無料
内 容：
(1) 水素利用社会の意義と技術開発動向並びに北海道における可能性
近久 武美 氏（北海道大学大学院工学研究院教授）
(2) 北海道における豊田通商グループの取組と水素利活用の可能性と課題
中川 浩司 氏（豊田通商㈱新規事業開発部部長）
鈴木 来晃 氏（豊田通商㈱新規事業開発部低炭素社会推進グループ）
秋吉 優 氏（㈱ユーラスエナジーホールディングス執行役員）
■ 申込方法：
2月8日（水）までに、別添チラシの裏面「参加申込書」により、
北海道経済連合会・産業振興グループあて、お申し込みください。
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札幌市

北海道×札幌市×ぐるなび 連携協定インバウンド対策セミナー

City of Sapporo

訪日外国人観光客への

参加無料

「おもてなし」日本一をめざす！
開催日時
会場

２０１7年 1月 26日（木） １3：30～１６：1０ （受付13:00～）
赤れんが庁舎（北海道庁旧本庁舎） 札幌市中央区北３条西６丁目

ぐるなびは、北海道と2015年6月17日に「包括連携
協定」を締結。札幌市とは、2016年11月1日に、
「食の魅力を軸にした観光振興に関する連携協定」
を締結しました。
この相互の協定に基づき、北海道、札幌市と共に
ぐるなびは、飲食店を対象とした『インバウンド対策
セミナー』を開催いたします。
訪日外国人観光客の受入環境日本一を目指す為、
市内の飲食店が一丸となって訪日外国人観光客を
「おもてなし」することについて共に考える機会と
なれば幸いです。ご参加をお待ちしております。

定員：2００名

● セミナープログラム
13:30～13:40

挨拶 ～北海道・札幌市より～
北海道経済部観光振興監 木本 晃
札幌市経済観光局長 小西 正雄

札幌市
City of Sapporo

（※挨拶者は予定）

13:40～14:25

『日本のインバウンド観光における
札幌の飲食店の役割』
明日の日本を支える観光ビジョン構想会議（首相官邸）委員 石井至 氏
札幌生まれ。釧路湖陵高校出身。東大医学部卒。外資系金融機関勤務を
経て１９９７年石井兄弟社を設立。現在は、上記の他、観光立国推進有識
者会議委員（国交省）、広域観光周遊ルート検討委員（観光庁）、国立公園
満喫プロジェクト委員（環境省）、北海道観光審議会特別委員、沖縄観光コ
ンベンションビューロー経営懇談会委員、北海道観光振興機構アドバイザー、
釧路市政策アドバイザーなど務める。

14:40～15:25

『訪日外国人観光客の
日本食に対する期待にいかに応えるか』
株式会社ぐるなび 代表取締役社長 久保征一郎
1969年東京工業大学卒。1984年株式会社NKBに入社。
1996年同社常務取締役に就任、「ぐるなび」をインターネット上に開設。
2000年2月株式会社ぐるなび発足。
専務取締役を経て2001年、同社代表取締役社長に就任、現在に至る。

15:25～16:10

『繁盛に繋げるチムニーのインバウンド対策』
チムニー株式会社 北海道事業部長 原田大輔 氏
生まれも育ちも北海道。ホテルのシェフを皮切りに飲食業界で経験を積み、
東京でも活躍。6年前に北海道に戻り、道内の自治体と連携を強化し地産
地消を推進。店と北海道の更なる発展を担う。2016年1月、すすきのに、
「まるごと北海道を楽しめる」をテーマとした体験型店舗を展開。「“体験”は
外国人にも共通」をキーワードとし、積極的なインバウンド対策を展開している。

後援
経済産業省北海道経済産業局
農林水産省北海道農政事務局
国土交通省北海道開発局
国土交通省北海道運輸局

公益社団法人北海道観光振興機構
北海道経済連合会
一般社団法人北海道商工会議所連合会
一般社団法人札幌観光協会

お申込み〆切：１月２３日（月）
ぐるなび大学

検索

下記申込み欄に必要事項をご記入の上、FAXお願いいたします

http://daigaku.gnavi.co.jp/

FAX / 0120-21-9672

お預かりした個人情報は、受講票の発送・送信、参加状況の確認、お問合せの対応、本セミナーに関する各種ご連絡(電話)、アンケート集計、個人を特定できないように加工した統計
情報の作成の為に利用いたします。また、上記目的の為に、北海道・札幌市に提供いたします。なお、ご本人様の同意なくお知らせした以外の目的で利用・第三者提供はいたしません。
また、会場内で撮影した動画・画像は、内容共有のために当社および北海道・札幌市で共有させていただく場合がございます。その他、個人情報に関する取扱いについては、当社プラ
イバシポリシー（ http://www.gnavi.co.jp/company/policy/）をご参照ください。
加盟店
ぐるなび番号

ぐるなびに
加盟していない

例） h000000

【必須】
役職

【必須】 （ふりがな）
氏名 （フルネーム）

（計＿＿＿＿名）

（ふりがな）

／ なし

貴店名
ご住所 （〒

－

）

／ なし
ＴＥＬ

（

）

ＦＡＸ（受講票送付用）

（

）

弊社記入欄／弊社担当者名

お問合先 ： ぐるなび大学事務局 ０１２０-４１-９６７２

【営業orGPC】

【受付／平日10：00～18：00】

環境・エネルギーセミナー

北海道における
水素利活用の可能性
北海道における水素社会形成に向けた取組や
水素利活用の可能性について
第一線で取り組まれている専門家にご解説いただきます

２０１７年

２月２２日（水）13：30～15：30

ホテルオークラ札幌 ２階フォンテーヌ［札幌市中央区南１西５］

水素利用社会の意義と技術開発動向並びに
北海道における可能性
講師

近久 武美

氏（北海道大学大学院工学研究院教授）

北海道における豊田通商グループの取組と
水素利活用の可能性と課題
講師

中川 浩司
鈴木 来晃
秋吉 優

氏（豊田通商㈱ 新規事業開発部部長）
氏（豊田通商㈱ 新規事業開発部低炭素社会推進グループ）
氏（㈱ユーラスエナジーホールディングス 執行役員）

入場無料
Ｈ２

■ 申込方法
裏面申込書により２月８日（水）までに
お申し込みください

主催団体
会員のみ

［主 催］北海道経済連合会・エコロジア北海道２１推進協議会・北海道エネルギー基本問題懇談会
［問合せ］北海道経済連合会 産業振興グループ（南部・柄澤・浦田） TEL：011-221-6166

北海道経済連合会 産業振興グループ

南部

行

FAX 番号：０１１－２２１－３６０８
e-mail：nanbu.minoru@dokeiren.gr.jp

※ ２月８日（水）までに FAX 又は メールにてお申し込みいただけますようお願い申し上げます。
※ 定員は 100 名を予定しております。先着順となりますので、お早めにお申し込みください。

環境・エネルギーセミナー
「北海道における水素利活用の可能性」
参加申込書
１

本件に係るご連絡先
本件に係る御社・団体のご担当者様及びご連絡先について御記入ください。
会社・団体名
ご担当者様 御役職
ご担当者様 御氏名
電話番号

２

参加者
御参加いただける方の御所属、御役職、御氏名を御記入ください。
御所属

※

御役職

いただいた個人情報は、本セミナー以外には利用しません。

御氏名

