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No.690

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

当

苫小牧地域会員懇談会

2月8日(木)
13:30～16:00

グランドホテルニュー王子

企画総務グループ

郡

企画総務グループ

山崎

平成29年度 学長懇談会

2月15日(木)
15:00～17:00

京王プラザホテル札幌

環境・エネルギー講演会 「北海道のエネルギービジョン」

2月23日(金)
14:00～16:00

札幌グランドホテル

産業振興グループ

南部・浦田

【1月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

1月24日(水)
13:00～17:00
1月24日(水)
25日(木)
10:00～17:00
1月26日(金)
9:30～20:10
2月1日(木)
13:30～15:00
2月6日(火)
13:00～17:00
4月3日(火)
4日(水)
10:00～17:00
4月5日(木)
6日(金)
10:00～17:00

場

所

グループ・局

受講料

｢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～
道特会館

6階

中会議室

労働政策局

会員

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

5階

大会議室A

労働政策局

6,480円

一般

8,640円

＜満員のため受付終了＞
第一種

27,540円

第二種

25,380円

安全管理者選任時研修
道特会館

5階

大会議室A

労働政策局

会員・一般

11,880円

平成30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

3,000円
4,000円

｢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～
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

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

2018新入社員実践基礎講座
道特会館

2階

大会議室

2018新入社員実践基礎講座
道特会館

2階

大会議室

※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。
【道経連通信 №690】(1)

掲 示

板

◆ 道経連より
「春季労使交渉対策セミナー」のご案内
北海道経済は回復基調が続いております。個人消費は、雇用・所得環境の着実な改善を背景に回復しており、観光
面では、外国人入国者数、来道者数ともに好調な実績を維持しております。
他方、企業経営者からは、人手不足の進捗により、受注・コスト面でのマイナスの影響が大きくなっているとの声
も聞かれます。
こうした中、今春の賃上げについては、10月の経済財政諮問会議において安倍首相から「３％の賃上げが実現す
るよう期待したい」との発言もあり、企業にとっては難しい判断が求められる状況です。
これらの状況を踏まえ、本セミナーでは、経団連 労働政策本部上席主幹 新田 秀司氏から、「経営労働政策特
別委員会報告」、「春季労使交渉・労使協議の手引き」に基づき、今春の労使交渉に臨む経営側の姿勢について解説
していただくほか、労働施策に関する最近の国の動きについてもお話していただく予定です。
この機会に多数の皆様のご参加を賜りますようご案内申し上げます。
【開催日時】平成30年2月1日（木）13：30〜15：00
【場
所】すみれホテル ３階「ヴィオレ」（札幌市中央区北１条西２丁目）
【演
題】「2018年版 経営労働政策特別委員会報告」 ～労使交渉に臨む経営側の基本姿勢～
【講
師】日本経済団体連合 労働政策本部 上席主幹 新田 秀司 氏
【参 加 費】会員：3,000円（税込） 一般4,000円（税込）
※下記のテキスト代を含みます。
①経営労働政策特別委員会報告2018年版(経団連編)
②春季労使交渉・労使協議の手引き2018年版（経団連編）
【申 込 等】詳しくは下記のホームページをご覧ください。
http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
【問合せ先】北海道経済連合会 労働政策局 古田・児玉
TEL：011-251-3592／FAX：011-231-2311

◆ 北海道経済部より
「第２回統合型リゾート（ＩＲ）道民セミナー」のお知らせ
統合型リゾート（ＩＲ）に関する道民の皆様の理解を深めるため、平成29年10月に開催したセミナーに続き、第
１回目のセミナーで道民の皆様の関心の高かった統合型リゾート（ＩＲ）のポイントについてより詳しく解説すると
ともに、ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表理事より有効と考えられるギャンブル等依存症対策につい
てご講演いただくセミナーを開催いたします。
１．釧路会場

日時：平成30年２月１日（木）15：00～17：00
場所：「釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）」多目的ホール

２．札幌会場

日時：平成30年２月２日（金）15：00～17：00
場所：「ＴＫＰ札幌カンファレンスセンター」カンファレンスルーム６Ａ

※詳細は以下のホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/ir-seminar-2018Jan.htm
【お問い合わせ先】

北海道経済部観光局国際観光グループ

℡

011－231－4111（内線26－555）

◆ 北海道大学・小樽商科大学より
「北海道大学・小樽商科大学「イノベーション人材発掘プログラム」企業募集説明会」のお知らせ
北海道大学と小樽商科大学は、「アントレプレナー・イントレプレナーの育成プログラムの創出」を目的とした
『イノベーション人材発掘プログラム』を推進することとなりました。
この度、企業の方々に対して、参加のメリット、他社の応用例、手続きなどの説明会を以下のとおり開催いたします
ので、是非ご参加下さい。
１．札幌会場

日時：平成30年２月１日（木）1３：00～1６：３0
場所：北海道大学 学術交流会館 第三会議室

２．東京会場

日時：平成30年３月１日（木）1３：00～1６：３0
場所：北海道大学 東京オフィス

※詳細は別添のチラシをご覧ください。
【道経連通信 №690】(2)

◆ 北海道経済部より
「JAXAタウンミーティングin北海道」のお知らせ
北海道は宇宙航空研究開発機構（JAXA)と共催で、JAXAタウンミーティングを開催します。
宇宙ビジネスや有人宇宙技術について話題を提供し、ご参加の皆様からJAXA事業に対するご意見や、新しく宇宙
を利用していくようなご提案をいただきたいと考えております。
この機会に、ぜひご参加ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sangaku/uchu/300203utyu.htm
○主催
○開催日時
○場所

宇宙航空研究開発機構（JAXA）、北海道
平成30年2月3日（土）13時30分～16時00分
北海道庁旧本庁舎（赤れんが庁舎）2階1号会議室
（札幌市中央区北3条西6丁目）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/chosha/index.htm
【講座時間】90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）
【受講対象】企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
【受 講 料】無料（定員100名）
【問合せ先】北海道労働局職業安定部職業対策課【TEL：(011)738-1053】または最寄りのハローワーク（公共
職業安定所）までお問い合わせ下さい。
○プログラム
13:00 受付開始
13:30 開会・開会あいさつ
JAXA事業概要説明、タウンミーティング趣旨説明
13:50 第1部 杉田 尚子 氏 「宇宙を使ってビジネスしてみませんか？」
意見交換
14:50 休憩
15:00 第2部 麻生 大 氏
「宇宙ステーション補給機HTV～宇宙飛行士の衣食住と研究を支える宇宙宅配便～」
意見交換
16:00 閉会
※現時点での予定であり、今後、内容が変更になる場合があります。
○お申し込み等
・参加無料
・定員：70名程度
・先着順で、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。参加希望の方は下記によりお申し込みください。
（電子メールにてご応募の方）
送信先：sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp
（1）件名：「JAXAタウンミーティング」
（2）本文：参加者の 1.住所 2.氏名 3.年齢 4.電話番号
（複数名参加希望の場合）全員の 2.氏名 3.年齢
※上記1～4をご記入の上、お申し込みください。
（郵便往復はがきにてご応募の方）
送付先：〒060-8588札幌市中央区北３条西６丁目北海道経済部 科学技術振興室
※上記1～4をご記入の上、お申し込みください。
【お問い合わせ先】
北海道経済部産業振興局科学技術振興室(担当：北風、渋谷)
TEL:011.204.5127
E-mail:sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp
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◆ 厚生労働省北海道労働局より
「精神･発達障害者しごとサポーター養成講座」追加開催のご案内
精神障害、発達障害のある方々の雇用は、年々増加しています。これらの方々が安定して働き続けるためのポイン
トの一つは「職場において同僚や上司がその人の障害特性について理解し、共に働く上での配慮があること」です
が、企業で働く一般従業員の方々が障害等に関する基礎的な知識や情報を得る機会は限られています。
このため、労働局・ハローワークでは、一般の従業員の方々等に、精神障害、発達障害を正しく理解し、職場にお
ける応援者（精神・発達障害者しごとサポーター）となっていただくための講座を、平成29年9月から11月にかけ
て道内6か所で開催しましたが、開催終了後も多くの皆様から次回開催についての問い合わせがありました。
そのため、労働局では要望にお応えし、札幌での養成講座を追加開催することとしました。ぜひご参加下さい。
【開催日時】平成30年2月14日（水）14:30～16:30 （申込期限：1月31日）
【開催場所】札幌第1合同庁舎 ２階講堂（札幌市北区北8条西2丁目1-1）
【内
容】｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の（予定）特性」、｢共に働く上でのポイ
ント（コミュニケーション方法）」等について
【メリット】精神･発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学ぶことができます
【講座時間】90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）
【受講対象】企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。
【受 講 料】無料（定員100名）
【問合せ先】北海道労働局職業安定部職業対策課【TEL：(011)738-1053】または最寄りのハローワーク（公共
職業安定所）までお問い合わせ下さい。

◆ 北海道知的財産戦略本部より
「知財広め隊 in 札幌」を開催します（セミナー＆弁理士との座談会）
～ビジネスで儲けるヒント、失敗しないヒントがここにある！～
【平成30年2月14日（水）17:00～20:00（受付 16:30～）】
わが国の中小企業は、企業数の割合に対して出願件数の割合が極めて低く、中小企業において知的財産の保護・活
用が十分に浸透していないという現状があります。
そこで、日本弁理士会では、今年度「知財広め隊」を組織し、中小企業の経営者の方々に知的財産がビジネスに有
効活用できることをご認識いただき、利用活用の促進を図ることに特化したセミナーを全国網羅的に行うことに致し
ました。
本セミナーでは、知的財産の活用による成功事例及びその秘訣をご紹介するとともに、知的財産の活用が上手くま
わるように、講演後に参加者と弁理士との軽食付き座談会を開催します。
■日 時：平成30年2月14日（水）17:00～20:00（受付16:30～）
■会 場：北海道経済センター8階Ｂホール（札幌市中央区北1条西2丁目）
■募集人員：30名
■参加費：無料（事前申込要）
■お申込み方法：参加申込書(兼ご案内チラシ)をFAXにて送付､またはウェブ申込フォームからお申込みください。
○ FAX送付先：011-736-9332
○ ウェブ申込フォーム（日本弁理士会ホームページ内特設サイト）：
http://www.benrishi-navi.com/f/?id=a4593&type=1
◇セミナーのプログラム等の詳細、参加申込書（兼ご案内チラシ）はこちらからご覧いただけます◇
（日本弁理士会ホームページ内特設サイト）
http://www.jpaa.or.jp/chizai_hirometai/20180214_hokkaido/
＜お問い合わせ先＞ 日本弁理士会 知財広め隊担当
電話：03-3519-2709
Email： chizai-hirome@jpaa.or.jp
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◆ 北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室より
さっぽろ女性応援ｆｅｓｔａの開催
及び平成29年度「北海道なでしこ応援企業表彰」の受賞企業の表彰のご案内
道は、札幌市などとともに、女性の活躍を推進するため、「さっぽろ女性応援ｆｅｓｔａ～なりたい私がここにあ
る！～」を開催しますので、お知らせします。
なお、このｆｅｓｔａにおいて、仕事と家庭の両立や女性の職業生活における活躍を積極的に推進している「北海
道なでしこ応援企業」の平成２９年度表彰式もあわせて開催しますので、ぜひご参加ください。
○さっぽろ女性応援ｆｅｓｔａ
日時：平成３０年２月３日（土）１３：００～１６：３０
場所：札幌エルプラザ ３階ホール（札幌市北区北８条西３丁目）
主催：札幌市
共催：北海道、HATAJOラボ（北海道新聞社）、(株)Mammypro、North-Woman
内容：第１部：札幌市長、北海道知事あいさつ
北海道なでしこ応援企業表彰式
基調講演：自分らしい仕事と子育てを見つけよう！
第２部：ロールモデル紹介（パネルディスカッション）
第３部：クロストーク（分科会）
出席者が７つのテーマに分かれている分科会に参加し、
思いを共感し合いながら、深く楽しく会話していただくものです。
参加対象者：働きたい女性、もっと活躍したい女性
女性を応援したい企業や男性、将来を考える大学生 など
申し込みはこちらまで
https://www.facebook.com/sapporojoseiouenfesta
【平成29年度北海道なでしこ応援企業表彰受賞企業】 ※五十音順
〇株式会社ドコモＣＳ北海道
（情報通信業 札幌市中央区）
〇萩原建設工業株式会社
（建設業 帯広市）
〇本間社会保険労務士事務所 （専門サービス業 札幌市中央区）
【お問い合わせ】
札幌市まちづくり政策局政策企画部 担当：阿部、小玉
０１１－２１１－２１９２
北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室 担当：會田、羽鳥
０１１－２０４－５３５４

◆ 道経連より
環境・エネルギー講演会「北海道のエネルギービジョン」 について
エネルギーを巡る環境は東日本大震災を契機に国内外で大きく変化し、安定供給や地球温暖化への対応など多くの
課題を抱えており、その解決に向けて本道でも関係者の連携のもと水素社会の実現に向けた取組などが始まっており
ます。
そこで当会では、北海道におけるエネルギー利用は今後どうあるべきか、水素の活用も視野に北海道ならではの可
能性や期待される役割などについて理解を深めるため、日本の環境・エネルギー分野における第一人者である柏木孝
夫先生をお招きし、標記講演会を開催します。
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月末に郵送でも案内チラシを発送予定です。
■
■
■
■

日 時：平成３０年２月２３日(金) １４：００～１６：００
場 所：札幌グランドホテル ２階 金枝の間（札幌市中央区北１条西４丁目）
参加費：無料
講 師：
北海道のエネルギービジョン ～水素を活用したスマートアイランドの実現に向けて～
国立大学法人東京工業大学 特命教授・名誉教授 柏木 孝夫 先生
■ 申込方法：
２月１６日（金）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。

【道経連通信 №690】(5)

◆ 道経連より
ベトナムへのチャーター便就航のお知らせ
昨年８月、当会は、ベトナム（計画投資省）と経済交流促進に向けて協力する「経済交流に関する覚書」を締結い
たしました。
加えて覚書締結で現地訪問した際、高橋はるみ北海道知事ほかと当会 髙橋賢友会長がベトナム航空本社（ベトナ
ム、ハノイ）を訪問し、「北海道への直行便開設」も要請しました。
その結果、このたび3月21日（祝）にチャーター便（ダナン⇄新千歳）が運航されることになりました。
今回は、チャーター便ではございますが、今後の定期便就航への試金石となることから当会としても引き続き、北海
道庁をはじめとする関係機関と協力しながら、定期便の実現に向けて取り組む所存です。
ご興味のある方は、以下
ご参考）
ツアー取扱先：H.I.S

HPを是非ともご覧ください。

https://www.his-j.com/hokkaido/sp/danang/index.html?lcid=spkint_htop_sp_dad

◆ 道経連より
「会員名簿」（平成30年1月）の訂正について
過日お配りしました「会員名簿」に印刷誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
・109ページ「社会福祉法人 北海道社会事業協会」
（正）理事長 吉 田 秀 明
（誤）理事長 岡 田 恒 博
なお、後日、印刷会社から訂正用シールが送付されます。

【道経連通信 №690】(6)

北海道大学・小樽商科大学

「イノベーション人材発掘プログラム」
企業募集説明会
企業・大学生・大学が共同でアイデアを出し合い、
企業の課題に対して取り組むプログラムです！

★柔軟な発想を持つ様々な分野の学生達
★企業担当者と課題解決チームを構成
★学生に対する企業の認知度アップ
★出張型インターンシップ
★優秀な人材の発掘
★国際的な連携
★成功報酬型

2/1

2018

THU

13:00 –
16:30

札幌会場
北海道大学
学術交流会館
第三会議室

北海道札幌市北区北8西5 (正門より入って左側2棟目)

3/1

2018

THU

13:00 –
16:30

東京会場
北海道大学
東京オフィス

東京都千代田区丸の内1丁目7-12

サピアタワー10階

～～～開催要領～～～
日時：2月1日（木）13:00～16:30
場所：北海道大学 学術交流会館 第三会議室
13:00～13:05
13:05～13:20
13:20～13:50
13:50～14:00
14:00～15:10
15:10～15:30
15:30～

開会挨拶
来賓挨拶
EDGE-NEXTの概要
（休憩）
Demolaプログラムの紹介
質疑応答タイム
名刺交換・個別面談など

日時：3月1日（木）13:00～16:30
場所：北海道大学東京オフィス
13:00～13:05
13:05～13:20
13:20～13:50
13:50～14:00
14:00～15:10
15:10～15:30
15:30～

北海道大学
ダイバーシティー
アイデア
マネージメント
小樽商科大学
ビジネススクール

開会挨拶
来賓挨拶
EDGE-NEXTの概要
（休憩）
Demolaプログラムの紹介
質疑応答タイム
名刺交換・個別面談など

新渡戸スクール/カレッジ
グローバル
イノベーション

アントレプレナーシップ
小樽商科大学

あなたの会社 with U

お問い合わせ
国立大学法人北海道大学 TEL: 011-706-9559
産学・地域協働推進機構 FAX: 011-706-9550
E-mail: i-sugimura@mcip.hokudai.ac.jp
杉村 逸郎

環境・エネルギー講演会

北海道のエネルギービジョン
～水素を活用したスマートアイランドの実現に向けて～
エネルギーは道民の生活と経済活動の基盤であり、豊
かで活力ある社会の実現に欠かせないものですが、エネ
ルギーを巡る環境は東日本大震災を契機に国内外で大き
く変化し、安定供給や地球温暖化への対応など多くの課
題を抱えています。
北海道におけるエネルギー利用は今後どうあるべきか、
水素の活用も視野に、北海道ならではの可能性や期待さ
れる役割などについて、日本の環境・エネルギー分野に
おける第一人者である柏木先生にご講演いただきます。

日 時

2018年２月２3日（金）
14：00～16：00
場 所

札幌グランドホテル 金枝の間
［札幌市中央区北１西４］
定 員

200 名 （参加費無料）
申込方法

裏面申込書により
2月16日（金）までに
お申し込みください

講 師

柏木 孝夫

氏

東京工業大学 特命教授・名誉教授
科学技術創成研究院
先進エネルギー国際研究センター長
1946年東京生まれ。70年、東京工業大学
工学部生産機械工学科卒。79年、博士号取
得。1980～81年、米国商務省NBS招聘研
究員、東京工業大学工学部助教授、東京農
工大学大学院教授、同大学評議員、図書館
長などを歴任後、2007年より東京工業大学
統合研究院教授(現・科学技術創成研究院)、
2009年より先進エネルギー国際研究セン
ター長、12年より特命教授・名誉教授。
2011年より、（一財）コージェネレーショ
ン・エ ネルギー高度利用センタ ー （コー
ジェネ 財団）理事長。現在、経 済産業省
総合資源エネルギー調査会基本政策分科会
委員、水素・燃料電池戦略協議会座長、内
閣府 エネルギー・環境イノベーション戦
略推進WG座長などを歴任し、長年、国の
エネルギー政策づくりに深く関わる。おも
な著書に「スマート革命」、「エネルギー
革命」、「コージェネ革命」など。

［主 催］北海道・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
［後 援］北海道商工会議所連合会・北海道エネルギー対策協議会
［問合せ］北海道経済連合会 産業振興グループ（南部・浦田） TEL：011-221-6116

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 16 日（金）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 200 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・エネルギー講演会
「北海道のエネルギービジョン」
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

