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今後の主要事業

【2月以降の主な行事予定 】
日

行

時

2月8日(木)
13:30～16:00
2月15日(木)
15:00～17:00
2月23日(金)
14:00～16:00

場

所

事

グループ・局

担

当

苫小牧地域会員懇談会
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
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」
札幌グランドホテル

産業振興グループ

南部・浦田

【2月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

4月3日(火)
10:00～17:00
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

新入社員研修講座 ～ビジネスマナーの基本と実践～
道特会館

6階

中会議室

会員
一般

14,040円
17,280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

労働政策局

2018新入社員実践基礎講座 ※残席わずかです。
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。
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掲

示

板

◆ 道経連より
「2025年万博誘致活動へのご協力について」（関西経済連合会 万博推進室）
2025年万博については、日本(大阪)、フランス(パリ郊外サクレ)、ロシア(エカテリンブルグ)、アゼルバイジャ
ン（バグー）の4ヵ国で誘致競争を行っておりますが、この度、フランスが立候補取り下げを表明いたしました。
万博の開催地は本年11月、170ヵ国が加盟するＢＩＥ（博覧会国際事務局）の総会で選挙により決定されます。
これに先立ち、3月にはＢＩＥ調査団の訪日が予定されており、その際、万博開催への国民の支持状況も調査項目の
1つとなっております。2005年の愛・地球博以来となる、2025年万博の日本開催を実現するべく、みなさまのご
協力を賜わりたく存じます。何卒、ご高配賜りますようお願い申し上げます。
2025国際博物館（ＥＸＰＯ）の誘致にご賛同いただける方を「会員」として募集しております！
＜会費無料、活動やイベントの開催情報をメールマガジンなどを通じてご報告・ご案内させて頂きます＞
会員登録は以下ＵＲＬからお願い致します。
WWW.expo2025-osaka-japan.jp

◆ 北海道 及び 札幌市 より
札幌に「水素ステーション」がオープンします
平成30年3月下旬、ついに札幌でも、燃料電池自動車（FCV）に水素を供給する「水素ステーション」がオープ
ンします。水素はエネルギー効率が高く、利用段階でCO2を排出しないことから、次代の二次エネルギーとして期
待されており、その利用拡大にはFCVの普及が有効です。
ぜひこの機会に、社用車等へのFCVの率先導入についてご検討いただけますようお願いします。
※

水素ステーション・FCVの詳細については、別添チラシをご覧ください。

◆ 北海道より
「北方領土関係情報提供セミナーin札幌について」
平成28年12月の日露首脳会談において、北方四島における共同経済活動の協議の開始について合意され、昨年9
月の首脳会談では、5つの早期に取り組むプロジェクト候補が特定され、12月にはその具体化に向けた政府間協議
が開催されるなどの具体的な動きがあるところです。
これは日露双方の信頼関係の醸成に寄与し、日ロ平和条約の締結、北方領土の返還に向けた重要な一歩となり得る
ものと受止めており、道では北方領土隣接地域を中心に道内の企業等の参画を国に求めているところです。
本セミナーでは、北方四島における共同経済活動の意義や取組の状況などの情報提供と北方領土の最近の状況や元
島民の方による四島での経験、島への思いを皆様に知っていただく機会としております。
日時：平成30年2月15日（木）15:00～17：00（開場14：30）
場所：札幌グランドホテル グランドホール（札幌市中央区北1条西4丁目）
申込：別添申込書によりお申込みください。

◆ 北海道大学より
2017年度 札幌IOT起業家トレーニングキャンプ～事業創生アイディアソン～参加者募集！
北海道大学では、2月24日（土）、札幌IOT起業家トレーニングキャンプ～事業創生アイディアソン～「チームラ
ボと考える未来のコネクテッドカー」を開催します。
学生・社会人、専攻分野・業種を問わず、自動車の未来に興味がある方なら、どなたでも参加可能です。多くの皆さ
まのご参加をお待ちしております！
日 時：2018年2月24日（土）15:00開始
会 場：小樽商科大学 札幌サテライトキャンパス
（札幌市中央区北5条西5丁目7番地 sapporo55ビル3階）
主 催：北海道大学、チームラボ株式会社
共 催：小樽商科大学
定 員：40名（参加費無料・事前申込）
※申し込み数が大幅に超過した場合、2月25日に追加開催予定
詳細・お問い合わせはこちらから。
http://i.r.cbz.jp/cc/pl/evkw3399/bln3wxn8dmbj/781d8ytx/
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平成30年３月下旬、札幌に
水素ステーションがオープンします
H30.1 北海道・札幌市
○ 水素は利用時にＣＯ２を排出せず、また、本道に豊富に賦存する再生可能エネルギーの貯蔵に
も活用できることから、地球温暖化対策上、重要なエネルギーです。
○ また、エネルギーの地産地消による災害に強い安全･安心な地域づくりや水素関連産業の創出
にも寄与するものであることから、北海道及び札幌市では、水素の利活用を推進しています。
○ 水素の利活用を拡大していくためには、身近な利用機器であるＦＣＶ（燃料電池自動車）の
普及拡大が有効です。
○ この度、札幌市内に水素ステーションが開設されることとなりましたので、是非、公用車及び
社用車へのＦＣＶの率先導入についてご検討をよろしくお願いします。

水素ステーションの概要
位置図

水素供給源
冷却水

＜水素トレーラー＞

チラー

プライン

北野通
至 札幌市内

圧力：4.0MPaG～
温度：40℃
蓄圧器(低圧バンク)

容量：2,300～2,600Nm3
圧力：19.6MPaG
水素圧縮機

蓄圧器(中圧バンク)

エア・ウォーター移動式水素ステーション札幌
（エア・ウォーター月寒営業所敷地内）

ディスペンサー

＜水素カードル＞
蓄圧器(高圧バンク)
圧力：～82MPaG
温度：40℃

圧力：70MPaG
温度：-40℃

札幌ドーム

燃料電池自動車

容量：250Nm3
圧力：19.6MPaG

至 北広島

羊ヶ丘通

名 称：エア・ウォーター移動式水素ステーション札幌
所在地：札幌市豊平区月寒東２条１６丁目
充塡時間：約３分間／台
水素販売価格：1,500円／kg（予定・税別）
※参考：室蘭水素ステーション

市販されているＦＣＶ車両
本田技研工業

トヨタ自動車
＜2014.12＞


＜2016.3＞

「MIRAI」を販売開始
（税込価格約726万円）
※寒冷地仕様価格



「CLARITY FUEL CELL」を
発売開始
（税込価格766万円）
※一般ﾘｰｽを今後取扱い予定

ＦＣＶの補助金について
ＦＣＶは、平成29年度ｸﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ自動車導入事業費補助金（ＣＥＶ補助金）の対象です（補助額：約２００万円/台）。
ただし、この補助金は、予算の範囲内で交付しているため、申請受付期間が短縮する可能性があります。また、今後の取扱は、
国の予算措置によるので、補助対象とならない車両や、補助金額が変更される車両が出てくる可能性があります｡

ＦＣＶの税制優遇について（概算）（H30.1時点）
エコカー減税
自動車重量税
※初回：免税

自動車取得税
※非課税

グリーン化特例
自動車税(翌年度）
※75％減

合計

約30,000円減税

約180,900円減税

約22,000円減税

約232,900円減税

ＦＣＶのしくみ
燃料電池自動車（ＦＣＶ）は、水素と酸素を化学反応させてできた電気をエネルギーとして、モーターを
回して走ります。

FCVの
特徴

・走行時に出るのは水だけ
・災害時には「発電機」として活躍
・走行距離が長く水素の充てん時間もガソリン車と同程度
 ＦＣＶは、エネルギー効率が高いため、
Well to Wheel（一次エネルギーの採
掘から車両走行まで）で二酸化炭素排
出量を低減できることに加え、航続距
離や燃料充てん時間の点でガソリン車
並の性能を有しています。
 走行時に排出するのは水だけで、二酸
化炭素や大気汚染物質を排出せず、
モーターによる走行は静かで加速が良
いという利点もあります。
 高い外部給電機能（自動車内の電力を
外部に供給する機能）が非常用の電源
供給に役立ちます。

ＦＣＶ普及と商用水素ステーション整備の状況
＜札幌市内＞
・ＦＣＶ ３台
・移動式水素ステーション整備中
（H30.3開設予定）

＜鹿追町内＞
・ＦＣＶ
１台（実証事業用）
・水素ステーション（実証事業用）

北海道庁も導入しました
Ｈ２９．７
北海道

＜伊達市内＞
・ＦＣＶ

１台

＜室蘭市内＞
・ＦＣＶ
４台
・移動式水素ステーション

全道９台（12月末現在）

《公用車の導入状況》
平成２８年３月 室蘭市 1台
平成２９年３月 室蘭市 1台
平成２９年７月 北海道 1台
平成２９年８月 伊達市 1台
※平成２９年度内 札幌市２台導入予定
伊達市公用車（左）､室蘭市公用車(右)

【お問い合わせ先】北海道環境生活部環境局低炭素社会推進室
札幌市環境局環境都市推進部環境計画課
【ＦＣＶ取扱い店】札幌トヨタ自動車株式会社 車両企画部 車両企画課
札幌トヨペット株式会社
新車事業部

ＴＥＬ：０１１－２０４－５８８５
ＴＥＬ：０１１－２１１－２８７７
ＴＥＬ：０１１－２３１－９７１４
ＴＥＬ：０１１－８５８－８１５６

H30.1

北海道150年
北海道みらい事業

宇宙で変わる
北海道の未来

3 7

2018年
月
日（水）
14：30～17：30

札幌パークホテル３階 パークホール
今、世界が宇宙を目指しています。宇宙は北海道にとっても新たなフロンティアです。ロケッ
トと衛星データの利活用は、私たちの暮らしを劇的に変える可能性があります。本道に宇宙産業
を創出して宇宙利用の先進地とするため、ロケットと衛星について実際に取り組まれている有識
者にお話をお伺いし、未来につなげていきたいと思います。

講

演

○ 地理空間情報を高度に活用できる社会（Ｇ空間社会）の実現を目指して
公益社団法人 国際研修交流協会 G空間産業推進室長 吉田 富治 氏
○ 安全運転支援・自動走行など高精度測位ソリューション
‐衛星利活用による高精度事業に関する取り組みについて‐
三菱電機株式会社 電子システム事業本部 担当部長 曽根 久雄 氏
○ 北海道における宇宙産業開発 ～未来の夢を語ろうじゃないか～
SNS media&consulting 株式会社 ファウンダー 堀江 貴文 氏
申込方法
［主

裏面申込書により２月23日（金）までにお申し込みください

催］北海道経済連合会

［共

催］北海道・北海道航空宇宙推進会議

［協

賛］北海道機械工業会

［後援（予定）］北海道総合通信局･北海道経済産業局･北海道開発局･北海道運輸局･北海道市長会･北海道町村会
【問合せ】北海道経済連合会

産業振興グループ（佐藤・柄澤）

TEL：011-221-6116（ダイヤルイン）

北海道経済連合会 産業振興グループ 柄澤

※ 2 月 23 日（金

行

FAX 番号：０１１－２２１－３６０８
e-mail：karasawa.takao@dokeiren.gr.jp

）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 500 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。

道経連 宇宙セミナー

「宇宙で変わる北海道の未来」
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
□ 北海道経済連合会

所属団体
（いずれかに✓）

□ 北海道商工会議所連合会

□ 北海道商工会連合会 □ 北海道経済同友会
□ 北海道観光振興機構 □ 北海道機械工業会 □ 北海道建設業協会

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

北方領土関係情報提供セミナーin 札幌
平成２８年１２月の日露首脳会談において、北方四島における共同経済活動の協
議の開始について合意され、昨年９月の首脳会談では、５つの早期に取り組むプロ
ジェクト候補が特定、１２月にはその具体化に向けた政府間協議が開催されるなど
の具体的な動きがあるところです。
これは、日露双方の信頼関係の醸成に寄与し、日ロ平和条約の締結、北方領土の
返還に向けた重要な一歩となり得るものと受け止めており、道では、北方領土隣接
地域（根室管内）を中心に道内の企業等の参画を国に求めているところです。
本セミナーでは、北方四島における共同経済活動の意義や取組の状況などの情報
提供と北方領土の最近の状況や元島民の方による四島での経験、島への思いを皆様
に知っていただく機会としております。
プログラム

北方領土問題・共同経済活動について
（説明：外務省欧州局ロシア課日露共同経済活動推進室）

北方領土問題への道の関わりについて
（説明：北海道総務部北方領土対策本部）

元島民による講話
会場

平成３０年

札幌グランドホテル
グランドホール

２月１５日(木)
１５：００～１７：００
（開場１４：３０）

（札幌市中央区北１条西４丁目）

主催／問合せ先

北海道総務部北方領土対策本部北方領土対策課
共同経済活動・交流グループ
〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目 北海道本庁舎５階
電話 011-231-4111(内線 22-769)／FAX 011-232-1780

北方四島における共同経済活動情報提供セミナー
FAX 011-232-1780
氏名

所属

平成３０年２月１３日(火)

連絡先

申込締切

