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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

場

所

事

グループ・局

担

当

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

3月1日（木）
14:00～16:30

平成29年度 第3回 地域政策委員会

3月1日（水）
15:00～16:30

平成29年度 第3回 労働政策委員会

3月8日（木）
10:00～13:00

第 237 回 常任理事会

3月8日（木）
13:30～15:30

平成29年度 第3回 産業振興委員会

3月22日（木）
11:00～13:00

平成30年 3月度 会長・副会長会議

札幌グランドホテル

地域政策グループ

道経連会議室

札幌グランドホテル

道経連会議室

関口・植木

労働政策局

桑原・北浦

企画総務グループ

郡

食クラスターグループ

道経連会議室

南部・浦田

田舎・加藤

企画総務グループ

郡

【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
5月17日(木)
18日(金)
10:00～17:00
5月29日(火)
13:00～17:00

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

会員
一般

23,760円
30,240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

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

大会議室A

労働基準法の実務講座
道特会館

5階

－管理の原理原則の習得－
労働政策局

～労働時間・休憩・休日・有給休暇の実務ポイントと留意点～

大会議室B

労働政策局

会員 8,640円
一般 11,880円

※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

◆ 北海道経済部 より
【情報サービス業・宿泊業・道路貨物運送業の「働き方改革プラン」普及啓発セミナー のお知らせ】
情報サービス業・宿泊業・道路貨物運送業の企業経営者や人事労務担当者等を対象に、今年度、道が作成している
企業が働き方改革を進めるための指針となる「改革プラン」を紹介するほか、実際に働き方改革に取り組んだ企業経
営者等をお招きし、取り組むことになったきっかけや実際に進める上での課題などについてお話しいただくセミナー
を開催いたします。
是非、ご参加ください。
■ 情報サービス業向けセミナー
【日 時】平成30年2月26日（月）14：00〜15：30
■ 宿泊業向けセミナー
【日 時】平成30年2月27日（火）14：00～15：30
■ 道路貨物運送業向けセミナー
【日 時】平成30年3月2日（金）14：00〜15：30
〇 募集人数： 各回30名（定員になり次第締切）
〇 受講料： 無料
〇 主催／運営： 北海道／ほっかいどう働き方改革支援センター
〇 お申し込み方法：
下記よりリーフレットをダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、㈱道銀地域総合研究所宛てに
FAX又はE-mailにてお申し込みください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/hatarakikataplan_seminar.htm
〇

お申し込み・お問い合わせ先
株式会社道銀地域総合研究所（担当：大熊）
TEL：011-233-3562 FAX：011-207-5220
E-mail： seminar@doginsoken.jp

【第3回衛星データ利用研究会】
3回目となる今回は北海道内で現在行われている衛星データ利用の取組をご紹介するとともに、衛星データ利用の
推進に向けた国の取組（モデル実証事業など）について情報提供いたします。
１．開催趣旨
衛星データと他の地上データを組み合わせ、新たなサービスを行う取組が全国的に進められています。
北海道においても衛星データを利用した新たなサービスの創出を図るため、情報交換を目的とした研究会を開催
しています。
２．主催 北海道
３．協力 一般社団法人 北海道オープンデータ推進協議会、No Maps実行委員会
一般社団法人 北海道産学官研究フォーラム、NPO法人 Digital北海道研究会
北海道スペースポート研究会
４．開催日時
平成30年2月27日（火） 14時～16時30分
５．場所 TKP札幌カンファレンスセンター赤れんが前 はまなす
（札幌市中央区北４条西６丁目１番地 毎日札幌会館５階）
６．プログラム
（１）北海道内における衛星データ利用の新たな取組の紹介
① 準天頂衛星を活用した除雪車両運転支援
NEXCO東日本 北海道支社 技術部技術企画課
② 水産分野における地球観測データの利用事例
北海道大学 北極域研究センター長
(株)ｸﾞﾘｰﾝ＆ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ技術顧問 齊藤 誠一 氏
③ 農業分野における衛星画像の利用可能性
スペースアグリ(株) 代表取締役 瀬下 隆 氏
（２）衛星データ利用を促進する国と道の取組
① 内閣府における衛星データ利用推進の取組
内閣府宇宙開発戦略推進事務局
② 北海道における取組
北海道経済部科学技術振興室
（３）質疑応答・情報交換
７．定員等
・参加無料、定員は100名程度
・お申し込みは2月23日(金)までにメールでお願いします。
E-mail： sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp

技術参与

長島 貴臣 氏

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sangaku/uchu/300227utyu.htm
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◆ 北海道経済部 より
【航空宇宙産業分野にかかる部品・加工等説明会】
道内企業の宇宙分野への参入に向けて、道内でロケットの開発を行っているインターステラテクノロジズ(株)の事
業計画、部品・加工内容等の説明会を開催します。
日時：3月9日(金) 10:00～11:15
場所：北海道立総合研究機構 工業試験場 第一会議室（札幌市北区北19条西11丁目）
内容：インターステラテクノロジズ(株)による事業計画、ロケット用部品・加工内容等の説明
参加企業との質疑応答、情報交換
進行：インターステラテクノロジズ(株)からの説明（60分）
質疑応答（15分）
参加企業：宇宙分野に関心のある道内企業(製造業)
※今回の説明内容に電子部品関係は含まれません。
定員：40名
※申し込みが多数となった場合に、1社からの参加人数を調整させていただくことがありますので、
あらかじめご了承ください。
主催：北海道、北海道立総合研究機構
協力：一般社団法人 北海道機械工業会 北海道経済連合会 北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会
申込先：北海道経済部科学技術振興室（担当：北風、渋谷）
メール sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp
参加希望者の会社名、部署、役職、氏名、連絡先（メール・電話）を３月５日（月）までお知らせください。

◆ 北海道総務部 より
「地域の安全・安心な生活を支える消防団員を募集しています！！」
北海道では、地域防災の中核的な役割を担う消防団員を募集しています。
年々減少している消防団員を確保するためにも皆様のご協力をお願いします！！
～～～勇気をもってその一歩を踏み出し、地域に貢献してみませんか～～～
詳細はお近くの消防本部・消防署へお問い合わせください。
別途チラシ参照

◆ 消費者庁 より
公益通報者保護法及び内部通報制度・改正ガイドラインに関する民間事業者向け説明会【札幌会場】
消費者庁では、内部通報制度の実効性の向上に向け、事業者が取り組むことが推奨される事項を具体化・明確化す
ることを目的として、民間事業者向けガイドラインを改正しました。
本説明会は、有識者による講演に続き、公益通報者保護法の概要及び改正ガイドラインについて説明し、内部通報制
度の意義・重要性等について、理解を深めていただくことを目的としています。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。
日 時：平成30年3月7日（水）14:00～16:15
会 場：札幌市男女共同参画センター ４階大研修室 （札幌市北区北８条西３丁目札幌エルプラザ内）
主 催：消費者庁（ 運営業務受託：株式会社オーエムーシー）
定 員：60名（参加費無料・事前申込）
お申込み・お問い合わせはこちらから
www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/

◆

北海道食産業総合振興機構(フード特区機構)より

「産業連携推進セミナーの開催について」
フード特区機構では、道内外の企業・農業者等の方から先進的な取り組みや事例などを学び、一次産業と企業が連
携した新たなプロジェクト創出の参考としていただくため、別添のご案内のとおり「産業連携推進セミナー」を開催
致します。
農林漁業者、企業、自治体関係者等、一次産業と企業が連携した新たなプロジェクトの展開に関心のある方ならど
なたでも参加可能です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
日時：2018年3月5日(月)13:00～15:00
会場：ホテル札幌ガーデンパレス2階 孔雀の間
(札幌市中央区北一条西6丁目)
定員：70名(参加費無料・事前申込)
※定員になり次第締め切り
詳細は添付を参照ください。
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大学生や専門学生などの学生が、消防団員として活動を行った実績
を、市町村が認証することにより、学生消防団員の就職活動を支援す
る制度です。
本人交付用

企業提出用

消防団員は、常勤の消防職員とは異なり、火災や大規模災害発生時に
自宅や職場から現場へ駆けつけ、その地域での経験を活かした消火活
動・救助活動を行う、“非常勤特別職の地方公務員”です。

消防団の特徴

消防組織

地域密着性

市町村長

消防団員は管轄区域内に居住又は勤務
常備消防機関

要員動員力

非常備消防機関

消防団員数は消防職員数の約３倍

消防本部
58本部

消防団
207団

消防署
127署

分 団
1,052分団

消防吏員
9,158人

～ 制度導入（予定）市町村 ～
「江別市（H30年度内）」、「札幌市、函館市、小樽市、釧路市、網
走市、余市町、大空町」

企業の皆様にもメリットがあります！
優れた人材の確保

災害対応力の向上

学生消防団員は、地域貢献のた
めに自ら積極的に行動する社会
性や、様々な職種の方と一緒に活
動するなかで培われた組織への
高い適応能力を備えています。

学生消防団員は、防災に関する
幅広い見識や応急手当に対する
深い知識及び技術を有しているこ
とから、事業所の災害対応力の向
上が期待できます。

連携

即時対応力

団 員
25,319人

日ごろからの教育訓練により災害対応の
技術・地域を修得

消防団員の就業形態
被雇用者

自営業その他

学生

11,369人

13,890人

60人

消防団の活動
災害時

災害現場での消火をはじめ、地震や風水
害といった大規模災害発生時の救助・救出、警戒巡
視、避難誘導、災害防御など様々な現場で活躍してい
ます。

火災予防・広報活動 災害発生時以外にも、消防団では幅広い活動を行っています。
応急手当の普及指導、住宅への防火指導、特別警戒、広報活動などに従事しています。
活動報酬等 多くの市町村で年額報酬(数万円程度)や災害活動または訓練に出動し
た際の出動手当(1回あたり数千円程度)などが支給されます。また、以下のような待遇も
あります。
・公務災害補償金の対象

・退職報償金

・被服の貸与

・表彰制度

詳しくは、お近くの消防本部・消防署へお問い合わせ下さい。

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

［後

裏面申込書により２月2８日（水）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

援］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）

＊ 道内経済７団体（北海道経済連合会・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）で構成される「北海道航空宇宙推進会議」は、航空宇宙産業の促進に向け、全道の機運醸成に取り組んでいます。

北海道経済連合会 産業振興グループ 柄澤

行

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

※ 2 月 28 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 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

