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今後の主要事業
【4月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

所

事

グループ・局

5月18日（金）
10:00～13:30

第238回常任理事会 ・ 第85回理事会 合同会議

5月24日（木）
11:00～13:00

2018年 5月度 会長・副会長会議

6月8日（金）
14:00～18:00

第44回 定時総会 ・ 第86回 理事会 ・ 記念講演会 ・ 懇親会

京王プラザホテル札幌
道経連会議室

札幌グランドホテル

担

当

企画総務グループ

猪狩・郡

企画総務グループ

郡

企画総務グループ

猪狩・郡・若松

※5月1日（火）は道経連創立記念日のため、お休みとさせていただきます。

【4月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

5月17日(木)
18日(金)
10:00～17:00

場

所

グループ・局

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

受講料

－管理の原理原則の習得－

大会議室A

労働政策局

会員

労働政策局

会員 8,640円
一般 11,880円
※冨岡公治法律事務所の顧問先企業は
会員料金が適用となります。

23,760円

一般

30,240円

冨岡公治法律事務所講演会
5月17日(木)
13:00～17:00
5月29日(火)
13:00～17:00
6月4日(月)
13:00～17:00
6月12日(火)
9:00～17:00
6月18日(月)
10:00～16:00

すみれホテル

３階

ヴィオレ

労働基準法の実務講座
道特会館

5階

～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 6,480円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
法人営業“商談力＆交渉力”習得研修
＝最短・最速で成果をあげる究極の法人営業勝利の方程式＝

道特会館 ６階 中会議室

労働政策局

『メンタルヘルス不調者を出さない組織づくり』
道特会館 ６階 中会議室

労働政策局

7月4日(水)
5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

7月26日(木)
10:00～16:00

一般

11,880円

5階

12,960円

8,640円

一般

17,280円

会員

12,960円

一般

17,280円

一般

8,640円

～給与に関する源泉徴収事務を中心に解説します～

道特会館 5階 大会議室B
道特会館

会員

一般

～ 問われる日頃のコミュニケーションの質 ～

給与計算の実務講座

7月18日(水)
19日(木)
10:00～17:00

8,640円

雇用保険に関する実務講座
～雇用保険制度の早分かりと手続き上の留意点・雇用トラブルの対処法など～

6月25日(月)
13:00～17:00

7月6日(金)
9:20～20:10

会員

労働政策局

大会議室A

労働政策局

会員

第一種

6,480円

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

実践型職場リーダーシップ研修
道特会館

5階

大会議室B

就業規則の整備と見直し
道特会館 5階 大会議室B

労働政策局

会員

23,760円

一般

30,240円

一般

16,200円

～ 労働問題リスクを減少させるポイント ～
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。

会員

11,880円
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掲 示 板
◆ 道経連 より
「冨岡公治法律事務所講演会」のご案内
毎年春季に開催しております「冨岡公治法律事務所講演会」についてご案内いたします。
今年は、２つのテーマについて４人の弁護士から解説いたします。
第１は、現在、企業において対処法に苦慮している、私傷病休職者の職場復帰の際の対処方法と、身体あるいは精
神障害により解雇する場合の注意点について
第２は、労災事故ないし職場ストレスに起因する使用者の法的責任の有無と損害賠償額の問題点についてお話いた
します。
企業経営者、人事労務責任者・担当者にご参加いただきますようお願いいたします。
【開催日時】2018年5月17日（木）13：00〜17：00
【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】１．うつ病等、私傷病休職後の復職トラブル予防の注意点
２．職場内の労災・ストレスに起因する精神疾患に関する使用者の法的責任と損害賠償額の諸問題
【講
師】冨岡公治法律事務所 弁護士 冨岡 公治 氏
弁護士 冨岡 俊介 氏
弁護士 山口 治香 氏
弁護士 山崎 未希 氏
【参加費】会員：8,640円（税込） 一般11,880円（税込）
【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

◆ 札幌市男女共同参画センター より
講演会「“女性が活躍しやすい街”の実現に向けて、いまここからできること～合言葉はHi-five」のご案内
札幌市男女共同参画センターでは、女性が社会で活躍するために必要な手立てについて、市民、企業、行政など多
様な主体がともに考えるきっかけとして、横浜市長の林文子さんをお招きし、講演会を開催いたします。ぜひご参加
下さい。
【日 時】2018年5月13日（日）14：00～15：30
【テーマ】“女性が活躍しやすい街”の実現に向けて、いまここからできること～合言葉はHi－five
【会 場】ニューオータニイン札幌 鶴(西)の間（札幌市中央区北2条西1丁目1-1）
【対象／定員】女性活躍に関心のある企業の経営者や管理職の方、市民の方／200人
【受講料】無料
【申込方法】札幌市男女共同参画センター事業係まで、電話、ＦＡＸ、メールでお申込みください。
定員に達し次第、締め切らせていただきます。
①社名、②参加者様情報（氏名、電話番号、メールアドレス）
・電話 011-728-1255

・FAX 011-728-1229

メールアドレス jigyou@danjyo.sl-plaza.jp

【申込・お問合せ先】札幌市男女共同参画センター事業係（菅原・阿部）
＜林文子さん

プロフィール＞
1946年東京都生まれ。東京都立青山高等学校卒業。
東洋レーヨン㈱（現東レ）、松下電器産業㈱（現パナソニック）等勤務の後、1977年ホンダ
の販売店に入社。1987年BMW㈱東京事業部入社。その後、BMW東京㈱代表取締役社長、
㈱ダイエー代表取締役会長兼CEO、日産自動車株式会社執行役員等を歴任。ウォールスト
リートジャーナル紙「注目すべき世界の女性経営者50人」（2004年）、米フォーブス誌
「世界のパワフルウーマン100」（05,06年）等に選ばれる。
2009年横浜市長に就任、2017年8月より3期目。現在、指定都市市長会会長、内閣府・男
女共同参画会議議員等を務める。
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◆

道経連 より

農村宿泊事業への相談・支援を希望される団体様を募集
北海道の食文化を活かした食のグリーンツーリズムによる地域活性化を目的に、今回地域の農村宿泊事業の中核を
担われる団体の育成に向けて、それぞれの課題解決に役立てていただける、産・官・金が連携した相談・支援検討の
枠組みを作りました。
この度、相談・支援を希望される団体様を募集致します。
詳しくは、添付の内容をご覧いただき、別紙にてお申し込みください。
【事務局】北海道経済連合会

食クラスターグループ：田舍

（TEL：011－221－6117）

◆ 北海道 より
★★★北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会★★★
道では、衛星データを利用した新たなビジネスの創出を図るため、企業、専門家、研究機関、関係団体、行政など
で構成する連携組織「北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会」を設立し、協議会に登録した会員企業への関連情
報の提供や相談対応、事業化に向けたプロジェクトチームによる検討など行うこととしました。
現在､設立の準備中ですが､事前に、会員登録の申し込みを開始します。お申し込み方法などは下記のとおりです。
衛星データを利用したビジネスにご関心をお持ちの方はぜひお申し込みください。
また、第１回協議会を4/26(木)に開催します。衛星データの利用に関する情報を提供いたします。
今回は、会員以外の方もご参加いただけますので、多くの方のご参加をお待ちしております。
【アドバイザー】
北海道大学大学院農学研究院 野口 伸 教授、北海道大学大学院理学院 高橋 幸弘 教授、
北海道大学北極域研究センター 齊藤 誠一 特任教授、北海道大学大学院情報科学研究科 川村 秀憲 教授、
北海道大学大学院情報科学研究科 長谷山 美紀 教授、北海道大学公共政策大学院 鈴木 一人 教授、
酪農学園大学 金子 正美 教授
【幹事会員】
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構､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、
NPO法人 Digital北海道研究会、一般社団法人 北海道産学官研究フォーラム、一般社団法人 北海道IT推進協会、
一般社団法人 北海道機械工業会、北海道経済連合会、公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター、
NPO法人 北海道宇宙科学技術創成センター、北洋銀行、北海道銀行、日本政策投資銀行、北海道
１．北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会の会員お申し込み
(1) 会員資格
・衛星データを利用した事業に取り組む企業、研究者、団体、市町村等
・原則、北海道内に事業所を有し、かつ衛星データ利用ビジネスを行っている者、
または、今後取り組みたい者、衛星データ利用ビジネスを支援する者
(2) 会費
・無料
(3) 申し込み
・入会申込書を提出いただき、事務局で内容確認後、入会の承認についてご連絡いたします
参加申込書はこちらから
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sangaku/uchu/kyogikai.htm
２．第１回北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会のご案内
(1) 開催日時
平成30年4月26日（木） 15時30分～17時30分
(2) 場所
北海道庁赤れんが庁舎2階2号会議室
(3) プログラム
〇協議会設立挨拶・趣旨説明
〇基調講演
東京大学航空宇宙工学 中須賀 真一 教授
「超小型衛星が拓く新しい宇宙開発利用」（仮）
北海道大学公共政策大学院 鈴木 一人 教授
「北海道における衛星データビジネスの可能性」（仮）
〇国における宇宙利用促進に向けた取組の紹介
内閣府宇宙開発戦略推進事務局 髙倉 秀和 参事官
(4) 参加方法
・参加無料、会員以外の方の参加も可能
３．交流会
・協議会終了後、講師と会員による交流会を開催します。
※会費制（場所、費用調整中）、事前申し込みが必要・こちらは会員登録した方のみ、参加申し込みが可能で
すので、ご了承ください。
★協議会への出席のお申し込みは下記メールまでお願いします。
sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp
お名前、会社・団体名、所属・役職、連絡先(メール・電話)をお知らせください。
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◆ 北海道 より
「平昌オリンピック・パラリンピックどさんこ選手を讃える会」のご案内について
本年、大韓民国平昌にて開催されましたオリンピック及びパラリンピックにおけるどさんこ選手の数々の活躍は、
北海道中に多くの感動と勇気をいただきました。
北海道といたしましては、札幌市、公益財団法人北海道体育協会、公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会、道
内４経済団体とともに、「平昌オリンピック・パラリンピックどさんこ選手を讃える会」実行委員会を設立し、出場
された選手をお招きして、次のとおり「平昌オリンピック・パラリンピックどさんこ選手を讃える会」を開催いたし
ますので、ご出席をお願いいたします。
１ 日時、会場等
（１）讃える会
日
時：平成30年５月６日（日） 13:00～14:00
会
場：北海道庁前（札幌市中央区北３条西６丁目）
内
容：北海道庁前にて、仮設ステージでのイベント
・平昌オリンピック・パラリンピック出場選手全員に記念品贈呈
・メダリストに栄誉賞及び副賞贈呈 等
参集範囲：平昌オリンピック・パラリンピック出場選手、一般道民ほか 7,000名
程度（予定）
（２）祝賀・慰労会
日
時：平成30年５月６日（日） 14:30～15:30（予定）
会
場：札幌グランドホテル（予定）（札幌市中央区北１条西４丁目）
内
容：出場選手を交えた立食形式による祝賀・慰労会
参集範囲：平昌オリンピック・パラリンピック出場選手、北海道オールオリンピアンズ、
国会議員、北海道議会議員、経済界、競技団体、自治体、メディア等
※ 会費等詳細につきましては、出席者に改めてご案内いたします。
２
３

出欠について
４月２４日（火）までに別添の出欠連絡票にて御回答ください。
お問い合わせ
北海道環境生活部スポーツ局スポーツ振興課
担当：石丸、鈴木、伊藤
電話：011-204-5209
FAX：011-232-1098
Mail： itou.akihiro@pref.hokkaido.lg.jp
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農村宿泊事業への相談・支援を希望される団体様を募集
～産・官・金が連携し、農村宿泊事業への課題・悩みを持つ団体様への
相談受付・支援をしていきます～
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
北海道の食文化を活かした食のグリーンツーリズムによる地域活性化を目的に、今回地
域の農村宿泊事業の中核を担われる団体の育成に向けて、それぞれの課題解決に役立てて
いただける、産・官・金が連携した相談・支援検討の枠組みを作りました。
この度、相談・支援を希望される団体様を募集致しますので、以下内容をご了解いただき、
別紙にてお申し込みください。
１．対象となる団体様
(1) 農村宿泊事業の新規取り組みを検討されている道内の団体様(※)など
(2) 農村宿泊事業の展開で課題をお持ちの道内の団体様(※)など
※市町村、観光協会、NPO 法人など
２．相談・支援の検討を予定している内容と支援検討機関
相談・支援検討内容
事業立ち上げ時に参考となる事

支援検討機関
農林水産省北海道農政事務所など

例紹介・情報提供
金融機関などからの資金調達

㈱北洋銀行など

補助金・交付金など

北海道農政部など

企画・集客

㈱農協観光、㈱日本旅行、㈱JTB など

外部への情報発信

㈱リクルート北海道じゃらん、北海道観光振興機構など

その他

上記各機関

３．相談・支援の流れについて
(1) 相談・支援を希望される団体様は、別紙申込用紙にてお申込ください。
(2) 各支援検討機関と内容を共有し、対応及び支援の可能性について協議させていただき
ます(※内容について、事前にお問合せする場合もございます)。
(3) 協議の結果をご連絡するとともに、必要に応じ 6 月最終週開催予定の「相談・支援検
討会」に参加いただき、事業の詳細について打合せさせていただきます。
(4) ご説明頂いた内容に基づき、各機関にて支援の実現性について判断させていただき、
結果については事務局から連絡させていただきます。

※相談・支援内容によっては、支援の実現にいたらない場合もございますのであらかじめ
ご了承ください。
４．お申し込みについて
(1) 申込方法
・別紙に必要事項をご記入の上、郵送・FAX・E メールにてお申し込みください。
・事務局より受領確認のご連絡を差し上げますので、万が一、連絡がない場合はお手
数ですが、お電話にてお問い合わせください。
(2) 申込先
《郵送》060－0001 札幌市中央区北１条西３丁目３ 札幌 MN ビル８階
北海道経済連合会 食クラスターグループ（担当 田舍）
《FAX》011-221-3608
《E メール》 inaka.yoshinori@dokeiren.gr.jp
(3) 申込締切日
２０１８年５月１８日（必着）
５．事務局
北海道経済連合会 食クラスターグループ（田舍）
（TEL：011－221－6117）
６．ご留意いただきたい点について
(1) いただいた情報は各機関と共有させていただきます。
(2) 会議出席のための交通費などは各自負担にてお願いします。
以上

グリーンツーリズム（農村宿泊）事業 相談・支援申込書
（お申込日：2018年

月

日）

貴社・団体名（フリガナ）※1
代表者氏名（フリガナ）
住所
URL
従業員数

人

うち農村宿泊事業に携わる方

人

役職
ご担当者

氏名
電話
メールアドレス

農泊事業について
（どちらかにチェック）

□これから始めたい （事業開始予定
□既に始めている

（業歴

年

月）

年）

例）○○地方の農家１０軒と協力して農泊事業を行って３年。地域の特産品XXを活かしながら年間１50
泊の宿泊を受け入れている。

事業概要（構想）

希望する相談・支援内容
（複数回答可）

□事例調査（例：古民家の活用事例について知りたい）
□資金調達（例：農村宿泊に関する補助金の申請の仕方を教えてほしい）
□企画
（例：地域に泊まるツアーを企画したいが方法が分からない）
□集客
（例：企画はあるが、どうしたらもっと人が集まるか）
□情報発信（例：うちの地域を道外の人に発信したいがどうしたら良いか）
□その他（具体的に
）
例）○○地方にて▲▲という地域資源を活かし、★★軒の地元農家と共に農村宿泊事業を展開したいが、その際の施設の活用と施設改修の資金を相談したい

内容詳細※2

ご提供いただいた情報について

支援機関と情報を共有させていただくことについて
□同意します

※1：貴団体概要などがあれば、添付をお願いします。
※2：詳細を別添頂いても結構です。
＊支援希望に沿った支援機関にて支援可能性について検討を行います。
必要に応じて事前に質問させていただく場合があります。
万が一、ご希望に添えかねる回答となることもございますので、予めご了承ください。

「平昌オリンピック・パラリンピックどさんこ選手を讃える会」 出欠連絡票

企業・団体名
連絡先担当者名
連絡先電話番号
連絡先FAX番号
メールアドレス

ＮＯ

所 属 ・ 役 職

氏

名

讃える会 祝賀会

備

考

1

北海道経済連合会

2

北海道経済連合会

※ 出欠につきまして、○×で記載願います。

【報告先】
北海道環境生活部スポーツ局スポーツ振興課 伊藤あて
〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
電話：０１１－２３１－４１１１（内線２４－４１９）
ＦＡＸ：０１１－２３２－１０９８
e-ｍａｉｌ：itou.akihiro@pref.hokkaido.lg.jp

