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今後の主要事業
【6月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

所

事
グループ・局

担

当

第44回 定時総会 ・ 第86回 理事会 ・ 記念講演会 ・ 懇親会

6月8日（金）
14:00～18:00

札幌グランドホテル

企画総務グループ

猪狩・郡・若松

【6月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

6月12日(火)
9:00～17:00

6月18日(月)
10:00～16:00
6月25日(月)
13:00～17:00
7月4日(水)
5日(木)
10:00～17:00
7月6日(金)
9:20～20:10
7月18日(水)
19日(木)
10:00～17:00
7月26日(木)
10:00～16:00
8月27日(月)
10:00～16:00

場

所

グループ・局

受講料

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

会員 12,960円
一般 17,280円

『メンタルヘルス不調者を出さない組織づくり』
～ 問われる日頃のコミュニケーションの質 ～
道特会館 ６階 中会議室
給与計算の実務講座

労働政策局

会員 12,960円
一般 17,280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

労働政策局

会員
一般

6,480円
8,640円

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

第一種
第二種

27,540円
25,380円

労働政策局

会員・一般

労働政策局

会員
一般

安全管理者選任時研修
道特会館

5階 大会議室A

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

23,760円
30,240円

～ 労働問題リスクを減少させるポイント ～

道特会館 5階 大会議室B

労働政策局

会員 11,880円
一般 16,200円

これだけは知っておきたい 『職場の法律知識』
道特会館 ６階 中会議室

労働政策局

会員 14,040円
一般 18,360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
◆ 総務省 北海道総合通信局 および 経済産業省 北海道経済産業局

より

◇◆「テレワーク・デイズ2018」について
政府では、生産性の向上、ワークライフバランスの向上、優秀な人材確保等に資する「テレワー
ク」の普及促進を図る観点から、関係団体と連携し、7月24日を中心にテレワークの一斉実施を行う
「テレワーク・デイズ2018」に取り組むこととしています。政府としてはできるだけ多くの企業等
にご参加いただきたいと考えております。
つきましては、お手数をおかけして誠に恐縮ですが、添付のご案内をご覧いただき、テレワーク・
デイズ2018 サイト（QRコード）からご登録いただければ幸いです。
ご不明な点等ございましたら、以下の「問合せ先」あてご連絡ください。何卒よろしくお願い申し
上げます。
https://teleworkdays.jp/
テレワーク・デイズ2018 サイト
＜問合せ先＞
総務省北海道総合通信局情報通信部
情報通信連携推進課
Tel: 011-709-2311（内線4762，4765，4766）
ict_renkei-hokkaido@soumu.go.jp
Mail:
情報通信振興課
Tel: 011-709-2311（内線4712,4717）
fukyuu-hokkaido@soumu.go.jp
Mail:

◆ 一般財団法人 最先端表現技術利用推進協会

より

～「北悔道Virtual Reality (VR)推進協議会」発足記念オープンセミナー開催～
「北海道Virtual Reality（VR）推進協議会」は、日本の最先端IT国家実現に向けて必要と考えら
れるVRシミュレーションデータのオープン化や共通基盤作りの体制を、官民挙げて推進することを
目指しています。本協議会の発足にあたって記念セミナーを開催の運びとなりました。新幹線札幌駅
計画をはじめとした各種VR活用事例を紹介し、産官学の有識者を招聘してのパネルディスカッショ
ンを実施します。
日 時 ： 2018 年 6 月 27 日（水） 14:30～
費 用 ： 無 料（要申込・先着順）
定 員 : 600～700名
会 場 ： 道新ホール 北海道札幌市中央区大通西3丁目6 道新ビル大通館8階
後 援 ： 経済産業省北海道経済産業局､国土交通省北海道開発局、総務省(予定)､
内閣府地方創生推進事務局､北海道経済連合会､(社)北海道建設業協会､
(株)北海道新聞社､(社)北海道産学官研究フォーラム､(財)北海道道路管理技術センター
詳細／申込
http://hvr.soatassoc.org/lp/
お申込等に関して何かご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせください。
一般財団法人 最先端表現技術利用推進協会 内
「北海道Virtual Reality（VR）推進協議会」準備事務局
〒108-6021 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティＡ棟21階
TEL：03-6711-1955 FAX：03-6894-3888
〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西2-5 JRタワーオフィスプラザさっぽろ18F
TEL：011-806-1888 FAX：011-806-1889
WEB： http://soatassoc.org/
E-mail： hvr@soatassoc.org
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◆ 旭川市

より

「動物園通り産業団地視察会in北海道・旭川」開催の御案内
今年度も現地視察会を開催します。物流や食品関連事業者様などを対象に，食品製造工場や貨物
駅，今年４月から分譲を開始した事業用地「動物園通り産業団地」を回りながら，当市の物流拠点等
としての魅力を御紹介いたします。ぜひ御参加ください。
と き
ところ
定 員
参加費
行

２０１８年７月２６日（木） １０：３０～１６：００
北海道旭川市
２０名様（１団体２名様まで）
（１）旭川市までの往復交通費：参加者負担
（２）行程中の移動，昼食費用：主催者負担

程

（１）開会挨拶・当市の説明
（２）道内物流業界を牽引する事業者 「株式会社キョクイチホールディングス」
講演
（３）今年４月から分譲開始！「動物園通り産業団地」視察
（４）積極的な設備投資で高品質なＯＥＭ製品の生産も可能な元気企業！
「道央食糧供給株式会社」視察
（５）１日約２，５００トンの発送が可能！「JR北旭川駅（貨物駅）」視察
申 込 「貴社（団体）名」，「所属・役職」，「氏名（ふりがな）」，「電話番号」，「送迎希
望 場所（①旭川空港 ②旭川駅南口 ③利用しない のいずれか選択）」，「メール
アドレス」を記載し，ファックス又はEメールでお申込ください。
※申込用紙は以下のアドレスにある「御案内」から入手できます。
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/10013/10014/d064094.html

締 切
申込先
主

催

２０１８年７月２４日（火）
旭川市企業誘致推進協議会（事務局 旭川市経済部企業立地課）担当：佐藤
FAX：0166-26-7093
Eメール：kigyoritchi@city.asahikawa.hokkaido.jp
旭川市企業誘致推進協議会（構成団体：旭川市，旭川商工会議所ほか）
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自社の働き方改革を
PRしませんか

～働き方改革への取り組みをPRするチャンスです!!～

概要
○総務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、
内閣官房、内閣府では、東京都及び関係団体と連
携し、働き方改革の国民運動を展開しています。
○ 昨年、2020年東京オリンピックの開会式にあたる
7月24日を「テレワーク・デイ」と位置づけ、テレワーク
の全国一斉実施を呼びかけた結果、約950団体・
6.3万人が参加し、国民運動として大きな一歩を踏
み出しました。

テレワーク実施団体・応援団体登録受付中！

キャンペーンサイト
登録は
こちらから！
https://teleworkdays.jp/
登録受付期間：2018年4月20日（金）～7月20日（金）

★参加団体は、テレワーク・デイズ公式サイト上で紹介させていただきます。

（５月下旬より順次掲載）

まずは自らテレワークを「やってみる」ことにより、課題やメリットを肌で感じてください！

テレワーク導入の主な効果

生産性の向上
ワークライフバランスの確保
優秀な人材の確保・離職防止
交通混雑の緩和
オフィスの消費電力量の削減
コストの削減
事業継続性の確保（BCP）

問い合わせ先

お待ちしています！

総務省北海道総合通信局
情報通信部 情報通信連携推進課
Mail: ict_renkei-hokkaido@soumu.go.jp
Tel : 011-709-2311
（内線4762，4765，4766）

まずはやってみよう
テレワーク
参加しよう
「テレワーク・デイズ」！

