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No.699

今後の主要事業
【6月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

事

所

グループ・局

担

当

第 239 回 常任理事会

7月4日（水）
10:00～13:00

企画総務グループ

札幌グランドホテル

郡

【6月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

6月25日(月)
13:00～17:00
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
9月4日(火)
10:00～17:00

9月11日(火)
10:00～16:00

場

所

グループ・局

給与計算の実務講座

受講料

～給与に関する源泉徴収事務を中心に解説します～
労働政策局

道特会館 5階 大会議室B

会員
一般

6,480円
8,640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

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

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
秘書実務研修講座

労働政策局

会員 14,040円
一般 18,360円

～秘書としてレベルアップのために～

道特会館 6階 中会議室

労働政策局

会員
一般

12,960円
17,280円

『中堅社員を中核社員に変える20の要件』 ～意識は行動の原点～
道特会館 6階 中会議室

労働政策局

会員
一般

12,960円
17,280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 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局 より

◇◆「ビジネスEXPO 第32回北海道 技術・ビジネス交流会」について
◆ビジネスＥＸＰＯニュース（2018.6） http://business-expo.jp
「北海道 技術・ビジネス交流会」は、1987年の第1回開催以来、今年で第32回目を迎え、全道の
みならず全国に情報発信してまいりました。この種のイベントでは北海道最大級の規模であり、前回
は345社・機関のご出展をいただくとともに、来場者数は会期2日間で20,850名、商談件数は
6,933件と盛況裡に終了することができました。また、第32回も引き続き、「名誉会長 高橋 はる
み氏（北海道知事）」が就任することになりました。
すでに各方面から出展の問い合わせが数多くきており、ビジネスセミナーにおいても、著名人の講演
が決定し、昨年以上の盛況が予想されております。講師の詳細については、以下をご参照ください。
さらに、今回新しく『特別出展：先端技術ゾーン（仮）』を設け、ロボット、AI、IoTの活用などに
力を入れる予定です。ゾーン内では、「同時開催：ロボット・IoTワールド2018」（経済産業局・
ノーステック主催）、「AI北海道」（北海道主催）の開催を予定しており、イノベーションの可能性
を大いに感じられる展示となります。是非、この機会にご来場ください。
それでは、今年の「北海道 技術・ビジネス交流会」の内容をご紹介いたします。
■「第32回 北海道 技術・ビジネス交流会」開催概要
名 称／ビジネスＥＸＰＯ「第32回 北海道 技術・ビジネス交流会」
テーマ／アイディアを創造し、未来へ発信する。
会 期／２０１８年11月8日（木）・9日（金）（8日/10:00～17:30、9日/9:30～17:00）
会 場／アクセスサッポロ 札幌市白石区流通センター4丁目3番55号 TEL:011-865-5811
会場構成／ ①ITビジネス展示ゾーン ②ものづくり・電気・機械ビジネス展示ゾーン
③地域創造ビジネス展示ゾーン ④環境・バイオビジネス展示ゾーン
⑤学術・試験研究機関展示ゾーン
同時開催／（予定）
・平成30年度「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
・平成30年度 ｢北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」受賞企業展
・資源リサイクルフォーラム2018 ・札幌商工会議所ものづくりフェア2018
・北のITシーズフェア2018 ・ものづくり補助金 成果事例発表会
・ロボット・IoTワールド2018 【NEW】
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
ビジネスＥＸＰＯ公式ホームページ
http://business-expo.jp
■ビジネスセミナー（一部）
今年もイベントを盛り上げてくれる豪華セミナー講師が決定しました。
●「SONY aibo」（講演者未定）
●講師：木下 勝寿 氏（㈱北の達人コーポレーション代表取締役社長）
2017年株価上昇率ランキング1位を獲り、2017年から2018年にかけて株価が約20倍と
高成長を遂げている大注目の若手経営者。
●講師：諏訪 貴子 氏（ダイヤ精機㈱代表取締役）
「日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2013」の受賞や昨年放送されたドラマ「マチ工場のオン
ナ」主人公のモデルにもなった、大変注目されている女性経営者。
●講師：加藤 一二三 氏（元将棋棋士）
長年、将棋の世界で戦ってきた元現役最高齢棋士であり、現在は、TVや講演会など多方面
で大活躍している。
なお、未定のセミナーについては随時、HP・Facebookの新着ニュースより更新します♪
■出展のお申込について
申込期間／２０１８年5月14日（月）～２０１８年8月10日（金）
※申込み期間中でも予定小間数に達した場合は締切となりますので予めご了承下さい。
申込方法／出展申込みは下記のホームページよりお願いいたします。
ビジネスＥＸＰＯ公式ホームページ
http://business-expo.jp
【お問合せ先】
北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目コラボほっかいどう
公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）内
担当：飯田・麦谷（ムギタニ）
TEL 011-716-9150／FAX 011-708-6529
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◆ 北洋銀行 より

◇◆「北洋銀行ものづくりテクノフェア2018」について
「北洋銀行ものづくりテクノフェア２０１８」が、７月２６日（木）にアクセスサッポロで開催さ
れます。今年は、北海道命名１５０年を記念して、過去最多の２３０を超える企業・団体が出展しま
す。北海道最先端のロボット・AI･IoT関連展示をはじめ、道外からは東北各県、東京都大田区、静岡
県、愛知県などからも出展します。また、展示場内の「商談専用ブース」では、事前申込により出展
者と２０分１コマでの商談が可能です。入場無料ですので、是非ご来場ください。
申込詳細は、ものづくりテクノフェアHP
http://hokuyo-monotec.jp/index.html
をご覧ください。（来場申込書をプリントアウトのうえ、FAX送信願います。）
１
２
３

日時 ２０１８年７月２６日（木）１０時～１７時
場所 アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター４丁目）
お問い合わせ 運営事務局（北電興業 広告部） ０１２０－０００－６４１
北洋銀行地域産業支援部
０１１－２６１－１３２１

◆ 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、
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

◆ オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 より

「札幌JAPAN市（7/24-25）」へのご協力のお願い
この度、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会は、札幌市等と連携し、オリンピック・パ
ラリンピック等を契機とした盛り上げとレガシーを残していくための取り組み、企業合同物産展「札
幌ＪＡＰＡＮ市」を開催することと致しました。
取り組みに際しまして、皆様にはボランティア派遣のご協力を賜りたく、お願いを申し上げます。
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１．オリンピック・パラリンピック等経済界協議会について
企業人が、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック大会及び２０１９年のラグビーＷ杯等の
機運醸成を支援し、未来の子供たちのために残すレガシーを形成することを目的として、経団連、商
工会議所、経済同友会の経済３団体が中心となって設立。全国で、自治体及び地元経済界と共に、文
化・スポーツ・街づくり・テクノロジー・復興といったテーマで、各種プログラムを実施しており、
現在までに全国で約３５０のイベントを開催。（添付ご参照）
２．企業合同物産展「ＪＡＰＡＮ市」について
経済界協議会の活動のひとつとして、物産展を実施。企業の軒先等を利用することや、企業人がボ
ランティアとして参画し､「復興」や「地元の盛り上げ」に貢献。(これまで､東京､名古屋､仙台､福
岡､広島で実施) また､物産展と合わせてオリパラスポーツの普及に向けた体験会等も実施。
※( )内数字は、協力企業数/ボランティア数

広島 ＪＡＰＡＮ市
（４月 約40社/230名）

（動画もご参照） www.youtube.com/channel/UC-v7r3wzxgsonY6oVJf25Mg
（例:福岡JAPAN市） www.youtube.com/watch?v=eVd9clNQnW4
３．「札幌ＪＡＰＡＮ市」について
※企画詳細は調整中です。
【内
容】 物産展 ＋ スポーツ体験会
２０２０東京大会２年前に合わせたオリパラ競技・ラグビー等の体験会札幌物産展
＋東北・九州復興物産展
【日
時】 7月24日（火）及び25日（水） 11:00－19:00予定
【場
所】 札幌駅前エリア：チカホ ＋ 北洋銀行敷地内（１Ｆ屋内スペース及び軒下）
＋北海道新聞社ＤＯ-ＢＯＸ
４．ご依頼事項
平日日中の開催となりますが、主旨賛同頂き、同取り組みに向けて、皆様からもボランティア派遣
のご協力を賜りたく、お願い申し上げます。ボランティア業務は、以下の内容を予定しております。
・物産展における販売補助、オリパラスポーツ・ラグビー等の体験会の補助。（特殊な技能は不要）
・１人当たり、２～３時間のシフト制となる予定。
各社様、２～３シフト分のご対応をお願い出来ればと思います。
１シフト毎に、別々の方を割り当てて頂いても良いですし、
１名の方に通しでやって頂いても結構です。
※詳細確定後、７月中旬を目処に、ボランティアに関する説明会の
実施を予定しております。(場所：札幌商工会議所)
【本件照会先】
東武トップツアーズ株式会社 石井聡
satoshi_ishii@tobutoptours.co.jp
アサヒビール株式会社

03-5348-2703

遠藤琢司

takuji.endou@asahibeer.co.jp
株式会社みずほフィナンシャルグループ
yuriko.kazama@mizuhofg.co.jp

03-5608-5160
風間佑里子
03-6628-9464
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◆ 北海道総合通信局 より

「電波システムセミナー２０１８」参加者募集
あらゆるモノがネットワークに繋がるＩｏＴ時代を迎え、移動通信サービスはユーザーニーズに対
応し、ますます高度化、多様化してきています。 本セミナーでは、総務省の電波政策に関する取組
や、５Ｇ・コネクティッドカーなどの最新の技術動向について理解を深めていただき、北海道におけ
る地域経済の活性化などに寄与すること及び電波の有効利用の促進を目的として開催します。
1 日時 ２０１８年6月28日（木） 13:30～16:10（開場13:00）
2 会場 ホテルモントレエーデルホフ札幌 １２階ルセルナホール
（札幌市中央区北２条西１丁目）
※駐車場は確保していませんので、公共交通機関を御利用ください。
3 定員 100名(参加無料)
4 プログラム
■基調講演（13:40～14:30）
演題：電波政策の最新動向
講師：総務省 総合通信基盤局 電波部長 竹内 芳明
■講演１（14:40～15:20）
演題：５Ｇが切り開く未来の展望
講師：株式会社ＮＴＴドコモ 先進技術研究所 ５Ｇ推進室長 中村 武宏 氏
■講演２（15:25～16:05）
演題：コネクティッドカーの最新動向と将来展望
講師：トヨタ自動車株式会社 ＩＴＳ・コネクティッド統括部 ＩＴＳ企画室長 末木 隆 氏
5 お申込み・お問い合わせ
詳細については、次のウェブサイトを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2018/0607y.html

◆ 北海道 より

特別講演「人手不足と生産性向上」のご案内
～講師：森岡仙太・愛知県副知事（元トヨタホーム社長・元トヨタ自動車常務）～
本道は、全国を上回るペースで人口減少や高齢化が進行し、様々な業種で人手不足が顕在化してい
ます。人材確保競争が熾烈になる中、人手不足の解消を図るためには、業務の効率化や省力化など、
生産性の向上を図ることが重要となります。道では、このたび、トヨタ自動車などで、長く生産管理
部門に携われ、企業の生産性向上などに知見を有しておられる愛知県副知事の森岡仙太氏をお招き
し、人手不足と生産性向上」をテーマに、ご講演いただきます。
○日
○場

時：２０１８年８月３日（金） １５：００～１６：３０
所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター５階「５Ｂ会議室」
（札幌市中央区北3条西3丁目1-44ヒューリック札幌ビル５階）
○定 員：１００名様（先着順）
○参加費：無料
○次 第：①主催者挨拶（北海道）
②講演 テーマ：「人手不足と生産性向上」
講師 森岡仙太・愛知県副知事（元トヨタホーム社長・元トヨタ自動車常務）
③質疑応答
○申 込：以下の道庁ＨＰより、講演会案内および申込書をダウンロードしていただき、参加申込
書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸ（０１１－２３２－１１０４）で下記宛てに７月
１３日（金）までにお申し込みください。
Ｈ Ｐ：

○締

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/seisanseikoujyou.htm

切：２０１８年７月１３日（金）

＜お問い合わせ先＞
経済部経済企画局経済企画課経済企画グループ
電 話：０１１－２０４－５３０８(担当／栗林・笠行) ＦＡＸ：０１１－２３２－１１０４
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