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今後の主要事業
【9月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

事
グループ・局

所

9月13日（水）
10:00～13:00

第 240 回

9月27日（木）
11:15～13:00

2018年 9月度 会長・副会長会議

10月2日（火）
14:00～

担

当

常任理事会

ホテルオークラ札幌

企画総務グループ

道経連会議室

郡

企画総務グループ

郡

経団連・道経連 共催
｢第66回北海道経済懇談会｣(14:00～16:00)｢懇親パーティー｣(16:00～17:10)
札幌グランドホテル

3日（水）AM

企画総務グループ

（視察会）

猪狩

【9月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

9月11日(火)
10:00～16:00

場

所

グループ・局

受講料

『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

会員
一般

労働政策局

12,960円
17,280円

9月26日(水)
13:00～17:00

労災保険法に関する実務講座
道特会館 5階 大会議室B

労働政策局

10月16日(火)
14:00～16:30

2018年度 助成金活用セミナー

―助成金の内容を分かりやすく解説します―

道特会館

労働政策局

会員
一般

5,400円
7,560円

労働政策局

会員
一般

6,480円
8,640円

11月2日(金)
13:00～17:00
11月6日(火)
10:00～17:00
11月8日(木)
9日(金)
10:00～17:00
11月14日(水)
15日(木)
10:00～17:00

6階

中会議室

会員
一般

6,480円
8,640円

年末調整の実務講座
道特会館

5階

大会議室B

2018新入社員フォローアップ研修
道特会館

5階

大会議室B

～周りから信頼される人を目指そう～
会員
一般

労働政策局

15,120円
20,520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B

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

第一種
第二種

労働政策局

27,540円
25,380円

－管理の原理原則の習得－

大会議室A

労働政策局

会員
一般

23,760円
30,240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
◆ 内閣府 より
「官民人事交流に関する説明会（札幌開催）」のご案内
「官民人事交流制度」は、国の府省等と民間企業の間の人事交流を通じて、相互理解の促進と、双方における
人材の育成、組織の運営の活性化等を図ろうとする取組みであり、これまでに600社以上の企業に実施いただ
いております。
この制度について、より多くの企業の皆様に知っていただくため、内閣府、人事院及び内閣人事局の共催によ
る説明会を札幌市で開催いたします。
制度の紹介、実際に人事交流を実施した企業による体験談、歓談形式による官民間との意見交換等を予定して
おります。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【日
【場
【内

程】2018年10月16日（火）14時00分～16時00分
所】北農健保会館 ３階
容】１ 官民人事交流制度及び制度を巡る状況の説明
２ 官民人事交流の経験者による体験談
３ 各府省からの官民人事交流に係る意向の紹介
４ 官民間の意見交換・名刺交換
【申込方法】内閣府官民人材交流センターＨＰからお申込みください。

http://www8.cao.go.jp/jinzai/kouryu.html
【そ の 他】参加費無料。お申込みは、開催日の一週間前までとさせていただきます。
また、お申込みが多数の場合、先着順とさせていただきます。
【問合せ先】内閣府官民人材交流センター
（TEL）03-6268-7677 （FAX）03-6268-7679
（E-mail） kouryuu.h1s@cao.go.jp

◆ 北海道大学 より
「北海道大学工学系イノベーションフォーラム２０１８」開催についてのご案内
北海道大学大学院工学研究院及び大学院情報科学研究科では、社会における課題解決や新たな価値の創造を目
指し、大学の研究成果と企業・官公庁等のニーズのマッチングを目的として、「北海道大学工学系イノベーショ
ンフォーラム２０１８」を下記により開催いたします。
本フォーラムでは、大学院工学研究院・大学院情報科学研究科で行われている実用化が期待されるシーズ研究
を紹介いたします。
当日はポスター発表２７テーマ、講演２題を予定しています。多様な分野の研究開発担当者と直接話ができる
貴重な機会ですので､ぜひご来場賜りたくご案内申し上げます。
■日
■場

時：２０１８年９月２８日（金）１３：３０～１６：３０
所：北海道大学大学院情報科学研究科棟（札幌市北区北１４条西９丁目）
開会の挨拶
１３：３０～１３：４５
ポスター発表 ２階ロビー
１３：４５～１５：００
講演 ２階 Ａ２１教室
１５：１５～１６：３０
■その他：事前の参加申込みは不要です。
※発表テーマ等の詳細は下記URLを参照願います。工学系連携推進部ウェブページ

http://labs.eng.hokudai.ac.jp/office/elo/jp/innovation/
【お問い合わせ】

E-mail

北海道大学工学系事務部総務課研究支援担当 濱
〒060-8628 札幌市北区北１３条西８丁目
電話／011-706-6588
FAX／011-706-7895

kenkyou@eng.hokudai.ac.jp

◆ 北海道 総合政策部 ＳＤＧｓ推進グループ より
持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の取組を推進するため、北海道では「北海道ＳＤＧｓ推進ネットワーク」の
設立を予定しており、会員を募集しております。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/sks/SDGs/network.htm
対象は道内でＳＤＧｓを推進する方又はＳＤＧｓに関心がある方で、メールマガジン等によるＳＤＧｓ関連情
報の発信、会員名簿の共有(ＨＰで公開）、シンポジウム等の開催などの活動を予定しております。
皆様のご参加をお待ちしております。
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◆ 内閣府 より
「規制改革ホットライン」集中受付のご案内
内閣府規制改革推進室では、環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、
2013年3月22日に「規制改革ホットライン」を設置し、広く国民や企業等からの御提案を常時受け付けてお
ります。
今般、「規制改革ホットライン」の認知度を向上させ、更に多くの御提案をいただくことを目的として、
2018年9月1日（土）～30日（日）の１ヶ月間、集中受付を実施することといたしました。
日常生活や仕事において不便を感じている、あるいは改善を図るべきと思える規制がございましたら、ぜひこ
の機会に具体的な御提案をお寄せください。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
＜内閣府ホームページＵRL＞

https://form.cao.go.jp/kokumin_koe/opinion-0009.html
＜規制改革ホットライン担当＞
電話：03-5253-2111（内線32450または32454）
月曜日～金曜日 9時30分～18時15分
※電話による提案の受付は行っておりません。

◆ 一般社団法人全国銀行協会 より
経理関連業務の効率化に向けた「金融EDIの活用に関する説明会」のご案内
全銀EDIシステムとは、総合振込において、振込に関するさまざまな情報を受取企業に送信することを可能に
するシステムであり、2018年12月に稼動する予定です。
これまでは、総合振込の際に送信できる「EDI情報」は、固定長形式で20桁までという制限がありました。本
システムの稼動により総合振込のデータ形式が固定長形式からXML形式に変わります。
XML形式のEDI情報欄には、請求書番号等の商取引に関する情報（商流情報）を添付することが可能となり、
これによって受取企業側での売掛金の消込作業が効率化され、事務負担の軽減が期待されます。
本システムの活用に関する説明会が開催されます。ぜひ、ご参加下さい。詳細並びに申込書につきましては、
添付資料をご覧ください。
【開催日時】9月11日（火）14:00 ～ 15:30（受付 13:30～）
【会
場】北海道経済センター 8階Aホール（定員：120名）
（札幌市中央区北1条西2丁目）
【申込方法】9月7日(金)までに、参加申込書に必要事項を記入のうえ、メールまたはFAXでご提出ください。

◆ 北海道経済産業局 より
「アドベンチャーコネクト」のご案内
○ 「アドベンチャーコネクト」を開催します
～北海道におけるアドベンチャーツーリズムの更なる推進を目指して～
北海道経済産業局では、アドベンチャーツーリズム（以下AT）の世界最大の機関であるアドベンチャー・ト
ラベル・トレード・アソシエーション（以下ATTA）を北海道に招聘し、「アドベンチャーコネクト※」を9月
18日（火）に札幌で開催します。
本イベントは道内の関係者が、AT市場の全体像、旅行者の特徴、最新動向などを把握し、その市場性を認識
するとともに、ATTAより国外のAT関係者からみた北海道の優位性や改善点を紹介・アドバイスされます。
※アドベンチャーコネクトとは：
ATTAと地域が連携して開催する、AT関連事業者間の情報交換・ネットワーキングを目的としたイベント。
欧米を中心（米国、カナダ、英国、ドイツ、ノルウェー、フィンランドなど）に43回の開催実績があり、日
本では、昨年度（2017年9月18日）に続き、札幌で2度目の開催となる。
■開催概要
【日 時】2018年9月18日（火）14:00～17:00
【場 所】札幌ビューホテル大通公園 地下2階 ピアリッジホールA （札幌市中央区大通西8丁目）
【出席者】道内アドベンチャーツーリズム関係者（行政機関、旅行会社、アウトドア事業者等）
１２０名程度
【主 催】経済産業省北海道経済産業局、国土交通省北海道運輸局、（株）JTB総合研究所
【協 力（予定）】国土交通省北海道開発局、環境省北海道地方環境事務所、北海道、札幌市、釧路市、
（公社）北海道観光振興機構、（特非）阿寒観光協会まちづくり推進機構、
（独）中小企業基盤整備機構北海道本部、北海道経済連合会、
(一社)北海道商工会議所連合会、北海道経済同友会、
HATA（北海道アドベンチャートラベル協議会）
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■プログラム（予定）
○AT市場概要・海外エリアでのATTA取組事例紹介【ATTA】
○道東・阿寒エリアでのAT関連取組の実例紹介
○ATTAと地域が連携するイベントの紹介【ATTA】
○アドベンチャー・トラベル・ワールド・サミット参加について
○ネットワーキング（名刺・情報交換）
■申込方法
下記リンク先の参加申込書に必要事項をご記入の上、9月12日（水）までに以下の申込先までE-mailでお申
し込みください。

http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20180829/index.htm
【参考】ATTAのウェブサイト
https://www.adventuretravel.biz/adventureconnect/adventureconnect-sapporo-japan/
■申込・問合せ先
株式会社JTB総合研究所
TEL：03-6722-0589

担当：丸雄、國谷

E-mail： adventureconnect@tourism.jp
■参考
当局のアドベンチャーツーリズム事業全体につきましては、以下の記事をご参照ください。
日本初、アドベンチャーツーリズムマーケティング戦略策定！
～ 道東エリアをモデルとした地域AT戦略 ～
【URL】

http://www.hkd.meti.go.jp/hokim/20180522/index.htm

◆ 北海道振興機構 より
地域を考える基礎講座のご案内
テーマ：「地域創生」―自治体が目指すべき地方創生とは－

を開催します

2014年の安倍内閣発足時に発表された重要施策のひとつ、「地方創生」。
北海道内でも、各自治体が知恵を絞り、その特性を活かしながら、活力があり安心して暮らせる地域づくりへ
の取り組みを進めてきています。
そこで今回、自治体が目指すべき「地方創生」とはどんなものか、道内での事例をもとに、その本質を探るこ
とにしました。
■開催概要
【日 時】 2018年10月15日（月）１３：３０～１６：００
【会 場】 京王プラザホテル札幌B1プラザホール（札幌市中央区北５条西７丁目）
【講 演】①「北海道の地方創生」
㈱日本政策投資銀行 北海道支店 支店長 松嶋 一重氏
②「地域の挑戦 フードバレーとかち」
帯広市長 米沢 則寿氏
【申込方法】添付の参加申込書に必要事項を記入の上、メールまたはFAXでご提出ください。
（定員：先着２５０名）
お問い合わせ先：NPO法人 北海道振興機構事務局 中村事務局長
TEL ０１１－２２１－３６３６
FAX ０１１－２１５－１２１５
E-mail : hokkaidoshinkokiko_nekko@yahoo.co.jp
【主
【後

催】
援】

NPO法人 北海道振興機構 【共催】 株式会社 北海道銀行
北海道・北海道経済連合会・北海道市長会・北海道町村会・ホクレン（５０音順）
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経理関連業務の効率化に向けた
金融 EDI の活用に関する説明会
開催のご案内
経理のご担当者さま必見！
売掛金の消込作業って、大変ですよね？
その問題、ZEDI（全銀 EDI システム）がスマートに解決します！

開催のご案内

ZEDI とは、法人や個人事業主が利用する総合振込において、振込に関するさまざまな情報を、
受取企業に送信できるシステムです。
これにより、複数の請求がまとめて振り込まれた場合でも、どの請求に対する振込であるかが、
明確にわかるため、受取企業側での売掛金の消込作業が効率化され、事務負担と人件費等のコス
トの削減が図れます。

参加費

無 料

もっと詳しく知りたい場合は Web で https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/efforts/smooth/xml/

開催概要
開催会場

北海道経済センター ８階 A ホール（定員：120 名）
札幌市中央区北 1 条西 2 丁目（地下鉄大通駅徒歩 5 分）
https://www.sapporo-cci.or.jp/web/about/access.html

2018 年 9 月 11 日（火）14:00～15:30（受付 13:30～）

開催日時

（１）経理関連業務の効率化に向けた金融 EDI の活用について
（一般社団法人 全国銀行協会）
（２）全銀 EDI システムと簡易 XML ファイル作成機能（S-ZEDI）の紹介
（一般社団法人 全国銀行資金決済ネットワーク）

プログラム

（３）ソフトウェアベンダによる全銀 EDI システムへの対応について
（株式会社 NTT データ四国、株式会社 NTT データフロンティア、
株式会社 データ・アプリケーション） 順不同
（４）「中小企業・小規模事業者決済情報管理支援事業」の実施について
（株式会社 NTT データ経営研究所）
（５）決済・商流情報連携の必要性と全銀 EDI システムを利用した金融
EDI への期待について（株式会社 イークラフトマン）
（６）金融機関において提供するサービス内容等について
（株式会社 北洋銀行、株式会社 北海道銀行（調整中））

主

催

順不同

一般社団法人 全国銀行協会
※ プログラムの内容は変更になる場合がございます。

参加申込方法：参加申込書（別紙）に必要事項をご記入のうえ、メールまたは FAX
にてご提出ください。
お問合せ先

一般社団法人全国銀行協会 事務・決済システム部
TEL：03-6262-6672 FAX：03-6262-6689
mail：jimu@zenginkyo.or.jp

別

紙

経理関連業務の効率化に向けた金融 EDI の活用に関する説明会
主催：一般社団法人 全国銀行協会

開催日時：9 月 11 日（火）14:00 ～ 15:30（受付 13:30～）

【参加申込方法】
9 月７日（金）までに、参加申込書に必要事項を記入のうえ、メールまたは FAX で
ご提出ください。

【参加申込書】
全国銀行協会 事務・決済システム部 宛
メール送付先：jimu@zenginkyo.or.jp or

FAX 送信先：03-6262-6689

参加者１

参加者２

会社・団体名
部署名
役職名
氏名
電話番号
FAX 番号
メールアドレス
※ ３名以上参加される場合、複数枚ご使用ください。
※ 応募者多数の場合、参加者数の調整をさせていただく場合がございます。
※ お届けいただいた情報は、説明会の運営のみに利用します。それ以外の目的に利用・提
供・開示することは一切ありません。

地 方 創 生
地

域

を

考

え

る

基

礎

講

座

講演者のプロフィール
株式会社 日本政策投資銀行
北海道支店 支店長
1988
1988
1999
2008

氏

東北大学法学部卒業
北海道東北開発公庫
日本政策投資銀行
株式会社日本政策投資銀行

帯広市長
1978
1978
1985
2010

松嶋 一重

米沢 則寿

氏

北海道大学法学部卒業
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社 I H I ）
日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ ）
帯広市長（現在３期目）

◎ 併催事業：「 北海道150年記念歴史パネル展 」（ 協力：京王プラザホテル札幌 ）

参

加

申 込 書
011-215-1215

締切：10月1日（月）必着

hokkaidoshinkokiko_nekko@yahoo.co.jp

定員：２５０名（先着順）

申 FAXの場合
込 E-mailの場合
①企業・団体名

②E-mail

③連絡先(TEL)

④住 所

【

月

⑤ 参 加 者 （役 職 名 ・ 氏 名）
役職：

氏名：

役職：

氏名：

役職：

氏名：

役職：

氏名：

※E-mailの場合：上記①～⑤までの内容を記載し送信してください。
※個人情報の取扱：本募集における個人情報は、参加者の連絡確認にのみ使用いたします。
※申込者数：２５０名に達したところで締め切らせて頂きますことご容赦願います。
※照会先：特定非営利活動法人北海道振興機構 事務局長 中村：080-1895-9362

日提出】

