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No.705

今後の主要事業
【10月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

事
グループ・局

所

10月30日（火）
14:30～18:00

2018年度 上期 活動報告会

11月1日（木）
11:15～13:00

2018年 10月度 会長・副会長会議

札幌東急REIホテル

担

地域政策グループ

道経連会議室

当

中野・清水

企画総務グループ

高井・郡

【10月以降の講座講習会 】
日

講座講習会名

時

10月16日(火)
14:00～16:30

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
11月22日(木)
13:00～17:00
12月3日(月)
13:00～17:00

場

所

グループ・局

受講料

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

6階 中会議室

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

働き方改革関連法対応 ｢労働時間・残業手当をめぐる実務講座｣
道特会館

5階

大会議室B

従業員の交通事故と企業責任
道特会館

6階 中会議室

労働政策局

会員 7,560円
一般 10,800円

～交通事故リスクから企業を守るために～
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。
【道経連通信 №705】(1)

掲 示 板
◆ 道経連 より
「北海道を元気にする中小企業・地域産品・観光等支援施策集（第１版）」のご案内
道や道経連を含む経済団体などで作る「緊急経済対策官民連携協議会」は9月28日、胆振東部地震からの迅
速な道内経済の復興に向け、「北海道を元気にする中小企業・地域産品・観光等支援施策集（第１版）」を発表
しました。
この施策集は道と経済産業省が連携して作成したもので、風評被害払拭のためのプロモーション活動や道産品
の販路拡大策に対する補助など計４５施策が盛り込まれています。
会員企業の皆さまや地域の事業者の皆さまに活用していただける施策がございますので、ぜひご覧ください。
【北海道胆振東部地震に係る緊急経済対策官民連携協議会ホームページ】

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/iburijishin_kanminrenkei.htm
【経済産業省北海道経済産業局ホームページ】
http://www.hkd.meti.go.jp/hokss/shisakushu/index.htm
＜本件についてのお問い合わせ先＞
北海道経済連合会 事務局 経済対策担当

木下・若松

Tel

011-221-6166

◆ 北海道 環境生活部 より ①
「平成30年度北海道ゼロ・エミ大賞を募集しています！」
廃棄物等の発生･排出抑制に関する意識の醸成や環境経営の普及を促し、循環型社会の形成を促進するため、
北海道では、平成17年度に｢北海道ゼロ・エミ大賞表彰制度」を創設し、毎年、道内で模範的な発生･排出抑制
の取組を行っている事業所の表彰を実施しております。
この度、平成30(2018)年度の募集を開始しましたので、お知らせいたします。
表彰対象は次の取組を行い、優良であると認められる道内の事業所です。
・ 一事業所による廃棄物等の発生・排出抑制に関する取組
・ 排出事業者等と連携した地域の廃棄物等の削減や廃棄物等を原料とした再資源化の取組
応募の詳細につきましては下記webページを参照してください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/re/zeroemi/index.htm
お問い合わせ先
北海道 環境生活部 環境局 気候変動対策課
民間連携グループ
TEL：011-204-5197（ダイヤルイン）

◆ 北海道 環境生活部 より ②
「未来へつなぐ！北国のいきもの守りたい賞を募集しています！」
北海道では、生物多様性の保全及び持続可能な利用を推進するために、企業、団体、個人の表彰を平成
29(2017)年度から行っており、この度、平成30(2018)年度の募集を開始しましたので、お知らせいたしま
す。
表彰対象は,｢道内で生物多様性の保全等に関して､優れた活動･模範的な活動を行う｣企業､団体､個人です｡
（活動例）
希少種の保護、外来種の防除、湿原等の生態系の保全などの活動・人材育成・調査研究・普及啓発など
募集は推薦によりますが、自薦も可となっております。
応募の詳細につきましては下記webページを参照してください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/skn/hyousyou.htm
お問い合わせ先
北海道 環境生活部 環境局 生物多様性保全課 生物多様性戦略グループ
TEL：011-204-5987（ダイヤルイン）
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食品製造業の課題解決

参加
無料

「生産性向上」セミナー
「大学の研究シーズ活用による課題解決のヒント！！」
道内製造出荷高の約４割を占める食品製造業は北海道の基幹産業となっています
が、付加価値率の向上や人口減少による労働力不足への対応が求められています。
さらにTPP、日EU・EPA等の各種経済連携協定による影響も懸念されています。
こうした厳しい環境の下、道内大学で研究されている各種シーズを広く道内食品
製造者様と共有し、「生産性向上」に向けて共に課題解決を行うことを目的にセミ
ナーを開催いたします。
日
時
場
所

2018年

1１月 5日（月）14：３0～17：３0

北洋銀行４階 セミナーホール
（札幌市中央区大通西３丁目）

申
込

裏面申込書により10月22日（月）
までにお申し込みください

14:30 開会
14:35 基調講演
「北海道の食産業への期待について」
一般財団法人 畜産環境整備機構
副理事長 原田 英男 氏（前農林水産省生産局畜産部長）

内

15:30 大学シーズの共有
①「北海道で導入が進む過熱水蒸気技術-調理加工から殺菌処理まで-」
酪農学園大学 農食環境学群 食と健康学類 食品企画開発研究室
教授 阿部 茂 氏
②「食の臨床試験システム（江別モデル）と地域住民のヘルスリテラシー向上への取組み」
北海道情報大学 医療情報学部 医療情報学科
准教授 本間 直幸 氏

容

③「紙とスマホで食品検査」
北海道大学 大学院工学研究院 応用化学部門 生物計測科学研究室
教授 渡慶次 学 氏

④「食品内部を超音波で可視化する最新技術」
北海道大学 大学院工学研究院 エネルギー環境システム部門 流れ制御研究室
教授 村井 祐一 氏
⑤「食品の安全性と高品質を両立する製造・流通技術の最前線」
北海道大学 大学院農学研究院 基盤研究部門 食品加工工学研究室
准教授 小関 成樹 氏

17:20 質疑応答
17:30 閉会
［共 催］北海道経済連合会、一般社団法人北海道食産業総合振興機構（フード特区機構）
［問合せ］北海道経済連合会 担当：熊谷、森本 TEL ： 011-221-6117
フード特区機構 担当：藤田、山中 TEL ： 011-200-7000

北海道経済連合会 食クラスターグループ 森本 行

FAX 番号：０１１－２２１－３６０８
e-mail：morimoto.tatsumi@dokeiren.gr.jp

※ 10 月 22 日（月）
）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 100 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。

食品製造業の課題解決「生産性向上」セミナー
「大学の研究シーズ活用による課題解決のヒント！！！」

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・自治体名
御担当者様 御役職
御担当者様 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

