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今後の主要事業
【11月以降の主な行事予定 】
日

行

時

11月9日（金）
10:00～13:00
11月22日（木）
11:15～13:00
11月22日（木）
15:00～17:50

場

所

事
グループ・局

担

第 241 回 常任理事会
札幌グランドホテル
企画総務グループ
2018年 11月度 会長・副会長会議

郡・高井

道経連会議室
企画総務グループ
北海道元気宣言！シンポジウム in 札幌
札幌プリンスホテル 国際館パミール

当

高井・郡

企画総務グループ

猪狩・若松

【11月以降の講座講習会 】
日

時

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
＜定員となりました＞

場

講座講習会名
グループ・局

所

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

労働政策局

第一種 27,540円 第二種 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 23,760円 一般 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

12月3日(月)
13:00～17:00

従業員の交通事故と企業責任

1月17日(木)
18日(金)
10:00～17:00

実践型職場リーダーシップ研修

1月22日(火)
13:00～17:00

受講料

道特会館

道特会館

6階

5階

中会議室

大会議室B

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

労働政策局

会員 23,760円 一般 30,240円

一般 11,880円

労働基準法の実務講座
～非正規雇用を含む採用から退職までの人事労務管理の実務的留意点～
道特会館

５階 大会議室B

労働政策局

1月23日(水)
24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

1月25日(金)
9:20～20:10

安全管理者選任時研修

道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 8,640円

一般 11,880円

第一種 27,540円 第二種 25,380円

会員・一般 11,880円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
｢健康保険の実務講座｣
1月30日(水)
～健康保険制度の早分かりと徴収･納付･保険給付･手続き上の留意点～
13:00～17:00
会員 6,480円 一般 8,640円
道特会館 5階 大会議室B
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。
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掲 示 板
◆ 北海道 環境生活部 より
「北海道農林水産知的財産セミナーを開催いたします！」
海外においてもブランド力を高めている本道の農林水産分野の知的財産をどのように保護し活用していく
か、皆さまと認識を深めていくため、この度、北海道農林水産知的財産セミナーを開催いたしますので、是非
ともお越しください。
日時：2018年11月21日(水) 13:30～16:20（開場13:00）
会場：ホテルポールスター札幌 ２階「セレナード」
内容：□基調講演 「農林水産分野における知的財産の保護・活用」
□事例発表 「「十勝川西長いも」の地理的表示活用と海外品種登録」
「歯舞水産物のブランド化と商標登録の取組」
□活動報告 「知財総合支援窓口の相談活動」
□パネルディスカッション 「農水知財の効果的な活用」
セミナーの詳細、お申し込みの方法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/kz/kgs/chizai/H30nousui-seminar.htm
【お問合せ先】
北海道 経済部 科学技術振興室
知的財産グループ 担当：森本・橋本

TEL：011-204-5128（ダイヤルイン）

◆ 北海道 札幌道税事務所 より
「自動車税スマイル納税キャンペーン」のご案内
北海道では､自動車税の納期内納税率の向上を図るため､企業と行政が連携し、納期内に納めた方が応援店で
割引等の特典サービスを受けることができる｢自動車税スマイル納税キャンペーン｣の実施を予定しています。
また、キャンペーンにあわせて、平成３１年度の応援店を募集しています。
詳細につきましては、添付資料及び下記webページを参照してください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/smilenouzei.htm
【お問合せ先】
北海道 札幌道税事務所 自動車税部 自動車税納税課納税第一グループ
TEL：011-746-1245

◆ 北海道保健福祉部子ども未来推進局 より
北海道の若者の生活に関するアンケートにご協力をお願いします
北海道では、未来ある若者が将来にわたって安心して豊かな生活を送ることができるよう、北海道大学、札
幌学院大学の研究班と共同で、道内の若者の生活状況や困難を把握し、北海道として行うべき施策を検討する
ため、働く若者を対象に「北海道の若者の生活に関するアンケート」を実施しております。
アンケート結果は、同時期に実施している大学生等を対象とする「北海道若者生活実態調査」の調査結果と
合わせ、これからの北海道の若者施策のあり方を考える参考資料にします。
アンケートの趣旨をご理解いただき、ぜひ従業員の方等へのアンケート回答のご協力をお願いします。
【調査対象】
【調査期間】
【調査方法】

道内で働く概ね３９歳以下の方
2018年10月16日（火）～12月21日（金）
WEBにて受付
詳細は道のホームページをご覧ください。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/kodomonohinkon/tyousa2.htm
【事務局・お問合せ先】
北海道保健福祉部子ども未来推進局
子ども子育て支援課自立支援グループ（担当：佐藤、喜多山）
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話：011-206-6328 FAX：011-232-4240
E-mail： hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
【道経連通信 №707】(2)

自動車税スマイル納税キャンペーンについて
◆キャンペーンの概要
北海道では、自動車税の納期内納税率の向上を図るため、民間企業等の事業者の皆様と連携・協力して、 納税者の
皆様の納期内納税に対する関心を高める取組を実施します。
キャンペーンの内容は、北海道の自動車税を納期限（５月３１日）までに納税した個人の納税者が、本キャ
ンペーンの応援店に登録した店舗や施設で領収証書等を提示すると、応援店が独自に設定した特典サービスを
利用することができるというものです。

納期内納税者
⑥特典サービス
の提供

③納税通知書の送付
⑤領収証書等
の提示

（キャンペーンのＰＲ）

④納期内納税

①登録申込

応 援 店

３者それぞれにメリット
応援店：ＰＲ効果・企業イメージアップ
納税者：応援店でサービスの提供を享受
北海道：納期内納税率の向上

北 海 道

②ポスター等の配布

（北海道のＰＲ）
● 133万通の納税通知書の封筒の裏面や
同封リーフレットにより周知
● 啓発ポスター等にキャンペーンの実施を
ＰＲ（掲示依頼企業等数約８,000団体 ）
● 応援店の名称等を北海道ホームページに
掲載（H30年５月のアクセス数 約33,000件）

◆キャンペーンのしくみ
①

応援店に登録する事業者は、提供する特典サービスを設定して登録申込をします。

②

申込内容の確認後、店頭掲示用の専用ポスターとステッカーを配付するとともに、北海道ホームページ
に応援店の名称、所在地、特典サービスの内容等を掲載します。
（※北海道のホームページに応援店ホームページをリンク設定します。）

③

自動車税納税通知書を発付し、納税者にキャンペーンの実施についてＰＲします。

④

納税者は、納期限までに金融機関やコンビニエンスストア、インターネット上の専用サイトからクレジッ
トカードで納税します。

⑤

納期限までに納税した個人の納税者が、応援店で領収証書等を提示します。

⑥ 応援店は、納期限までに納税されていることを確認し、特典サービスを提供します。

平 成 31 年 度 の 応 援 店 を 募 集 し ま す
◆応援店のメリット
・ 自動車税の納税者（約２０９万台）に対するＰＲ効果による来店客の増加
・ 行政との連携による企業イメージの向上
◆特典サービスの提供例
○○○○円以上購入で○％割引や○円割引、会員カード
やポイントカードの無料発行、ポイント付加、○○○○で
スマりす＆ノッキーまもる号
粗品進呈、サービス料・工賃・施設利用料の割引など
◆キャンペーンの期間
平成３１年５月上旬の自動車税納税通知書発付の日から平成３１年８月末までを予定しています。
◆応援店の募集申込期限
平成３１年２月末まで
◆お問い合わせ先
〒００１－８５８８ 札幌市北区北２２条西２丁目
北海道札幌道税事務所自動車税部 自動車税納税課納税第一グループ
電 話：０１１－７４６－１２４５
申込方法やキャンペーンの詳しい内容は、北海道ホームページをご覧ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/topics/smilenouzei.htm

