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今後の主要事業
【12月以降の主な行事予定 】
日

行

時

1月17日(木)
10:00～13:00

場

所

事
グループ・局

担

当

第242回 常任理事会
札幌グランドホテル

企画総務グループ

郡・高井

【12月以降の講座講習会 】
日

時

1月17日(木)
18日(金)
10:00～17:00
1月22日(火)
13:00～17:00

場

講座講習会名
グループ・局

所

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

労働政策局

道特会館

５階

大会議室B

労働政策局

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

2月5日(火)
13:00～17:00
2月7日(木)
13:30～15:30

会員 23,760円 一般 30,240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～

1月23日(水)
24日(木)
10:00～17:00

1月30日(水)
13:00～17:00

受講料

道特会館
道特会館

5階
5階

大会議室B
大会議室B

労働政策局
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

｢健康保険の実務講座｣
～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～
道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 6,480円

一般 8,640円

｢従業員トラブル｣の労働法講座 ～トラブルの予防策・対応策のケーススタディー～
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

2019年 『春季労使交渉対策セミナー』
すみれホテル

3階

ヴィオレ

労働政策局

会員 3,000円

一般 4,000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 総合政策部 より
「ＳＤＧｓ×北海道 交流セミナーを開催いたします！」
道では、道内でＳＤＧｓの取組を広げていくため、北海道ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員が交流し、情報の
発信・共有や意見交換を行う「ＳＤＧｓ×北海道 交流セミナー」を開催します。
本セミナーは、ネットワークにご登録いただければ、どなたでも参加できますので、皆様のご参加をお待ち
しております。
日時：2019年2月3日(日) 13:00～15:00（受付12:30）
会場：かでる２・７ ４階「大会議室」(札幌市中央区北２条西７丁目）
内容：
□講演
演題 「(仮)多様な主体の連携によるSDGsの推進について」
講師 東京工業大学科学技術創成研究院特任教授／
国立環境研究所社会環境システム研究センター長 藤田 壮 氏
□ＳＤＧｓの推進に向けた道の取組紹介
□ポスター発表「私たちのＳＤＧｓ！」
※ＳＤＧｓに取り組む企業・団体等と情報共有や意見交換できます。また、ご希望により、ポスター発表
すれば、自身の取組を情報発信することができます。
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/ss/sks/SDGs/network-seminar.htm
お問い合わせ先
北海道 総合政策部 政策局 計画推進課
ＳＤＧｓ推進グループ 担当：中里・森田
TEL：011-206-6798（ダイヤルイン）

◆ （公財）日本生産性本部 サービス産業生産性協議会 より
札幌にて開催！
「日本サービス大賞フォーラム

第２回受賞組織報告会」

「第２回日本サービス大賞」受賞の優れた事例を共有いたします。「優れたサービスをつくりとどけるしく
み」の本質、思いに直接触れ、新しい自社ビジネスのあり方を構想し、サービスのレベルアップにつなげてい
くための実践的な学びを得る一助となれば幸いです。
□日
□会
□対
□主
□共
□後

時：２０１９年２月２８日(木)１３：３０～１７：００
場：ＡＮＡクラウンプラザホテル札幌 ３階 鳳
（札幌市中央区北３条西１丁目２－９）
象：サービスイノベーションを担う産業、行政、自治体、学会等
幅広いセクターの関係者（定員１００名）
催：（公財）日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（ＳＰＲＩＮＧ）
催：北海道生産性本部
援：経済産業省 北海道経済産業局（予定）

□主な登壇者：
ロイヤルホールディングス 代表取締役会長 兼 ＣＥＯ 菊地 唯夫 氏
北海道宝島旅行社 代表取締役社長 鈴木 宏一郎 氏
セコム医療システム 訪問看護ステーション看護部 次長 佐藤 十美 氏
三越伊勢丹 執行役員 百貨店事業本部化粧品MD統括部長 小宮 仁奈子 氏
（プログラム予定は別添のとおり）
□参加費：無料
▼詳細・お申込はこちらをご覧ください↓
https://spring.smktg.jp/public/seminar/view/194
□お問い合わせ：公益財団法人 日本生産性本部 サービス産業生産性協議会
担当／相見・手塚
TEL:03-3511-4010 FAX:03-3511-4019
E-mail:service-js@jpc-net.jp
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◆ 道経連 より
「第１回北海道ＩＲショーケース」が開催されます
北海道ＩＲショーケース実行委員会の主催による「第１回北海道ＩＲショーケース」の開催が予定されてお
り、ＩＲ（統合型リゾート）に対する道民理解促進の観点から、当会も「後援」しております。概要は以下の
とおりです。
□名
称：第１回北海道ＩＲショーケース
□開催期日：２０１９年１月９日（水）～１月１０日（木）
□開催場所：アクセスサッポロ（札幌市白石区流通センター４丁目３－５５）
詳細は以下サイトをご参照ください。また、９日（水）のビジネスデーに参加の場合は事前登録が必要です
ので、以下サイトからお願いします。
https://ir-expo.jp/hokkaido/

◆ 北海道経済産業局 より
「消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」のお知らせ
2019年10月1日から、消費税率が引き上げられることに伴い、消費者が消費税率の引上げ前後で安心して
購買が可能となるための柔軟な価格付けができるよう、政府において「消費税率の引上げに伴う価格設定につ
いて（ガイドライン）」が取りまとめられました。（以下アドレス参照）
このガイドラインの内容につきましては、消費税率の引上げに伴う駆込み需要・反動減といった経済変動を
可能な限り抑制する観点からとりまとめておりますことから、北海道経済連合会の会員様におきましても、ご
確認いただきますようお願いいたします。
なお、ガイドラインに関するお問合せにつきましては、以下に参考として記載のとおりとなりますので、よ
ろしくお願いいたします。
［ガイドラインの掲載サイト］
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/keigen_zeiritsu/other/anteiteki.html#kensyo
［参考：ガイドラインに関するお問合せ先］
〇 総論・広報について
内閣官房消費税価格転嫁等対策推進室
０３－３５３９－２９０７
〇 宣伝・広告（「消費税還元セール」、「今だけお得」等）について
消費者庁表示対策課
０３－３５０７－８８００（代表）
〇 ポイント還元について
経済産業省商務・サービスグループ参事官室
０３－３５０１－１５１１（代表）
〇 適正な転嫁の確保について
公正取引委員会消費税転嫁対策調査室
０３－３５８１－１８９１
中小企業庁取引課消費税転嫁対策室
０３－３５０１－１５１１（代表）
〇 総額表示について
財務省主税局税制第二課
０３－３５８１－４１１１（代表）
〇 便乗値上げについて
消費者庁消費者調査課
０３－３５０７－９１９６
[参考：消費税転嫁等に関するお問合せ先（政府共通の相談窓口）]
〇 消費税価格転嫁等総合相談センター【内閣府】
０５７０－２００－１２３（ナビダイヤル）
（受付時間）９:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）
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「優れたサービスをつくりとどけるしくみ」を共有する場に
今やＧＤＰと雇用の7割超をサービス産業が占め、他産業における「サービス化」の流れも加速する日本経済。我が国が
本格的な人口減少ステージに突入していく中で、経済成⾧を持続し、国民一人ひとりの生活をより良くしていくためには、
サービス産業におけるイノベーションをさらに進め、生産性の向上を図ることが最重要の課題と言えます。
「日本サービス大賞」は、国内全てのサービス提供事業者を対象に、多種多様なサービスを共通の尺度で評価し、
“きらり”と光る優れたサービスを表彰する日本初の制度です。2015年に創設され、第1回目では31件が選出・表彰され
ました。この度、第２回受賞18件から優れた事例をご紹介し、それぞれの取り組みを共有する場として当報告会を開催い
たします。
「優れたサービスをつくりとどけるしくみ」の本質、思いに直接触れ、新しい自社ビジネスのあり方を構想し、サービスのレベル
アップにつなげていくための実践的な学びを得る一助となれば幸いです。
サービス産業生産性協議会

プログラム （予定）
（プログラム・時間は予告なしに変更することがあります）

13:30ご挨拶
13:40

サービス産業生産性協議会
経済産業省 北海道経済産業局

13:4014:10

特別講演
「大変革期の外食業界におけるロイヤルグループの取り組み」
ロイヤルホールディングス株式会社
代表取締役会⾧ 兼 CEO 菊地 唯夫 氏

（サービス産業生産性協議会 幹事）
「経営ビジョン2020」において、「日本で一番質の高い“食”&“ホスピタリティ”

グループ」の実現を掲げるロイヤルグループ。少子高齢化や労働力不足、原材
料の高騰など厳しい環境下における、生産性の向上や持続的成⾧に向けた
取り組みについてお話しいただく。

14:1014:55

報告① 日本サービス大賞 優秀賞

「地域の魅力を価値に変える
訪日外国人向け体験型旅行サービス」
株式会社北海道宝島旅行社
代表取締役社⾧ 鈴木 宏一郎 氏

【受賞サービス概要】
専門知識を有したスタッフが従来素通りされていた地域に入り込んで
信頼関係を構築。その地域ならではの魅力を掘り起こし、「体験交
流プログラム」として、訪日外国人観光客に販売する。

安倍総理と三菱地所 杉山会長（内閣総理大臣賞）
2018年 6月28日 表彰式にて

14:5515:10 交流・休憩
15:1015:55

報告② 日本サービス大賞 優秀賞

「ICTを利活用したセコムの訪問看護サービス」
セコム医療システム株式会社
訪問看護ステーション看護部 次⾧ 佐藤 十美 氏

【受賞サービス概要】
1991年に民間企業で初めて訪問看護サービスを開始した同社が、
ICTの利活用により、誰が対応しても同じレベルで高品質な訪問看
護サービスの提供を実現した。

15:5516:40

報告③ 日本サービス大賞 優秀賞

「化粧品売場の革命!お客さま主役の『イセタン ミラー』」
株式会社三越伊勢丹 執行役員
百貨店事業本部化粧品MD統括部⾧ 小宮 仁奈子 氏
【受賞サービス概要】
駅ビルなど生活圏内の出店やブランドの垣根を越えた商品展開で、
お客さま自身でラグジュアリーコスメの比較購買ができる環境とサービ
スを実現。コスメと肌のプロ集団「イセタン ミラー ガール」が個々の悩
みやニーズに合わせた商品を提案する。

