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今後の主要事業
【2月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

所

事
グループ・局

2月26日(火)
14:00～17:00

室蘭地域会員懇談会

3月7日(木)
10:00～13:00

第243回 常任理事会

3月20日（水）
11:15～13:00

2019年 3月度 会長・副会長会議

ホテルサンルート室蘭

札幌グランドホテル

道経連会議室

担

当

企画総務グループ

猪狩・高井

企画総務グループ

郡・高井

企画総務グループ

高井・郡

【2月以降の講座講習会】
日

時

4月2日(火)
10:00～17:00
＜残席わずかです＞
4月4日(木)
5日(金)
10:00～17:00
5月15日(水)
16日(木)
10:00～17:00
5月21日(火)
13:00～17:00

場

講座講習会名
グループ・局

所

受講料

新入社員研修講座 ～ビジネスマナーの基本と実践～
道特会館

6階

中会議室

労働政策局

会員
一般

14,040円
18,360円

労働政策局

会員
一般

21,600円
28,080円

会員
一般

23,760円
30,240円

2019新入社員実践基礎講座
道特会館

5階

大会議室A

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

－管理の原理原則の習得－

大会議室B

労働政策局

労働基準法の実務講座 ～労働時間･時間外労働･休日･有給休暇のポイントと留意点～
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

※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
◆ 道経連 より
“宇宙産業ビジョン『宇宙で変わる北海道の未来、日本の未来』
～「宇宙版シリコンバレー」を目指して～ ”の公表について
当会では、北海道における宇宙産業集積、「宇宙版シリコンバレー」の形成を目指し、その機運醸成を図る
ため、宇宙産業ビジョンを作成し、2月19日（火）に記者発表するとともに、当会ホームページに掲載して
おります。
詳細については、是非、下記サイトよりご一読いただければ幸いです。
http://www.dokeiren.gr.jp/library/topics/2211/

◆ 国土交通省 北海道開発局 より
シンポジウム
「守れ！北海道の『生産空間』
～地域が存続していくために今何が必要か～」の開催について
人口減少・高齢化の急速な進展等により、北海道では、今後、食や観光などの北海道の強みを提供する『生
産空間』の維持が困難になるおそれがあります。
そのため、地域の生き残りを賭けて、道内の各地域で人々が生産空間に住み続けられる環境づくりが急務と
なっています。
本シンポジウムは、北海道総合開発計画の一環として、モデル的に検討を進めてきた取組を参考にしつつ、
全道の各地域において、生産空間の維持・発展に向けた取組を地域を挙げて行うことの必要性について認識を
深めていただき、そこに住み続けられる環境づくりを進めるための契機として開催するものです。
〇主催：国土交通省北海道開発局
〇日時：2019年2月2８日（木）１３：００～１６：３０
〇場所：札幌市教育文化会館 小ホール（札幌市中央区北１条西１３丁目）
・特別講演 「地域と共に歩み存続する経営」 丸谷 智保氏
株式会社セコマ 代表取締役社長
・基調講演 「生産空間検討の意義と課題」
石田 東生氏
日本大学交通システム工学科 特任教授
国土審議会 委員
・取組報告 「モデル地域における取組の状況」国土交通省北海道開発局
・パネルディスカッション
｢人口減少が進む中､地域が生き残り､食･観光などの強みを維持し続けるため､今どのような取組が必要か？｣
アドバイザー
石田 東生氏
コーディネーター 五十嵐 智嘉子氏 （一社）北海道総合研究調査会 理事長
パネリスト
秋元 和夫氏 帯広信用金庫 常務執行役員地域経済振興部長
池本 美紀氏 しりべし女子会 会長
藤田 健慈氏 名寄商工会議所 会頭
〇参加無料です。
詳細及び参加申込書は、下記の国土交通省北海道開発局のURLに掲載されておりますので、直接お申込み
ください。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/chousa/splaat000001i8p3.html

◆ 環境省 北海道地方環境事務所 より
環境カウンセラーの活用に関するお願いについて
環境省では、環境保全活動に対して助言する環境カウンセラーを登録しております。
環境に関する課題の解決に向けて適切な助言を行うほか、環境マネジメントシステムの構築・審査、省エネ
診断・提案などを行っています。
その他、「持続可能な開発目標（SDGs）」「再生可能エネルギーの導入」「公害・化学物質対策」などの
助言についても幅広く行っておりますので、ぜひご活用ください。
お問い合わせは、NPO法人北海道環境カウンセラー協会までお願いします。
☆環境省環境カウンセラーサイト
☆環境カウンセラー登録者検索
☆ＮＰＯ法人 北海道環境カウンセラー協会
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◆ オリンピック・パラリンピック等経済界協議会 より
2019ワールドパラノルディックスキーワールドカップ 札幌大会(3/16)観戦のお願い
【大会名称】ＣＯ・ＯＰ共済2019ワールドパラノルディックスキー ワールドカップ 札幌大会
【期
間】2019年3月12日（火）～17日（日） 10:00～12:00（競技時間は予定）
※3月12日（火）15日（金）は公式練習
→このうち特に、「3月16日（土）10:00～12:00」を経済界協議会 札幌として、
みんなで盛り上げられないかと考えております。
【競技会場】西岡バイアスロン競技場（札幌市豊平区西岡）
【入 場 料】無料
【競技種目】クロスカントリースキー（視覚障がい、立位、座位）、バイアスロン（視覚障がい、立位、
座位）→ 「3月16日（土）10:00～12:00」は前者の試合となります。
【開催規模】参加国11カ国、参加者数130名（予定）
【アクセス】 http://japanteam.jp/wc2019/access.html
【詳
細】 http://japanteam.jp/wc2019/invitation.html
※3月16日(土)は競技終了後 12時頃～13時まで(予定)｢パラアスリートと一緒に滑るクロスカントリー
スキー･バイアスロンチャレンジ｣(体験会)を開催するそうですので、お子様連れで是非ご参加ください！

◆ 北海道 環境・エネルギー室 より
新エネルギー等概況調査へのご協力のお願いについて
北海道では、 非常時の備えとしても有効で、我が国のエネルギーミックスにも貢献する新エネルギーの可
能性や電力事情、出力変動、コストといった課題を把握するため、道内市町村、団体、事業者等に新エネル
ギー等の概況等の調査を行っております。
省エネ・新エネ施策を推進していくため、調査へのご協力をお願いします。
締切：2019年2月28日(木)
☆新エネルギー等概況調査（団体・事業者）の説明と回答のページ
「新エネ施策懇話会」の下に『新エネルギー概況等調査の実施について』の項目があります。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/1sinenekonnwakai.htm
☆北海道 環境・エネルギー室ホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kke/index.htm

◆ 北海道 経済部観光局 より
ＩＲ（統合型リゾート）に関する地域説明会

開催のお知らせ

ＩＲに関する現時点での道の考え方を道民の皆様に説明し、ご意見を伺うため、下記のとおり、道内各地域
において説明会を開催いたします。
【帯広会場】

１
２

日時
場所

２０１９年３月１１日(月)１４：３０～１６：００
帯広経済センタービル ６階 中会議室Ａ (帯広市西３条南９丁目１)

【函館会場】

１
２

日時
場所

２０１９年３月１３日(水)１４：３０～１６：００
渡島総合振興局 ３階 講堂 (函館市美原４丁目６－１６)

【網走会場】

１
２

日時
場所

２０１９年３月１９日(火)１４：３０～１６：００
オホーツク・文化交流センター(エコーセンター2000)
(網走市北２条西３丁目３番地)

１
２

日時
場所

２０１９年３月２０日(水)１４：３０～１６：００
旭川市大雪クリスタルホール 第３会議室 (旭川市神楽３条７丁目)

【旭川会場】

■プログラム（予定）

１
２
３

学習室Ａ・Ｂ

挨拶・趣旨説明
「ＩＲに関する基本的な考え方」について
質疑応答

▼詳細及び申込は、下記サイトおよび別添申込書をご参照下さい。
北海道経済部観光局 www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kkd/ir.htm
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IRに関する地域説明会
参加申込書
■お申込み先
E-mail：kanko.web@pref.hokkaido.lg.jp
FAX： 011-232-4120
北海道経済部観光局 MICE推進グループ 行

参加会場

□帯広（3/11）
□網走（3/19）

□函館（3/13）
□旭川（3/20）

（参加する会場をチェック”✓”してください）
ご住所
ご連絡先
（電話番号）
（ふりがな）

ご氏名

※受付完了のご連絡は行っておりませんのでご了承ください。
定員に達し、ご参加いただけない場合のみ、お申込みいただいた翌日までにご連絡いたします。

■お問合せ先
北海道経済部観光局 MICE推進グループ
電 話：011-231-4111（内線 26-556,26-573）
メール：kanko.web@pref.hokkaido.lg.jp

