https://edu.env.go.jp/counsel/list/list.php?d[a]=%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
発行所／北海道経済連合会
TEL：011-221-6166 （代表）/ FAX：011-221-3608
発行人／菅原 光宏
全８頁
編 集／高井 秀二、 袖川 知恵美
２０１９年４月５日号 （毎月５､２０日発行）
ホームページ http://www.dokeiren.gr.jp/
No.717

今後の主要事業
【4月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

事
グループ・局

所

4月18日（木）
13:30～14:30

2019年 4月度 会長・副会長会議

4月23日（火）
13:30～15:00

2020年度政府予算要望に関するご意見を伺う会

道経連会議室

担

企画総務グループ

道経連会議室

当

高井

企画総務グループ

土谷

【4月以降の講座講習会】
日

時

5月15日(水)
16日(木)
10:00～17:00
5月21日(火)
13:00～17:00
5月29日(水)
10:00～17:00
6月3日(月)
13:00～17:00
6月12日(水)
9:00～17:00
6月19日(水)
10:00～16:00
6月26日(水)
28日(金)
9:00～17:00
7月3日(水)
9:50～17:00
4日(木)
10:00～17:00
7月5日(金)
9:20～20:10

場

講座講習会名
グループ・局

所

新任管理・監督者研修
道特会館

５階

受講料

－管理の原理原則の習得－

大会議室B

会員
一般

労働政策局

23,760円
30,240円

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

労働政策局

会員
一般

人事・賃金制度の構築セミナー
道特会館

5階

大会議室B

14,040円
18,360円

雇用保険に関する実務講座
道特会館

5階

大会議室B

会員
一般

労働政策局

6,480円
8,640円

すぐに効果が実感出来る法人営業行動力強化研修
＝トップ営業マンへのブレイクスルーの秘密を明かす！＝
道特会館

6階

中会議室

労働政策局

会員
一般

12,960円
17,280円

『働き方改革時代とメンタルヘルス対策』 ～支え愛、学び愛、紡ぎ愛の組織風土を～
道特会館

6階

中会議室

会員
一般

12,960円
17,280円

会員
一般

54,000円
72,360円

労働政策局

一種
二種

27,540円
25,380円

労働政策局

会員・一般

労働政策局

ＭＴＰ（管理研修プログラム）コース 【3日間コース】
道特会館

6階

中会議室

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
道特会館

5階

大会議室A

安全管理者選任時研修
道特会館

5階

大会議室A

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
札幌市長選挙における推薦について
このたびの札幌市長選挙に向けて、自由民主党札幌市支部連合会より、下記立候補予定者への推薦依頼があ
り、当会として推薦することとしましたのでお知らせいたします。

推薦対象者
１．札幌市長選挙（2019年4月7日投票）
秋元

克広

氏（再）
以上

◆ 日経BP社 より
北海道の経営者支援プロジェクト

経営戦略トップセミナーのご案内

日経BP社主催により、札幌で以下のとおりセミナーを開催いたします。セミナー終了後には、名刺交換会
と懇親会も実施いたしますので、北海道に拠点を持つ中堅・中小企業の経営者の方々は万障お繰り合わせの
上、是非ご参加ください。
※添付のちらしに必要事項をご記入のうえＦＡＸにてお申込みいただくか、ＵＲＬよりお申込みください。
特別講演：「厳しい経営環境下での経営戦略とその実行」
松井 忠三氏（良品計画 前会長）
※その他の講演内容につきましては、添付の資料およびＵＲＬによりご確認ください。
日
会

時：2019年6月3日（月）14:00～19:00（13:30開場）
場：北海道経済センター8階 Bホール （札幌市中央区北1条西2丁目）

定 員：50名 ※定員を超えるご応募をいただいた場合は抽選とさせていただきます。
受講料：無料（事前登録制）
主 催：日経BP総研 中堅・中小企業経営センター
後 援：札幌商工会議所、北海道経済同友会、北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会（五十音順）
ＵＲＬ： https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/semi/2019x0603top/

◆ Ｇ２０観光大臣会合実行委員会 より
Ｇ２０観光大臣会合

写真コンテスト

作品募集のご案内

Ｇ２０観光大臣会合実行委員会では、Ｇ２０観光大臣会合の成功へ向け、道民一丸となった歓迎気運の醸成
を図るとともに、北海道の魅力を発信するため、写真コンテストを実施しています。
北海道の魅力を発信する写真を、ふるってご応募ください。
応募期限：5月10日（金）必着
応募・問合せ先
〒060-0001 札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター４F
（一社）YOSAKOIソーラン祭り組織委員会内 Ｇ２０ＭＴＭ学生サポーターズ
電話０１１－２３１－４３５１
※応募詳細については、添付文書および下記ＨＰをご参照ください。

www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/promo/G20-event_photocontest.htm
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◆ 経団連 より
「2019年労働時間等実態調査｣へのご協力のお願い
経団連から当会に、2019年労働時間等実態調査｣への協力依頼がありました。当会会員企業・団体におか
れましては、下記の調査内容を確認いただき、回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。
記
【調査目的】
企業における労働時間､年次有給休暇取得状況等に関する実態を把握し､その結果を会員企業に情報提供すると
共に､働き方改革の推進に関する経済界の取組みの参考資料とする｡
【調査時期】2019年４月1日（月）～５月17日（金）
【調査対象】経団連､地方･業種別経済団体の各会員企業
【調査項目】
・企業の属性に関する事項
・労働時間に関する事項
・年次有給休暇に関する事項
・労働時間の削減､健康経営等に関する事項
・裁量労働制､高度プロフェッショナル制度に関する事項
・生産性向上に関する事項
・商慣行の是正に関する事項、その他
【提出方法】
調査票を下記の要領でダウンロードし､５月17日(金)までに、各社様より直接、下記の経団連の提出先メール
宛てに送付願います｡
(1) www.keidanren.or.jp/rodojikan2019.html

にアクセスして下さい｡

(2) 表示される画面にIDとパスワードを入力して下さい｡

ID: rodojikan2019

パスワード: rodo2019

(3) 調査票はExcel形式でⅠ～Ⅷの8種類あります｡全てにご回答下さい｡

【提出･お問い合わせ先】
一般社団法人 日本経済団体連合会
Tel：03-6741-0182

労働法制本部(担当：田中､伊藤､鈴木)

Fax：03-6741-0382

E-mail： LLB@keidanren.or.jp

◆ 経済産業省 より
「改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応」について
経済産業省の下記のウェブページに、「改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応」について掲載さ
れています。当会会員企業・団体におかれましても、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
＜経済産業省ウェブページにおける情報提供＞
改元に伴う企業等の情報システム改修等への対応
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/kaigen_taiou.html
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日経BP総研主催

北海道の経営者支援プロジェクト

経営戦略トップセミナー
（月）開催／北海道
2019年 6月3日

参加無料

（ 事前登録制）

中堅・中小企業経営者の悩みを解決する組織として、2019年1月から日経BP総研中堅・中小企業経営センター
（旧・中堅・中小企業ラボ）は発足しました。
北海道での取り組み第一弾として、6月3日（月）に札幌でセミナーを実施します。窮地に陥っていた「無印良品」を復活させ、
今や世界中で展開されるブランドを磨きあげた松井忠三・良品計画前会長に経営再建の勘所と困難さについて語っていただきます。
松井氏だけではなく、中堅・中小企業経営センターの研究員が、各自の専門分野において最新の情報を直接お届けします。
セミナー終了後には、名刺交換会と懇親会も実施します。セミナーだけでは解決しない個別具体的な悩みをぶつけていただけます。
参加は無料です（要事前登録）。北海道に拠点を持つ中堅・中小企業の経営者の方々は万障お繰り合わせの上、是非ご参加ください。

厳しい経営環境下での
経営戦略とその実行
松井 忠三 氏 良品計画 前会長

特 別
講 演

1949年静岡県生まれ。73年東京教育大学（現・筑波大学）
を
卒業。同年西友ストアー
（現・西友）
に入社。92年、良品計画に
入社。2001年に社長、08年に会長。15年より名誉顧問。著書
に
『無印良品のPDCA』
（毎日新聞出版）
、
『 覚悟さえ決めれば、
たいていのことはできる』
（サンマーク出版）
など。

開 催 概 要
セミナー名

北海道の経営者支援プロジェクト 経営戦略トップセミナー

日 時

（月）14:00〜19:00（13:30開場）
2019年 6月3日

会

場

北海道経済センター8階 Bホール

定

員

50名

主

催

日経BP総研 中堅・中小企業経営センター

札幌駅南口より徒歩10分、地下鉄／南北線・東西線 大通駅より徒歩5分、
東豊線 大通駅より徒歩2分

札幌市中央区北1条西2丁目

受講料

無料（事前登録制）※定員を超えるご応募を頂いた場合、抽選とさせていただきます。
後

援

札幌商工会議所、北海道経済同友会、
北海道経済連合会、北海道商工会議所連合会（五十音順）

主 な プ ロ グ ラ ム

14:00〜14:40
主催者挨拶
講演1

14:40〜15:20
講演2

15:20〜16:30
特別講演

16:30〜17:00
17:00〜19:00

2020年以降に中小企業が生き残る条件
酒井 耕一 日経BP総研 コンサルティング局長
テーマ

実例から学ぶ生産性向上
―工場もオフィスもコツを掴めば必ずできる―
神農 将史 日経BP総研 中堅・中小企業経営センター上席研究員
テーマ

厳しい経営環境下での経営戦略とその実行
松井 忠三 氏 良品計画 前会長／松井オフィス代表取締役社長
テーマ

名刺交換会
参加者による懇親会

※講演者や講演時間など、
プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

申し込み方法

https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/semi/2019x0603top/

FAX

日経BP読者サービスセンター 行

03-5696-1139
北海道の経営者支援プロジェクト

経営戦略トップセミナー
受 講 申 込 書

受講料：無料（事前登録制）
【P11-792】
（姓）

（名）

（セイ）

お名前

（メイ）

フリガナ
※必ず個人名をフルネームでご記入ください。

（〒

-

）

□ご勤務先（下記の住所がご勤務先の場合チェックをお願いします。）

受講証等
送付先
ご住所
※マンション・ビル名・部屋番号・様方も必ずご記入ください。

会社名

お役職
ご所属

電話番号

FAX番号

メールアドレス

@

ご記入いただいた個人情報は、
日経BP社「個人情報取得に関するご説明」、
および「日経IDプライバシーポリシー」に基づき管理します。サービス登録により、
日経BP社ほか日経グループ各社や広告主からのお知らせなどをお届けする場合があります。上記の情報をまとめたご説明は、次のURLをご確認いただき、
ご同意の上お申し込みください。
（http://nkbp.jp/register）
個人情報のお取り扱いについて
ご記入いただいた連絡先に、
本セミナーならびに弊社サービスに関する連絡を日経BP社担当者より直接ご連絡させていただく場合がございます。予めご了承ください。
個人情報取得に関するご説明
日経BP社は、個人情報保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、下記の通り個人情報を取得いたします。
１．事業者の名称：日経BP社
2 ．個人情報の管理者：日経BP社 個人情報管理責任者
3 ．利用目的：
（1）
ご購入・ご登録いただいた商品・サービスを提供するため
（2）
DMやアンケートなどをお届けするため
（3）
事務連絡・お問い合わせ対応のため
4 ．第三者提供：個人情報を第三者提供する場合には、提供先の企業/団体名、提供する個人情報の項目を示して、
ご本人の同意を得たうえで提供します。
また、
第三者提供に当たり、提供した年月日、第三者の氏名等、本人の氏名等、個人データの項目などを記録し、
その記録を法定期間保存します。
5 ．個人情報取り扱いの委託：個人情報に関する機密保持契約を締結している業務委託企業に対して、
必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託することがあります。
6 ．個人情報をご記入いただけない場合について：個人情報をご記入いただかないとサービスを提供できない場合があります。
7 ．本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得：日経BP社のWebサイトや各種ネットサービスでは、IPアドレス、
クッキー、Webビーコンなどを手がかりに
して、利用者の皆様のアクセス情報を、
自動的に取得することがあります。
8 ．匿名加工情報について：匿名加工情報を作成する際には、個人情報保護委員会規則で定める基準に従い当該個人情報を加工し、作成時および第三者
提供時にはインターネット等を通じ、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表します。
9 ．EU域内に在住の方の個人情報の取り扱いについて：日経BP社は一般データ保護規則
（GDPR：General Data Protection Regulation）
に則り、EU域内
（アイスランド、
リヒテンシュタイン及びノルウェーを含む欧州連合）
に在住の方の個人情報を適切に管理します。
10 ．お問い合わせ窓口：ご登録情報の開示、
内容の訂正、
利用の停止等を希望される場合は、
日経BP社読者サービスセンター お客さま相談窓口にご連絡ください。
住所：〒134-8729 日本郵便 葛西支店 私書箱２０号
URL：https://bpcgi.nikkeibp.co.jp/toiawase.html
日経BP社の個人情報保護方針URL：https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/corporate/privacy/

「みんなに伝えたい北海道の魅力発信！ G２０観光大臣会合写真コンテスト」応募要項
■はじめに
２０１９年１０月に北海道・倶知安町で開催される G20 観光大臣会合に併せ、あなたが見つけた
北海道の魅力を切りとった写真を募集します。撮った写真にあなたが気づいた魅力をのせて発信し
て、北海道を観光でさらに日本全国そして世界中にアピールしましょう。
知る人ぞ知るスポットや、名所に絶景、特産品や料理のスナップ写真など、魅力発信につながる
写真ならどんな写真でも大歓迎です。
誰もが北海道を訪れたくなるような、そんな「あなたが伝えたい北海道の魅力」をコメントに添
えて、ぜひ応募してください。
■主催
Ｇ２０MTM 学生サポーターズ、Ｇ２０観光大臣会合実行委員会
■協賛
ようてい農業協同組合
■応募に関して
１ 応募資格
どなたでも応募できます。
２

応募期間
2019 年４月１日（月）～5 月 10 日（金）必着

３

撮影対象
北海道内で撮影された自然・景観、歴史、アート・カルチャー、見学と体験、食・グルメなど

４ 応募規定
【現像写真部門】
①応募は１枚１作品とし、１人５作品以内とします。
②作品はプリントしたもので、四つ切または A4 のサイズでご応募してください。また、作品画
像データ（JPEG）の CD 又は DVD も一緒に送付してください。
※このサイズ以外での応募は審査対象となりません。
③作品は白黒・カラーは問いません。
④額装・台紙付きは不可とします。
⑤「応募票」は必要事項を漏れなく記入し、作品とともに送付ください。
⑥作品裏面には、既定の「作品票」を貼付ください。
※応募票及び作品票は、Web サイトからダウンロード（PDF）できます。
※貼付の際には天地確認をお願いします。
⑦応募作品は配達記録の残る宅配便及びレターパック等で送付ください。
※応募作品の郵送費は応募者負担となります。
※到着の遅れや送付中の事故等の責任は一切負いません。

【Instagram 部門】
①応募は１枚１作品とし、１人何作品でも応募可能です。
②G20MTM 学生サポーターズ公式アカウント「＠g20mtm.students」をフォローした上で、作
品は「＃G20 北海道魅力発見」と「＃（具体的な撮影場所）
」のハッシュタグを付けて Instagram
に投稿してください。
③作品は白黒・カラー・サイズは問いません。
５

審査・通知
・ご応募いただいた作品の中から、主催者が入賞作品を決定します。
・入賞者には６月末日までに本人に通知します。なお、Instagram 部門については、投稿いただ
いたアカウントに通知します。

６

発表・表彰
・発表は、６月中を予定しています。
・入賞者に通知するほか、主催者のホームページに掲載します。
・発表にあたっては、現像写真部門については、作品、入選者の氏名及び居住都道府県を、Instagram
部門については、アカウント名を公表します。
個人情報は業務終了後に破棄します。
・入賞者には、賞状と副賞を贈呈します。
【現像写真部門】
・最優秀賞１作品
副賞 商品券５万円、ようていの味覚（ようてい産農産物）
・優秀賞３作品
副賞 ようていの味覚（ようてい産農産物）
【Instagram 部門】
・Instagram 賞１作品 副賞 商品券２万円、ようていの味覚（ようてい産農産物）
・いいね！賞１作品
副賞 ようていの味覚（ようてい産農産物）

７

注意事項
・加筆や削除など二次的画像の加工は不可とします。
・他のコンテスト等で発表していない、未発表作品でご応募ください。入選作品が既に発表され
ているもの（ＷＥＢ上で掲載されたものを含みます。）と同じ、或いは類似していること等が判
明した場合には、入選を取り消すことがあります。
・応募の規定に違反する応募作品は、審査の対象になりません。後日違反が判明した場合は、受
賞を取り消すことがあります。
・第三者の著作権その他知的財産権やプライバシー権等の権利を侵さないものに限ります。第三
者から権利侵害、損害賠償等の主張がなされた場合、入選者は自己の責任と負担において解決
を図るものとし、主催者は一切の責任を負いません。
・応募作品は、G20 観光大臣会合実行委員会及びＧ２０ＭＴＭ学生サポーターズが主催・共催・
後援などを行う展示会、印刷物、Web サイト、出版物及びテレビなどに使用することがありま
す。その際、対価は発生致しませんのでご了承ください。また、写真の使用権は主催者に帰属
しますのでご了承ください。
・上記の使用に際して、トリミングや修正・補正を行う場合があります。
・賞状・記念品などの郵送先は日本に限らせていただきます。ご了承ください。
・応募により収集する個人情報は本事業の用途以外には使用しません。
（法令等により開示を求め
られた場合はこの限りではありません。）
・応募作品は返却しません。

８

問い合わせ先・応募先
〒060－0001 札幌市中央区北１条西２丁目 北海道経済センター４F
（一社）YOSAKOI ソーラン祭り組織委員会内 Ｇ２０ＭＴＭ学生サポーターズ
電話０１１－２３１－４３５１

【参 考】
《Ｇ２０観光大臣会合》
Ｇ２０メンバーの観光大臣により構成され、世界の観光市場や各国の観光政策の動向
等を踏まえながら、観光分野の世界的課題について各国が討論を行います。今年のＧ２
０は日本が議長国となる事が決まっており、首脳会合が大阪で開催されるほか、各地で
関係閣僚会合が開催されます。このうち、観光大臣会合が１０月２５日・２６日に、倶
知安町で開催されることが決定しており、世界各国から約４００人の方々が来道される
こととなります。
《参加国・地域》
Ｇ７（フランス、米国、英国、ドイツ、日本、イタリア、カナダ）
、アルゼンチン、
オーストラリア、ブラジル、中国、インド、インドネシア、韓国、ロシア、
サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、欧州連合（ＥＵ）

