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今後の主要事業
【4月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

所

事
グループ・局

5月16日（木）
10:00～12:30

第244回常任理事会 ・ 第87回理事会 合同会議

5月23日（木）
11:15～13:00

2019年 5月度 会長・副会長会議

6月13日（木）
14:00～18:00

第45回 定時総会 ・ 第88回 理事会 ・ 記念講演会 ・ 懇親会

JRタワーホテル日航札幌

担

企画総務グループ

道経連会議室

大照・高井・中村

企画総務グループ

札幌グランドホテル

当

高井
大照・中村

企画総務グループ

【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
7月12日(金)
13:00～17:00

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

労働政策局

会員 23,760円

一般 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

労働政策局

会員 14,040円

一般 11,880円

人事・賃金制度の構築セミナー
道特会館

5階

大会議室B

一般 18,360円

雇用保険に関する実務講座
会員 6,480円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
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 12,960円

一般 8,640円

一般 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

労働政策局

会員 12,960円

一般 17,280円

会員 54,000円

一般 72,360円

労働政策局

一種 27,540円

二種 25,380円

労働政策局

会員・一般

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

給与計算の実務講座～給与に関する源泉徴収事務を中心に解説します～
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
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日

時

7月19日(金)
10:00～16:00

場

所

講座講習会名
グループ・局

受講料

就業規則の整備と見直し
～ 改正労働基準法・労働安全衛生法・パート労働法への対応 ～
会員 11,880円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局

一般 16,200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。

掲 示 板
◆ 北海道経済産業局 より
改元に伴う情報システム改修等への対応について
このたび天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成29年法律第63号）に基づく皇位の継承に伴い、
2019年5月1日に改元が行われることとされております。また、国民生活への影響を最小限に抑える観点か
ら、改元に先立ち4月1日に、新元号「令和」が公表されました。
政府においては､改元に伴う元号による年表示の取扱いについて､新元号の円滑な移行に向けた関係省庁連絡
会議において､申合せを行い､今後､この方針に基づいて事務を行いますので､情報提供させていただきます。
皆さまにおかれましても､改元に伴う情報システム改修等への対応に万全を期していただきますようお願い
いたします。
詳細につきましては経済産業省ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/kaigen_taiou.html

◆ 北海道運輸局・北海道総合政策部国際局 より
持続可能な観光による地方創生 国際シンポジウム
～住んでよし、訪れてよしの地域づくり～

のご案内

本年10月に倶知安町において、Ｇ２０観光大臣会合が開催されることを受け、この度、持続可能な観光を
テーマとする国際シンポジウムが開催されます。
先着450名参加可能です。ふるってご参加ください。
日
場
備

時：2019年5月24日（金）14時～17時30分
所：倶知安町公民館（倶知安町南3条東4丁目2-2）
考：詳細は下記HPをご参照ください。
北海道運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/g20/index.html

申込方法
添付の申込書へ必要事項を記載の上、メール又はFAXにて下記へお申込ください。
5月8日締切。
申込書送付先
メールアドレス： hkt-g20som@mlit.go.jp
ＦＡＸ：011-290-2702
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◆ 北海道経済部科学技術振興室産学官連携グループ より
小型ロケット開発に関する説明会

のご案内

国内外で成長が期待される宇宙産業について道内企業の理解を深めるため、小型ロケットの開発を行ってい
るインターステラテクノロジズ(株)の取組をご紹介する説明会を開催します。
説明会へ参加される方は、同社の開発するロケット打上げの事前見学会にも参加いただけます。お申込みを
お待ちしております。
■小型ロケット開発に関する説明会
日 時：5月10日(金) 10:00～12:00
場 所：北海道庁別館９階第１研修室（札幌市中央区北3条西7丁目）
内 容：①道による宇宙ビジネスの概要説明
②インターステラテクノロジズによるロケット用部品・加工内容の説明
③インターステラテクノロジズとの名刺交換会
（事前申し込みによる個別情報交換も実施します。）
定 員：20名程度（１社2名まで） 参加費：無料
対 象：ロケット開発に関心のある道内企業
※申込みが多数になった場合は、お断りすることもありますことをご了承ください。
上記説明会に参加される方を対象とした事前見学会（任意参加）を下記のとおり開催します。※事前見学会の
みの参加はできません。
①ロケット打上げ準備状況の見学
日 時：4月29日(月) 13:00～14:00
場 所：大樹町ロケット打上げ射場
集 合：13：00に大樹町宇宙交流センターSORAに集合
現地までは各自お集まりください。主催者側で交通等の用意はいたしません。
内 容：インターステラテクノロジズ社員による説明を受けながら、ロケット打上げの準備状況を見学して
いただきます。
②ロケット打上げの見学
日 時：4月30日(火)～5月1日(水) のいずれか。
詳しくは同社の発表を確認してください。
場 所：インターステラテクノロジズ特設見学会場「SKY-HILLS（スカイヒルズ）」
集 合：参加者は打上げまでに会場に入場していただきます。
スカイヒルズの入場は有料ですが、こちらにお申し込みいただいた方は入場料はかかりません。
内 容：スカイヒルズでロケット打上げの様子を見学いただきます。
（インターステラテクノロジズ社員による説明等はありません。）
説明会・見学会へのお申込みは、下記URLのホームページより参加申込書をダウンロード、必要事項を記載
のうえ、4月24日(水)までにメール又はFAXでご連絡ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kgs/sangaku/uchu/310510utyu.htm
E-Mail： sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp
FAX:011-232-1063
なお、説明会・見学会に関する問い合わせは下記の連絡先にお願いします。
（インターステラテクノロジズに問い合わせしないようお願いします。）
主催：北海道
協力：北海道立総合研究機構、北海道機械工業会、北海道経済連合会
＜連絡先＞
北海道経済部科学技術振興室産学官連携グループ
TEL：011-204-5127 FAX：011-232-1063
E-Mail： sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp

【道経連通信 №718】(3)

