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今後の主要事業
【6月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

7月4日(木)
10:00～13:00

所

事
グループ・局

担

当

第245回 常任理事会
札幌グランドホテル

企画総務グループ

中村

【6月以降の講座講習会】
日

時

場

7月12日(金)
13:00～17:00
7月19日(金)
10:00～16:00

所

講座講習会名
グループ・局

受講料

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～
会員 6,480円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局
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 ～

道特会館

5階

大会議室B

労働政策局

会員 11,880円

8月28日(水)
10:00～16:00

これだけは知っておきたい 『職場の法律知識』

9月13日(金)
10:00～17:00

秘書室・総務部スタッフのための 『秘書実務研修講座』

9月25日(水)
13:00～17:00

労災保険法に関する実務講座

道特会館 2階 大会議室
道特会館 6階 中会議室
道特会館 ５階 大会議室Ｂ

労働政策局
労働政策局
労働政策局

会員

会員

会員

一般 8,640円

一般 16,200円

14,040円

一般

18,360円

12,960円

一般

17,280円

6,480円

一般

8,640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)
E-mail: kouza@dokeiren.gr.jp

まで。

掲 示 板
◆ 道経連 より
「参議院議員選挙における推薦について」
このたびの参議院議員選挙に向けて、自由民主党および公明党公認の下記立候補予定者より推薦依頼があり、
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．第25回参議院議員通常選挙
（１）北海道選挙区
（２）比例代表

岩本
高橋
橋本
若松

剛人
氏（新）
はるみ 氏（新）
聖子
氏（現）
かねしげ氏（現）

以上
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◆ 在札幌米国総領事館 より
ハワイビジネスセミナー in 札幌
～今、ハワイが熱い！～のご案内
当会も後援しているセミナーのご案内です。
詳細は添付資料でご確認ください。
参加ご希望の方は、FAXまたは以下のホームページからお申込みください。
ホームページ

https://www.sapporo-cci.or.jp/web/events/details/-in-5.html

◆ 北海道総合通信局 より
北海道総合通信局は、以下のとおり「電波有効利用促進セミナー２０１９」を開催いたします。
ご多忙中のこととは存じますが、多数の皆様に参加をいただきたくご案内いたします。
**********************************************************************
【受付開始しました！】「電波有効利用促進セミナー２０１９」参加者募集
**********************************************************************
あらゆるモノがネットワークに繋がるＩｏＴ時代を迎え、移動通信サービスはユーザーニーズに対応し、ま
すます高度化、多様化してきています。
本セミナーでは、総務省の電波政策に関する取組や、５Ｇ・はやぶさ２などの最新の技術動向について理解
を深めていただき、北海道における地域経済の活性化などに寄与すること及び電波の有効利用の促進を目的と
して開催します。
1 日時
2 会場
3 定員

令和元年6月27日（木） 13:30～16:25（開場13:00）
ホテルモントレエーデルホフ札幌 １３階ベルヴェデーレ
（札幌市中央区北２条西１丁目）
※駐車場は確保していませんので、公共交通機関を御利用ください。
100名(参加無料)

4 プログラム
■講演１（13:35～14:40）
演題：第５世代移動通信システム(５Ｇ)の実現と地域社会の未来
講師：総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課
片桐 広逸 移動通信企画官
■講演２（14:50～16:25）
演題：宇宙科学における電波利用の拡大 ― 宇宙探査と無線システム ―
講師：宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系
助教 冨木 淳史 氏
5 お申込み・お問い合わせ
詳細については、次のウェブサイトを御覧ください。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/hokkaido/2019/0605.html
【お問い合わせ】
総務省北海道総合通信局 無線通信部
電波利用企画課 吉田 圭子
℡ 011-709-2311内線4624
Mail
freq-hokkaido@soumu.go.jp
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◆ 北洋銀行 より
「北洋銀行ものづくりテクノフェア２０１９」が、
７月２５日（木）にアクセスサッポロで開催されます。
今回は、道内外の最先端IoT関連展示をはじめ、優れた技術・製品を有する中小企業、大学・支援機関等２
２７の企業・団体が出展します。
また、展示場内の「商談専用ブース」では、事前申込により出展者と２５分１コマでの
商談が可能です。
入場無料ですので、是非ご来場ください。尚、申込詳細及び出展者カタログは、北洋銀行ホームページ
http://hokuyo-monotec.jp/index.html
をご覧ください(来場申込は、来場申込書を運営事務局宛にメールもしくはFAX送信願います)
記
１
２
３

日時 ２０１９年７月２５日（木）１０時～１７時
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）
お問い合わせ
運営事務局（北電興業 広告部） ０１２０－０００－６４１
北洋銀行地域産業支援部
０１１－２６１－１３２１

◆ 経済産業省 北海道経済産業局 より
「テレワーク・デイズ2019」参加企業の募集について
経済産業省では、関係府省（総務省・厚生労働省・内閣府・内閣官房）や、東京都、経済団体と連携し、２
０２０年までの毎年、東京オリンピックの開会式が予定されている７月２４日を「テレワークデイ」と位置づ
け、２０２０年東京大会期間中の交通混雑緩和や全国的なテレワークの定着を目的として、企業等による全国
一斉のテレワークの実施を呼びかけています。
第３回目となる本年は、１年後に迫った２０２０年東京大会を見据え、日数を大幅に拡大し、「テレワー
ク・デイズ２０１９」として実施いたします。２０２０年に向けて、テレワークの強みを活かして、多様で柔
軟な働き方が浸透することを目指しています。
専用のホームページで参加企業等を募集しておりますので、会員企業・団体におかれましては、趣旨にご賛
同いただき、本運動へ参加いただきますよう、ご協力お願い致します。
（詳細・参加登録は下記ホームページをご覧ください）
テレワーク・デイズ2019HP

https://teleworkdays.jp/
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◆ 北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局 より
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ビジネスＥＸＰＯニュース（2019.6）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://business-expo.jp

「北海道 技術・ビジネス交流会」は、1987年の第1回開催以来、今年で第33回目を迎え、全道のみなら
ず全国に情報発信してまいりました。この種のイベントでは北海道最大級の規模であり、前回は357社・機
関のご出展いただくとともに、来場者数は会期2日間で21,200名、商談件数は5,021件と盛況理に終了する
ことができました。
また、第33回から新北海道知事「名誉会長 鈴木 直道 氏」が就任することになりました。
すでに各方面から出展の問い合わせが数多くきており、ビジネスセミナーにおいても、著名人の講演が決定
し、昨年以上の盛況が予想されております。講師の詳細については、以下をご参照ください。
さらに、今年も『特別展示：先端技術ゾーン』を設け、ロボット、AI、ITの展示に力を入れる予定です。
ゾーン内では昨年大盛況の「同時開催：ロボット・IoTワールド2019」（経済産業局・ノーステック主
催）の開催も予定しており、イノベーションの可能性を大いに感じられる展示となります。
是非、この機会にご来場ください。
それでは、今年の「北海道 技術・ビジネス交流会」の内容をご紹介いたします。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■「第33回 北海道 技術・ビジネス交流会」開催概要
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
名 称／ビジネスＥＸＰＯ「第33回 北海道 技術・ビジネス交流会」
テーマ／新時代に挑む Business×Innovation×Success
会 期／令和元年11月7日（木）・8日（金）（7日/10:00～17:30、8日/9:30～17:00）
会 場／アクセスサッポロ 札幌市白石区流通センター4丁目3番55号
TEL:011-865-5811
会場構成／ ①ITビジネス展示ゾーン
②ものづくり・電気・機械ビジネス展示ゾーン
③地域創造ビジネス展示ゾーン
④環境・バイオビジネス展示ゾーン
⑤学術・試験研究機関展示ゾーン
⑥特別展示：先端技術ゾーン
同時開催／（予定）
・「北海道新技術・新製品開発賞」受賞企業展
・「北海道省エネルギー・新エネルギー促進大賞」受賞企業展
・資源リサイクルフォーラム2019
・札幌商工会議所ものづくりコーナー
・北のITシーズフェア2019
・ものづくり補助金 成果事例発表会
・ロボット・IoTワールド2019
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
ビジネスＥＸＰＯ公式ホームページ http://business-expo.jp
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■ビジネスセミナー（一部）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
今年もイベントを盛り上げてくれる豪華セミナー講師が決定しました。
●講師：吉田 沙保里 氏（レスリング女子日本代表コーチ）
2012年には13大会連続世界一でギネス世界記録認定、国民栄誉賞受賞を成し遂げた。紫綬褒章
受章者（2004、2008、2012年）
●講師：猪又 將哲 氏（株式会社ファイバーゲート 代表取締役社長）
通信機器の開発製造、設置工事、サーバー管理等を一貫して手掛ける、株式会社ファイバーゲート
代表取締役社長。2018年3月に東証マザーズへ札幌から新規上場。
なお、未定のセミナーについては随時、HP・Facebookの新着ニュースより更新します♪
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
■出展のお申込について
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
申込期間／令和元年5月13日（月）～令和元年8月9日（金）
※申込み期間中でも予定小間数に達した場合は締切となりますので予めご了承下さい。
申込方法／出展申込みは下記のホームページよりお願いいたします。
ビジネスＥＸＰＯ公式ホームページ http://business-expo.jp
【お問合せ先】-------------------------------------------------------北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局
〒001-0021 札幌市北区北21条西12丁目コラボほっかいどう
公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）内
担当：飯田・町田
TEL 011-716-9150／FAX 011-708-6529
----------------------------------------------------------------------
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主催：在札幌米国総領事館

協賛：ハワイアン航空

ハワイビジネスセミナー in 札幌
～今、ハワイが熱い！～
今ハワイは、旅行先としてだけでなく、
「ビジネスの地」としても注目を集めています。本セミナーでは、
飲食業の経験がゼロながらハワイのレストラン経営を引き継ぎ、ハワイはもとより日本でも大人気の
レストランチェーンへ育てた日本人女性オーナーを招き、北海道初の講演を行います。また、ハワイで
ビ ジ ネ ス を 展 開 さ れ て い る 道 内 ３ 企 業 の 経 営 者 か ら 、“ ビ ジ ネ ス の 地 と し て の ハ ワ イ ” の 魅 力 や
成功の鍵についてお話をいただきます。新たなビジネスをお考えの方は、ぜひご参加下さい。

参加
無料

【セミナー概要】
日

時 ２０１９年７月１８日（木） １３：３０～１５：３０

場

所 ANA クラウンプラザホテル札幌２３階「白樺」（中央区北３条西 1 丁目２-９）

定

員 先着１００名 ※定員になり次第、締め切らせて頂きます。

参加費 無

料

基調講演 「ゼロからビジネスサクセスへのチャンスを与えてくれた島、ハワイ」
エッグスンシングスハワイ Inc.
代表取締役 CEO 縄野 由夏 氏
パネルディスカッション
• 株式会社アロハスコーポレーション

代表取締役

大竹 千夏 氏

JR 札幌駅前アスティ 45 ビル内ハワイアンレストラン「ラニ カウ」のオーナー。
ハワイでは夫と観光・不動産関係の会社を共同経営。

•

株式会社どうきゆう

代表取締役

中西 泰司 氏

飲食店チェーン経営。ホノルルに開店した「とんかつ玉藤」が、米国の有名飲食店検索サイトの
「ハワイで新規開店したレストラン」部門第１位を獲得。

•

株式会社大東インターナショナル

代表取締役

丹山 東吉 氏

札幌の「ブルクベーカリー」を経営。ホノルルでも店舗を展開し、2019 年 5 月に 5 店舗目が
開店。今後、ソウルやニューヨークへの進出も検討中。

共催：経済産業省北海道経済産業局、北海道商工会議所連合会、札幌商工会議所
JETRO 北海道貿易情報センター
後援：北海道、札幌市、中小企業基盤整備機構北海道本部、北海道経済連合会
北洋銀行、ハワイ州観光局
◆お申込方法：下記申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込み下さい。
◆申 込 締 切：７月１２日（金）
◆お申込先：札幌商工会議所 国際･観光部 国際交流･観光課
◆お問合せ先：在札幌米国総領事館 担当：馬場（TEL:011- 641-1115）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７/１８（木）「ハワイビジネスセミナー ～今、ハワイが熱い！～」セミナー参加申込書
札幌商工会議所 国際・観光部 国際交流・観光課宛

ＦＡＸ:０１１-２２２-５２１５

事業所名
住所
TEL/FAX

e-mail

部署・役職

氏

名

部署・役職

氏

名

※ご記入いただいた個人情報は当セミナーの管理・運営、通知及び当所からの同種の情報提供のために利用いたします。

情報通信月間行事
総務省

総務省で進めている最新の電波政策や、Society 5.0の実
現に向け、期待されている「超高速通信」「多数接続通
信」、「超低遅延通信」が可能な「５G」や4月11日小惑星
「リュウグウ」にタッチダウンした「はやぶさ２」などの無線技術につ
いてわかりやすく紹介いたします。

総務省 北海道総合通信局長 藤本 昌彦

「はやぶさ２」 地球帰還 カプセル分離
（C）JAXA

電波有効利用促進セミナー２０１９
～花開く技術、まだ見ぬ可能性へ向かって～
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■日時：令和元年

月

日(木)

13:30～16:25（13:00開場）

お申し込み方法
申込書は裏面です

■場所：ホテルモントレエーデルホフ札幌
１３階ベルヴェデーレ
（札幌市中央区北２条西１丁目１番地）
※セミナー参加者の駐車場は確保しておりませんので、ご了承ください。

先着

１００名
参加無料

主催者あいさつ 北海道総合通信局長 髙野 潔
講演１

13:35～14:40

「第５世代移動通信システム(５Ｇ)の実現と地域社会の未来」
講師：総務省 総合通信基盤局 電波部
移動通信課 移動通信企画官 片桐 広逸（かたぎり こういち）
講演２

14:50～１6:25

「宇宙科学における電波利用の拡大」
― 宇宙探査と無線システム ―

講師：宇宙航空研究開発機構（JAXA）宇宙科学研究所
宇宙機応用工学研究系 助教 冨木 淳史（とみき あつし） 氏
■主催：総務省北海道総合通信局、北海道テレコム懇談会

電波有効利用促進セミナー２０１９ 申込書

6 27

■日時：令和元年

月

日(木)

13:30～16:25

（13:00開場）

(札幌市中央区北２条西１丁目１番地）
※セミナー参加者の駐車場は確保しておりません
ので、ご了承ください。

締切：６月24日(月)まで

電子メールアドレス freq-hokkaido@soumu.go.jp
ファックス番号
011-700-5463

団体名
所属
・
役職
・
氏名
連絡先

所属・役職

氏名

所属・役職

氏名

所属・役職

氏名

メールアドレス：
電話：

お申し込み方法

アスティ45

参加をご希望される方は、「電波利用セミナー参加希望」と記載し、団体名、所属、氏名、役職、連絡先を
明記の上、6月24日（月）までに、上記の電子メールアドレスから、またはファクスにてお申し込みください。
お問い合わせ先 アドレス：freq-hokkaido@soumu.go.jp 電話番号：011-709-2311(内線4624)

[北海道総合通信局 無線通信部 電波利用企画整課]

個人情報の取扱いについて
ご提出いただいた個人情報については、受付整理及び連絡用としてのみ使用します。また、個人情報保護の規定に従って適正に
管理いたします。

