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今後の主要事業
【7月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

8月5日（月）
～8月8日（木）
予定

所

事
グループ・局

担

当

2020年度 政府予算要望活動

【7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 ～
会員 11,880円
道特会館 5階 大会議室B
労働政策局

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。

【道経連通信 №７２３】(1)

掲 示 板
◆ 北海道運輸局 より
観光・ブランディングシンポジウムin北海道 のご案内
☆世界最大のブランディング専門会社であるインターブランド社による北海道初の講演☆
日
場

時：2019年8月9日（金）13時～17時
所：札幌グランドホテル グランドホール（札幌市中央区北1条西4丁目

申込方法
下記のＵＲＬもしくは添付チラシ左下のＱＲコードからお申込ください。

https://krs.bz/jterc/m/symposium190809
7月31日締切
問合先
一般財団法人 運輸総合研究所
TEL03-5470-8415 FAX03-5470-8419
E-mail： collo@jterc.or.jp

◆ 公益財団法人 国際人材育成機構 より
セミナー「外国人材の活用について」が開催されます。（参加無料）
我が国、そして東南アジア、南アジア諸国の20年先、30年先、50年先を見据え、外国人材をいかに活用
していくか、技能実習制度、特定技能制度について、そのポイントを丁寧に解説します。
日
場
講

時：2019年7月23日(火)、16：00～19：00
（開場15：30 講演16：00～ 懇親会18：00～）
所：ホテルポールスター札幌 （札幌市中央区北４条西６丁目 ℡011-330-2532）
師：公益財団法人 国際人材育成機構
会長
栁澤 共榮

お問合せ：公益財団法人

国際人材育成機構

北海道支局（℡011-729-1616）

◆ 旭川市企業誘致推進協議会 より
「動物園通り産業団地視察会in旭川」開催の御案内
来る７月２６日（金）に，物流や食品関連事業者様などを対象に，現在分譲中の「動物園通り産業団地」の
現地視察会を開催します。添付チラシを御覧の上，ぜひ御参加ください。
締 切：令和元年７月２３日（火） ファックス又はＥメールでお申し込みください。
申込先：旭川市企業誘致推進協議会(事務局 旭川市経済部企業立地課)担当：塚本，三谷
Eﾒｰﾙ： kigyoritchi@city.asahikawa.hokkaido.jp
◇◇◇◇◇◇動物園通り産業団地の概要◇◇◇◇◇◇
・総分譲面積
約２２．７ヘクタール
・平均分譲価格 約９，５００円／㎡
・固くフラットな地盤 Ｎ値５０（８～１５m）
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

FAX：0166-26-7093

【道経連通信 №７２３】(2)

◆ 北海道経済部科学技術振興室産学官連携グループ より
第6回北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会
１．日時：7月 11日(木) 14:30～16:00(受付開始14:00～）
２．場所：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター赤れんが前（札幌市北4条西6丁目）
３．内容：(1)Tellus（テルース）の現状と今後の展開について（仮）
さくらインターネット シニアプロデューサー 山崎 秀人 氏
(2)みちびきを利用した高精度自律型計測システムについて（仮）
北海道大学 宇宙ミッションセンター 教授 高橋 幸弘 氏
（ポーラスタースペース（株）取締役）
経済産業省が進める衛星データのオープン&フリーの取組
「Tellus(テルース）」について、経済産業省の委託を受けて事業を進めるさくらインターネットから講師
をお迎えし、現状の機能紹介や今後の展開について詳しくご紹介いただきます。
また、昨年11月にサービスインした準天頂衛星「みちびき」に関して、昨年、内閣府の実証事業の採択を
受けたポーラスタースペース（株）の取組について、同社取締役で当協議会アドバイザーを務める北大の高橋
教授からご紹介いただきます。
お申し込みは次のあて先に、
①企業・団体名、②出席者の所属・役職、③出席者のお名前をお知らせください。
申し込みは7月9日(火)までにお願いします。
あて先： sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp
お問い合わせ】
北海道 経済部 科学技術振興室（篠原・渋谷）
E-mail

電

話

011-204-5127

sogo.kagi1@pref.hokkaido.lg.jp

◆ (公財)北海道中小企業総合支援センターより より
「プロフェッショナル人材活用セミナー」in札幌のご案内
公益財団法人北海道中小企業総合支援センターでは、北海道から「プロフェッショナル人材センター運営事
業」を受託し、「北海道プロフェッショナル人材センター」を設置して、新たな商品・サービスの開発、その
販路の開拓や生産性の向上などの取組を通じて企業の成長戦略の具現化をリード又はサポートするプロフェッ
ショナル人材の活用を促し、その採用を支援しています。
本セミナーでは、パーソルホールディングス株式会社 グループ営業本部地方創生担当責任者の 市野喜久氏
を招き、「守りから攻めへの採用戦略」～大手企業に負けない人材採用スタイル変革～ をテーマにセミナー
を開催します。外部人材の活用に関心のある企業の皆様は、ぜひご参加下さい。
＜主な内容＞
●この場で「地方企業が採用できない理由」を明らかにします。
●マクロ動向／雇用統計／採用市場のデータを読み解き、自分事にしていくことで
「守りから攻めへ採用スタイル変革」に着手しなければいけない理由を実証します。
●求職者から応募が入り、採用力ある、中小企業事例から学びを得ます。
●明日からすぐやること、１年かけて取り組むこと、への準備をおこないます。
【日 時】2019年7月25日(木) 14:00～16:30
【場 所】ニューオタイン札幌2階「鶴（西中）の間」（札幌市中央区北 2条西 1丁目 1-1）
【定 員】50社（参加費無料）
【申込方法】下記ホームページから本セミナーのチラシを印刷し、裏面の申込書に必要事項を記入の上、
FAXまたはメールにて申込みください。
https://pro-jinzai-hokkaido.jp/sapporo2019/
【申込み・問合せ先】
札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
(公財)北海道中小企業総合支援センター内
北海道プロフェッショナル人材センター 堀、熊田
TEL：011-232-2002 FAX：011-232-2011
E-mail：

pro-jinzai@hsc.or.jp

【道経連通信 №７２３】(3)

◆ 一般財団法人 女性労働協会 より
女性活躍推進に関する管理職向けセミナーを開催します!
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されまし
た。一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者301人以上から
101人以上の事業主に拡大されます（施行：公布後3年以内の政令で定める日）。
中小企業においても、女性活躍の重要性を理解し、取組を加速させていくことが求められています。また、
人手不足対策や働き方改革を進めるうえでも、女性活躍推進への取組はとても重要となっています。
そこで、女性活躍推進の取組に向けて、管理職のみなさまが自社の課題を解決するために配慮すべき点など
をわかりやすく解説するセミナーを実施します。情報共有の場として異業種企業との交流会もご用意しました
ので、是非ご参加ください。
【日 時】2019年7月19日(金) 14:00～16:30
【場 所】会議・研修施設ACU 16階 中研修室1605
（札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45）
【定 員】50名（参加費無料）
【申込方法】
下記ホームページからお申し込みください。
http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp/seminar/symposium/Kanrisyoku.html#hokaido
【申込み・問合せ先】
一般財団法人 女性労働協会（厚生労働省からの受託事業者）女性活躍推進センター東京事務局
TEL：03-3456-4412 FAX：03-6809-4472
E-mail： suishin@jaaww.or.jp

【道経連通信 №７２３】(4)

特別講演会

運輸総合研究所

観光・ブランディング
シンポジウムin北海道

定員

300名

（申込み先着順）

参加無料

〜 2030年に向け、北海道のミライを語る 〜
日

時

2019年

場

所

札幌グランドホテル グランドホール
北海道札幌市中央区北1条西4丁目

金 13:00〜17：00（開場12：30）

https://www.grand1934.com/location/

2020年の訪日外国人旅行者数を4,000万人、北海道は500万人
と政府目標が掲げられ、インバウンドの拡大は、北海道の社会・経済に
も大きなインパクトを与えています。
今後、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、2025年大
阪・関西万博が予定され、世界から日本への注目が集まるなか、
ここ北
海道でも、本年9月にラグビーワールドカップ2019日本大会が札幌
で、10月にはG20観光大臣会合が倶知安で開催が予定されていま
す。また、欧米豪に訴求力のある体験型観光のメッカとなるべく、
「アド
ベンチャートラベル世界サミット」の北海道誘致（2021年秋開催）
にも
力を注いでいるところです。
さらに、2030年に向けて、北海道新幹線札幌延伸、冬季オリンピッ
ク・パラリンピック招致も盛り上がりを見せるなか、北海道の強みを最
大限に活かしていくためにも、未来を見据えた観光戦略として、世界で
通用するブランディングを行い、世界に発信していくことが重要です。
北海道における観光が、一過性ではなく持続可能な形で繁栄するた
めに、
「世界に選ばれる観光デスティネーションとしてのブランド化」の
重要性をテーマに、ブランディングの第一人者を講師に迎えて、世界最
先端の動向を共有するとともに、観光を通じた北海道の今後を考察し
ます。

シンポジウム概要
観光をはじめ幅広い分野で、官民を問わず不可欠かつ重要な要素で
ある「ブランディング」をテーマに、
「 ブランドとは何か」、
「 DMO
(Destination Management/Marketing Organization)はどうあ
るべきか」、
「世界レベルでの観光デスティネーションとなるにはどうす
べきか」
というさまざまな課題について、各分野の専門家が、先進事例
や、背景にある理念を紹介します。世界最大のブランディング専門会社
であるインターブランド社によるオープンな講演は北海道初であり、
こ
の機会に、
ブランディングの重要性を確認し、北海道の未来について展
望します。

プログラム (予定)
13:00-13:05

開会挨拶：宿利 正史

運輸総合研究所会長

13:05-13:20

来賓挨拶：鈴木 直道
大髙 豪太
堰八 義博

北海道知事
北海道運輸局長
北海道観光振興機構会長

基調講演
①13:20-14:10

並木 将仁

株式会社インターブランド・ジャパン
代表取締役社長兼CEO

②14:10-14:40

山本 さとみ 株式会社ダブルシックス・マーケティング

代表取締役、元オーランド観光局日本代表

14:40-15:00 コーヒーブレーク

パネルディスカッション
15:00-16:30
(モデレーター)

山内 弘隆

運輸総合研究所所長

( パ ネリスト )

堰八 義博
並木 将仁

北海道観光振興機構会長
株式会社インターブランド・ジャパン
代表取締役社長兼CEO

山本 さとみ 株式会社ダブルシックス・マーケティング

代表取締役、元オーランド観光局日本代表

16:30-17:00 質疑応答
17:00

閉会
※挨拶者、講師及び講演内容は都合により変更される可能性があります。

参加
申込

下記のURLよりお申し込みください。
https://krs.bz/jterc/m/symposium190809

お問い合わせ：

一般財団法人 運輸総合研究所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目18番19号 虎ノ門マリンビル
tel 03-5470-8415 FAX 03-5470-8419
E-mail：collo@jterc.or.jp
【締切】
2019年7月31日
（水）

主 催 一般財団法人 運輸総合研究所
協 力 北海道運輸局、北海道開発局、北海道経済産業局、

北海道、札幌市、北海道経済連合会、
（一社）北海道商工会議所連合会、北海道経済同友会、
（公社）北海道観光振興機構、
（公財）札幌国際プラザ、
北海道旅客鉄道株式会社

後 援 日本経済新聞社、北海道新聞社、時事通信社

