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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6日（火）
～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

所

講座講習会名
グループ・局

受講料

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

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。
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掲 示 板
◆ 北海道経済部 より
北海道・第一生命共催

「経済講演会＆ビジネス商談会」の開催
（北海道経済部経済企画局経済企画課）

※本事業は、北海道と第一生命の包括連携協定に基づく協働事業です。
◆開催内容
〇日時：２０１９年９月６日（金） １4：00～18:00
〇場所：京王プラザホテル札幌（札幌市中央区北5条西7丁目2-1）
〇内容：
第一部 １4：００～１５：３０ 地下１階 プラザホール
『使命感経営と働き方改革』
講師：土屋 公三（つちや こうぞう）氏
株式会社土屋ホールディングス 創業者会長
第二部 １６：００～１８：００ ２階 エミネンスホール
ビジネス商談会

※内容詳細につきましては、下記ホームページから募集リーフレット等をダウンロードのうえ
ご覧ください。
○定員：３００名（参加費無料）
（ホームページ）

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/daiichilife_businessmatching.htm

＜お申込・お問い合わせ＞
〇第一生命保険(株)北海道営業局 奥野 ０５０－３７８０－８２７８
〇申込締切日：２０１９年８月７日（水）※先着順のためお早めにお問い合わせください。

◆ ノーステック財団 より
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「食品産業生産性向上フォーラム２０１９」を開催します
□
～新たな解決策を、知って、見て、相談できる１日～
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
人手不足でお悩みの食品製造業、食関連産業の皆様を対象に、スマート化による課題解決策をご提案するイ
ベントです。
来年から義務化されるHACCPの業務をIoTで効率化・省力化する手段や、生産工程の省力化に役立つロ
ボット・IoTの導入手法、事例展示をご紹介します。
出展企業へお気軽に相談いただける機会ですので、スマート化に関心をお持ちの企業様は是非ご来場くださ
い。
◆会期・会場：１日目：令和元年８月7日（水）13:00～17:00
旭川トーヨーホテル（旭川市７条通７丁目３２）
２日目：令和元年８月8日（木）13:00～17:00
ホテル札幌ガーデンパレス(札幌市中央区北1条西6丁目)
◆参加者数：食品製造他モノづくり企業役員・社員、関係者100名程度
◆入 場 料：無 料
◆申込方法：下記のウェブページからお申し込み下さい。
https://www.noastec.jp/web/news/details/post_208.html
■セミナー（13:00～15:20）
（１）基調講演
「IoT活用によるHACCP管理と食品生産管理の効率化」
株式会社シナプスイノベーションAI&IoT事業戦略室長 市川裕則氏
「中小食品製造業向け小型ロボットの導入How-to」
ABB株式会社 ロボティクス事業部長 中島秀一郎氏
（２）スマート化事例紹介
日糧製パンの将来に向けたスマート化戦略
日糧製パン株式会社常務執行役員 製造本部長 塩見佳久氏
パイオニアジャパングループが取り組むIoT導入による生産効率化
株式会社コスモジャパン 代表取締役 小林 惣氏
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■展示会・商談会（13:00～17:00）
ロボットメーカーと道内SIer14社が、人手不足対策・生産性向上を実現する
ためのヒントを提供致します。
（出展企業）ニッコー、ASCe、ハイテックシステム、三菱電機、安川電機、
オムロン、デンソーウェーブ、ＡＢＢ、ロボテック、美和電気工業、
菱電商事、石垣電材、グローリー、シナプスイノベーション
共 催：経済産業省北海道経済産業局／農林水産省
後 援：北海道、札幌市、旭川市、 (一社)北海道機械工業会、
(予定) (一社)北海道食品産業協議会、(一社)北海道ＩＴ推進協会、
北海道ＩＴコーディネータ協議会、北海道経済連合会
協 力：北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫、札幌商工会議所、
旭川信用金庫、旭川商工会議所、 (一財)旭川産業創造プラザ
事務局：(公財)北海道科学技術総合振興センター
問合先：ノーステック財団 クラスター事業部（担当：小原・服部）
TEL：011-708-6526（平日 9:00～17:00）FAX：011-747-1911
E-mail： hcluster@noastec.jp
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北海道・第一生命共同開催

経済講演会
＆ビジネス商談会
のご案内
■開催日

2019年

9月6日(金)

■開催時間

第１部
第２部

経済講演会
ビジネス商談会

14：00 ～ 15：30
16：00 ～ 18：00

■会場

京王プラザホテル札幌（札幌市中央区北5条西7丁目2-1）
※JR札幌駅より徒歩5分です。駐車場は混雑が予想されますので、
ご来場の際は可能な限り公共交通機関をご利用ください。

第１部
第２部

経済講演会
地下１階「プラザホール」
ビジネス商談会
２階「エミネンスホール」

■定員

300名様（受付先着順）
■参加費

必要ございません
■申込方法

別添の参加申込書に必要事項をご記入のうえ、当社営業担当へご提出ください。

※本イベントは北海道と第一生命の包括連携協定に基づく協働事業です。

第１部

経済講演会

【地下1F プラザホール 14:00～15:30 】

「使命感経営と働き方改革」
株式会社土屋ホールディングス
創業者会長
つちや

こうぞう

土屋 公三 氏
1941年、北海道生まれ。不動産会社勤務等を経て、1969年27歳で土屋商事創業。
1970年有限会社丸三土屋商事（土屋商事と合併）を設立、1976年株式会社丸三
土屋建設（1982年株式会社土屋ホームに商号変更）を設立し、注文住宅業界に進出。
道内屈指の総合住宅メーカーである土屋グループを一代で築き、２社の上場を果たした。
2008年持株会社体制へ移行し株式会社土屋ホールディングス
代表取締役会長就任、2017年より創業者会長。
【受賞等】
2004年 国土交通大臣表彰（建設事業関係功労者）
2008年 黄綬褒章受章
【著書】「生きがい、やりがいを育てる」「不動産教室」「マイホーム教室」
【監修】「３ＫＭ生涯幸福設計」「使命感経営」「21世紀人のための 大いなる生き方」など。

第２部

ビジネス商談会

【 2F エミネンスホール 16:00～18:00 】

業種・テーマを絞らず各分野からご参加いただいた企業さま同士をつなぐ、ビジネスマッチングを目的としたイベントです。
新規お取引先の開拓や自社商品・サービスのＰＲに、ぜひ本商談会をお役立てください。
今回も、道内外の企業さまが事前招待企業としてご参加くださいます。（右頁参照）
皆さまからの素敵なご提案をお待ちしております！

商談会後のビジネス展開事例（過去にご参加いただいた企業様からの一例）
ショップ運営、ホテル業など幅広い事業展開をし
ているＥ社は、食品廃棄物のカラス被害対応を
検討していた。Ｆ社が「カラス撃退シート」を提案、
Ｅ社のニーズとマッチングし、他の事業への展開も
ありビジネスパートナーを獲得できた。

百貨店のＡ社に、ベーカリーのＢ社
が催事出店。菓子メーカーＣ社は催
事出店および菓子売場ゾーンに展開。
海鮮食品Ｄ社が催事出店となり、
新規取引企業の拡大に繋がった。

商談会会場図
個別商談ブース

2F エミネンスホール

メインホール

異業種交流会＆展示企業出展スペース

「魚卵ペースト」を製造している海産物加
工業Ｇ社が、メインホールで同じテーブルと
なったベーカリーＨ社と商談。「たらこペース
ト」を提供し、コラボ商品開発に展開した。

■メインホールは異業種交流スペースです。
名刺交換など自由なＰＲ活動が可能です！
■メインホール内に展示スペースを設置します。
自社商品のＰＲにぜひお役立てください！
※展示スペースの利用には、事前のお申込が
必要です。詳細は申込書裏面をご覧ください。

■右ページ記載の企業さまとの商談は、
個別商談ブースにて予約制で行います。
（予約手続きはご来場後に承ります。）
順にお呼び出しいたしますので、
それまではメインホールにてお待ちください。
商談予約カウンター

※展示スペース

以下の企業さま(予定)が皆さまをお待ちしております。
（五十音順）

株式会社アークス
当グループは、「地域のライフラインとして価値ある商品・サービスを低価格で
提供し、豊かな暮らしに貢献します。」を合言葉に、北海道・東北で地域に密着
した食品スーパーマーケットを展開している企業グループです。地域が元気に
なるよう、生産者とお客様、また、企業と企業を結ぶ懸け橋になりたいと思って
おります。

株式会社アレフ
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」の展開（331店）を主力事業に、イタリア
ンレストランやビアパブ等を運営しております。また、自社工場でハンバーグや
ソース、ビール等の製造を行っております。これからも、もっと豊かで便利な食、
団欒を価値として提供し、社会のインフラ・外食の産業化を目指してまいります。

株式会社アインホールディングス
アイングループは、ファーマシー事業、リテール事業を中心に、調剤薬局1,132
店舗、ドラッグストア54店舗を全国に展開しています。（店舗数2019年4月期末）
全国のあらゆる地域で、「この街にアインがあってよかった」と言っていただける
存在になることを目指して、努力を続けてまいります。

岩田地崎建設株式会社
岩田地崎建設は経営理念「建設事業を通して人と自然の最適環境づくりに
貢献する」のもと北海道を基盤に東北から九州まで各地に拠点を持つ総合
建設会社として、幅広い分野で工事を手掛けております。97年の歴史のなか
で培ってきた技術力と経験を活かし、人と自然が共生する「調和のとれた未来
づくり」に貢献してまいります。

株式会社京王プラザホテル札幌

株式会社札幌丸井三越

信頼のトップブランドをコンセプトに多くの方々が集まるホテルとしての安心安全
を使命とし、皆様の大切な日となるパーティのお手伝いや宿泊される皆様のサ
ポートをしております。

百貨店の丸井今井札幌本店と札幌三越を運営しております。
北海道の歴史とともに歩んできた企業として、北海道への地域貢献を果たす
べく、道産食品の発信をはじめ、ともに北海道の魅力を発信していただける企
業様と連携し、北海道の皆さまの暮らしに寄り添う企業を目指してまいります。

株式会社セコマ
セコマグループは、小売、製造、卸、その他のグループ企業で独自のサプライ
チェーンを築いています。 道内産物を使い商品化し、道内を中心に展開するセ
イコーマートで販売して地産地消に努める他、道外・海外にも販売することで
北海道産食品の消費拡大とブランド力の向上に取り組んでいます。

株式会社竹中工務店
竹中工務店は「最良の作品を世に遺し、社会に貢献する」という経営理念の
もと、創立以来、お客様の期待に応える建築を提供してきました。
人々が幸せや歓びを感じることができる豊かで安心な「まちづくり」を通し、これ
からもグループ全員の力でサステナブル社会の実現に貢献する活動を推進し
てまいります。

株式会社ツルハ酒類販売

株式会社東急百貨店札幌店

当社はドラッグストアの㈱ツルハの子会社として、お酒を中心に北海道の各種
名産品を販売するネットショップを展開しております。北海道限定の銘酒、おい
しい食品、質の良い食材を販売しております。今後新たなお取引先様を拡大し、
全国のお客様に幅広く道産品の良さを知っていだだく一翼を担えればと考えて
おります。

北海道新幹線の札幌延伸を見据え札幌駅周辺の再開発計画も進みつつある
なか、さっぽろ東急百貨店では、2018年に東急ハンズが移転オープンし段階的
にリニューアル計画を推進中です。今後も、北海道に住む皆さまのライフスタイ
ルを反映した地域密着の店づくりを行ってまいります。

日本物産株式会社
当社は第一生命向けノベルティの企画・製造・販売や社員向けネット通販等を
展開しています。また、こうした長年の営業支援の実績と経験を活かし、第一生
命以外の企業様へのセールスプロモーション提案にも力をいれています。販促
向けノベルティグッズやプロモーション用ツール、社内向通販商品として化粧品
や美容コスメ、食品、季節の贈答品等のご提案をお待ちしています。

北海道キヨスク株式会社
通販カタログ「北の特急便」の発行及びECサイトの運営が主な業務となります。
自家用、贈答用としてお客様へ個別配送ができ、北海道に由来する商品の取
引を希望します。

野口観光株式会社
道内17・道外4のホテルを運営し、本州や海外からも、多くのお客様にご利用頂
いております。昨年はホテル業のやりがい・面白さを伝える為に『職業訓練校』
を苫小牧に開校し新たな人材育成にも着手。また福利厚生の一環として企業内
保育園の運営も開始。多方面から観光業界活性化に取り組んでおります。

北海道よろず支援拠点
（公財）北海道中小企業総合支援センターでは、中小企業・創業者等の相談窓
口「北海道よろず支援拠点」を開設しています。
チーフコーディネーターとコーディネーターが、複雑・高度・専門的な経営課題を
抱える中小企業・小規模事業者等に対し、ニーズに応じたきめ細かい支援サー
ビスをワンストップで提供します。

北海道営業局
札幌総合支社 道央支社
帯広支社 旭川支社 函館支社
第一生命では、記入いただいた内容を以下の業務などに活用します。
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供
●第一生命の業務に関する情報提供・運営管理
※各種商品・サービスの詳細は、第一生命ホームページ(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。

■お届けしたのは･･･

■ご連絡・お問い合わせ先

第一生命保険株式会社
北海道営業局
〒060-0003
札幌市中央区北3条西4丁目1-4
札幌第一生命ビル 8F
TEL 011-231-7236
担当／奥野

2019年9月6日（金） 北海道・第一生命共同開催

経済講演会＆ビジネス商談会 参加申込書
貴社名 （正式名称）
フリガナ

ご住所

お電話番号

名刺貼付欄
ご芳名①
フリガナ

ご所属

お役職

ご所属

お役職

名刺を貼り付けていただいた方は
左記にご記入いただく必要はありません。

ご芳名②
フリガナ

※会社名は参加者名簿等に掲載いたしますので、正式名称をご記入ください。
※第一生命に情報提供されることについて必ず同意を得たうえでご記入ください。

業種
1. 卸売・小売（飲・食料品）

2. 卸売・小売（その他）

3. サービス

4. 広告・出版

6. 製造（飲・食料品）

7. 製造（その他）

8. 運輸

9. 不動産

5. 通信・ソフトウェア
10. その他（

）

事業内容・自社PR（150字以内）

参加内容
1. 経済講演会&ビジネス商談会

2. 経済講演会のみ

3. ビジネス商談会のみ

展示スペースの利用 ※裏面の注意事項をよくお読みください（展示スペースには限りがございますのでご利用いただけない場合もございます）
1. 希望する

2. 希望しない

→ 希望する場合は必ずご記入ください

お申込締切

電源使用 … あり （使用アンペア数

8月7日（水）

A 機器名

）・ なし

■お届けしたのは･･･

※定員（300名）を超えた場合はお申込みをご遠慮いただく可能性がござい
ます。予めご了承ください。
第一生命では、記入いただいた内容を以下の業務などに活用します。
●関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスの案内・提供
●第一生命の業務に関する情報提供・運営管理
※各種商品・サービスの詳細は、第一生命ホームページ
(https://www.dai-ichi-life.co.jp/)でご覧いただけます。
C19-335-0008（2019.6.25）

担当者個人№

機関受付日

受付者

受付№

展示スペースのお申込にあたって
以下の注意点をご一読いただき、ご了承のうえお申込くださいますようお願いいたします。

＜展示スペースのサイズ＞
※縦 90cm × 横 180cm のテーブルを２社で
半分ずつご使用いただきます。
展示はこのスペース内に収まる範囲で
お願いいたします。
90cm

90cm

＜ご利用の際の注意点＞
●展示物の管理はお客さまご自身でお願いいたします。
紛失・破損等について、当社および北海道、会場である京王プラサホテル札幌は一切の責任を負いません。
●食品で持ち込み可能なのは、加工食品・飲料品のみです。
生鮮食品（農産物、水産物、畜産物等）、生もの（生ケーキ等含む）は持ち込みいただけません。
そば粉・小麦粉等の粉物類はアレルギーの関係上、粉の状態では持ち込みいただけません。
●ご来場の方に試食をしていただくことは可能ですが、実演・調理行為は不可となっております。
●個人輸入品は持ち込みいただけません。

●電源を使用される場合は、事前に当社社員までお申出ください。
使用する機器名(例:モニター、パソコン、空気清浄機など)をお知らせ下さい。
●会場内での物販はご遠慮いただきますようお願いいたします。
●会場内ではフリーネットワーク(WiFi)のご利用が可能です。
会場内エリアによっては繋がらない場合がございますので予めご了承願います。
●資料等(ポスター等)は、会場内壁紙がはがれる可能性があるため、掲示はお断りしております。
※その他、不明な点はお申込の前に当社社員へご確認をお願いいたします。

参加無料！
定員100名

食品産業生産性 上フォーラム
～新たな解決策を、知って、見て、相談できる１日～

会 場

1

日

時

場

所

旭 川

令和元年８月７日(水)
13:00～17:00（12:30開場）

旭川 トーヨーホテル

札 幌

令和元年８月８日(木)
13:00～17:00（12:30開場）

ホテル札幌ガーデンパレス

セミナー / 13:00～15:30
 基調講演(13:05～14:25)
「IoT活用によるHACCP管理と生産現場の効率化」
株式会社シナプスイノベーション
AI&IoT事業戦略室長 市川 裕則 氏

「中小食品製造業向け小型ロボットの導入How-to」
ＡＢＢ株式会社 ロボティクス事業部長 中島 秀一郎 氏

 食品製造業のスマート化事例紹介(14:30～15:30)
「日糧製パンの将来を見据えたスマート化戦略」
日糧製パン株式会社 常務執行役員 塩見 佳久 氏

「グループで取り組むIoT導入による生産効率化」
株式会社コスモジャパン 代表取締役 小林 惣 氏

HACCPの義務化に備え、
IoTの導入を検討したい

（旭川市７条７丁目３２）

（札幌市中央区北１条西６丁目）

展示・商談会 / 13:00～17:00
ロボットメーカー、SIerの展示・商談会
 ロボット実機を展示
 食品製造現場への導入事例を紹介
 出展各社によるプレゼンテーション
出展企業
(株)ASCe、石垣電材(株)、ABB(株)、オムロン(株)、

(株)シナプスイノベーション、デンソーウェーブ(株)、

(株)ニッコー、(株)ハイテックシステム、北海道グローリー(株)、
三菱電機(株)、美和電気工業(株)、安川電機(株)、
菱電商事(株)、(株)ロボテック

多くの人手を要する工程の
省人化を図りたい

重量物の搬送、寒い場所での作業等、
従業員の過酷作業を軽減したい

主 催：経済産業省北海道経済産業局、農林水産省
後 援：北海道、札幌市、旭川市、 (一社)北海道機械工業会、(一社)北海道食品産業協議会、
(予定) (一社)北海道ＩＴ推進協会、北海道ＩＴコーディネータ協議会、北海道経済連合会
協 力：北海道銀行、北洋銀行、北海道信用金庫、旭川信用金庫、札幌商工会議所、
旭川商工会議所、 (一財)旭川産業創造プラザ
事務局：(公財)北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）

開催趣旨
北海道の基幹産業である食品製造業は、人口減少と高齢化の進展による労働力不足が深刻な状態となっています。
この解決策としてロボットやＩｏＴ、ＡＩを活用したスマート化（自動化・省人化・省力化）があげられますが、それら技術の導入の検討
に必要な機会・情報量が不足しているため、中小食品製造業では全国的に導入が進んでいないのが現状です。
年々深刻化を極める労働力不足、そして2020年のHACCP導入の義務化への対応を見据え、事例やノウハウをお伝えする「セミナー」と、
全国のロボット・IoT関連企業による「展示・商談会」からなる、「食品産業生産性向上フォーラム2019」を開催致します。

講師紹介
株式会社シナプスイノベーション営業本部副本部長 市川裕則氏

ＡＢＢ株式会社 ロボティクス事業部長 中島秀一郎氏

前職では、食品・自動車等の生産ラインの全体設計、ロボットハンドシステム、ロボット
アームシステムの研究・開発に従事。東京大学をはじめ、様々な大学との共同研究開発の
リーダーを務める。2017年よりシナプスイノベーションに入社、IoTシステムの開発
や導入に携わると共に、IoTやスマートファクトリーについての
セミナー講演、雑誌への寄稿等を行う。

1998年3月、東京大学大学院工学系研究科修了後、ABB（株）に入社。社内改革室、分析
計・計装事業を経て、2013年よりロボティクス事業に従事。静岡県島田市のテクニカルセ
ンターのマネージャーを経て、現職。日本国内をはじめ、欧州、中国、中近東、北南米での
事業を経験し、新規事業の立ち上げや事業の立て直し等を含む
幅広い役割を経験。2016年よりABBロボティクスの国内事業を統括。

各企業がIoT導入の進め方について手探り状態の今、いざIoTを
導入するにあたって何から取り組めばいいかお悩みの事業者様も
多いと思います。
今回は、HACCP義務化の意味と、IoTを活用した効率的な
HACCP管理について解説致します。

食品製造業でロボット導入が成功するには①シンプルなシステム
②人との協働③デジタル技術の活用、の３点が大切です。
今回は、ABBのアプリケーション・センター東日本での
小型ロボットシステムや協働ロボットのYuMi（ユーミィ）を
使用した最適ソリューションの提供を例にとりながら、
ロボット導入に際しての「How-to」をお話し致します。

食品産業生産性向上フォーラム2019 参加申込書
E-mail: hcluster@noastec.jp
ＦＡＸ：０１１－７４７－１９１１
申込〆切 8月５日（月）
下記参加申込書に必要事項をご記入の上、メールまたはＦＡＸにてお申込みください
ふりがな

参加者氏名

（

）歳

（

）歳

（

）歳

ふりがな

参加者氏名
ふりがな

参加者氏名
参加者代表
E-mail

参加者代表
携帯電話

＠

旭川（８／７）

参加会場

・

札幌（８／８）

勤 務 先
住

所

ＴＥＬ

(

)

―

ＦＡＸ

(

)

※ご提供頂きました個人情報は、本フォーラムの開催目的のみに使用します。

【お問い合わせ】
(公財)北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団） クラスター事業部 小原・服部
011-708-6526
hcluster@noastec.jp

011-747-1911

－

