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今後の主要事業
【11月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

事
グループ・局

所

12月12日(木)
15:00～15:45

2019年 12月度 会長・副会長会議

12月12日(木)
16:00～17:45

北海道経済記者クラブとの懇談会

京王プラザホテル札幌

企画総務グループ

京王プラザホテル札幌

企画総務グループ

担

当

大照・高井

大照・高井

【11月以降の講座講習会】
日

時

場

11月22日(金)
13:00～17:00
12月9(月)
13:00～17:00
1月16日(木)
17日(金)
10:00～17:00
1月21日(火)
13:00～17:00
1月22日(水)
9:50～17:00
23日(木)
10:00～17:00
1月24(金)
9:20～20:10
1月29(水)
13:00～17:00

講座講習会名
グループ・局

所

今からでも遅くない！働き方改革対策講座
～管理職・総務人事担当者は必ず押さえておくべき働き方改革実務～

道特会館 5階 大会議室B
従業員の交通事故と企業責任
6階

中会議室

2階

労働政策局

～採用から退職までの人事労務管理の実務的留意点～

5階

大会議室B

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B

労働政策局

安全管理者選任時研修
道特会館

5階

労働政策局

大会議室B

～健康保険制度の早分かりと徴収･納付･保険給付･手続き上の留意点～

5階

24,200円
30,800円

佐藤
会員
8,800円
一般 12,100円

林
第一種 28,050円
第二種 25,850円

佐藤
会員 ･一般

健康保険の実務講座
道特会館

林
会員
一般

労働基準法の実務講座
道特会館

林

労働政策局

大会議室

担当
6,600円
8,800円

会員
8,800円
一般 12,100円

職場リーダーレベルアップ研修

道特会館

会員
一般

労働政策局

～交通事故リスクから企業を守るために～

道特会館

受講料

労働政策局

大会議室B

12,100円

佐藤
会員 6,600円
一般 8,800円

林

※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
「『外国人採用』基礎セミナー・相談会の開催」
北海道では、改正入管法の成立による在留資格「特定技能」の新設に伴い、外国人材の採用経験がない又は
新たな採用ルートの開拓を希望している道内事業者や団体等を対象としたセミナーを、道内６カ所で開催しま
す。
本事業にご関心のある企業等の皆様におかれましては、下記の問合せ先までご連絡ください。
＜開催概要＞
○名称 「外国人採用」基礎セミナー・相談会
○主催 北海道
○日時・場所
・旭川 11/25(月) 13:00～ 道北経済センター
・函館 11/28(木) 13:00～ サン・リフレ函館
・札幌 12/ 2(月) 13:00～ Sapporo55ビル
・北見 12/ 4(水) 13:00～ 北見経済センター
・釧路 1/27(月) 13:00～ 道東経済センタービル
・帯広 1/28(火) 13:00～ 帯広経済センタービル
○概要
・セミナー
在留資格や、外国人が従事できる職種・業種など、外国人を採用するために必要な情報をお伝えい
たします。
・相談会
外国人採用に関する専門事業者数社が、外国人の採用方法や特定技能を含む在留資格などについ
て、個別に相談に応じます。
○参加費 無料
※詳細は、添付の案内チラシ及び下記Webサイトをご参照ください。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/gaikokujinzai.htm
○申込方法・締切
添付の参加チラシ裏面の参加申込書に必要事項を記載の上、下記申込み先までTEL、FAX、E-mailにてお申
し込みください。
○お申込み先・お問合せ先
外国人材確保支援事業（採用相談会）事務局
(キャリアバンク株式会社 海外事業部 担当：冨樫、大前)
TEL：011-251-5009
FAX：011-231-5133
E-mail：

saiyou-soudan@career-bank.co.jp

◆ 北海道経済部 より
◆「北海道宇宙ビジネスセミナー」
北海道及び北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会では、世界的に宇宙ビジネスへ注目が集まる中、北海道
における宇宙産業の可能性をテーマに、道内企業の宇宙ビジネスへの関心を高めることを目的として、北海道
宇宙ビジネスセミナーを開催します。
宇宙ビジネス関連の法制度の権威である学習院大学の小塚教授をお招きして基調講演をいただくほか、「北海
道から宇宙へ」をテーマに、インターステラテクノロジズの稲川社長はじめ道内外の宇宙ビジネス関係者によ
るパネルディスカッションを行います。
参加無料となっておりますので、皆様の御参加をお待ちしております。
日 時：令和元年12月12日（木）14:30～17:00（※14：00開場）
会 場：札幌ガーデンパレス2F （札幌市中央区北1条西6丁目）
参加費：無料
主 催：北海道、北大リサーチ＆ビジネスパーク推進協議会
共 催：北海道衛星データ利用ビジネス創出協議会 協力：NoMaps実行委員会
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プログラム
◆基調講演・講演 14：30-15：20
･･･基調講演･･･
「ロケット打上げと有人宇宙飛行・スペースポートを巡る法制面の現状と課題について」
学習院大学法学部 教授 小塚 荘一郎 氏
･･･講演･･･
「宇宙政策の動向について(仮)」
内閣府宇宙開発戦略推進事務局
◆パネルディスカッション 15：30～17：00
テーマ：「北海道から宇宙へ」
パネラー ：インターステラテクノロジズ㈱ 代表取締役社長 稲川 貴大 氏
㈱SPACE WALKER 代表取締役CEO 眞鍋 顕秀 氏
一般社団法人スペースポートジャパン 理事 新谷 美保子 氏
大樹町長 酒森 正人 氏
横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 准教授 笹岡 愛美 氏
モデレータ：北海道大学公共政策大学院 教授 鈴木 一人 氏
【申込方法】
次のいずれかの申込方法により、①氏名 ②フリガナ ③所属
知らせください。
１）WEBサイト入力フォームからのお申込み
URL: http://www.hokudai-rbp.jp/rbp_event/4404/
２）メールでのお申込み
E-mail: sangaku@noastec.jp
※申込締切：12月9日（月）

④メールアドレス

⑤住所

⑥電話番号 をお

【お問い合わせ】
公益財団法人 北海道科学技術総合振興センター
産学連携支援部 〔北大リサーチ&ビジネスパーク推進協議会事務局〕
TEL：011–708-6536
E-mail： sangaku@noastec.jp
URL: http://www.hokudai-rbp.jp/rbp_event/4404/

◆ カナダ大使館・カナダ政府札幌通商事務所より
◆「カナダCPTPPセミナー&懇親会」のご案内
カナダ大使館ではこの度、CPTPP 協定についてセミナーを札幌市、旭川市の２都市で開催します。
カナダ連邦政府代表として数々の貿易協定交渉を担当してきたカナダ大使館の一等書記官や、ジェトロ北海道
の担当官が現状の概要を説明します。
また今春から開始されたJA岩手中央農協によるリンゴのカナダへの輸出など、CPTPPをふまえた実例など旬
の話題が紹介されます。
拡大するグローバルエコノミーに影響を与え、北海道の貿易振興にも非常に重要な意味をもつこの協定につい
て知見を高めて頂けるとても良い機会です。
なお、セミナー後は懇親会も予定しております。皆様のご参加をお待ちしております。
（※参加は無料ですが事前のご登録が必要です。）
【札幌会場】
日時：２０１９年１２月１１日（水）
開始午後４時（セミナー） ／午後５時３０分～７時（懇親会）
場所：センチュリーロイヤルホテル 20 階グレイス
（札幌市中央区北5 条西5 丁目）
【旭川会場】
日時：２０１９年１２月９日（月）
開始午後４時（セミナー） ／午後５時３０分～７時（懇親会）
場所：アートホテル旭川 2 階ザ・ウエストルーム
（旭川市7 条通6 丁目）
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申込期限：１２月４日（水）
申込方法：参加ご希望の方は添付ご案内の２ページ目の参加申込書に詳細をご記入の上、ファクス : 011281-6563 またはEメール : ctos2@bz04.plala.or.jp 宛
に送付してご登録ください。 （※参加無料ですが事前登録が必要。先着７０名にて締め切らせて頂きます。
懇親会には公共交通機関等でお越しください。）
【申込み・お問い合わせ】
カナダ政府札幌通商事務所
電話：011-281-6565

【道経連通信 №732】(4)

北海道委託事業 「令和元年度 外国人材確保支援事業」

「外国人採用」
基礎 セミナー･相 談会
外国人採用について知りたい企業様向けに、
外国人採用が一から分かる基礎セミナーと

￥
0
￥0

専門事業者との採用に向けた個別相談会を開催します！

参加無料
参加無料
セミナー･相談会内容

講師紹 介

セ 在留資格や、外国人が従事できる職種・業種など、
ミ 外国人を採用するために必要な情報をお伝え
ナ
ー いたします。

水田 充彦

「外国人採用」に関する専門事業者 ( 外国人材紹

相 介事業者、特定技能登録支援機関、在留資格の専
談 門家 ) が、外国人の採用方法、特定技能を含む在
会 留資格についてなど、御社の抱えるお悩みに個別
で相談に応じます。

開 催 日程

旭川

函館

札幌

Mizuta Mitsuhiko

キャリアバンク株式会社
執行役員 海外事業部 部長
社会保険労務士 有資格者

北海道最大手の総合人材会社キャリアバンクにて、人材派遣、
人材紹介事業の部門責任者を歴任。
現在は海外人材の採用支援に特化した海外事業部の責任者。
2016年より日本語学校を運営する㈱札幌ランゲージセンターの
常務取締役を兼任。

道内 6 都市に て 開催 し ま す ！

11/25

入退場自由

月 13 ： 00 ～

道北経済センター

当日の詳細は裏面をご覧ください。

北見

12/4

水 13 ： 00 ～

北見経済センター

セミナー：6 階研修室、相談会：中ホール

セミナー：1 号の 1、相談会：1 号の 2

[ 住所：旭川市常盤通１丁目２５００－２２]

[ 住所：北海道北見市北３条東１丁目４ ]

11/28

木 13 ： 00 ～

サン･リフレ函館

釧路

1/27

月 13 ： 00 ～

道東経済センタービル

セミナー：大会議室、相談会：視聴覚室

セミナー：第 1 中会議室、相談会：第 2 中会議室

[ 住所： 函館市大森町 2 番 14 号 ]

[ 住所：釧路市大町 1-1-1 ]

12/2

1/28

月 13 ： 00 ～

Sapporo55 ビル

帯広

キャリアバンク株式会社内 セミナールーム
[ 住所：札幌市北 5 条西 5 丁目 sapporo55 5F ]

火 13 ： 00 ～

帯広経済センタービル
セミナー：中会議室 A、相談会：中会議室 B
[ 住所：帯広市西 3 条南 9 丁目 ]

WEB 申込フォームまはた電話、FAX、メールにてお申込ください。
◆メールでお申込みの場合：件名に「採用相談」本文に「企業情報 ( 会社名・業種・所在地・TEL 番号・FAX 番号・E-mail アドレス )、
参加者情報 ( 参加者氏名、フリガナ、所属部署 ) と参加日」を記入してお送りください。
実施･運営

011-251-5009
電話受付時間：平日 9 時～ 18 時

saiyou-soudan@career-bank.co.jp

スケジュール
時間

内容

詳細

13：00～14：00

外国人採用に関するセミナー

外国人採用に関する基礎セミナー（外国人を採用するには？、在留資格
について、特定技能について など）。

14：00～14：35

専門事業者プレゼンテーション
（5分/社）

外国人採用に関する専門事業者（外国人材紹介事業者、特定技能登録
支援機関、在留資格の専門家）による企業説明。

14：35～14：45

休憩（移動）

14：45～16：15

相談会

―
プレゼンテーションした専門事業者が個別に相談に応じます。外国人の
採用方法、特定技能について、在留資格についてなど、詳しくご説明し
ます。

「外国人採用」基礎セミナー・相談会
参加申込書

FAX 専用申込用紙
FAX：011-231-5133
会社名

業種

ご担当者名
所在地

キャリアバンク株式会社海外事業部
外国人材確保支援事業（採用相談会）事務局
担当：冨樫、大前

フリガナ

所属部署

〒

TEL

FAX

E-mail
参加者氏名（フリガナ）

所属部署

フリガナ

フリガナ
フリガナ

□ 参加する地域に〇をご記入ください

2019.11.25（月） 旭川

2019.12.4（水） 北見

2019.11.28（木） 函館

2020.1.27（月） 釧路

札幌

2020.1.28（火） 帯広

2019.12.2（月）

【こちらの応募・申込の個人情報の取り扱いについて】
・こちらの申込みでお預かりする個人情報は、参加申込の確認とそのお申込に対する弊社からのご連絡、
取りまとめに利用するものとし、それ以外の目的での利用はいたしません。
・ご応募・エントリーをもって、上記への同意とさせていただきます。

Comprehensive and Progressive Agreement for
TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)

カナダ大使館・カナダ政府札幌通商事務所主催

＆懇親会
令和元年(2019 年)

参加無料

旭川

12 月 9 日（月）

アートホテル旭川

各会場 先着

2 階ザ・ウエストルーム （旭川市 7 条通 6 丁目）

札幌

12 月 11 日（水）

センチュリーロイヤルホテル

70

いずれも

午後 4:00～7:10

開場 3:30 セミナー4:00～5:30 懇親会 5:40～7:10

名

20 階グレイス （札幌市中央区北 5 条西 5 丁目）

CPTPP 協定（環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的協定）により関税率はどうなっていくのか？どの
ような物品にどのような影響が見込まれるのか？ グローバルエコノミーの現代にあって世界経済、日本そして北海道経
済もこの協定の影響を受けながらサプライチェーンは地球規模で拡大を続けています。このセミナーでは協定の意味や効
果を考えながら、国内団体の輸出や国際貿易への取組なども紹介される良い機会となります。
※プログラムは変更の可能性があります。

4:10 ～ 4:50
🍁 基調講演

4:50 ～ 5:10
🍁
（日本語）

（札幌会場のみ）

ジェトロ北海道
中本 健一氏

5:10 ～ 5:25
🍁 事例紹介

カナダ大使館
一等書記官
Lisa Mallin
リサ・マリン
現在、在日カナダ大使館で貿易政策を担当し、アジア域
内各公館の CPTPP に関する調整をリード。来日前はカ
ナダ連邦政府代表として、複数の貿易協定交渉で電子商
取引(e-commerce)と電気通信分野の交渉官を務め
た。入省以来、CPTPP のほか、日・加 EPA、カナダ・韓
国 FTA や世界貿易機関（WTO）などに深く関与。

岩手中央農業協同組合
営農販売部 営農販売部長 横澤 勤氏
（TV 会議システムによる参加）

5:40 ～ 7:10
🍁 懇親会
CPTPP に関する様々なご質問・ご相談に応じるほか、
講師への質問や参加者同士の名刺交換等交流を深める
機会にご活用ください。

共 催：北海道経済産業局
後 援：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）、ジェトロ北海道貿易情報センター、
北海道モバイルコンテンツビジネス協議会（HMCC）、北海道カナダ協会、旭川カナダ協会、日加友好北海道議会議員連盟

Comprehensive and Progressive Agreement for
TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)

・・・ CPTPP とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的協定）は日本では TPP11 と呼ば
れ、アジア太平洋地域において、モノの関税のみならず、サービス、投資の自由化を進め、知的財産、
金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で２１世紀方のルールを構築する経済
連携協定です※。参加 11 カ国は将来のアジア太平洋経済圏の経済統合に向けて第一歩を踏み出しま
した。
（※日本国内閣官房による協定説明）

カナダ CPTPP（TPP11）セミナー＆懇親会 参加申込書

会社・団体名

連絡先

〒
TEL :
E-mail :
ふりがな

役 職

氏 名
ふりがな

参加者

役 職

氏 名
ふりがな

役 職

旭川

氏 名

札幌

（希望する都市を〇で囲んでください）

※参加を希望される場合は、FAX またはメールにて、上記内容を下記の申込先までお送りください。
※先着 70 名にて締め切らせていただきます。
※当日は名刺を 2 枚ご持参下さい。
申込期限
※懇親会ではアルコール等が出されますので公共交通機関でお越しください。

12/4
（水）
申込み・問い合わせ先

カナダ政府札幌通商事務所

TEL : 011-281-6565 FAX : 011-281-6563 E-mail : ctos2@bz04.plala.or.jp

