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今後の主要事業
【8月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

9月10日(木)
10:00～13:00

所

事
グループ・局

担

当

第252回 常任理事会
札幌パークホテル

企画総務グループ

中村

【8月以降の講座講習会】
日

講座講習会名

時

場

9月4日(金)
10:00～16:00

9月24日(木)
13:00～17:00
10月14日(水)
14:00～16:30

所

グループ・局

就業規則の整備と見直し
～同一労働同一賃金への対応、民法改正と身元保証、在宅勤務のルール化～

道特会館

５階

大会議室B

５階

会員
一般

労働政策局

大会議室B

労働政策局

道特会館 6階 中会議室

労働政策局

12,100円
16,500円

6,600円
8,800円

林
会員
一般

2020年度 助成金活用セミナー

担当

林
会員
一般

労災保険法に関する実務講座
道特会館

受講料

5,500円
7,700円

佐藤

※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
◆

北海道で働こう応援会議（道経連会員） より

第3回北海道で働こう！お仕事フェスタオンライン合同企業説明会のご案内
本合同説明会は、道内企業と北海道での就職を希望する若者とのマッチングの機会を設けるとともに北海道で
働く意義や可能性を伝え、一人でも多く道内で就職内定を得ることを目的とします。
また来春大学等卒業予定者以外の若者のためにも地元の若者を積極的に採用したいと考えている企業の担当者
からオンラインによる説明を受ける機会を提供。北海道で活躍する若者を一人でも増やすことを目的に本事業に
参加する企業を募集します。当会会員企業の皆様の採用・選考活動の一助としていただきたく、 ご案内申し上
げます。
2020年7月21日
北海道で働こう応援会議事務局
第3回
■日時
■対象

北海道で働こう！お仕事フェスタ （オンライン合同企業説明会）概要

開催日時：2020年9月3日(木)・4日(金) 9時～17時30分（1日40社×2日間）
大学（院）、短期大学、高等専門学校、専修学校、能力開発校など学生全般
（1～4年生）、および第二新卒、既卒
目標500人以上
※参加企業は北海道で働こう応援会議参加団体の会員企業で有料
最大80社、参加料金：25,000円（税別）
●申込方法：申込フォーム→

https://bit.ly/30iOe91

■目的

道内企業と道内で就職を希望する若者とのマッチングの機会を設けるとともに、北海道で働く意義
や可能性を伝え、北海道で活躍する若者を一人でも増やすことを目的として開催します。
■内容
オンラインによる企業説明会と講演会の実施
①企業説明
1社あたり企業説明1日2回（企業説明30分×2）※休憩15分
②道内企業家による講演
1日最大2回（講演40分＋質疑応答10分）
※クリプトン 伊藤社長が決定、鈴木知事からのビデオメッセージを依頼予定
③その他 ※検討中
■当日のスケジュール（予定）
9：00～ 参加企業受付開始・準備開始
9：45～ 開始
9：50～ 講演①
10：20～ 質疑
10：45～ 第１セッション（10社）
11：30～ 第２セッション（10社）
12：05～ 講演②
12：35～ 質疑
13：00～ 第３セッション（10社）
13：45～ 第４セッション（10社）
14：30～ 第５セッション（10社）
15：15～ 第６セッション（10社）
16：00～ 第７セッション（10社）
16：45～ 第８セッション（10社）
17：15
企業説明終了
17：30
終了
■特徴
・WEB会議サービスのzoomを使用します。
・道内企業と道内就職希望の学生（1～4年生）が対象です（既卒、第二新卒を含む）。
・ご希望の企業様には事前にzoomのレクチャーを行います。
■募集期間
2020年7月21日（火）～8月12日（水）まで
■当日までの流れ
https://bit.ly/30iOe91
7月21日(火)：企業申し込み開始
申込フォーム→
8月12日(水)：企業申し込み締切、学生事前予約の受付を開始
8月27日(木)：企業用当日資料を送信
9月3日(木)・4日(金) ：オンライン合同企業説明会本番、学生申し込み期限（11時まで）
随時：各参加企業様とリハーサルや打合せ
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■終了後

企業説明に参加した学生からアンケートをとり、後日結果をご報告します。

■集客施策

(4社以上の企業説明参加とアンケートを記入いただいた方に）
QUOカード1,000円分プレゼント

■広報・宣伝
①北海道新聞の記事及び広告での告知（告知記事、9月16日付夢さぽ内で特集等も予定）
②専用ホームページの開設
③大学・短大・専門学校等やハローワークなどでのポスター掲出、チラシ配布
④大学・短大等のキャリアセンターなどへの訪問
⑤札幌市有施設でのポスター掲出、チラシ配布（区民センター、図書館など）
⑥インターネット広告（Googleなど）
⑦ジョブダス就活2021などのWEBサイト内での告知
⑧AIR-G'（FM北海道）、FMノースウェーブのラジオＣＭ
⑨uhb（北海道文化放送）、TVh（テレビ北海道）などのテレビＣＭ
⑩電子メールによる案内
⑪合説どっとこむ2021での告知
⑫全国地方新聞社地元就職推進協議会のメルマガ（全国の大学・短大等の就職担当向け）
⑬北海道で働こう応援会議や関係団体ホームページでの告知
など予定
■主催

北海道で働こう応援会議

協力

株式会社オガワヤ
以上

◆ 北海道 より
新型コロナ感染症対策本部第19回本部会議における決定事項について
①道では、「新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針」を定め、 外出の自粛やイベント等の開催制
限等についても、段階的に緩和してきたところですが、 このたびの国の決定や全国的な感染状況を踏まえ、大
規模イベントでは、全国的な移動を伴うこと等により、一部地域の感染リスクが拡散する可能性があることか
ら、イベント等の開催制限について、当面８月末までの間、収容率５０％、人数制限５，０００人を維持するこ
とを決定しましたのでお知らせします。
②新型コロナイルス感染症が、大都市を中心に全国に広がっており、他都府県との往来が多い北海道として
は、引き続き、警戒感を持って注視していかなければならない状況となっています。
また、北海道は観光需要が最も高まる時期を迎えていることから、このたびの本部会議において、８月から９
月の２ヶ月間を「新北海道スタイル集中対策期間」とすることなどの取組を決定しましたのでお知らせします。
皆様におかれましても、感染拡大防止の取組への引き続きの御理解、御協力について宜しくお願いいたしま
す。

◆ 北海道 技術・ビジネス交流会 実行委員会 事務局 より
2020年11月5日（木）、6日（金）に開催される
ビジネスEXPO「第34回 北海道 技術・ビジネス交流会」開催および出展者募集についてのご案内をさせて
いただきます。
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ ★☆７月１日より申込受付を開始しております☆★
□
ビジネスＥＸＰＯ出展者大募集！
https://www.business-expo.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「第34回北海道 技術・ビジネス交流会（ビジネスEXPO）」につきまして、感染予防対策を万全にした上で
開催することとしましたのでお知らせいたします。
「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34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330社・機関のご出
展をいただくとともに来場者数は会期2日間で21,703名、商談件数は3万件と盛況裡に終了することができま
した。
今回のビジネスEXPOの特徴は、３つ！
① 新北海道スタイル展示会として感染症予防を万全に行います。
② ウィズコロナ関連企業さまを積極的に誘致いたします。 (マスコミ各社も注目！）
③ WEBを活用し、よりBtoBに特化したイベントを目指します。
【道経連通信 №747】(3)

上半期の展示会に出展が叶わなかった企業・機関の皆さまの大切な商談の場、製品紹介の場となるようイベン
ト準備を進めています
皆さまからの出展のお申込を、お待ちしております。
※今後も状況を注視しながら、新型コロナウイルス感染症の再流行などで開催を中止する場合や、イベント形態
に変更が生じた場合は、ホームページやFacebookで速やかにお知らせいたします。
■「第34回 北海道 技術・ビジネス交流会」開催概要
名
会
会

称／ビジネスＥＸＰＯ「第34回 北海道 技術・ビジネス交流会」
期／2020年11月5日（木）・6日（金）（5日/10:00～17:30、6日/9:30～17:00）
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

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先端技術ゾーン
⑦Withコロナゾーン（仮称）
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2020
・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2020
・ロボット・IoTワールド2020
・スマートエネルギーフォーラム2020
※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

https://www.business-expo.jp/

■出展のお申込について
申込期間／2020年7月1日（水）～2020年8月31日（月）
※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

https://www.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・北島
TEL 011-716-9150／FAX 011-708-6529
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2020 年 7 月吉日
人事・採用ご担当者様

お仕事フェスタ運営事務局
北海道新聞社 担当：濱多 沼田
電話 011-210-5470

第 3 回北海道で働こう！お仕事フェスタ
オンライン合同企業説明会のご案内
謹啓 盛夏のみぎり、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。また平素は格別のご高配
を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、北海道新聞社が事務局を務めます「北海道で働こう応援会議」は、道内企業の皆さまと道内
就職を考えている若者をマッチングすることを目的に、今年は昨今の情勢に鑑みオンラインイベント
と形を変えて「第 3 回北海道で働こう！お仕事フェスタ オンライン合同企業説明会」を開催いたしま
す。参加企業最大 80 社を見込む今夏最大級の就職関連イベントであり、夏休み期間に学生が参加
しやすいオンラインでの開催を予定しておりますので昨年以上の来場者を期待しております。
皆様の採用活動の一助としてご活用いただけましたら幸いです。
ご多用中のところ誠に恐れ入りますが、ご参加くださいますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
謹白
１ 募集目的
道内企業と北海道での就職を希望する若者とのマッチングの機会を設けるとともに北海道で働く
意義や可能性を伝え、一人でも多く道内で就職内定を得ることを目的とします。
また来春大学等卒業予定者以外の若者のためにも地元の若者を積極的に採用したいと考えて
いる企業の担当者からオンラインによる説明を受ける機会を提供。北海道で活躍する若者を一人で
も増やすことを目的に本事業に参加する企業を募集いたします。
２ 開催概要
■開催日時：2020 年 9 月 3 日(木)・4 日(金) 9 時～17 時 30 分
■場

所：オンライン上（集合不可）

■対 象 者：大学（院）、短期大学、高等専門学校、専修学校、能力開発校など学生全般、
および第二新卒、既卒、1～３年生も可
■内

※目標 500 人以上

容：オンラインでの企業説明（1 社あたり企業説明 30 分を 2 回）、
北海道で働こうスペシャルトーク など

■主

催：北海道で働こう応援会議

■協

力：株式会社オガワヤ

■参加企業：最大 1 日 40 社で 2 日間予定
■参加料金：25,000 円（税別）
■申込方法：申込フォーム→https://bit.ly/30iOe91
３ 特徴
・WEB 会議サービスの zoom を使用いたします。
・道内企業と道内就職希望の学生が対象です（既卒、第二新卒を含む）。
・ご希望の企業様には事前に zoom のレクチャーを行います。
４ 募集企業
北海道で働こう応援会議に参画する経済団体等に加盟し、道内就職希望の若者を採用したい
と考えている企業・団体
５ 募集期間
2020 年 7 月 21 日（火）～8 月 12 日（水）まで
６ 募集枠
オンライン企業説明参加希望企業 最大 80 社
※申し込み順で 80 社になった段階で申し込みを終了させていただきます。

７ 企業様に事前に準備いただくもの
・フォームからお申し込み

https://bit.ly/30iOe91

・zoom のインストール、事前練習
・会社説明スライド作成 10 分～20 分
※動画を使用する場合は事前にご相談ください（うまく動作しない場合があります）。
８ スケジュール
■当日までの流れ
7 月 21 日(火)：企業申し込み開始
8 月 12 日(水)：企業申し込み締切、学生事前予約の受付を開始
8 月 27 日(木)：企業用当日資料を送信
9 月 3 日(木)・4 日(金) ：オンライン合同企業説明会本番、学生申し込み期限（11 時まで）
随時：各参加企業様と個別リハーサルや打合せ
※お申し込み営業日の翌日までに事務局からメールが届かない場合は、お電話ください。

■当日の流れ（イメージ）
・１セッション最大 10 社ずつ合同企業説明会を行います。
・zoom の URL１本でルームを 10 社分ご用意いたします。
・各ルーム１社ずつ待機していただきます。
・学生が話を聞いてみたい企業のルームに移動します。
・ルームごとに司会者がいますので、司会者の案内に沿って説明を開始してください。
・１セッションにつき 30 分間（説明 20 分＋質疑応答 10 分）で、２セッションを繰り返します。
・20 分間の説明のあと、10 分間の質疑応答がありますので、学生と交流してください。
・司会者がタイムキーパーを兼ねて、質疑応答に移る旨を説明いたします。
・質疑応答の時間は司会者が学生から質問を募集しますので、ご回答をお願いいたします。
・質疑応答の後、15 分間の休憩がございます。休憩後に次のセッションが始まります。
※学生は興味がある企業のルームに自由に出入りします。
■当日の動き詳細（第１セッションのイメージ）
時間

企業

ルーム司会者

学生

9:50-10:30

メインルームで北海道で

ブレイクアウトルーム

メインルームでスペシャ

働こうスペシャルトーク

で待機

ルトークもしくはビデオ

もしくはビデオメッセージ

メッセージを聞く

10:30-10:45

・メールで送られてきた

・学生に次の時間帯

・好きなルームへ移動

zoom に接続

zoom の URL に接続

のルームを案内

・待機

・スライドを画面共有して

・画面共有について採

準備して待機

用担当者をサポート

10:45-11:05

・zoom の画面共有機能

・採用担当者がスムー ・企業の説明を聞く

企業説明

を使い、スライドを使って

ズに企業が説明でき

（マイクは全員ミュート）

企業が説明

るよう、担当者の紹介

（カメラ ON/OFF は自

や説明のサポート

由）

11:05-11:15
質疑応答

・司会者の進行に沿って

・学生のコメントから質 ・zoom のコメント（チャッ

質疑応答

問を選択して、採用担

ト）機能で質問する

当に質問する
11:15-11:30

・司会者の終了アナウン

・説明終了のアナウン

・説明終了後、次の時

休憩

スに沿って説明を終了。

ス

間帯で興味がある企業

次の準備をして待機

のルームに移動

※１セッションにつき説明 20 分＋質疑応答 10 分＋休憩 15 分で、計 2 回繰り返します。
連続 2 セッションが終了した企業は zoom から退出ください。

■終了後
企業説明に参加した学生からアンケートをとり、後日結果をご報告します。
９ 個人情報の取得について
学生から回収したアンケートに記載されている個人情報を後日お渡しいたします。学生に了
承を取りますので、アンケートに記載されているメールアドレス宛てに連絡をお取りください。
１０ 集客施策
QUO カード 1,000 円分プレゼント（4 社以上の企業説明参加とアンケート記入で）
１１ 広報・広告宣伝
①北海道新聞の記事及び広告での告知
②専用ホームページの開設
③大学・短大・専門学校等やハローワークなどでのポスター掲出、チラシ配布
④大学・短大等のキャリアセンターなどへの訪問
⑤札幌市有施設でのポスター掲出、チラシ配布（区民センター、図書館など）
⑥インターネット広告（Google など）
⑦ジョブダス就活 2021 などの WEB サイト内での告知
⑧AIR-G‘（FM 北海道）、FM ノースウェーブのラジオＣＭ
⑨uhb（北海道文化放送）、TVh（テレビ北海道）などのテレビＣＭ
⑩電子メールによる案内
⑪合説どっとこむ 2021 での告知
⑫全国地方新聞社地元就職推進協議会のメルマガ（全国の大学・短大等の就職担当向け）
⑬北海道で働こう応援会議や関係団体ホームページでの告知

など予定

１２ その他
お申し込みを受け付けましたら、翌営業日までに受付完了メールを送付いたします。お申し込
み後、翌日（土日祝日を除く）までに運営事務局より返信がない場合は、不着の可能性がありま
すので、お手数ですが下記まで電話連絡をお願いいたします。なお詳細は後日ご連絡いたします。

申込先：「北海道で働こう！お仕事フェスタ」運営事務局（株式会社北海道新聞社）
申込フォーム→https://bit.ly/30iOe91
Ｅ－ｍａｉｌ：hatarako@hokkaido-np.co.jp

※お電話でのお申し込みは受け付けておりません。
【お問い合わせ先】
「北海道で働こう！お仕事フェスタ」運営事務局
（株式会社北海道新聞社）担当：濱多 沼田
電話：011-210-5470 FAX 011-210-5727

令和２年（2020 年）７月２７日
関係団体・事業者の皆様
北海道知事

鈴木

直道

「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第 19 回本部会議」
における決定事項について（通知）
日頃より、新型コロナウイルス感染症対策にご理解、ご協力をいただいている
ことにお礼を申し上げます。
先般、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、イベント等の開催
制限について、当面８月末までの間、収容率５０％及び人数制限５，０００人を
維持することが決定されました。
道では、
「新型コロナウイルス感染症対策に関する基本方針」を定め、外出の
自粛やイベント等の開催制限等についても、段階的に緩和してきたところです
が、このたびの決定や全国的な感染状況を踏まえ、大規模イベントでは、全国的
な移動を伴うこと等により、一部地域の感染リスクが拡散する可能性があるこ
とから、イベント等の開催制限について、当面８月末までの間、収容率５０％、
人数制限５，０００人を維持することを決定しましたので、お知らせします。
引き続き、次の点に留意いただくなど、感染拡大防止の取組へのご理解、ご協
力をお願いいたします。
記
１． 当面８月末までの間、参加人数は、屋内イベント・屋外イベントともに
５，０００人以下（屋内は収容率５０％）とし、業種別のガイドラインを遵
守するほか、別紙１「イベント主催者及びイベントを開催する施設の管理者
へのお願い」に十分注意の上、イベントを開催いただきたいこと。
なお、収容率については、必ずしも屋内・屋外のみで区別されるもので
はなく、屋外であっても、座席等により参加者の位置が固定され、かつ収
容定員の定めがある場合には、収容定員の半分程度以内という基準を用い
ていただきたいこと。また、屋内であっても、座席等により参加者の位置
が固定されず、又は収容定員の定めがない場合には、人と人の距離を十分
確保するという基準を用いていただきたいこと。
２． 祭り等（祭り、花火大会、野外ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ等）の行事の開催については、引
き続き、全国的又は広域的な人の移動が見込まれるものや参加者の把握
が困難なものについては、中止を含めて慎重に検討いただきたいこと。
また、全国的又は広域的な人の移動が見込まれない行事であり、参加者
がおおよそ把握できるものについても、適切に対応いただきたいこと。

北海道経済部経済企画局経済企画課企画係
電話：011-204-5308

別紙１

イベント主催者及びイベントを開催
す る 施 設 の 管 理 者 へ の お 願 い
➣ イベントの開催に当たっては、下記の事項にご留意を
お願いしますとともに、感染拡大防止の取組について、
参加者の協力が得られますよう、参加者への事前周知を
行っていただきますようお願いします。

・ 入場時等に検温を実施し、発熱等の症状がある者はイベント
の参加を控えてもらうようにすること。その際の払い戻し措置
等を規定しておくこと。
・

開催前に、イベント参加者に国の接触確認アプリ『ココア』
をインストールしていただくよう促すこと。また、
『北海道コロ
ナ通知システム』を積極的に登録するとともに、イベント参加
者の連絡先等の把握を徹底すること。

・ 熱中症等の対策が必要な場合を除き、原則、マスクを着用し
ていただくよう促すこと。
・ 入退場時、休憩時間や待合場所等を含め、いわゆる三密（密
集、密接、密閉）の環境を作らないよう徹底するほか、そこに
おける交流等を極力控えていただくよう呼びかけること。
・ 開催前後には、観客やスタッフ（選手、出演者を含む）の移
動中や移動先における感染防止のための適切な行動（例えば、
業務上必要性のない外出等による感染リスクのある行動の回
避）を促すこと。
◇ 施設管理者又はイベント主催者における事前相談のお願い ◇
全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が
1,000 人 を 超 え る よ う な イ ベ ン ト の 開 催 を 予 定 す る 場 合
には、イベントの開催要件などについて、道庁に事前の
相 談 を お 願 い し ま す。
北海道新型コロナウイルス感染症対策本部
指揮室 総括・広報班 電話：011-206-0143

令和２年（2020 年）７月３１日
関係団体・事業者の皆様
北海道知事

鈴木

直道

「北海道新型コロナウイルス感染症対策本部第 20 回本部会議」
における決定事項について（通知）
日頃より、新型コロナウイルス感染症対策にご理解、ご協力をいただいている
ことにお礼を申し上げます。
全国的には、大都市中心に感染が広がっており、他都府県との往来が多い北海
道としては、引き続き、警戒感を持って注視していかなければならない状況とな
っています。
また、北海道は観光需要が最も高まる時期を迎えていることから、このたびの
本部会議において、８月から９月の２ヶ月間を「新北海道スタイル集中対策期間」
とすることなどの取組を決定しましたので、お知らせします。
引き続き、感染拡大防止の取組へのご理解、ご協力をお願いいたします。
記
１ 「新北海道スタイル集中対策期間」の決定について、８月から９月まで、①
接待を伴う飲食店への働きかけ、②接待を伴う飲食店以外の事業者への働き
かけ、③宿泊事業者・交通事業者への働きかけ、④感染症対策の解説動画制作
やワークショップ開催の４つの柱で取組を進めていくこと。
２ 道外との往来について、道民の皆様におかれては、引き続き、道外を訪問
する際には、訪問地での呼びかけに注意するとともに、滞在中の行動には制
約があるということなどを考慮し、訪問の必要性、訪問場所などを改めて検
討いただくなど、感染が拡大している地域への往来については、慎重に判断
いただくこと。
３ 飲食店等における感染拡大の防止について、全国的に飲食店等における集
団感染が多く発生している状況を踏まえ、道民の皆様におかれては、会食や
飲み会では大声を控え、「新北海道スタイル」の実践を徹底するとともに、
「北海道コロナ通知システム」や「接触確認アプリ(COCOA)」を積極的に活
用いただくこと。
４ 感染防止の取組強化について、道内企業の皆様におかれては、引き続き、
時差出勤やテレワークの取組の促進等を図っていただくこと。

北海道新型コロナウイルス感染症対策本部
指揮室 総括・広報班 電話：011-206-0143

