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今後の主要事業
【9月以降の主な行事予定】
日

行

時

場

10月15日（木）
13:00～14:30

事

所

グループ・局

担

当

2020年 10月度 会長・副会長会議
(会場と時間が変更となっておりますので、お間違いのないようお願いいたします)

カナモトホール

企画総務グループ

山崎

【9月以降の講座講習会】
日

講座講習会名

時

場

10月14日(水)
14:00～16:30
11月 4日(水)
11月10日(火)
13:00～17:00
※同一内容で２回開
催致します。

所

グループ・局

会員
一般

2020年度 助成金活用セミナー
道特会館 6階 中会議室

労働政策局

道特会館 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

11月11日(水)
12日(木)
10:00～17:00

新任管理・監督者研修 （2日間コース）

11月16日(月)
10:00～17:00

2020新入社員フォローアップ研修

道特会館 5階 大会議室B

佐藤
会員
一般

労働政策局

道特会館 6階 中会議室

15,400円
20,900円

佐藤
会員
一般

労働政策局

24,200円
30,800円

佐藤
会員
一般

業務上の交通事故に関する実務講座

6,600円
8,800円

一種 28,050円
二種 25,850円

労働政策局

道特会館 5階 大会議室B

5,500円
7,700円

林

労働政策局

道特会館 5階 大会議室B

担当

佐藤
会員
一般

年末調整の実務講座

11月5日(木)
9:50～17:00
6日(金)
10:00～17:00

12月9日(水)
13:00～17:00

受講料

8,800円
12,100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
◆ 厚生労働省 より
令和２年度 中小企業のための女性活躍推進事業のお知らせ（無料）
2019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、同年6月5日に公布されました（301
人以上の企業）。また、2022年4月1日からは、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101人以上の事業主に拡大されることとなり、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るとともに、人手不足対策や働き方改革を進めるうえでも、本
取組の重要性はさらに高まっています。
厚生労働省では、女性活躍推進の取組に関し、企業の経営者、人事労務担当のみなさま向けに①女性活躍推進
説明会・相談会、②アドバイザー（社会保険労務士、中小企業診断士等）による無料の個別支援サービス、③説
明会への講師派遣、④専門家（社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタント等）向けスキルアッ
プ研修会を開催します。
当会会員におかれましても、必要に応じ、適宜ご参加ください。
【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またはメールで
お申し込みください。
◆【企業向け】
アドバイザーによる個別支援（無料）

https://joseikatsuyaku.com/support/form/

◆【企業の経営者、人事担当者向け】
女性活躍推進に関するオンラインセミナー（無料） https://joseikatsuyaku.com/seminar/
◆【自治体、業界団体、労使団体向け】
説明会への講師派遣

https://joseikatsuyaku.com/group/form/

◆【社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタント等向け】
スキルアップ研修会（無料）
https://joseikatsuyaku.com/skillup/
【お問合せ先】
厚生労働省委託「中小企業のための女性活躍推進事業」
女性活躍推進センター東日本事務局
株式会社東京リーガルマインド 公共事業本部
〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
電話：0120-982-230 (フリーダイヤル） 平日9時～17時
E-Mail： info@joseikatsuyaku.com
専用HP： https://joseikatsuyaku.com

◆ 中央労働委員会および北海道労働委員会 より
労使関係セミナーのご案内（10月12日 無料）
中央労働委員会および北海道労働委員会は、労働紛争に関する制度と紛争の解決をサポートする機関の労働委
員会について、労使関係者の認識を深めることを目的としたセミナーを開催します。
基調講演では、「賃金に関する基本問題～最新の法改正や新型コロナウイルス感染症への対応を交えて～ 」
をテーマに専門的な視点からの講演を行い、続いて、北海道労働委員会の委員が実際に扱った労働問題に関する
労使紛争解決事例をご紹介します。
当会会員企業のみなさまにおかれましても、必要に応じ適宜ご参加ください。
詳しくは、中央労働委員会のホームページ「労使関係セミナー」のご案内
http://www.mhlw.go.jp/churoi/ をご確認ください。
【お問い合わせ先】
中央労働委員会事務局 調整第1課
〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32
Tel 03-5403-2124（担当：加藤）
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◆ 北海道総合政策部 より
「ふるさと魅力再発見！キャンペーン」のお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大により、地域の人の流れが止まり、地域活力が停滞する中、道では、地域の活
力再生に向けた1つの取組として、「ふるさと魅力再発見！キャンペーン」を実施しております。
この取組は、地元の方々が、お住まいの振興局管内を周遊し、新北海道スタイルを実践している店舗や施設等
で消費をしていただきながら、域内における人と物の動きを促し、また、周遊などを通じて再発見した地域の魅
力をSNSで発信していただき、そうした情報を貴重な財産として今後の地域施策の展開に活かしていこうという
ものです。
スマートフォンを活用したスタンプラリーとSNS投稿という内容で気軽に参加できるものです。参加者には、
抽選ではありますが、地元ならではの特産品を用意しております。
是非会員の皆様におかれましても、御参加いただければ幸いです。
キャンペーンの詳細は、別添広告または以下のウェブサイトをご覧ください。
https://furusato-hakken.jp
【担当・連絡先】
武藤 健（むとう けん）
北海道総合政策部地域創生局
地域戦略課 地域創生係長
TEL：011-231-4111（内線21-174）011-204-5131（直通）
090-3776-4851（携帯）
e-mail： mutou.ken@pref.hokkaido.lg.jp

◆ 経済産業省北海道経済産業局 より
「令和2年度 北国の省エネ・新エネ大賞を募集しています！」
経済産業省北海道経済産業局では、北海道における省エネルギー・新エネルギーの有効利用、開発及び普及に
関し、著しい成果や功績があり他の模範となる取組等を行った組織又は個人を表彰することにより、省エネル
ギーの推進及び新エネルギーの利用促進を図ることを目的として、北国の省エネ・新エネ大賞（北海道経済産業
局長表彰）を募集します。
応募対象は、次に掲げる取組や活動を行った組織又は個人を対象とします。（自薦・他薦・共同応募も可）
•省エネルギーの取組又は新エネルギーの活用により、エネルギーの有効利用を行った者
•省エネルギー又は新エネルギーに関する技術・製品（サービスを含む）を開発・製造した者
•省エネルギー又は新エネルギーの普及・啓発を行った者
※省エネルギーと新エネルギーの複合型も応募可能です。
応募の詳細につきましては下記webページを参照してください。
https://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20200910/index.htm
【提出・お問い合わせ先】
経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 エネルギー対策課 （担当：高瀬、久源）
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 4階
TEL：011-709-2311（内線2635、2636）FAX：011-726-7474
E-mail： hokkaido-energy@meti.go.jp

◆ ノーステック財団 より
With コロナ・Postコロナ禍におけるオープンイノベーションマッチングに対するご協力のお願い
このたびノーステック財団では、北海道内の中小企業・スタートアップ企業の研究開発成果の事業化促進を図
るため、外部組織から技術やアイディア等を積極的に取り入れて事業化に繋げる取り組みを経済産業省北海道経
済産業局より受託し、実施します。
「オープンイノベーション」をキーワードに、自社単独では解決できない課題を保有する大手事業会社様と、
革新的な技術や新たなサービス・アイディアを有する中小・スタートアップ企業等とのビジネスマッチングの促
進支援にあたり、連携意欲のある大手事業会社様にヒアリング調査のご協力をお願いいたします。
詳細につきましては添付資料にてご確認ください。
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◆ 道経連 より
北経連・四経連・道経連・経団連共催 マッチング・ワークショップ（MWS）
開催およびマッチング希望先の公募について
北陸経済連合会（北経連）、四国経済連合会（四経連）、北海道経済連合会（道経連）、経団連地域経済活性
化委員会は、わが国経済の持続的発展に向けて、地域特有の資源を活かした新たな産業の振興・育成によりイノ
ベーションを創出すべく、「地域活性化に向けた連携協定」を締結しております。
道経連は第２回ワークショップより参加し、各地で優れた技術・サービス等を有する企業・大学と首都圏に立
地する企業とのビジネス・マッチングに取り組んでまいりました。
今年度につきましては、ビジネス・マッチングのさらなる促進に向けて、ワークショップの方法を見直し、オ
ンラインでの開催といたします。道経連会員企業及び大学・団体等の皆様におかれましては、製品・技術・サー
ビス・研究成果等について、映像等を活用し、経団連会員企業ならびに各地方経済連合会会員企業へのご提案を
お願いいたしたく存じます。
つきましては、ワークショップの概要ならびにご依頼の詳細を下記の通りお送りいたしますので、ご参加をご
検討くださいますよう、よろしくお願い申しあげます。
<マッチング・ワークショップ 開催要領>
（１）日時： 2020年12月４日（金）10:00～17:30
＜プログラム＞10:00～12:00 第１セッション：四経連によるプレゼンテーション
13:00～15:00 第２セッション：道経連によるプレゼンテーション
15:30～17:30 第３セッション：北経連によるプレゼンテーション
（２）プレゼンター企業・大学・団体などの募集先
道経連の会員企業、大学、団体などから5先（各経連5件まで）
（３）形式
北経連･四経連･道経連･経団連の各拠点をオンライン(Zoomウェビナー)でつなぎ、開催いたします。
※詳細は別紙「プレゼンター企業、大学、団体などの募集について」をご確認ください。
■お問い合わせ先
北海道経済連合会 産業振興グループ 担当：小林 宮崎
電話：011-221-6116
E-mail: kobayashi.norio@dokeiren.gr.jp

◆ 道経連 より
新型コロナウイルス感染症対策に関する北海道からのお知らせ
北海道より、新型コロナウイルス感染症対策に関連して、下記の周知依頼がありましたので、お知らせいたし
ます。詳細は添付資料にてご確認ください。
①「新北海道スタイル」集中対策期間等に係るお知らせについて（通知）
②「新型コロナウイルス感染症対策本部第23回本部会議」における決定事項について（通知）
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厚生労働省委託「令和2年度 中小企業のための女性活躍推進事業」

令和4年4月から、女性活躍推進法に基づく

一般事業主行動計画 の
策定・届出等 が

101人以上 の
中小企業 も 義務化に！
専門家による

相談・支援

無料
アドバイザー（社会保険労務士、中小企業診断士等）による、
無料の支援サービスをご活用ください。
貴社の女性活躍に関する課題を見つけ、
事業主行動計画の策定等についてアドバイスします。
申込み、詳細はホームページ（https://joseikatsuyaku.com/）へ
下記事務局にも、お気軽にお問い合わせください。
申込みの際にいただいた個人情報は、本事業にかかる連絡にのみ使用します。無断で第三者へ提供することはありません。
ん。

お問い合わせは 委託運営：

「女性活躍推進センター」

【東日本事務局】TEL：0120ー982ー230（フリーダイヤル）平日9時〜17時
【西日本事務局】TEL：0120ー975ー531（フリーダイヤル）平日9時〜17時
E-Mail: info＠joseikatsuyaku.com

LEC女性活躍推進センター

専用HP：https://joseikatsuyaku.com/

検索
QRコードからも
ご覧いただけます

女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ホームページもぜひご覧ください。
女性活躍推進法特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

アドバイザーによる支援
対象企業
❶ 常時雇用する労働者３００人以下の企業
❷ 女性活躍推進について専門知識やノウハウが不足している企業

支援の流れ
担当アドバイザー
決定

電話・メールに
よる支援

訪問支援
※（オンライン）

フォローアップ

※ご希望によりオンライン支援を選択していただくことができます。

具体的な支援内容
１．ヒアリングの実施（状況や課題を把握）
２．課題の整理・目標設定
３．具体的な行動計画を示し、目標に向けた取り組みへのアドバイス
４．一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出
５．その他、情報公表の諸手続き、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定取得に係る
内容や諸手続きについての支援

企業
イメージの
向上

優秀な
人材の
確保

助成金
受給

it
er

公共調達
優遇

M

it
er

M
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er

M

it
er

M

M

事業主行動計画を策定すると、こんなメリットが期待できます
it
er

日本政策
金融公庫の
貸付制度

厚生労働省委託「令和２年度中小企業のための女性活躍推進事業」

女性活躍推進
説明会・相談会
2 0 2 0

参加・相談

無料

女性が活躍する新たなステージへ
現在、労働者数が常時300人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が努力義務となっています。
2022年4月からは、労働者数が101人以上の事業主まで義務化されます。
女性の活躍を推進することにより、企業イメージの向上や優秀な人材確保というメリットもあります。
本説明会では、何から始めればよいのか、
また、どのように取り組めばよいのかを分かりやすく説明します。
更に、実際に取り組んでいる企業経営者による講演や、個別相談も行います。
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全日程、Zoomを使用したオンラインによる開催となります
開催日程：詳細は裏面に掲載しています

内

1部 女性活躍推進に取り組むメリット

容

女性活躍推進法に基づいて事業主が行うべき内容及び諸手続き
えるぼし認定・プラチナえるぼし認定と申請の諸手続き
女性の活躍推進企業データベースの紹介
両立支援等助成金に係る情報提供

2部 講演会

女性活躍推進に取り組むこととなったきっかけ、取組内容など

3部 個別相談会（事前予約制）
申込方法

※10/16AM開催は、個別相談会は実施しません。

「女性活躍推進説明会・相談会2020」専用ホームページサイト より
専用HP：https://joseikatsuyaku.com/
＊お預かりした個人情報は本事業に係るご連絡にのみ使用します。無断で第三者に提供することはありません。

お問い合わせは 委託運営：

「女性活躍推進センター」運営事務局

〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
E-Mail: info＠joseikatsuyaku.com

TEL : 0120−982−230（フリーダイヤル）平日9時〜17時

専用HP：https://joseikatsuyaku.com/
LEC女性活躍推進センター

検索

QRコードからも
ご覧いただけます

女性活躍推進説明会・相談会 2020
講師プロフィール
社会保険労務士法人
ヒューマンテック経営研究所
法人社員
（役員）
株式会社ヒューマンテック経営研究所
取締役
特定社会保険労務士、
キャリアコンサルタント、
産業カウンセラー
しま

ま

い

SUNSHOW GROUP 代表
三承工業株式会社 代表取締役
一般社団法人
SDGs プラットフォーム 理事
一般社団法人
WOMAN EMPOWERMENT
PLATFORM 理事

こ

にしおか

島 麻衣子 氏

てつひと

西岡 徹人 氏

2017年度「東京都 女性の活躍推進人材育成事業」
、

男性中心の建設業という枠組みを壊し、女性だけの

2018年度、2019年度
「東京都 女性の活躍推進加速

工務店展開や積極的な女性雇用、管理職登用を図り

化事業」
講師の他女性活躍推進に関する研修・執筆等

キャリアアップへの取組みのノウハウが認められ、

の実績多数。著書に
「中小企業がイキイキ輝く！女性活

2015年には
「厚生労働省 働き方改革ノウハウ獲得検

躍推進法一般事業主行動計画課題別策定ガイド」
（第

討委員会」
委員として全国各地で講演。2018年には

一法規）
がある。また、専門誌『月刊人事労務実務のQ

SDGsを経営戦略の中核に据え、同年第2回
「ジャパン

＆A』
（日本労務研究会）
にて
「女性が活躍する会社づく

SDGsアワード」
を受賞。女性活躍推進を積極的に活

りの実務」
連載中。

動する。

常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業の経営者や人事労務担当者

対象者
開

催

日

時

間

2020 年 9 月 24 日

14：00 〜 16：30

2020 年 10 月 2 日

14：00 〜 16：30

2020 年 10 月 16 日

※1

10：00 〜 12：10

2020 年 10 月 16 日

※1

14：00 〜 16：30

2020 年 10 月 21 日

14：00 〜 16：30

2020 年 10 月 27 日

14：00 〜 16：30

2020 年 11 月 13 日

14：00 〜 16：30

全日程、
Zoom を使用した
※2

オンラインによる
開催となります。

※1 2020 年 10 月 16 日（金）のセミナーについては、午前・午後、同じ内容です。
※2 2020 年 10 月 16 日（金）午前開催は、個別相談会の実施はありません。

「女性活躍推進説明会・相談会2020」専用ホームページサイト より
専用HP：https://joseikatsuyaku.com/

LEC女性活躍推進センター

検索
QRコードからも
ご覧いただけます

女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ホームページもぜひご覧ください。
女性活躍推進法特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

厚生労働省委託「令和２年度中小企業のための女性活躍推進事業」

社会保険労務士・中小企業診断士・キャリアコンサルタント等の皆様へ

中小企業の
女性活躍推進を支援するための
スキルを学びませんか？
参加無料

女性活躍推進法に基づく
「一般事業主行動計画」
の策定等が、令和4年4月1日から、常時雇用労働
者101人以上300人以下の企業にも義務づけられます。人手不足に悩む中小企業にとって、
「一般事
業主行動計画」
の策定・実行により、女性が働き続けやすい環境づくりや、女性の採用・定着の促進な
ど、さまざまなメリットが期待できます。
中小企業の実情に応じた丁寧できめ細やかな女性活躍推進の支援を行う専門家を養成するための、
スキルアップ研修会を開催します。

Zoomを使用したオンラインによる開催です。

講師

株式会社wiwiw
（ウィウィ）

代表取締役会長

山極 清子 氏

株式会社資生堂から1995〜97年に21世紀職業財団両立支援部事業
課長として派遣されたことを機に、復職後の1997〜2009年まで資生堂本
社人事部、経営改革室、CSR部の各次長などに就いて、女性活躍支援、男女
共同参画の推進、仕事と育児・介護との両立支援および働き方改革などの
ワーク・ライフ・バランスに取り組む。
現在、1,000社超のネットワークを活かし、理論と実践を融合して企業に
とって最も有効かつ現実的な施策として女性活躍推進と働き方改革、ダイ
バーシティ経営の提案やコンサルティングを実践している。

お問い合わせは 委託運営：

「女性活躍推進センター」運営事務局

〒164-0001 東京都中野区中野4-11-10 アーバンネット中野ビル
E-Mail: info＠joseikatsuyaku.com

TEL : 0120−982−230（フリーダイヤル）平日9時〜17時

専用HP：https://joseikatsuyaku.com/
LEC女性活躍推進センター
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スキルアップ研修会の特色
● 女性活躍推進に関する最新の情報が学べます！
● 女性活躍推進のより専門的な知識が身につきます！
● あなたのキャリアアップにつながります！

主な講義内容
● 女性活躍推進に取り組むメリット

● 女性の活躍推進企業データベース

● 女性活躍推進法の内容

● 助成金にかかわる情報提供

● えるぼし、
プラチナえるぼし認定取得

● 女性活躍推進に取り組む企業の事例

10 月9 日

日時

2020年

対象者

14：00〜16：30

女性活躍推進に携わる

社会保険労務士、中小企業診断士、キャリアコンサルタント等の皆様
※これから女性活躍推進に携わる方々にもおすすめです！

申込方法

「女性活躍推進センター」専用ホームページ より
専用HP：https://joseikatsuyaku.com/
＊お電話でもお申し込みいただけます。
TEL : 0120−982−230（フリーダイヤル）平日9時〜17時
LEC女性活躍推進センター

検索

QRコードからも
ご覧いただけます

＊お預かりした個人情報は本事業に係るご連絡にのみ使用します。無断で第三者に提供することはありません。

女性活躍推進法の詳細については、厚生労働省ホームページもぜひご覧ください。
女性活躍推進法特集ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

令和2年度北海道地区

令和2年

労使関係セミナーのご案内

10月12日（月）
13:30～17:00

中央労働委員会および北海道労働委員会では、労働紛争に関する制度と紛争の解決をサポート
する機関の労働委員会について、労使関係者の認識を深めることを目的としたセミナーを開催し
ます。
基調講演では、「賃金に関する基本問題 ～最新の法改正や新型コロナウイルス感染症への対
応を交えて～ 」をテーマに専門的な視点からの講演を行い、続いて、北海道労働委員会の委員が
実際に扱った労働問題に関する労使紛争解決事例をご紹介します。
企業の人事労務担当者や労働組合の役職員など､多くの皆様のご参加をお待ちしています。

日時

令和２年１０月１２日(月)13:30～17:00（開場13:00）

会場

かでる2・7

定員
約90名

１階 「かでるホール」

（札幌市中央区北２条西７丁目 道民活動センタービル）

◉受講定員：約90名（事前申込制･先着順） ◉受講料：無料
※定員に達した場合は、その時点で受付を終了させていただきます。

事前申込制
※裏面参照

受講料

無料

基調講演
（後日、厚生労働省動画チャンネルでも配信予定。中央労働委員会ホームページのお知らせをご覧下さい。）

テーマ

「賃金に関する基本問題

～最新の法改正や新型コロナウイルス感染症への対応
を交えて～」
【講師】原 昌登氏（中央労働委員会東日本区域地方調整委員、公益委員）
（成蹊大学法学部法律学科教授）

事例紹介
テーマ

「道内における労働問題に関する労使紛争事例」
発表者

國武 英生氏（北海道労働委員会公益委員、小樽商科大学商学部企業法学科教授）
佐藤 昌一氏（北海道労働委員会労働者委員、ＵＡゼンセン北海道支部支部長）
松田 隆氏（北海道労働委員会使用者委員、松田隆特定社会保険労務士・行政書
士事務所所長）

詳しくは中央労働委員会のホームページのお知らせ「労使関係セミナーの御案内」をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/

主催
後援

中労委 労使関係セミナー

または

中央労働委員会
北海道労働局

★ ご存じですか？労働委員会

検索

北海道労働委員会

～ 雇用のトラブル まず相談 ～

（詳しくは中央労働委員会・各都道府県労働委員会のホームページをご覧ください！）

セミナーの受講申込み ＆ 会場アクセス
お問い合わせ先

・申込みはFAXのみで受け付けます。

申込み
方法 ・この用紙下の「受講申込書・受講票」に

必要事項を記入して、送信してください。

中央労働委員会事務局 調整第一課
〒105-0011 東京都港区芝公園1-5-32
TEL 03-5403-2124（担当:加藤）

・セミナー当日は、下記会場の受付にて、この「受講申込書・受講票」を
確認させていただきますので、必ずご持参ください。
・新型コロナウイルス感染症が著しく拡大する状況下では、道内事情により
セミナーを中止する場合があります。

その他

会 場
アクセス
※会場の駐車場は
台数に限りがござ
います。ご来場の
際は、できるだけ
公共の交通機関を
ご利用ください。

【会場】
北海道立道民活動センター
（愛称：かでる２・７）
１階「かでるホール」
（住所）〒060-0002
札幌市中央区北2条西7丁目
道民活動センタービル

【最寄り駅】 ■ JR札幌駅南口：徒歩13分
■ 地下鉄：さっぽろ駅（10番出口）：徒歩 ９分
大通駅（2番出口）
：徒歩１１分
西11丁目駅（4番出口） ：徒歩１１分

受講申込書・受講票

（令和２年度北海道地区セミナー用）

中央労働委員会事務局 調整第一課 セミナー担当者宛 FAX:

03-5403-2262

企業・団体名

連絡先

ＦＡＸ番号

電話番号
－

－

－
氏

所属・役職
受講者名

－
名

フリガナ

◆セミナー当日は、本票により受付を行いますのでご持参ください。
◆個人参加の方は、氏名、連絡先電話番号・ＦＡＸ番号のみで結構です。
◆お申込みいただいた個人情報は、本セミナーに関して使用し、他の目的には一切使用しません。

※咳エチケットとしてマスク等のご用意をお願い致します。
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2020 年９月 23 日
各

位
北海道経済連合会

「北経連・四経連・道経連・経団連共催

会

長

真

弓

明

彦

マッチング・ワークショップ」

プレゼンター企業、大学、団体などの募集について
拝啓 益々ご清祥のこととお慶び申しあげます。
北陸経済連合会（北経連）、四国経済連合会（四経連）、北海道経済連合会（道
経連）、経団連地域経済活性化委員会は、わが国経済の持続的発展に向けて、地
域特有の資源を活かした新たな産業の振興・育成によりイノベーションを創出
すべく、「地域活性化に向けた連携協定」を締結しております。
道経連は第２回マッチング・ワークショップより参加し、各地で優れた技術・
サービス等を有する企業・大学と首都圏に立地する企業とのビジネス・マッチ
ングに取り組んでまいりました。
今年度につきましては、ビジネス・マッチングのさらなる促進に向けて、ワー
クショップの方法を見直し、オンラインでの開催といたします。道経連会員企
業及び大学・研究機関等の皆様におかれましては、製品・技術・サービス・研究
成果等について、映像等を活用し、経団連会員企業ならびに各地方経済連合会
会員企業へのご提案をお願いいたしたく存じます。
つきましては、ワークショップの概要ならびにご依頼の詳細を下記の通りお
送りいたしますので、ご参加をご検討くださいますよう、よろしくお願い申し
あげます。
敬 具
記
１. マッチング・ワークショップ 開催要領
（１）日時
2020 年 12 月４日（金）10:00〜17:30
＜プログラム＞
10:00〜12:00 第１セッション：四経連によるプレゼンテーション
13:00〜15:00 第２セッション：道経連によるプレゼンテーション
15:30〜17:30 第３セッション：北経連によるプレゼンテーション
【各セッションにおける次第】
道経連のセッション次第は追ってご連絡申し上げます。
プレゼンターは当日道経連会議室にご参集いただき、1 件 約 20 分程度
（約 15 分発表+約 5 分質疑）の発表を予定しております。

なお、例年プレゼンテーションと並行して開催しておりました個別相談
ブースの設置はございません。ご関心の趣がございましたら、参加者より

各事務局へご連絡いただくことで、貴社・貴学におつなぎいたします。
（２）プレゼンター企業・大学・団体などの募集先
道経連の会員企業、大学、団体などから５件（各経連５件まで）
（３）形式
北経連・四経連・道経連・経団連の各拠点をオンライン（Zoom ウェビ
ナー）でつなぎ、開催いたします。道経連からご参加いただくプレゼンタ
ーの皆様は原則として道経連会議室にご参集ください。
（難しい場合はご相談ください）
なお、12 月７日（月）より 12 月 11 日（金）まで、北経連・四経連・
道経連・経団連の会員限定で当日の各セッションの録画をオンデマンド
配信いたします。
２．ご依頼事項
（１）プレゼンテーションのエントリー
ワークショップでのプレゼンテーションをご希望の場合、以下の事
項を 10 月 7 日（水）までに道経連事務局へご連絡ください。
※お申込み多数の場合は事務局にて調整させていただく可能性がござ
いますことをお含み置きください。
① ご出席者：プレゼンター・ご随行のお役職・お名前
② ご出席場所：道経連会議室（難しい場合はご相談ください）
③ 提案の概要
同送の「提案概要シート」（Power Point 資料）にご提案の概要をご
記入の上、ご送付ください。マッチング・ワークショップ開催前に案
内先（経団連・北経連・四経連・道経連会員）にお送りさせていただき
ます。
（２）プレゼンテーション資料のご作成・ご送付
当日のプレゼンテーション資料を 11 月 20 日（金）までに道経連事務
局へご送付をお願いいたします。
３．同送資料
提案概要シート

フォーマット（Power Point）

【ご連絡先・資料送付先】
北海道経済連合会 産業振興グループ 小林、宮崎
電話 ： 011-221-6116
E-mail： kobayashi.norio@dokeiren.gr.jp
【お問合先】
経団連 産業政策本部(青木、大橋)
電話 ： 03-6741-0721
E-mail：doshu@keidanren.or.jp

以

上

北経連・四経連・道経連・経団連共催 マッチング・ワークショップ
提案概要シート

【〇〇〇（企業・大学名）】〇〇〇〇（提案タイトル）
提案概要
【ご留意いただきたい事項】
・フォントはカタカナの「メイリオ」でお願いいたします
・図表等も用いてご紹介いただければ幸いです
・提携によるメリット、期待される成果等についてもぜひお示しください

取組み段階

検討段階 研究段階 実証段階 実用化・販売段階

提携希望先業種 食料品 繊維製品、紙・パルプ、化学 医薬品 石油・石炭製品

提携希望内容
面談申込時の
連絡先

ゴム製品、ガラス・土石製品 鉄鋼、非鉄金属、金属製品
機械、電気機器、輸送用機器、精密機器 農林・水産業 鉱業 建設業
電気・ガス業 陸運・海運・空運業、倉庫・運輸関連業 情報・通信 卸売・小売業
銀行・証券・保険業、その他金融業 不動産業 その他（
）
共同研究 販路開拓 資金支援 その他（

住所︓
担当者︓
電話番号︓
メールアドレス︓

）

⤒  ➨ 㸰 㸱 㸶 ྕ      
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ᾏ㐨▱ 㕥ᮌ ┤㐨

ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖ㞟୰ᑐ⟇ᮇ㛫➼ಀࡿ࠾▱ࡽࡏࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧
ᖹ⣲ࡼࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐᛂ᱁ẁࡢࡈ㧗㓄ࢆ㈷ࡾࠊཌࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
㐨ࡀឤᰁࣜࢫࢡࡢపῶ♫⤒῭άືࡢ୧❧ྥࡅྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡘ
࠸࡚ࠊḟࡢ࠾ࡾ࠾▱ࡽࡏࡋࡲࡍࠋ
ᚋࠊ㈗ᅋయࡢဨࡸᵓᡂဨ➼ࡢⓙᵝࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢྲྀ⤌ࡘ࠸࡚࿘▱ࡍࡿᶵࡀ
ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࡽࠊేࡏ࡚࠾▱ࡽࡏ࠸ࡓࡔࡃࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ


グ

㸯㸬ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝ㞟୰ᑐ⟇ᮇ㛫ࠖࡘ࠸࡚
 㐨࡛ࡣࠊ㸶᭶ཬࡧ㸷᭶ࢆࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖ㞟୰ᑐ⟇ᮇ㛫⨨࡙ࡅࠊᴗ⪅ࡢ᪉ࠎᑐࡋ
᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࡢᐇ㊶ࡸᴗ⏺ࡢ࢞ࢻࣛࣥࡢ㑂Ᏺ࡞ࡘ࠸࡚ാࡁࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸶᭶ࡘ࠸࡚ࡣࠊู⣬㸯ࡢ࠾ࡾྲྀ⤌ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊ㸷᭶ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⾜ᴦࢩ
࣮ࢬࣥ➼ࡼࡾࠊேࡢືࡁࡀάⓎࡍࡿࡇࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛ࠊ㞟୰ᑐ⟇ᮇ㛫ࢆ⥅⥆ࡋࠊ㐨
࡛ឤᰁᣑ㜵Ṇྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡲ࠸ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊⓙᵝ࠾ࢀࡲࡋ࡚ࡶࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢᐇ
㊶ᘬࡁ⥆ࡁࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸰㸬ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛࡢಟṇࡘ࠸࡚㸦ู⣬ཧ↷㸧
 ௧㸰ᖺ㸵᭶  ᪥ࡅࠕ㣧㣗ᗑ➼࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࣮Ⓨ⏕㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ⥲ྜⓗྲྀ⤌ࠖ
㸦ෆ㛶ᐁ
ᡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇᥎㐍ᐊ㸧ࢆཷࡅࠊḟࡢ࠾ࡾࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢࣆࢡࢺࢢ
࣒ࣛࢆಟṇࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ࠊ࠾▱ࡽࡏࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧
ࠕ㐨Ẹࡢⓙᵝࠖ㸦㟷࠸ࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛ㸧ࡢኚ᭦Ⅼ
࣭ࠕ࠸ࡲࡣࠊᑠኌ࡛ࠖࢆ㏣ຍ
࣭ࠕᾏ㐨ࢥࣟࢼ㏻▱ࢩࢫࢸ࣒᥋ゐ☜ㄆࣉࣜ㸦&2&2$㸧ࢆά⏝ࡋࡼ࠺ࠖࢆ㏣ຍ
࣭ୖグ㸰Ⅼࡢ㏣ຍక࠸ࠊ⛠ࢆࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࣉࣛࢫ㸰ࠖタᐃ
㸦㸰㸧
ࠕᴗ⪅ࡢⓙᵝࠖ
㸦࢜ࣞࣥࢪⰍࡢࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛ㸧ࡢኚ᭦Ⅼ
 ࣭
ࠕᾏ㐨ࢥࣟࢼ㏻▱ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡲࡍࠖࡽࠕᾏ㐨ࢥࣟࢼ㏻▱ࢩࢫࢸ࣒᥋ゐ☜ㄆࣉ
ࣜ㸦&2&2$㸧ࢆ࠾ᐈᵝ࠾▱ࡽࡏࡋࡲࡍࠖᕪࡋ᭰࠼

㸱㸬ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢၨⓎࡘ࠸࡚
 ࡍ࡛࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࢆᾐ㏱࣭ᐃ╔ࡉࡏࡿࡓࡵࠊḟࡢ࠾ࡾࢫࢸ
ࢵ࣮࢝ࡢ㓄ᕸࠊ
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝ᥎㐍༠㆟ࠖࡢဨࢆເ㞟ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋᘬࡁ⥆ࡁᵝࠎ࡞ᶵ
࠾࠸࡚ᆅᇦࡢᴗ⪅➼ࡢⓙᵝࡢ࿘▱ࡈ༠ຊࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

㸦㸯㸧
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࢫࢸࢵ࣮࢝
 ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢࢫࢸࢵ࣮࢝ࡣࠊᴗ⪅ࡢⓙᵝࡀࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢࠕ㸵ࡘࡢ࣏ࣥ
ࢺࣉࣛࢫ㸯ࠖྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡇࢆ࠾ᐈᵝ࠾▱ࡽࡏࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋࢫࢸࢵ࣮࢝ࡢ㒑㏦ࢆᕼᮃ
ࡉࢀࡿ᪉ࡣࠊ㐨ࡢ㹆㹎ࡽ⏦ㄳࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸦ཧ⪃㸧
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࢫࢸࢵ࣮࢝㏦ᕼᮃⓏ㘓ࣇ࢛࣮࣒
࣭ࣃࢯࢥࣥࡽ     ᴾ ᶆᶒᶒᶎᶑᵘᵍᵍᶕᶕᶕᵌᶆᵿᶐᶎᵌᶊᶅᵌᶈᶎᵍᶐᵢᵡᵎᵷᶈᵨᵲᴾ


࣭ᦠᖏ㟁ヰ࣭ࢫ࣐࣍ࡽ 

ࠎஓἧ
ἧỻὊἲᴾ

ᵯᵰ ἅὊἛᴾᴾ

㸦㸰㸧
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝ᥎㐍༠㆟ࠖဨࡢເ㞟
  㐨ࡣࠊ
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࢆᾏ㐨య࡛ᐇ㊶ࡋࠊᐃ╔ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠊ
ࠕ᪂
ᾏ㐨ࢫࢱࣝ᥎㐍༠㆟ࠖࢆタ❧ࡋࡲࡋࡓࠋ
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱ୍ࣝࠖ⥴ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡔ
ࡅࡿ᪉ࠊ⯆ࡸ㛵ᚰࢆ࠾ᣢࡕࡢ᪉࡛࠶ࢀࡤࠊᴗ⪅ࡸᅋయࠊಶேࠊ⾜ᨻᶵ㛵➼࡞ࡓ࡛ࡶධ
࡛ࡁࡲࡍࠋဨࡢⓙᵝࡣࠊ
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝࠖࡢྲྀ⤌ࡸྛ✀ᨭไᗘ࡞ࠊᐇ㊶࠶ࡓ
ࡗ࡚ཧ⪃࡞ࡿሗࢆ࠾▱ࡽࡏࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

㸦ཧ⪃㸧
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝ᥎㐍༠㆟ࠖࡢ࣮࣌ࢪ㸦ྲྀ⤌⤂➼㸧
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㸦ཧ⪃㸧
ࠕ᪂ᾏ㐨ࢫࢱࣝ᥎㐍༠㆟ࠖ㛵ࡍࡿၥྜࡏඛ
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Ө
ӡ㕱Ӣ଼ᇠሞኴׇ֪ಈೄַ֭শ൵ప֪֘။֊Ө Ө
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Ө
Ө
Ө
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Ө
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Ө
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Ө
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Ք
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զශሾॆၗؠי״է֭נ՛״ؒ׃՛֭ვᆑӡԂӹӼԂ ಐӨ ӽӿӶӿӺӾ ӢӨ
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ᾏ㐨▱ 㕥ᮌ ┤㐨

ࠕᾏ㐨᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ᮏ㒊➨  ᅇᮏ㒊㆟ࠖ
࠾ࡅࡿỴᐃ㡯ࡘ࠸࡚㸦㏻▱㸧

᪥㡭ࡼࡾࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᑐ⟇ࡈ⌮ゎࠊࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿ
ࡇ࠾♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
㐨࡛ࡣࠊ⌧ᅾࠊேᩘୖ㝈ࢆ㸳㸪㸮㸮㸮ே௨ୗ➼ࡍࡿ࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദไ㝈ࢆ
࠾㢪࠸ࡋ࡚࠸ࡿࡇࢁ࡛ࡍࡀࠊ⯡ࠊᨻᗓ࠾࠸࡚ࠊᙜ㠃㸯㸯᭶ᮎࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ୍
ᐃࡢ᮲௳ࡢࡶไ㝈ࢆ⦆ࡍࡿࡇࡀỴᐃࡉࢀࡓࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ㐨࠾࠸࡚ࡶࠊ
ୗグࡢ࠾ࡾࠊ㸷᭶㸯㸷᪥௨㝆ࠊ࣋ࣥࢺࡢ㢮ᆺᛂࡌ࡚ேᩘୖ㝈ᐜ⋡ࡢไ
㝈ࢆ⦆ࡍࡿࡇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊ࣋ࣥࢺ➼ࡢ㛤ദᙜࡓࡗ࡚ࠊᚲせ࡞ឤᰁ㜵Ṇᑐ⟇➼ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ
࣋ࣥࢺദ⪅ࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࠖࡼࡾ☜ㄆ࠸ࡓࡔࡃࡶࠊෆᐜ➼ࡘ
࠸࡚☜ㄆࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊ๓ᙜヱ࣋ࣥࢺࡢ㐨ࡢᢸᙜ㒊ᒁཪࡣᙜᣦᐊ
ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊᅜࡢົ㐃⤡ࠕ㸯㸯᭶ᮎࡲ࡛ࡢദ≀ࡢ㛤ദไ㝈➼ࡘ࠸࡚ࠖࢆῧࡋࡲ
ࡍࡢ࡛ࠊేࡏ࡚ࡈཧ↷ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
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̓ɻΝड़͠͵͏͞ͳ୴ฯʤཊࢯʥ
ɻΝड़ͤं͗͏ͪɼݺพͶқɼଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑ରΝඍʤਕҽΝഓͤΖʥͤΖ͞ͳɽηϛʖ

˚

ςϗϱφͲͺɼϧρϏ໒ΕΝ͢ࢯےɼݺพͶқɼଲԢ͗Ͳ͘ΖΓ͑ରΝඍͤΖ͞ͳɽ

̔ɻືॄյඈʤϗϱφୂΏؔ࣎ܞٵͶ͕͜Ζࢀືཊࢯʥ
ɻୂΏؔ࣎ܞٵືॄΝյඈͤΖીʤਕҽഓɼત֮ฯʥΏॉ͵ـΝߨ͑͞ͳɽؔ࣎ܞٵ

˚

;ٶϗϱφޛৱࣆͲ״ઝࢯΏʀφϪʀജవືॄً͗͞Δ͵͏ͤͳڧΖ͞ͳɽ

̕ɻԍंʀ؏ؔٮંৰʀඊວ״ઝϨηέഋঈ
ɻԍंʀમघͳ؏࠷͗ٮޛʀؔ࣎ܞٵͶંৰ͢͵͏Γࣰ֮͑͵ીΝߪͣΖͳͳͶɼંৰ͗ࢯͲ͘͵

˚

͏͕ͨΗ͍͗ΖϗϱφͶͯ͏ͱͺ࠷ΝݡΚͦΖ͞ͳɽ

̖ɻ࠷ޛߨಊ؇ཀྵʤި௪ؖؽɼϗϱφޛͬ͝Ͷ͕͜Ζࢀືཊࢯʥ
ɻޮިڠ௪ؖؽʀӁৱవͲືॄΝյඈͤΖͪΌͶɼި௪ؖؽʀӁৱవࢆཤ༽Νқً͢ɼՆ͵ݸ

˚

Εɼ༩༁εητϞ༽ͶΓΕࢆཤ༽ΝଇͤΖ͞ͳɽ

̗ɻۂझพΪχϧϱॱग
˚
ɻϗϱφक࠷ंࢬ;ٶઅ؇ཀྵं๏Ͷ͕͏ͱۂझพΪχϧϱΝॱगͤΖ͞ͳɽ

ɻϗϱφक࠷ंࢬ;ٶઅ؇ཀྵं๏ͶΓΖ״ઝࢯखૌޮන
˚
ɻࢬઅ಼Ͷ͕͜ΖࣖܟΏϙʖϞϘʖζͶΓΕɼ״ઝࢯखૌΝޮනͤΖ͞ͳɽ

