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今後の主要事業
【12月以降の主な行事予定】
日

行

時

12月17日(木)
15:00～16:30
【内容変更】

場

所

事
グループ・局

担

当

2020年 12月度 会長・副会長会議
道経連会議室

企画総務グループ

古旗・山崎

【12月以降の講座講習会】
日

講座講習会名

時

＜２０２１年＞

1月14日(木)
15日(金)
10:00～17:00
1月21日(木)
13:00～17:00
1月27日(水)
9:50～17:00
28日(木)
10:00～17:00
1月28日(木)
13：00～17:00

1月29日(金)
9:20～20:10
2月2日(火)
13:00～17:00
2月19日(金)
14:00～17:00

場

所

グループ・局

職場リーダーレベルアップ研修（２日間コース）
道特会館

２階

大会議室

労働政策局

道特会館 5階 大会議室B

佐藤
会員
一般

労働政策局

林

労働政策局

佐藤
会員
8,800円
一般 12,100円

労働政策局

佐藤
会員
一般

初めての外国人材の採用
道特会館 5階 大会議室A

6,600円
8,800円

12,１00円

従業員トラブルの労働法講座
道特会館 2階 大会議室

8,800円
12,100円

一種 28,050円
二種 25,850円

安全管理者選任時研修
北海道建設会館 8階 Ａ会議室

24,200円
30,800円

林

労働政策局

健康保険の実務講座

担当

佐藤
会員
一般

第一種・第二種 衛生管理者受験のための対策講座
北海道建設会館 8階 Ａ会議室

会員
一般

労働政策局

労働基準法の実務講座
道特会館 5階 大会議室Ｂ

受講料

労働政策局

3,000円
4,000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
◆ 道経連 より
「第二青函トンネル」シンポジウムNET配信について
先般開催いたしました北海道経済連合会 青函物流プロジェクトチーム報告会「第二青函トンネル」
シンポジウムは、新型コロナウィルス感染症の拡大防止策を講じた上での開催となり、出席可能人数に
上限を設けさせていただきました。
このため、当日会場にお越しいただけない方を生じさせてしまいましたこと、改めて心よりお詫び
申し上げます。
当会では、今年度から当会主催の講演会やセミナー等の様子を会員の皆さまにWeb配信する取り組みを
進めております。つきましては、下記ご案内のとおり配信いたしますので、ご案内申し上げます。
１.配信期間
２.視聴方法
３.そ の 他

2021年3月31日（水）まで
ご案内用紙下段に記載しておりますURLにてご視聴ください。
本件に関するご照会等につきましては、下記担当までご連絡ください。
〔道経連事務局〕 ℡（０１１）２２１－６１１５
地域政策グループ 和田

◆ 北海道環境生活部 より
「ナチュラルビズスタイル（仮称）」を試行します
国（環境省）では、クールビズとウォームビズの取組を統合する方針を明らかにしています。北海道では
国に先行して、職員の省エネ行動促進のため軽装等を自律的に行う「ナチュラルビズスタイル（仮称）」を
試行することとしましたので、お知らせいたします。
皆様におかれましても、省エネの取組を一層推進するため働きやすい服装に取り組んでいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
【試行期間】2020年12月1日(火)～2021年3月31日(水)
【お問い合わせ】北海道環境生活部環境局気候変動対策課温暖化対策係
011-231-4111（内線）24-233

◆ 北海道知事、北海道教育委員会教育長、厚生労働省北海道労働局長、
経済産業省北海道経済産業局長（連名） より
新規学卒者等の採用維持・促進及び雇用維持に対する配慮に関する要請
新型コロナウィルス感染症の影響により、本年３月以降、新規大卒者等新規高卒者の企業説明会や就職
面接会が中止または規模縮小になるほか、新規高卒者の選考・採用内定が１０月１６日に１ケ月後ろ倒しに
なるなど、学生・生徒の就職活動に影響が生じているところです。
こうした中、１１月２５日に北海道知事をはじめ、北海道教育委員会教育長、厚生労働省北海道労働局長、
経済産業省北海道経済産業局長の連名で、当会会員企業に対し、現在行われている学生の就職・採用活動に
対する特段の配慮を求める要請＜巻末別紙「新規学卒者等の採用維持・促進及び雇用維持に対する配慮に
関する要請」＞がございましたので、ご案内致します。
当会会員企業の皆様におかれましても、本趣旨をご理解のうえ、特段のご配慮とご協力をお願いいたします。

◆ 国土交通省 北海道運輸局、農林水産省 北海道農政局 より
「ホワイト物流」推進運動への参加のお願い
国土交通省はトラック運転者不足に対応し、物流機能を安定的に確保するために、トラック輸送の
生産性の向上・物流の効率化と、女性や高年齢層等の多様な人材が活躍できる労働環境の実現に向けて
取り組む「ホワイト物流」推進運動を、関係省庁等と連携して推進しています。
この度、事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と
働き方改革の実現を取組方針とした「ホワイト物流」推進運動への参加のお願いが、ありましたので
お知らせいたします。
ホワイト物流推進運動について
https://white-logistics-movement.jp/outline/
ホワイト物流推進運動への参加手順について
https://white-logistics-movement.jp/flow/
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◆ 厚生労働省 より
（治療と仕事の両立支援に関する北海道・東北エリアのオンライン地域セミナー）の
ご案内（12月16日 Web無料）
それまで健康だった人が病気にかかり治療が必要になると、以前の通りには働けなくなるケースが
出てきます。その場合、治療に専念することになるか、あるいは、治療しながら働くかはケースバイ
ケースでしょう。また、治療期間は疾病の種類などによって長さが異なりますが、働きながら治療を
したい人にとっては、それらをいかにして両立させるかは大きな問題です。
一方で、治療をしながら働く人の職場、とりわけ、人事労務担当者や産業保健スタッフ、そして、
共に働く上司や同僚にとっても、治療と仕事の両立支援は重要な課題です。治療をしながら働きたいと
いう思いがあり、主治医によってそれが可能だと判断された人が働ける環境の整備が求められているの
です。
厚生労働省では、様々な疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を
行い、治療と仕事が両立できるようにするための取組事例などの紹介し、治療と仕事の両立支援を
目的に標記オンライン地域セミナーを開催します。
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000752841.pdf

「治療と職業生活の両立支援広報事業」事務局 mail@chiryoutoshigoto.org

◆ 厚生労働省 より
自律した人材を企業はどうつくるか？
～従業員のやる気と成長を促すために～（無料オンラインセミナー）のご案内
キャリア形成サポートセンター（厚生労働省事業委託先）では、従業員のやる気を引き出すことに
関心のある企業のご担当者様を対象に、従業員のビジョンを明確化し、自らの意思で成長できる仕組み
としてセルフ・キャリアドック制度について紹介すること等を目的に、標記の無料オンラインセミナーを
開催します。
当会会員企業のみなさまにおかれましても、下記ホームページおよび添付のチラシをご覧いただき、
必要に応じ適宜ご参加ください。
こんな課題はありませんか？
・従業員のモチベーションをどう上げたらいいのか？
・自律した社員を増やすにはどうしたらいいのか？
・若手社員や中堅社員が目的をもって会社に貢献するにはどうしたらいいのか？
個人のライフスタイルやキャリア形成が変化していく中、会社で活躍する人材をどう育てていくべき
なのか？と悩みを抱えている企業からさまざまなご相談をいただいております。
そのような悩みに本セミナーでは従業員を取り巻く社会変化を踏まえて『企業で自律した人材にする
ための仕組み作り』のポイントをお伝えいたします。
これからの企業戦略(人材開発や人材育成・定着)を検討されているご担当者様は是非ご参加ください。
◆お申込み・セミナー詳細はこちら◆
12月21日 15:30~16:40
（お申し込み先）https://carisapo.mhlw.go.jp/eventsch/44946/
◆キャリア形成センターの詳細◆
（詳細HP）

https://carisapo.mhlw.go.jp/
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◆ 経済産業省、北海道 より
「冬季の省エネルギーの取組みについて」
経済産業省及び北海道から、冬季の省エネルギーへの協力依頼がありました。
会員各位におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に留意し、引き続き、
無理のない範囲での省エネに取り組んでいただくとともに、各ご家庭内での省エネにつきましても、
従業員様を通じて呼びかけて頂くなどのご対応をよろしくお願いいたします。
経済産業省 令和２年度「冬季の省エネルギーの取り組みについて」
～ 11月から3月は冬の省エネキャンペーン ～
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/20201023006.html
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「第 二 青 函 ト ン ネル」
シ ン ポ ジ ウ ム配信の
ご案内

2020 .11. 2

MON.

北洋銀行セミナーホール（札幌市中央区大通西3丁目7番地 北洋大通センター 4F）
にて行われました 北海道経済連合会 青函物流プロジェクトチーム報告会
「第二青函トンネル」シンポジウムの模様をNET配信致します
CONTENTS
□講演
石 井 吉 春 様 北海道経済連合会 青函物流プロジェクトチーム 座長
（北海道大学公共政策大学院 客員教授）

神尾哲也

様 日本プロジェクト産業協議会 国土・未来プロジェクト研究会委員
（戸田建設株式会社 常務執行役員）

□パネルディスカッション
パネリスト
石井吉春 様
藤 本 貴 也 様 日本プロジェクト産業協議会 国土・未来プロジェクト研究会 委員長
大 畑 周 司 様 北海道経済連合会 青函物流プロジェクトチーム委員（(株)札幌北洋リース 常務取締役）
セッションコーディネーター
栗田
悟 様 北海道経済連合会 青函物流プロジェクトチーム委員（北海道建設業協会 副会長）

□動画リンク先URL
①開会挨拶
https://youtu.be/iByCP-jMWGM
②講演1
https://youtu.be/a6IfiTVRkOk
③講演2
https://youtu.be/H8c2vADplvI
④ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ https://youtu.be/_sAzPRKvP6I
⑤閉会挨拶
https://youtu.be/BEpZJRln8eE

主催／北海道経済連合会
共催／一般社団法人日本プロジェクト産業協議会、株式会社北洋銀行
後援／北海道大学公共政策大学院、一般社団法人北海道建設業協会

令和２年１１月２５日

北海道経済連合会 会長 殿

北

海

道

知

事

北海道教育委員会教育長
厚生労働省北海道労働局長
経済産業省北海道経済産業局長

新規学卒者等の採用維持・促進及び雇用維持に対する配慮に関する要請について

2020 年度（2021 年３月卒）新規学卒者の採用につきましては、新型コロナウイルス感
染症の影響により、本年３月以降、新規大卒者等及び新規高卒者の企業説明会や就職面接
会が中止又は規模縮小等になるほか、新規高卒者の選考・採用内定が１０月１６日に
１か月後ろ倒しとなるなど、学生・生徒の就職活動に影響が生じているところです。
また、１０月１日時点で各ハローワークを通じて道内の大学・短大に確認を行ったとこ
ろ、前年度と比べ求人が少ないという報告を受けているとともに、2020 年度新規高卒者の
求人についても９月末現在で前年度と比べ約２割減少しております。
さらに、2020 年度新規学卒者で既に内定を得ている学生・生徒についての内定取り消し
が危惧されるとともに、2021 年度（2022 年 3 月卒）新規学卒者の採用計画についても、
採用の実施又は採用数が未定であるなど、企業の採用動向に不透明感がみられます。
こうしたことから、国においては、別添「新卒者等の採用維持・促進に向けた取組」が
とりまとめられるとともに、その支援策の準備が進められているところです。
つきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業側におかれても厳しい事
情を抱えていることと存じますが、企業自身の将来のためにも、前途ある若者の将来のた
めにも、貴団体の会員企業の皆様方の 2020 年度及び 2021 年度新規学卒者に係る採用維
持・促進をお願い申し上げます。
あわせて、卒業後少なくとも３年以内の既卒者に対し、新規学卒者の採用枠に応募でき
るようにすることを通じ、意欲や能力を有する若者に就職の機会を広く提供していただく
など特段の配慮がなされますよう、御理解と御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、感染症の影響の長期化により、道内の雇用情勢は更に厳しさを増すことも懸念さ
れますことから、国や道の支援策等を活用し、引き続き、雇用の維持に取り組まれるよう
重ねてお願い申し上げます。

治療と仕事の
両立支援

一
緒
に

考
え
よ
う

オンライン地域セミナー
事前登録受付中
主催：厚生労働省
後援：日本経済団体連合会、
日本商工会議所、独立行政法人労働者健康安全機構

北海道・東北エリア

©弘兼憲史／講談社

12月16日（水）13：30～

令和2年

参加
無料

事前に視聴
主催者挨拶、基調講演を、ポータルサイト
「治療と仕事の両立支援ナビ」
で配信しています。
複数の講演を配信していますので、
オンライン地域セミナーの前に、ぜひご覧ください。

12月16日
オンライン地域セミナー

※プログラムと時間は予定であり、変更になる場合があります。

第一部
13：30～15：00

パネルディスカッション 事例発表・ディスカッションをライブで配信します。

第二部
15：30～17：00

オンライングループワーク

北海道・東北エリアの事業者や人事労務担当者による

模擬事例を用いて参加者同士の意見交換を行い、
具体的な取組について考えます。

くわしくは裏面へ。
参加申し込み

下記にアクセスしてください。

ポータルサイト
「治療と仕事の両立支援ナビ」 治療 両立ナビ 検 索
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/symposium/2020/

第一部

パネルディスカッション

治療と仕事の両立に向けた職場づくり
■ パネリスト

■コーディネーター

柴崎 賢治 氏
株式会社オンワード・マエノ 取締役専務 内田 直子 氏
公益財団法人平野政吉美術財団 総務課長
篠崎 由紀子
特定社会保険労務士

株式会社青森銀行 人事部

キャンサー・ソリューションズ株式会社
代表取締役社長

副部長

桜井 なおみ

氏

氏

参加申込締切日

第二部

11月30日（月）

オンライングループワーク

定員になり次第締め切らせて
いただきます。

このグループワークでは、
模擬事例を用いて参加者同士の意見交換を行うと
ともに、
両立支援の専門家と一緒に各職場の両立支援を行う上での悩みや、

具体的な取組等について考えます（参加者にはあらかじめ資料をお送りします）。

（事前申込制）

グループワークに参加することで…

参加して頂きたい方

これから両立支援の取組を始めたい、
取組み方
が分からない、
すでに取り組んでいるが課題が
あり、
解決の糸口を見出したいと考えている方

① 同じ地域で両立支援に取り組む方と、情報の共有ができる。
② 職場で両立支援の具体的な進め方を学ぶことができる。
③ 両立支援の専門家から両立支援の取り組み方についてアドバイスをもらえる。

など幅広い方の参加をお待ちしております。

グループワーク
参加までの流れ

お申込後

グループワーク参加

事前に事務局よりグループワーク用の

パネルディスカッション終了後、事前にお知らせ

アカウントIDをメールでお送りします。

したURLからアクセスしてご参加ください。

（１グループ５人前後。
グループ分けは参加
状況に応じて事務局で振り分けます。）

ID

Web会議アプリケーションの
を使用します。
「Zoom」
右記をご確認ください。

先着30 名

ID

各グループにファシリテーターが付き、
ディスカッ
ションをナビゲートします。

ID

● グループワークは、
実施済みのシンポジウムの視聴登録とは別に、改めてお申し込みが必要となります。

開催エリア以外の都道府県の方もご参加いただけます。
当日はインターネット回線につながったデバイス
（PCやタブレット等）
を各自でご用意ください。
● 会話の品質確保のため、
できるだけイヤホンと外付けのマイク等をご利用ください。
●
●

※プログラムと時間は予定であり、
変更になる場合があります。

お問い合わせはこちら

ポータルサイ
ト
「治療と仕事の両立支援ナビ」 治療 両立ナビ 検 索
「治療と職業生活の両立支援広報事業」
事務局

mail@chiryoutoshigoto.org

厚生労働省 令和２年度キャリア形成サポートセンター事業
（本事業は株式会社パソナが厚生労働省より受託・運営しています）

自律した人材を企業はどうつくるか？
～従業員のやる気と成長を促すセルフ・キャリアドック支援とは～
12月21日(月)開催

参加料

オンラインセミナー

無料

従業員のやる気を引き出すことに関心のある企業のご担当者様を対象に、従業員のビジョン
を明確化し、自らの意思で成長できる仕組みとしてセルフ・キャリアドック制度についてご紹介
します。ぜひお気軽にご参加下さい。
〈 こんな要望がある事業者におすすめです 〉
☑ 従業員のモチベーションを上げたい
☑ 自律した従業員を増やしたい
☑ 若手従業員の定着を向上させたい ☑ 従業員の具体的なキャリアプランを形成したい
「セルフ・キャリアドック」とは、企業がその人材育成ビジョン・方針に基づき、キャリアコンサルティング面談と
多様なキャリア研修などを組み合わせて、体系的・定期的に従業員の支援を実施し、従業員の主体的なキャリア形成を
促進・支援するための総合的な取り組み、また、そのための企業内の「仕組み」のことです。
【講師】 増井 一 （ますい はじめ）氏
一般社団法人キャリアコンサルティング振興協会 常務理事
キャリア形成サポートセンター事業 セルフ・キャリアドック導入支援アドバイザー
2級キャリア･コンサルティング技能士
製薬会社でＭＲ､総務を経て､人事に23年間勤務。キャリア･ファイナンシャル･メンタルの知識と実務経験を活かし、
キャリア支援体制の構築を行う。キャリア研修の講師や社内キャリアコンサルタントとして､社員のキャリア自律支援を行う。

開催概要
●日 時 : 12月21日(月) 15：30～16：40（70分）
<タイムスケジュール>
15：30～15：40 開会挨拶・キャリア形成サポートセンター事業の説明
15：40～16：20 「自律した人材を企業はどうつくるか？
～従業員のやる気と成長を促すセルフ・キャリアドック制度とは？～」
16：20～16：35 質疑応答
16：35～16：40 キャリア形成サポートセンター事業の相談会のご案内・アンケート記入

●会 場 ： オンライン（Zoomを使用）
●対 象 : 経営者、人事労務担当者
●参加費 : 無料

※通信費は受講者さまの自己負担となります。

■キャリア形成サポートセンターHP内 「全国イベント情報」からお申し込みができます。
二次元バーコードは
こちらから→

https://carisapo.mhlw.go.jp/eventsch/40066/
お問い合わせ

北海道キャリア形成サポートセンター
〒060-0005 札幌市中央区北五条西2－5 JRタワー オフィスプラザさっぽろ16F（株式会社パソナ内）

TEL：011-252-2531
E-mail：carisapo‗hokkai＠pasona.co.jp
URL：https://carisapo.mhlw.go.jp/

公式Facebook

公式Twitter

