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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

11月12日（木）
10:00～13:00
11月26日（木）
11:00～13:00
12月18日(金)
15:00～16:30
12月18日(金)
16:30～17:30

場

11月16日(月)
13:00～17:00
11月17日(火)
14:00～16:30
11月19日(木)
10:00～17:00
11月24日(火)
13:00～17:00
12月4日(金)
13:00～17:00

担

企画総務グループ

札幌グランドホテル

当

堀田・山崎

平成27年度 11月度 会長・副会長会議
道経連会議室

企画総務グループ

堀田・山崎

企画総務グループ

水野・堀田・山崎

学長懇談会
京王プラザホテル札幌

平成27年度 12月度 会長・副会長会議
京王プラザホテル札幌

時

11月10日(火)
11日(水)
10:00～17:00

グループ・局

第 223 回 常任理事会

【11月以降の講座講習会 】
日

所

事

企画総務グループ

水野・堀田・山崎

http://www.dokeiren.gr.jp/roudou_seisaku/seminer/
講座講習会名
場

所

グループ・局

受講料

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

第一種
第二種

27,540円
25,380円

北海道経済連合会講演会
すみれホテル

3階

ヴィオレ

平成27年度 助成金活用セミナー
道特会館

2階

大会議室

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

―助成金の内容を分かりやすく解説します―
労働政策局

会員
一般

5,400円
7,560円

新任管理･監督者特別講座
管理・監督者に求められる行動と責任 ―指導力､統率力強化のポイント―
道特会館

2階

大会議室

年金・退職金知識講座
道特会館

6階

労働政策局

会員
一般

15,120円
18,360円

～公的年金・企業年金・退職金基礎知識と今後の対応～

中会議室

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

従業員の交通事故と企業責任 ～交通事故リスクから企業を守るために～
道特会館

6階

中会議室

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

※講座・講習会のお問い合わせは 労働政策局(ＴＥＬ 011-251-3592)まで。

【道経連通信 №640】(1)

掲

示

板

◆ 国家公務員倫理審査会 より
【国からのお知らせ】 12月１日～７日は「国家公務員倫理週間」です！
国家公務員倫理審査会では、12月１日から７日までを「国家公務員倫理週間」に設定し、公務員倫理に関する
各種啓発活動を行うこととしています。
皆様もこれを機に、「公務員倫理」をちょっと覗いてみませんか。
企業の皆様と国家公務員が接触する際、国家公務員には一定のルール（倫理法・倫理規程）があります。
契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける者などの「利害関係者」との間で、例えば、金銭・物品の
贈与や供応接待を受けることなどが禁止されています。
供応接待については禁止、と言っても、全面的に禁止されているわけではありません。国家公務員が利害関係
者と「割り勘で」又は「国家公務員が多く負担して」飲食することは可能です。しかし、利害関係者の負担がわ
ずかでも多ければ、国家公務員は供応接待を受けたこととなってしまいます。
皆様の「ちょっとしたお気遣い」が、結果として違反行為を招いてしまうこともあります。
その他にも様々な禁止行為・行為規制があります。
詳細は、国家公務員倫理審査会ウェブサイトをご参照下さい。
http://www.jinji.go.jp/rinri/
なお、国家公務員の倫理に反すると疑われる行為に気付かれた際には、「公務員倫理ホットライン」へご連絡
ください。
◆公務員倫理ホットライン◆
【電話】 03-3581-5344 （土・日・祝日を除く、9:30～18:15）
【ＵＲＬ】

http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/tuuho.htm

※通報された方々の氏名等は窓口限りにとどめられます。
《担当》
国家公務員倫理審査会事務局
〒100-8913 東京都千代田区霞が関１－２－３
電話(代表)：03-3581-5311

◆

北海道経済産業局 より

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■平成27年度 製品安全点検セミナーのご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経済産業省では11月を「製品安全総点検月間」として、製品を安全に正しく使用する上で注意すべき事項につ
いて周知するなど、注意喚起を図っています。
当局はその一環として製品の事故防止の説明を行うとともに、今年度は一般財団法人電気安全環境研究所から講
師をお招きし、電気用品安全法の技術基準省令についての説明等を以下のとおり開催いたします。
関係者の皆様におかれましては、是非、ご出席頂きますようご案内申し上げます。
日 時：平成27年11月13日（金）13：30～15：30
場 所：北海道経済産業局6階第1会議室（北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎）
主 催：経済産業省北海道経済産業局、独立行政法人製品評価技術基盤機構北海道支所
対 象：製品安全関係事業者、自治体、消費者団体等
定 員：100名
参加料：無料
申込期日・方法：11月11日（水）まで以下URLの申込用紙にてお申込みください。
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/20151028/

◆

経団連 より

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■東日本大震災の被災地域の復興に向けた被災地産品の消費拡大についてのお願い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このたび、復興庁、農林水産省、経済産業省より経団連に対しまして、東日本大震災の被災地の復興に向けた被
災地産品の利用・販売促進につき協力要請がありました。
被災地で生産された農水産物・食品の社員食堂での利用、社内マルシェ（産直市）における販売、贈答品等での
活用等の推進について、ご検討の程よろしくお願いいたします。
【参考】
「新しい東北」官民共同ＰＲ事業
新しい東北×究極のお土産－「新しい東北」の挑戦－
http://www.newtohoku.org/promotion/omiyage

【本件に関する問い合わせ先】
経団連 産業政策本部 03‐6741‐0667（毛利、後藤）
【道経連通信 №640】(2)

◆ 北海道新聞社事業センター より
『「札幌モーターショー2016」特別価格前売券』斡旋のご案内
【通常前売券より更にお安く購入できます！！】
日頃より、当会の運営につきましては、多大なるご協力、ご理解を頂きまして、誠にありがとうございます。
さて、下記の通り、2016年１月22日（金）から24日（日）に開催されます「札幌モーターショー2016」の前
売券を、会員企業の皆さまに特別価格にて斡旋させていただきたくご案内申し上げます。
ご希望の会員企業様は、別紙『「札幌モーターショー2016」斡旋申込書』に必要事項を記入し、申込書記載の
「お申し込み先・お問い合わせ先」にＦＡＸにてお申し込みくださいますようお願いいたします。
※ 詳細は次ページをご参照ください。

【道経連通信 №640】(3)

道経連会員企業の皆さまへ

『「札幌モーターショー2016」特別価格前売券』斡旋のご案内
【通常前売券より更にお安く購入できます！！】
日頃より、当会の運営につきましては、多大なるご協力、ご理解を頂きまして、誠にありがとうござ
います。
さて、下記の通り、2016 年１月 22 日（金）から 24 日（日）に開催されます「札幌モーターショー2016」
の前売券を、会員企業の皆さまに特別価格にて斡旋させていただきたくご案内申し上げます。
ご希望の会員企業様は、別紙『「札幌モーターショー2016」斡旋申込書』に必要事項を記入し、
申込書記載の「お申し込み先・お問い合わせ先」にＦＡＸにてお申し込みくださいますようお願いい
たします。
同モーターショーは、東京を皮切りに全国 6 カ所で開催されており、北海道では 3 回目の総合モ
ーターショーとなります。北海道での開催は、北海道が自動車生産の拠点として成長している事を
広くアピールする絶好の機会であるとともに、地元自動車業界の大きな活力、さらには北海道経済
好転への一助になる試みであり、当会も含め、北海道、札幌市、北海道経済産業局等が実行委員
会を構成しオール北海道で取り組んでいるものであります。道経連会員企業の皆さまにおかれまし
ては、以上の趣旨をご理解いただき、少しでも沢山の皆さまにご来場願いたくご案内申しあげま
す。
記
１．会

期：平成 28 年 1 月 22 日（金）～24 日（日）

２．場

所：札幌ドーム

３．入場料金：一般前売
中・高生前売

990 円（当日：1,300 円 通常前売：1,100 円）
450 円（当日： 700 円 通常前売： 500 円）

※小学生以下は無料（保護者同伴が条件）
４．一般前売 50 枚以上の場合「協力」名義として下記の協力メリットをご用意させていた
だきます。
①札幌モーターショー２０１６のオフィシャルホームページに「協力社」として表記
させていただきます。
②呼称権（オフィシャルロゴ使用可）
「●●は札幌モーターショー2016 に協力しています」
「●●は札幌モーターショー2016 を応援しています」など
５．お申込み締切日
平成 28 年１月 8 日（金）まで
以上

（道経連斡旋用）
「札幌モーターショー2016」前売券斡旋申込書
（下記項目をご記入の上、ＦＡＸ011-210-5734 に送信してください）

１．申込日
２．会員企業名
３．住所
４．ＴＥＬ
５．ご希望枚数

一般

枚

中高生

枚

６．ご担当者様
※お申し込みいただき次第、チケットとご請求書をお送りさせていただきます。

《お問い合わせ先》
北海道新聞社事業センター
〒060-8711

青山

康平（不在時は鈴木）

札幌市中央区大通西 3 丁目

ＴＥＬ：011-210-5748

