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No.663
今後の主要事業

【11月以降の主な行事予定 】
日

行

時

場

所

事

グループ・局

11月9日（水）
10:00～13:00

第 229 回 常任理事会

11月18日（金）
10:30～13:00

旭川地域会員懇談会

11月24日（木）
11:00～13:00

平成28年11月度 会長・副会長会議

札幌グランドホテル
旭川グランドホテル
道経連会議室

担

当

企画総務グループ

堀田・鎌田

企画総務グループ

水野・鎌田

企画総務グループ

堀田・鎌田

【11月以降の講座講習会 】
日

時

講座講習会名
場

所

グループ・局

11月10日(木)
10:00～17:00

２０１６新入社員フォローアップ研修

11月15日(火)
14:00～16:30

平成28年度 助成金活用セミナー

11月16日(水)
17日(木)
10:00～17:00

管理・監督者に求められる行動

11月24日(木)
13:00～17:00
11月29日(火)
13:00～17:00

道特会館 ５階 大会議室A

道特会館

6階

中会議室

～周りから信頼される人を目指そう～

6階

中会議室

会員
一般

労働政策局

15,120円
18,360円

―助成金の内容を分かりやすく解説します―
会員
一般

労働政策局

5,400円
7,560円

―管理の原理原則の習得―

道特会館 ５階 大会議室A
労働政策局
年金・退職金知識講座
～基礎知識取得と賃金制度等人事制度見直しのために～
道特会館

受講料

労働政策局

会員
一般

28,080円
30,240円

会員 8,640円
一般 10,800円

冨岡公治法律事務所講演会 「懲戒権行使の実務上の留意点」
－各種懲戒事例においてどのような判断の下に、いかに懲戒権を行使すると良いか－
すみれホテル

3階

ヴィオレ

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

12月6日(火)
13:00～17:00

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～

1月18日(水)
19日(木)
10:00～17:00

実践型職場リーダーシップ研修

1月24日(火)
13:00～17:00
1月25日(水)
26日(木)
10:00～17:00
1月27日(金)
9:30～20:10

道特会館

すみれホテル

6階

4階

中会議室

すずらん

労働政策局

会員 8,640円
一般 10,800円

労働政策局

会員
一般

28,080円
30,240円

労働基準法の実務講座 ～非正規雇用を含む採用から退職までの人事労務管理の実務的留意点～
道特会館

2階

大会議室

労働政策局

会員
一般

6,480円
8,640円

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

2階

大会議室

労働政策局

第一種
第二種

27,540円
25,380円

安全管理者選任時研修
道特会館

2階

大会議室

労働政策局

会員・一般

11,880円

※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)まで。
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掲 示 板

◆ 北海道より
「北海道１５０年ロゴマーク募集開始について」
北海道では、２０１８（平成３０）年に北海道命名１５０年を迎えるに当たり、「北海道１５０年事業」
のシンボルとなるロゴマークを募集しております。採用された作品は、１５０年事業の広告やイベントなどでＰＲ
に活用されます。北海道１５０年を国内外にアピールする素敵なロゴマークをお待ちしております。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
応募受付：２０１６年１１月１日（火）～１４日（月）
最優秀賞（採用作品）：賞状および副賞（賞金１０万円。高校生以下は同額の図書カード）
優秀賞（上記を除く投票対象の２作品）：道産品（ＪＡグループ北海道 提供）
http://www.hokkaido150.jp/

◆ 内閣府より
「規制改革ホットライン」集中受付のご案内
内閣府規制改革推進室では、環境や技術変化に対応した規制改革をタイムリーかつ着実に進めるため、平成25
年3月22日に「規制改革ホットライン」を設置し、広く国民や企業等からのご提案を常時受け付けております。
今般、「規制改革ホットライン」の認知度を向上させ、更に多くの提案をいただくことを目的として、平成28
年11月1日～30日の1か月間、集中受付を実施することといたしました。
日常生活や仕事において不便を感じている、あるいは改善を図るべきと思える規制がございましたら、ぜひこの
機会に具体的なご提案をお寄せください。
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/index.html
＜規制改革ホットライン担当＞
電話：03-5253-2111（内線3240または32462）
月曜日～金曜日 9時30分～18時15分
※電話による提案の受付は行っておりません。

◆ ＢＰＷ札幌クラブより
BPWシンポジウム「女性が活躍する時代をつくるのは誰か」のご案内
この度、内閣府のご指導のもと、日本BPW連合会とBPW札幌クラブ、そして日本女医会、北海道女性医師の会
の主催により『国・地方連携会議ネットワークを活用した男女共同参画推進事業』の一環としてシンポジウムを札
幌市で開催する運びとなりました。男女が共にそれぞれの個性と能力を十分に発揮できる多様性を重んじる社会を
実現するために、自分ごととして考えていく機会として、男女・世代を問わず多数の皆様のご参加をお待ちしてお
ります。
日時 : 平成28年11月19日（土）13:30〜16:30 (13:00開場)
場所： 札幌市男女共同参画センター 札幌エルプラザ3Fホール
内容 : 第１部 基調講演 講師 林 美枝子氏 「ジェンダーを超えて〜私たちに何ができるのか〜」
リレートーク 経済界・医療界・学生等
第２部 グループ討議
申込 :
http://www.jyoseikatsuyaku.com/
詳細は添付のチラシをご覧ください。
※申込み締切は11月9日（水）となっております。
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◆ Digital北海道研究会より
GIS Day in 北海道 2016 G空間情報セミナーのご案内
本年12回目を迎えるGIS Day in 北海道は、「これからのG空間社会」をテーマにセミナーを開催します。我が
国独自の衛星測位システムである「準天頂衛星システム」は、2018年に4機体制となり、本格的な衛星測位の
サービスが開始される予定です。
また、地理空間情報活用基本計画（第3期）が議論される中、今後もGISの更なる発展が期待されます。特に期
待されているのがG空間情報センター、自動車の自動走行、無人トラクターを用いた営農作業の効率化などです。
そこでこの度、東京大学の柴崎教授を始め各界の皆様を迎えてセミナーを開催いたします。是非多くの皆様のご
参加をお待ちしております
■日時 : 平成28年11月22日（火）13:00〜16:50 (12:00開場)
■場所： 札幌コンベンションセンター 中ホール
■プログラム
挨拶：酪農学園大学環境共生学類教授・農業環境情報サービスセンター長 金子 正美氏
（特定非営利活動法人Digital北海道研究会副理事長）
オープニング：一般財団法人衛星測位利用推進センター顧問 吉田 富治氏
基調講演：東京大学空間情報科学研究センター教授 柴崎 亮介氏
講演２：株式会社トヨタIT開発センター開発・調査部調査・企画グループリーダー 加藤 整氏
講演３：北海道大学大学院農学研究院教授 野口 伸氏
講演４：国際航業株式会社地理空間基盤技術部リモートセンシンググループ
プロジェクトマネージャー（空間情報利用推進）、
酪農学園大学特任准教授 鎌形 哲稔氏
事例紹介：北海道農政部農村振興局農村計画課主査 片桐 俊英氏
詳細は、以下のホームページをご覧ください。
http://dghok.com/event/1866.html

＜事務局・連絡先＞
特定非営利活動法人Digital北海道研究会（担当 藤原）
TEL 011-299-8104 FAX 011-299-5070 E-mail:office@dghok.com

◆ 原子力発電環境整備機構（NUMO）より
「高レベル放射性廃棄物について考える 地層処分意見交換会 in 札幌」のご案内
原子力発電に伴い発生する「高レベル放射性廃棄物」。この廃棄物は、将来世代に先送りせず、安全に処分を行
う必要があります。処分の方法として、地下深くの安定した岩盤に埋める「地層処分」が最適と考えられていま
す。
どうして地層処分なのか、安全はどのように確保するのか、処分場所はどうやって決めていくのか。皆さんから
ご質問やご意見をいただき、一緒に考えたいと思います。ぜひご参加ください。
■日時 : 平成28年11月2３日（水・祝） 開場・受付13:00 開会13:30
■場所： ロイトン札幌 ２階 リージェントホール
■プログラム
第1部 13:30～14:50
第2部 15:05～16:30（予定）
・地層処分の説明
・グループ形式での意見交換
・質疑応答

閉会16:30 (予定)

参加申し込みなどは、以下のホームページをご覧ください。（申込締切：11月18日（金））
http://www.chisou-sympo.jp/iken/
＜参加受付に関するお問い合わせ＞
札幌意見交換会受付事務局
TEL 011-251-6560（平日9:30～18:00）
＜その他のお問い合わせ＞
原子力発電環境整備機構 地域交流部
TEL 03-6371-4003（平日10:00～17:00）
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◆ 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、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、「国家公務員倫理」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があります。
「利害関係者」（契約の相手方、許認可の申請者、立入検査を受ける事業者等）との間で、例えば以下の行為が
禁止されています。
１．金銭、物品等の贈与を受けること
２．無償の役務提供を受けること（社用車による送迎など）
３．供応接待を受けること（「割り勘による飲食は可能」）
また、「利害関係者」以外の事業者等との間でも、社会通念上相当と認められる程度を超えて、供応接待や財産
上の利益の供与を受けることが禁止されています。
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ください。
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・祝日及び12/29～１/３を除く、9:30～18:15）
【FAX】 03-3581-1802
公務員倫理ホットライン

検索

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るなど、通報により不利益な取扱いを受けないよう万全を期し
ています。
《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

◆ 道経連より
道経連講演会「北海道経済の現状と展望」のご案内
道経連では日本銀行札幌支店長 杉本芳浩様をお招きし、「北海道経済の現状と展望」をテーマに、講演会を開
催します。道内経済のみならず、全国の金融経済動向に精通している杉本様の経済動向に関する講演を、会員皆様
のご参考にしていただきたく、ご案内申し上げます。
【開催日時】平成28年12月6日（火）13:30〜15:00
【場
所】札幌グランドホテル ２階「金枝」
（札幌市中央区北１条西４丁目）
【演
題】北海道経済の現状と展望
【講
師】日本銀行札幌支店長 杉本 芳浩 氏
【申込方法】添付の申込書に必要事項記入のうえ、FAXにて申込ください。（参加費無料）
※なお、申込書は、会員企業代表者様及び企画総務等担当責任者様へ、
別途郵送する開催案内にも同封しております。
【問合せ先】北海道経済連合会 労働政策局 北浦
TEL：011-251-3592／FAX：011-231-2311

◆ 旅して応援！ほっかいどう実行委員会より
「旅して応援！ほっかいどうキャンペーン」のご案内
本年８月からの一連の台風等の大雨災害により、宿泊施設等のキャンセルや旅行の手控えなどに加え、交通網の
復旧が長引くことにより、観光入込が大きく落ち込むなど多大な影響を受けた本道観光の復興を図るため、北海
道・市町村、観光関係団体、経済団体等が連携して、道民の皆様の旅行需要を喚起し、道内旅行で北海道を元気に
するキャンペーンを実施することとなりました。
詳しくは

キャンペーン専用サイトおよび別添のチラシをご覧ください。

http://tabishite-ouen.visit-hokkaido.jp/
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12 月 6 日開催 道経連講演会申込書

FAX 送付状
宛

先：北海道経済連合会

講演事務局（担当：北浦）
FAX：011（231）2311

道経連 講演会

出席者連絡票

日

時：平成２８年１２月６日（火）１３：３０～１５：００

場

所：札幌グランドホテル ２階「金枝」
札幌市中央区北１条西４丁目
℡ 011(261)3311

演

題：「 北 海 道 経 済 の 現 状 と 展 望 」

講

師：日本銀行札幌支店長

杉本

芳浩

様

＜出席者＞
貴

社

名

役

職

名

ご

芳

名

電

話

出席が複数名となる場合は、以下にご記入願います。
役職名：

ご芳名：

役職名：

ご芳名：

役職名：

ご芳名：

＜講師にお聞きしたいことがあれば、ご記入願います＞

も
っ
と

元
気

北 み
海 ん
な
道 で
を

旅
し
て

に
！

北皆被私被地大交相本
海様災た災域き通次年
道、地ち地のな機い８
をごを道は懸被関で月
元一応民元命害や北か
気緒援に気なが観海ら
ににすでを取発光道
し道るき取り生施に
ま内こるり組し設台
し各とこ戻みまな風
ょ地。としにしどが
うを はつよたに上
。旅 、つり。 陸
し
あ
し
て
り
、
、
ま
す
。

秋の北海道は、魅力いっぱい。
気の合う仲間と旅すれば、笑顔いっぱい。
紅葉深まる、親睦も深まる。

桜の季節が短い北海道なら
では行事で、楓などの紅葉
を鑑賞する温泉旅行のこと。
◆旅して応援！ほっかいどう実行委員会
北海道経済連合会・北海道商工会議所連合会・
北海道経済同友会・日本旅行業協会北海道支部・
全国旅行業協会北海道支部・北海道ﾎﾃﾙ旅館業連絡
協議会・北海道市長会・北海道町村会・
北海道観光振興機構・北海道・(顧問)北海道運輸局

